
            社会福祉法人橿原市社会福祉協議会定款社会福祉法人橿原市社会福祉協議会定款社会福祉法人橿原市社会福祉協議会定款社会福祉法人橿原市社会福祉協議会定款    

制定制定制定制定    昭和昭和昭和昭和４４４４４４４４年年年年    

改正改正改正改正    昭 和昭 和昭 和昭 和 ６ ３６ ３６ ３６ ３ 年年年年 １ １１ １１ １１ １ 月月月月 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 日日日日        平成平成平成平成６６６６年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日議第日議第日議第日議第４４４４号号号号    

平成平成平成平成８８８８年年年年４４４４月月月月１８１８１８１８日議第日議第日議第日議第４４４４号号号号        平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日議第日議第日議第日議第１０１０１０１０号号号号    

平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年８８８８月月月月２６２６２６２６日議第日議第日議第日議第２２２２号号号号        平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年３３３３月月月月２８２８２８２８日議第日議第日議第日議第１４１４１４１４号号号号 

平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年８８８８月月月月２６２６２６２６日議第日議第日議第日議第４４４４号号号号        平成平成平成平成 １５１５１５１５ 年年年年 ５５５５ 月月月月 ３０３０３０３０ 日議第日議第日議第日議第 １１１１ 号号号号 

平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日議第日議第日議第日議第１１１１１１１１号号号号        平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日議第日議第日議第日議第１２１２１２１２号号号号    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月２７２７２７２７日議第日議第日議第日議第１０１０１０１０号号号号        平成平成平成平成 ２１２１２１２１ 年年年年 ５５５５ 月月月月 ２８２８２８２８ 日議第日議第日議第日議第 １１１１ 号号号号    

平成平成平成平成 ２１２１２１２１ 年年年年 ８８８８ 月月月月 ２７２７２７２７ 日議第日議第日議第日議第 ５５５５ 号号号号        平成平成平成平成 ２５２５２５２５ 年年年年 ３３３３ 月月月月 ２８２８２８２８ 日議第日議第日議第日議第 ５５５５ 号号号号    

平成平成平成平成 ２８２８２８２８ 年年年年 ３３３３ 月月月月 ２９２９２９２９ 日議第日議第日議第日議第 ３３３３ 号号号号        平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日議第日議第日議第日議第５５５５号号号号    

            第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

    （（（（目的目的目的目的））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人（（（（以下以下以下以下「「「「法人法人法人法人」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市におけるにおけるにおけるにおける社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業そのそのそのその

他他他他のののの社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業のののの健全健全健全健全なななな発達及発達及発達及発達及びびびび社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉にににに関関関関するするするする活動活動活動活動のののの活性化活性化活性化活性化によりによりによりにより、、、、

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とするとするとするとする。。。。    

    （（（（事業事業事業事業））））    

第第第第２２２２条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、前条前条前条前条のののの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、、、、次次次次のののの事業事業事業事業をををを行行行行うううう。。。。    

（（（（１１１１））））社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業のののの企画及企画及企画及企画及びびびび実施実施実施実施    

（（（（２２２２））））社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉にににに関関関関するするするする活動活動活動活動へのへのへのへの住民住民住民住民のののの参加参加参加参加のためののためののためののための援助援助援助援助    

（（（（３３３３））））社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業にににに関関関関するするするする調査調査調査調査、、、、普及普及普及普及、、、、宣伝宣伝宣伝宣伝、、、、連絡連絡連絡連絡、、、、調整及調整及調整及調整及びびびび助成助成助成助成    

（（（（４４４４））））前前前前３３３３号号号号にににに掲掲掲掲げるもののほかげるもののほかげるもののほかげるもののほか、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉をををを目的目的目的目的とするとするとするとする事業事業事業事業のののの健全健全健全健全なななな発達発達発達発達をををを図図図図るためにるためにるためにるために必必必必

要要要要なななな事業事業事業事業    

（（（（５５５５））））保健医療保健医療保健医療保健医療、、、、教育教育教育教育そのそのそのその他他他他のののの社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉とととと関連関連関連関連するするするする事業事業事業事業とのとのとのとの連絡連絡連絡連絡    

（（（（６６６６））））共同募金事業共同募金事業共同募金事業共同募金事業へのへのへのへの協力協力協力協力    

（（（（７７７７））））ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動のののの振興振興振興振興    

（（（（８８８８））））居宅介護等事業居宅介護等事業居宅介護等事業居宅介護等事業のののの経営経営経営経営    

（（（（９９９９））））介護予防支援事業介護予防支援事業介護予防支援事業介護予防支援事業のののの経営経営経営経営    

（（（（10101010））））地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターのセンターのセンターのセンターの経営経営経営経営    

（（（（11111111））））障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業のののの経営経営経営経営    

（（（（12121212））））移動支援事業移動支援事業移動支援事業移動支援事業のののの経営経営経営経営    



（（（（13131313））））福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス利用援助事業利用援助事業利用援助事業利用援助事業    

（（（（14141414））））生活福祉資金貸付事業生活福祉資金貸付事業生活福祉資金貸付事業生活福祉資金貸付事業    

（（（（15151515））））心配心配心配心配ごとごとごとごと相談事業相談事業相談事業相談事業    

（（（（16161616））））善意銀行善意銀行善意銀行善意銀行にににに関関関関するするするする事事事事業業業業    

（（（（17171717））））生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業生活支援体制整備事業    

（（（（18181818））））そのそのそのその他他他他このこのこのこの法人法人法人法人のののの目的達成目的達成目的達成目的達成のためのためのためのため必要必要必要必要なななな事業事業事業事業    

    （（（（名称名称名称名称））））    

第第第第３３３３条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会というというというという。。。。    

    （（（（経営経営経営経営のののの原則原則原則原則））））    

第第第第４４４４条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業社会福祉事業のののの主主主主たるたるたるたる担担担担いいいい手手手手としてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしいとしてふさわしい事業事業事業事業をををを確実確実確実確実、、、、効果的効果的効果的効果的かかかか

つつつつ適正適正適正適正にににに行行行行うためうためうためうため、、、、自主的自主的自主的自主的にににに経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの強化強化強化強化をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、そのそのそのその提供提供提供提供するするするする福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス

のののの質質質質のののの向上並向上並向上並向上並びにびにびにびに事業経営事業経営事業経営事業経営のののの透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保をををを図図図図るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

２２２２    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、住民住民住民住民やややや福祉関係者福祉関係者福祉関係者福祉関係者等等等等とともにとともにとともにとともに地域地域地域地域のののの福祉福祉福祉福祉課題課題課題課題及及及及びびびび生活生活生活生活課題課題課題課題のののの解決解決解決解決にににに取取取取りりりり組組組組

みみみみ、、、、支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする者者者者にににに無料又無料又無料又無料又はははは低低低低額額額額なななな料金料金料金料金でででで福祉福祉福祉福祉サービスをサービスをサービスをサービスを積極的積極的積極的積極的にににに提供提供提供提供するものとするものとするものとするものと

するするするする。。。。    

    （（（（事務所事務所事務所事務所のののの所在地所在地所在地所在地））））    

第第第第５５５５条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事務所事務所事務所事務所をををを奈良県橿原市畝傍町奈良県橿原市畝傍町奈良県橿原市畝傍町奈良県橿原市畝傍町９９９９番地番地番地番地の１にの１にの１にの１に置置置置くくくく。。。。    

            第第第第２２２２章章章章    評議員評議員評議員評議員    

    （（（（評議員評議員評議員評議員のののの定数定数定数定数））））    

第第第第６６６６条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに評議員評議員評議員評議員１３１３１３１３名以名以名以名以上上上上１８１８１８１８名以名以名以名以内内内内をををを置置置置くくくく。。。。    

    （（（（評議員評議員評議員評議員のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任））））    

第第第第７７７７条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・解任委員会解任委員会解任委員会解任委員会をををを置置置置きききき、、、、評議員評議員評議員評議員のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任はははは、、、、評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・

解任委員会解任委員会解任委員会解任委員会においてにおいてにおいてにおいて行行行行うううう。。。。    

２２２２    評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・解任委員解任委員解任委員解任委員会会会会はははは、、、、監事監事監事監事１１１１名名名名、、、、事務局員事務局員事務局員事務局員１１１１名名名名、、、、外部委員外部委員外部委員外部委員２２２２名名名名のののの合計合計合計合計４４４４名名名名でででで構成構成構成構成

するするするする。。。。    

３３３３    評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・解任委員会解任委員会解任委員会解任委員会のののの委員委員委員委員（（（（以下以下以下以下「「「「委員委員委員委員」」」」とととといういういういう。。。。））））のののの選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任はははは、、、、理事会理事会理事会理事会にににに

おいておいておいておいて行行行行うううう。。。。    

４４４４    選任候補者選任候補者選任候補者選任候補者のののの推薦推薦推薦推薦及及及及びびびび解任解任解任解任のののの提案提案提案提案はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる規程規程規程規程にににに基基基基づづづづきききき理事会理事会理事会理事会がががが行行行行うううう。。。。    

５５５５    選任候補者選任候補者選任候補者選任候補者のののの推推推推薦薦薦薦又又又又はははは解任解任解任解任のののの提案提案提案提案をををを行行行行うううう場場場場合合合合にはにはにはには、、、、当該当該当該当該者者者者がががが評議員評議員評議員評議員としてとしてとしてとして適任適任適任適任又又又又はははは不不不不適適適適

任任任任とととと判断判断判断判断したしたしたした理理理理由由由由をををを委員委員委員委員にににに説説説説明明明明しなけしなけしなけしなければればればればななななららららないないないない。。。。    



６６６６    評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・解任委員会解任委員会解任委員会解任委員会のののの決議決議決議決議はははは、、、、委員委員委員委員のののの過半過半過半過半数数数数がががが出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその過半過半過半過半数数数数をもをもをもをもっっっってててて行行行行うううう。。。。

このこのこのこの場場場場合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、少少少少なくなくなくなくととととも１も１も１も１名名名名のののの外外外外部委員部委員部委員部委員がががが賛賛賛賛成成成成することをすることをすることをすることを要要要要するするするする。。。。    

７７７７    評議員選任評議員選任評議員選任評議員選任・・・・解任委員会解任委員会解任委員会解任委員会のののの運運運運営営営営についてのについてのについてのについての規程規程規程規程はははは、、、、理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて定定定定めるめるめるめる。。。。    

    （（（（評議員評議員評議員評議員のののの資資資資格格格格））））    

第第第第８８８８条条条条    社会社会社会社会福祉法福祉法福祉法福祉法（（（（昭和昭和昭和昭和２６２６２６２６年法年法年法年法律律律律第第第第４５４５４５４５号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「法法法法」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第４４４４００００条第条第条第条第４４４４項項項項及及及及びびびび

第第第第５５５５項項項項のののの規規規規定定定定をををを遵守遵守遵守遵守するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの評議員評議員評議員評議員のうのうのうのうちちちちにはにはにはには、、、、評議員評議員評議員評議員のいのいのいのいずれずれずれずれか１か１か１か１名名名名

とそのとそのとそのとその親族親族親族親族そのそのそのその他他他他特殊特殊特殊特殊のののの関係関係関係関係があがあがあがあるるるる者者者者（（（（租税特別措租税特別措租税特別措租税特別措置法施行置法施行置法施行置法施行令令令令（（（（昭和昭和昭和昭和３２３２３２３２年年年年政令政令政令政令第第第第４３４３４３４３号号号号））））

第第第第２５２５２５２５条条条条の１７の１７の１７の１７第第第第６６６６項項項項第第第第１１１１号号号号にににに規規規規定定定定するものをいうするものをいうするものをいうするものをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）とのとのとのとの合計数合計数合計数合計数がががが、、、、評議員評議員評議員評議員

総数総数総数総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））の３の３の３の３分分分分の１をの１をの１をの１を超超超超ええええてててて含含含含まれまれまれまれることになることになることになることになっっっってはなてはなてはなてはなららららないないないない。。。。    

    （（（（評議員評議員評議員評議員のののの任任任任期期期期））））    

第第第第９９９９条条条条    評議員評議員評議員評議員のののの任任任任期期期期はははは、、、、選任選任選任選任後後後後４４４４年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする会計年会計年会計年会計年度度度度のうのうのうのうちちちち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに関関関関するするするする定定定定

時時時時評議員会評議員会評議員会評議員会のののの終結終結終結終結のののの時時時時ままままでとしでとしでとしでとし、、、、再再再再任任任任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

２２２２    任任任任期期期期のののの満了満了満了満了前前前前にににに退退退退任任任任したしたしたした評議員評議員評議員評議員のののの補補補補欠欠欠欠としてとしてとしてとして選任選任選任選任さささされれれれたたたた評議員評議員評議員評議員のののの任任任任期期期期はははは、、、、退退退退任任任任したしたしたした評議評議評議評議

員員員員のののの任任任任期期期期のののの満了満了満了満了するするするする時時時時ままままでとするでとするでとするでとする。。。。    

３３３３    評議員評議員評議員評議員はははは、、、、第第第第６６６６条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定数定数定数定数にににに足足足足りなくなるときはりなくなるときはりなくなるときはりなくなるときは、、、、任任任任期期期期のののの満了満了満了満了又又又又はははは辞辞辞辞任任任任によりによりによりにより退退退退任任任任

したしたしたした後後後後もももも、、、、新新新新たにたにたにたに選任選任選任選任さささされれれれたたたた者者者者がががが就就就就任任任任するするするするままままでででで、、、、なおなおなおなお評議員評議員評議員評議員としてのとしてのとしてのとしての権権権権利利利利義義義義務務務務をををを有有有有するするするする。。。。    

    （（（（評議員評議員評議員評議員のののの報酬報酬報酬報酬等等等等））））    

第第第第１１１１００００条条条条    評議員評議員評議員評議員のののの報酬報酬報酬報酬はははは、、、、ここここれれれれをををを支支支支給給給給しないしないしないしない。。。。たたたただだだだしししし、、、、評議評議評議評議員員員員にはにはにはには評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに

定定定定めるめるめるめる規程規程規程規程によりによりによりにより費費費費用用用用をををを支支支支弁弁弁弁することすることすることすることががががでででできるきるきるきる。。。。    

            第第第第３３３３章章章章    評議員評議員評議員評議員会会会会    

    （（（（構成構成構成構成））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、全全全全てのてのてのての評評評評議員議員議員議員をもをもをもをもっっっってててて構成構成構成構成するするするする。。。。    

    （（（（権限権限権限権限））））    

第第第第１１１１２２２２条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、次次次次のののの事事事事項項項項についてについてについてについて決議決議決議決議するするするする。。。。    

（（（（１１１１））））理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの選任又選任又選任又選任又はははは解任解任解任解任    

（（（（２２２２））））理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事のののの報酬報酬報酬報酬等等等等のののの額額額額    

（（（（３３３３））））理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事並並並並びにびにびにびに評議員評議員評議員評議員にににに対対対対するするするする報報報報酬酬酬酬等等等等のののの支支支支給給給給のののの基基基基準準準準    

（（（（４４４４））））予予予予算算算算及及及及びびびび事業計画事業計画事業計画事業計画のののの承認承認承認承認    

（（（（５５５５））））計計計計算書類算書類算書類算書類（（（（貸貸貸貸借対照表借対照表借対照表借対照表及及及及びびびび収収収収支計支計支計支計算書算書算書算書をいうをいうをいうをいう。。。。））））及及及及びびびび財産財産財産財産目目目目録録録録並並並並びにびにびにびに事業事業事業事業報告報告報告報告のののの承認承認承認承認    

（（（（６６６６））））予予予予算算算算外外外外のののの新新新新たなたなたなたな義義義義務務務務のののの負負負負担又担又担又担又はははは権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄    



（（（（７７７７））））定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

（（（（８８８８））））残余財産残余財産残余財産残余財産のののの処分処分処分処分    

（（（（９９９９））））基基基基本財産本財産本財産本財産のののの処分処分処分処分    

（（（（10101010））））社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉充充充充実計画実計画実計画実計画のののの承認承認承認承認    

（（（（11111111））））解解解解散散散散    

（（（（11112222））））そのそのそのその他評議員会他評議員会他評議員会他評議員会でででで決議決議決議決議するもするもするもするものとしてのとしてのとしてのとして法法法法令令令令又又又又はこのはこのはこのはこの定款定款定款定款でででで定定定定めめめめられられられられたたたた事事事事項項項項    

    （（（（開催開催開催開催））））    

第第第第１１１１３３３３条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、定定定定時時時時評議員会評議員会評議員会評議員会としてとしてとしてとして毎毎毎毎会計年会計年会計年会計年度度度度のののの終終終終了了了了後後後後３３３３箇月箇月箇月箇月以内以内以内以内にににに開催開催開催開催するほかするほかするほかするほか、、、、

３３３３月月月月及及及及びびびび必要必要必要必要があがあがあがあるるるる場場場場合合合合にににに開催開催開催開催するするするする。。。。    

    （（（（招集招集招集招集））））    

第第第第１１１１４４４４条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会はははは、、、、法法法法令令令令にににに別段別段別段別段のののの定定定定めめめめがあがあがあがあるるるる場場場場合合合合をををを除除除除きききき、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議にににに基基基基づづづづきききき会会会会長長長長（（（（第第第第

１８１８１８１８条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規規規規定定定定するするするする会会会会長長長長をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）がががが招集招集招集招集するするするする。。。。    

２２２２    評議員評議員評議員評議員はははは、、、、理事理事理事理事にににに対対対対しししし、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの目的目的目的目的ででででああああるるるる事事事事項項項項及及及及びびびび招集招集招集招集のののの理理理理由由由由をををを示示示示してしてしてして、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会

のののの招集招集招集招集をををを請求請求請求請求することすることすることすることがががができるできるできるできる。。。。    

    （（（（議議議議長長長長））））    

第第第第１１１１５５５５条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議議議議長長長長はははは、、、、そのそのそのその都度都度都度都度評議員評議員評議員評議員のののの互互互互選選選選とするとするとするとする。。。。    

    （（（（決議決議決議決議））））    

第第第第１１１１６６６６条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議はははは、、、、決議決議決議決議についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする評議員評議員評議員評議員をををを除除除除くくくく評議員評議員評議員評議員のののの

過半過半過半過半数数数数がががが出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその過半過半過半過半数数数数をもをもをもをもっっっってててて行行行行うううう。。。。    

２２２２    前前前前項項項項のののの規規規規定定定定にかかわにかかわにかかわにかかわらずらずらずらず、、、、次次次次のののの決議決議決議決議はははは、、、、決議決議決議決議についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする評議員評議員評議員評議員をををを

除除除除くくくく評議員評議員評議員評議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上にににに当当当当たるたるたるたる多多多多数数数数をもをもをもをもっっっってててて行行行行わなけわなけわなけわなければればればればななななららららないないないない。。。。    

（（（（１１１１））））監事監事監事監事のののの解任解任解任解任    

（（（（２２２２））））定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

（（（（３３３３））））そのそのそのその他他他他法法法法令令令令でででで定定定定めめめめられられられられたたたた事事事事項項項項    

３３３３    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事をををを選任選任選任選任するするするする議案議案議案議案をををを決議決議決議決議するにするにするにするに際際際際してはしてはしてはしては、、、、各各各各候補者候補者候補者候補者ごとごとごとごとにににに第第第第１１１１項項項項のののの決議決議決議決議をををを行行行行

わなけわなけわなけわなければればればればななななららららないないないない。。。。理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの候補者候補者候補者候補者のののの合計数合計数合計数合計数がががが第第第第１８１８１８１８条条条条にににに定定定定めめめめるるるる定数定数定数定数をををを上上上上回回回回るるるる場場場場

合合合合にはにはにはには、、、、過半過半過半過半数数数数のののの賛賛賛賛成成成成をををを得得得得たたたた候補者候補者候補者候補者のののの中中中中かかかからららら得票得票得票得票数数数数のののの多多多多いいいい順順順順にににに定数定数定数定数のののの枠枠枠枠にににに達達達達するするするするままままででででのののの者者者者

をををを選任選任選任選任することとするすることとするすることとするすることとする。。。。    

４４４４    第第第第１１１１項項項項及及及及びびびび第第第第２２２２項項項項のののの規規規規定定定定にかかわにかかわにかかわにかかわらずらずらずらず、、、、会会会会長長長長がががが理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議にににに基基基基づづづづきききき評議員会評議員会評議員会評議員会のののの目的目的目的目的でででで

ああああるるるる事事事事項項項項についてについてについてについて提案提案提案提案をしたをしたをしたをした場場場場合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該当該当該当該提案提案提案提案につきにつきにつきにつき評議員評議員評議員評議員（（（（当該当該当該当該事事事事項項項項についてについてについてについて議議議議



決決決決にににに加加加加わることわることわることわることがががができるものにできるものにできるものにできるものに限限限限るるるる。）。）。）。）のののの全員全員全員全員がががが書面書面書面書面又又又又はははは電磁電磁電磁電磁的的的的記録記録記録記録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意意意意思表思表思表思表

示示示示をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、当該当該当該当該提案提案提案提案をををを可可可可決決決決するするするする旨旨旨旨のののの評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議があっがあっがあっがあったものとみなすたものとみなすたものとみなすたものとみなす。。。。    

    （（（（議事議事議事議事録録録録））））    

第第第第１１１１７７７７条条条条    評議員会評議員会評議員会評議員会のののの議事議事議事議事についてはについてはについてはについては、、、、法法法法令令令令のののの定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、議事議事議事議事録録録録をををを作作作作成成成成するするするする。。。。    

２２２２    議議議議長長長長及及及及びびびび出席出席出席出席したしたしたした評議員評議員評議員評議員のうのうのうのうちちちちかかかからららら選選選選出出出出さささされれれれたたたた議事議事議事議事録署録署録署録署名人名人名人名人２２２２名名名名はははは、、、、前前前前項項項項のののの議事議事議事議事録録録録にににに記記記記

名名名名押印押印押印押印するするするする。。。。    

            第第第第４４４４章章章章    役役役役員員員員    

    （（（（役役役役員員員員のののの定数定数定数定数））））    

第第第第１１１１８８８８条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にはにはにはには、、、、次次次次のののの役役役役員員員員をををを置置置置くくくく。。。。    

（（（（１１１１））））理理理理事事事事    １１１１００００名以上名以上名以上名以上１５１５１５１５名以内名以内名以内名以内    

（（（（２２２２））））監事監事監事監事    ３３３３名以内名以内名以内名以内    

２２２２    理事理事理事理事のうのうのうのうちちちち１１１１名名名名をををを会会会会長長長長、、、、２２２２名名名名をををを副副副副会会会会長長長長、、、、１１１１名名名名をををを常常常常務理事務理事務理事務理事とするとするとするとする。。。。    

３３３３    前前前前項項項項のののの会会会会長長長長をもをもをもをもっっっってててて法法法法にににに規規規規定定定定するするするする理事理事理事理事長長長長ととととしししし、、、、常常常常務理事務理事務理事務理事をもをもをもをもっっっってててて法第法第法第法第４５４５４５４５条条条条のののの１６１６１６１６第第第第２２２２

項項項項第第第第２２２２号号号号のののの業務業務業務業務執執執執行理事行理事行理事行理事とするとするとするとする。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの選任選任選任選任））））    

第第第第１１１１９９９９条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議によによによによっっっってててて選任選任選任選任するするするする。。。。    

２２２２    会会会会長長長長、、、、副副副副会会会会長長長長及及及及びびびび常常常常務理事務理事務理事務理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によによによによっっっってててて理事理事理事理事のののの中中中中かかかからららら選定選定選定選定するするするする。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの資資資資格格格格））））    

第第第第２２２２００００条条条条    法法法法第第第第４４４４４４４４条第条第条第条第６６６６項項項項のののの規規規規定定定定をををを遵守遵守遵守遵守するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの理事理事理事理事のうのうのうのうちちちちにはにはにはには、、、、理事理事理事理事

のいのいのいのいずれずれずれずれか１か１か１か１名名名名とそのとそのとそのとその親族親族親族親族そのそのそのその他他他他特殊特殊特殊特殊のののの関係関係関係関係があがあがあがあるるるる者者者者とのとのとのとの合計数合計数合計数合計数がががが、、、、理事総数理事総数理事総数理事総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））

の３の３の３の３分分分分の１をの１をの１をの１を超超超超ええええてててて含含含含まれまれまれまれることになることになることになることになっっっってはなてはなてはなてはなららららないないないない。。。。    

２２２２    法第法第法第法第４４４４４４４４条第条第条第条第７７７７項項項項のののの規規規規定定定定をををを遵守遵守遵守遵守するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの監事監事監事監事にはにはにはには、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの理事理事理事理事（（（（そそそそ

のののの親族親族親族親族そのそのそのその他他他他特殊特殊特殊特殊のののの関係関係関係関係があがあがあがあるるるる者者者者をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）及及及及びびびび評議員評議員評議員評議員（（（（そのそのそのその親族親族親族親族そのそのそのその他他他他特殊特殊特殊特殊のののの関係関係関係関係があがあがあがあ

るるるる者者者者をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）並並並並びにこのびにこのびにこのびにこの法人法人法人法人のののの職職職職員員員員がががが含含含含まれまれまれまれてはなてはなてはなてはなららららないないないない。。。。ままままたたたた、、、、各各各各監事監事監事監事はははは、、、、相相相相互互互互にににに親親親親

族族族族そのそのそのその他他他他特殊特殊特殊特殊のののの関係関係関係関係があがあがあがあるるるる者者者者でででであっあっあっあってはなてはなてはなてはなららららないないないない。。。。    

    （（（（理事理事理事理事のののの職職職職務及務及務及務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第２１２１２１２１条条条条    理事理事理事理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会をををを構構構構成成成成しししし、、、、法法法法令令令令及及及及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、職職職職務務務務をををを執執執執行行行行

するするするする。。。。    

２２２２    会会会会長長長長はははは、、、、法法法法令令令令及及及及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款でででで定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、このこのこのこの法人法人法人法人をををを代表代表代表代表しししし、、、、そのそのそのその業務業務業務業務をををを執執執執行行行行

するするするする。。。。    



３３３３    副副副副会会会会長長長長はははは、、、、会会会会長長長長をををを補補補補佐佐佐佐するするするする。。。。    

４４４４    常常常常務務務務理事理事理事理事はははは、、、、理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務業務業務業務をををを分分分分担担担担執執執執行行行行するするするする。。。。    

５５５５    会会会会長長長長及及及及びびびび常常常常務理事務理事務理事務理事はははは、、、、毎毎毎毎会計年会計年会計年会計年度度度度にににに４４４４箇箇箇箇月月月月をををを超超超超ええええるるるる間隔間隔間隔間隔でででで２２２２回回回回以上以上以上以上、、、、自自自自己己己己のののの職職職職務務務務のののの執執執執行行行行

状況状況状況状況をををを理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告しなけしなけしなけしなければればればればななななららららなななないいいい。。。。    

    （（（（監事監事監事監事のののの職職職職務及務及務及務及びびびび権限権限権限権限））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条    監事監事監事監事はははは、、、、理事理事理事理事のののの職職職職務務務務のののの執執執執行行行行をををを監査監査監査監査しししし、、、、法法法法令令令令でででで定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、監査監査監査監査報告報告報告報告をををを作作作作

成成成成するするするする。。。。    

２２２２    監事監事監事監事はははは、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも、、、、理事及理事及理事及理事及びびびび職職職職員員員員にににに対対対対してしてしてして事業事業事業事業のののの報告報告報告報告をををを求求求求めめめめ、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務及業務及業務及業務及びびびび財産財産財産財産

のののの状況状況状況状況のののの調査調査調査調査をすることをすることをすることをすることがががができるできるできるできる。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの任任任任期期期期））））    

第第第第２２２２３３３３条条条条    理理理理事事事事又又又又はははは監監監監事事事事のののの任任任任期期期期はははは、、、、選任選任選任選任後後後後２２２２年以内年以内年以内年以内にににに終了終了終了終了するするするする会計年会計年会計年会計年度度度度のうのうのうのうちちちち最終最終最終最終のものにのものにのものにのものに

関関関関するするするする定定定定時時時時評議員会評議員会評議員会評議員会のののの終結終結終結終結のののの時時時時ままままでとしでとしでとしでとし、、、、再再再再任任任任をををを妨妨妨妨げないげないげないげない。。。。    

２２２２    任任任任期期期期のののの満了満了満了満了前前前前にににに退退退退任任任任したしたしたした理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの補補補補欠欠欠欠としてとしてとしてとして選任選任選任選任さささされれれれたたたた理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの任任任任期期期期はははは、、、、

退退退退任任任任したしたしたした理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事のののの任任任任期期期期のののの満了満了満了満了するするするする時時時時ままままでとするでとするでとするでとする。。。。    

３３３３    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事はははは、、、、第第第第１８１８１８１８条条条条にににに定定定定めるめるめるめる定数定数定数定数にににに足足足足りなくなるときはりなくなるときはりなくなるときはりなくなるときは、、、、任任任任期期期期のののの満了満了満了満了又又又又はははは辞辞辞辞任任任任にににに

よりよりよりより退退退退任任任任したしたしたした後後後後もももも、、、、新新新新たにたにたにたに選任選任選任選任さささされれれれたたたた者者者者がががが就就就就任任任任するするするするままままでででで、、、、なおなおなおなお理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事としてのとしてのとしてのとしての権権権権利利利利

義義義義務務務務をををを有有有有するするするする。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの解任解任解任解任））））    

第第第第２２２２４４４４条条条条    理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事がががが、、、、次次次次のいのいのいのいずれずれずれずれかにかにかにかに該当該当該当該当するときはするときはするときはするときは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議によによによによっっっってててて解任解任解任解任

することすることすることすることがががができるできるできるできる。。。。    

（（（（１１１１））））職職職職務上務上務上務上のののの義義義義務務務務にににに違反違反違反違反しししし、、、、又又又又はははは職職職職務務務務をををを怠怠怠怠っっっったときたときたときたとき。。。。    

（（（（２２２２））））心心心心身身身身のののの故故故故障障障障のためのためのためのため、、、、職職職職務務務務のののの執執執執行行行行にににに支障支障支障支障があがあがあがありりりり、、、、又又又又はこはこはこはこれれれれにににに堪堪堪堪ええええないときないときないときないとき。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの報酬報酬報酬報酬等等等等））））    

第第第第２２２２５５５５条条条条    理事及理事及理事及理事及びびびび監事監事監事監事にににに対対対対してしてしてして、、、、評評評評議員会議員会議員会議員会におにおにおにおいていていていて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる報酬報酬報酬報酬等等等等のののの支支支支給給給給のののの基基基基準準準準にににに従従従従っっっっ

てててて算算算算定定定定したしたしたした額額額額をををを報酬報酬報酬報酬等等等等としてとしてとしてとして支支支支給給給給することすることすることすることがががができるできるできるできる。。。。    

    （（（（役役役役員員員員のののの損損損損害害害害賠償責賠償責賠償責賠償責任任任任のののの一一一一部部部部免除免除免除免除））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、法第法第法第法第４５４５４５４５条条条条の２の２の２の２００００第第第第４４４４項項項項においてにおいてにおいてにおいて準準準準用用用用するするするする一般一般一般一般社社社社団団団団法人及法人及法人及法人及びびびび一般財一般財一般財一般財

団団団団法人法人法人法人にににに関関関関するするするする法法法法律律律律（（（（平平平平成成成成１８１８１８１８年法年法年法年法律律律律第第第第４８４８４８４８号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「一般一般一般一般法人法法人法法人法法人法」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第１１４１１４１１４１１４

条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定定定定によりによりによりにより、、、、任務任務任務任務をををを怠怠怠怠っっっったことによるたことによるたことによるたことによる理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事（（（（理事又理事又理事又理事又はははは監事監事監事監事でででであっあっあっあったたたた者者者者

をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）のののの賠償責賠償責賠償責賠償責任任任任をををを、、、、一般一般一般一般法人法第法人法第法人法第法人法第１１３１１３１１３１１３条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定定定定によりによりによりにより免除免除免除免除することすることすることすることがががができできできでき



るるるる額額額額をををを限度限度限度限度としてとしてとしてとして理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議によによによによっっっってててて免除免除免除免除することすることすることすることがががができるできるできるできる。。。。    

２２２２    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、法第法第法第法第４５４５４５４５条条条条の２の２の２の２００００第第第第４４４４項項項項においてにおいてにおいてにおいて準準準準用用用用するするするする一般一般一般一般法人法第法人法第法人法第法人法第１１５１１５１１５１１５条第条第条第条第１１１１項項項項のののの

規規規規定定定定によりによりによりにより、、、、同同同同項項項項にににに規規規規定定定定するするするする非非非非業務業務業務業務執執執執行理事等行理事等行理事等行理事等とのとのとのとの間間間間にににに、、、、任務任務任務任務をををを怠怠怠怠っっっったことによるたことによるたことによるたことによる損損損損害害害害賠賠賠賠

償責償責償責償責任任任任をををを限限限限定定定定するするするする契約契約契約契約をををを締結締結締結締結することすることすることすることがががができるできるできるできる。。。。このこのこのこの場場場場合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該契約当該契約当該契約当該契約にににに基基基基づづづづくくくく責責責責

任任任任はははは一般一般一般一般法人法第法人法第法人法第法人法第１１３１１３１１３１１３条第条第条第条第１１１１項項項項第第第第２２２２号号号号でででで定定定定めるめるめるめる額額額額をををを限度限度限度限度とするとするとするとする。。。。    

            第第第第５５５５章章章章    理事会理事会理事会理事会    

    （（（（構成構成構成構成））））    

第第第第２２２２７７７７条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、全全全全てのてのてのての理事理事理事理事をもをもをもをもっっっってててて構成構成構成構成するするするする。。。。    

    （（（（権限権限権限権限））））    

第第第第２８２８２８２８条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、次次次次のののの職職職職務務務務をををを行行行行うううう。。。。たたたただだだだしししし、、、、日常日常日常日常のののの業務業務業務業務としてとしてとしてとして理事会理事会理事会理事会がががが定定定定めるものにつめるものにつめるものにつめるものにつ

いてはいてはいてはいては会会会会長長長長がががが専専専専決決決決しししし、、、、ここここれれれれをををを理事会理事会理事会理事会にににに報告報告報告報告すすすするるるる。。。。    

（（（（１１１１））））このこのこのこの法人法人法人法人のののの業務業務業務業務執執執執行行行行のののの決定決定決定決定    

（（（（２２２２））））理事理事理事理事のののの職職職職務務務務のののの執執執執行行行行のののの監監監監督督督督    

（（（（３３３３））））会会会会長長長長、、、、副副副副会会会会長長長長及及及及びびびび常常常常務理事務理事務理事務理事のののの選定及選定及選定及選定及びびびび解解解解職職職職    

    （（（（招集招集招集招集））））    

第第第第２２２２９９９９条条条条    理事会理事会理事会理事会はははは、、、、会会会会長長長長がががが招集招集招集招集するするするする。。。。    

２２２２    会会会会長長長長がががが欠欠欠欠けたときけたときけたときけたとき又又又又はははは会会会会長長長長にににに事事事事故故故故があがあがあがあるときはるときはるときはるときは、、、、副副副副会会会会長長長長がががが理事会理事会理事会理事会をををを招集招集招集招集するするするする。。。。    

    （（（（議議議議長長長長））））    

第第第第３３３３００００条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議議議議長長長長はははは、、、、そのそのそのその都度都度都度都度理事理事理事理事のののの互互互互選選選選とするとするとするとする。。。。    

    （（（（決議決議決議決議））））    

第第第第３１３１３１３１条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議はははは、、、、決議決議決議決議についてについてについてについて特別特別特別特別のののの利害関係利害関係利害関係利害関係をををを有有有有するするするする理事理事理事理事をををを除除除除くくくく理事理事理事理事のののの過半過半過半過半数数数数

がががが出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその過半過半過半過半数数数数をもをもをもをもっっっってててて行行行行うううう。。。。    

２２２２    前前前前項項項項のののの規規規規定定定定にかかわにかかわにかかわにかかわらずらずらずらず、、、、会会会会長長長長がががが理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議のののの目的目的目的目的ででででああああるるるる事事事事項項項項についてについてについてについて提案提案提案提案をしたをしたをしたをした場場場場

合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該当該当該当該提案提案提案提案につきにつきにつきにつき理事理事理事理事（（（（当該当該当該当該事事事事項項項項についてについてについてについて議決議決議決議決にににに加加加加わることわることわることわることがががができるものにできるものにできるものにできるものに限限限限

るるるる。）。）。）。）のののの全員全員全員全員がががが書面書面書面書面又又又又はははは電磁電磁電磁電磁的的的的記録記録記録記録によりによりによりにより同意同意同意同意のののの意意意意思表示思表示思表示思表示をしたときをしたときをしたときをしたとき（（（（監事監事監事監事がががが当該当該当該当該提案提案提案提案にににに

ついてついてついてついて異異異異議議議議をををを述述述述べべべべたときをたときをたときをたときを除除除除くくくく。）。）。）。）はははは、、、、当該当該当該当該提案提案提案提案をををを可可可可決決決決するするするする旨旨旨旨のののの理事会理事会理事会理事会のののの決議決議決議決議があっがあっがあっがあったもたもたもたも

のとみなすのとみなすのとみなすのとみなす。。。。    

    （（（（議事議事議事議事録録録録））））    

第第第第３３３３２２２２条条条条    理事会理事会理事会理事会のののの議事議事議事議事についてについてについてについてはははは、、、、法法法法令令令令でででで定定定定めるとこめるとこめるとこめるところろろろによりによりによりにより、、、、議事議事議事議事録録録録をををを作作作作成成成成するするするする。。。。    

２２２２    前前前前項項項項のののの議事議事議事議事録録録録にはにはにはには、、、、当該当該当該当該理事会理事会理事会理事会にににに出席出席出席出席したしたしたした会会会会長長長長及及及及びびびび監事監事監事監事がががが記記記記名名名名押印押印押印押印するするするする。。。。    



            第第第第６６６６章章章章    会員会員会員会員    

    （（（（会員会員会員会員））））    

第第第第３３３３３３３３条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに会員会員会員会員をををを置置置置くくくく。。。。    

２２２２    会員会員会員会員はははは、、、、ここここのののの法人法人法人法人のののの目的目的目的目的にににに賛賛賛賛同同同同しししし、、、、目的達成目的達成目的達成目的達成のためのためのためのため必要必要必要必要なななな援助援助援助援助をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

３３３３    会員会員会員会員にににに関関関関するするするする規程規程規程規程はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会においてにおいてにおいてにおいて別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

            第第第第７７７７章章章章    部会及部会及部会及部会及びびびび委員会委員会委員会委員会    

    （（（（部会及部会及部会及部会及びびびび委員会委員会委員会委員会））））    

第第第第３３３３４４４４条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人にににに部会又部会又部会又部会又はははは委員会委員会委員会委員会をををを置置置置くくくくことことことことがががができるできるできるできる。。。。    

２２２２    部会又部会又部会又部会又はははは委員会委員会委員会委員会はははは、、、、専門専門専門専門的事的事的事的事項項項項についてについてについてについて、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの運運運運営営営営にににに参画参画参画参画しししし、、、、若若若若しくはしくはしくはしくは会会会会長長長長のののの諮諮諮諮

問問問問にににに答答答答ええええ、、、、又又又又はははは意意意意見見見見をををを具申具申具申具申するするするする。。。。    

３３３３    部会及部会及部会及部会及びびびび委員会委員会委員会委員会にににに関関関関するするするする規程規程規程規程はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

            第第第第８８８８章章章章    事務局及事務局及事務局及事務局及びびびび職職職職員員員員    

    （（（（事務局及事務局及事務局及事務局及びびびび職職職職員員員員））））    

第第第第３３３３５５５５条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事務事務事務事務をををを処処処処理理理理するためするためするためするため事務局事務局事務局事務局をををを置置置置くくくく。。。。    

２２２２    このこのこのこの法人法人法人法人にににに、、、、事務局事務局事務局事務局長長長長をををを１１１１名置名置名置名置くほかくほかくほかくほか、、、、職職職職員員員員をををを置置置置くくくく。。。。    

３３３３    このこのこのこの法人法人法人法人のののの重重重重要要要要なななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう職職職職員員員員はははは、、、、理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて、、、、選任及選任及選任及選任及びびびび解任解任解任解任するするするする。。。。    

４４４４    前前前前項項項項のののの職職職職員以外員以外員以外員以外のののの職職職職員員員員はははは、、、、会会会会長長長長がががが任任任任免免免免するするするする。。。。    

５５５５    事務局及事務局及事務局及事務局及びびびび職職職職員員員員にににに関関関関するするするする規程規程規程規程はははは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

            第第第第９９９９章章章章    資資資資産産産産及及及及びびびび会計会計会計会計    

    （（（（資資資資産産産産のののの区分区分区分区分））））    

第第第第３３３３６６６６条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの資資資資産産産産はははは、、、、ここここれれれれをををを分分分分けてけてけてけて基基基基本財産本財産本財産本財産とそのとそのとそのとその他他他他財財財財産産産産ととととのののの２２２２種種種種とするとするとするとする。。。。    

２２２２    基基基基本財産本財産本財産本財産はははは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる財産財産財産財産をもをもをもをもっっっってててて構成構成構成構成するするするする。。。。    

（（（（１１１１））））定定定定期預期預期預期預金金金金    １１１１，，，，５５５５００００００００，，，，００００００００００００円円円円    

３３３３    そのそのそのその他他他他財産財産財産財産はははは、、、、基基基基本財産本財産本財産本財産以外以外以外以外のののの財産財産財産財産とするとするとするとする。。。。    

４４４４    基基基基本財産本財産本財産本財産にににに指指指指定定定定さささされれれれてててて寄附寄附寄附寄附さささされれれれたたたた金金金金品品品品はははは、、、、速速速速やかやかやかやかにににに第第第第２２２２項項項項にににに掲掲掲掲げるためげるためげるためげるため、、、、必要必要必要必要なななな手手手手続続続続をををを

ととととららららなけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

    （（（（基基基基本財産本財産本財産本財産のののの処分処分処分処分））））    

第第第第３３３３７７７７条条条条    基基基基本財産本財産本財産本財産をををを処分処分処分処分しししし、、、、又又又又はははは担保担保担保担保にににに供供供供しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、理事総数理事総数理事総数理事総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））の３の３の３の３

分分分分の２の２の２の２以上以上以上以上のののの同意及同意及同意及同意及びびびび評議員会評議員会評議員会評議員会のののの承認承認承認承認をををを得得得得てててて、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市長長長長のののの承認承認承認承認をををを得得得得なけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。たたたた

だだだだしししし、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場場場場合合合合にはにはにはには、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市長長長長のののの承認承認承認承認はははは必要必要必要必要としないとしないとしないとしない。。。。    



（（（（１１１１））））独立独立独立独立行行行行政政政政法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療機機機機構構構構にににに対対対対してしてしてして基基基基本財産本財産本財産本財産をををを担保担保担保担保にににに供供供供するするするする場場場場合合合合    

（（（（２２２２））））独立独立独立独立行行行行政政政政法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療機機機機構構構構とととと協調協調協調協調融融融融資資資資（（（（独立独立独立独立行行行行政政政政法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療法人福祉医療機機機機構構構構のののの福祉貸付福祉貸付福祉貸付福祉貸付がががが行行行行うううう

施施施施設設設設整備整備整備整備のためののためののためののための資金資金資金資金にににに対対対対するするするする融融融融資資資資とととと併併併併せせせせてててて行行行行うううう同同同同一一一一のののの財産財産財産財産をををを担保担保担保担保とすとすとすとするるるる当該当該当該当該施施施施設設設設整整整整

備備備備のためののためののためののための資金資金資金資金にににに対対対対するするするする融融融融資資資資をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）にににに関関関関するするするする契約契約契約契約をををを結結結結んだんだんだんだ民民民民間間間間金金金金融機融機融機融機関関関関

にににに対対対対してしてしてして基基基基本財産本財産本財産本財産をををを担保担保担保担保（（（（協調協調協調協調融融融融資資資資にににに係係係係るるるるものものものものにににに限限限限るるるる。）。）。）。）にににに供供供供するするするする場場場場合合合合    

    （（（（資資資資産産産産のののの管管管管理理理理））））    

第第第第３３３３８８８８条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの資資資資産産産産はははは、、、、理事会理事会理事会理事会のののの定定定定めるめるめるめる方方方方法法法法によりによりによりにより、、、、会会会会長長長長がががが管管管管理理理理するするするする。。。。    

２２２２    資資資資産産産産のうのうのうのうちちちち現現現現金金金金はははは、、、、確実確実確実確実なななな金金金金融機融機融機融機関関関関にににに預預預預けけけけ入入入入れれれれ、、、、確実確実確実確実なななな信託信託信託信託会社会社会社会社にににに信託信託信託信託しししし、、、、又又又又はははは確実確実確実確実なななな

有価証券有価証券有価証券有価証券にににに換換換換ええええてててて、、、、保保保保管管管管するするするする。。。。    

    （（（（事業計画及事業計画及事業計画及事業計画及びびびび収収収収支予支予支予支予算算算算））））    

第第第第３３３３９９９９条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業計画事業計画事業計画事業計画書書書書及及及及びびびび収収収収支予支予支予支予算書算書算書算書についてはについてはについてはについては、、、、毎毎毎毎会計年会計年会計年会計年度開始度開始度開始度開始のののの日日日日のののの前前前前日日日日まままま

でにでにでにでに、、、、会会会会長長長長がががが作作作作成成成成しししし、、、、理事総数理事総数理事総数理事総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））の３の３の３の３分分分分の２の２の２の２以上以上以上以上のののの同意及同意及同意及同意及びびびび評議員会評議員会評議員会評議員会のののの承認承認承認承認をををを得得得得

なけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。ここここれれれれをををを変更変更変更変更するするするする場場場場合合合合もももも、、、、同同同同様様様様とするとするとするとする。。。。    

２２２２    前前前前項項項項のののの規規規規定定定定によりによりによりにより承認承認承認承認をををを得得得得たたたた事業計画事業計画事業計画事業計画書書書書及及及及びびびび収収収収支予支予支予支予算書算書算書算書についてはについてはについてはについては、、、、当該当該当該当該会計会計会計会計年年年年度度度度がががが終終終終

了了了了するするするするままままでのでのでのでの間間間間、、、、ここここれれれれをををを事務所事務所事務所事務所にににに備備備備ええええ置置置置きききき、、、、一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧にににに供供供供するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    （（（（事業事業事業事業報告報告報告報告及及及及びびびび決決決決算算算算））））    

第第第第４４４４００００条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの事業事業事業事業報告報告報告報告及及及及びびびび決決決決算算算算についてはについてはについてはについては、、、、毎毎毎毎会計年会計年会計年会計年度終了後度終了後度終了後度終了後、、、、会会会会長長長長がががが次次次次のののの書類書類書類書類をををを

作作作作成成成成しししし、、、、監事監事監事監事のののの監査監査監査監査をををを受受受受けたけたけたけた上上上上でででで、、、、理事会理事会理事会理事会のののの承認承認承認承認をををを受受受受けなけけなけけなけけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

（（（（１１１１））））事業事業事業事業報告報告報告報告    

（（（（２２２２））））事業事業事業事業報告報告報告報告のののの附属附属附属附属明明明明細書細書細書細書    

（（（（３３３３））））貸貸貸貸借対照表借対照表借対照表借対照表    

（（（（４４４４））））収収収収支計支計支計支計算書算書算書算書（（（（資金資金資金資金収収収収支計支計支計支計算算算算書書書書及及及及びびびび事業活動計事業活動計事業活動計事業活動計算書算書算書算書をいうをいうをいうをいう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。。。。））））    

（（（（５５５５））））貸貸貸貸借対照表借対照表借対照表借対照表及及及及びびびび収収収収支計支計支計支計算書算書算書算書のののの附属附属附属附属明明明明細書細書細書細書    

（（（（６６６６））））財産財産財産財産目目目目録録録録    

２２２２    前前前前項項項項のののの承認承認承認承認をををを受受受受けたけたけたけた書類書類書類書類のうのうのうのうちちちち、、、、第第第第１１１１号号号号、、、、第第第第３３３３号号号号、、、、第第第第４４４４号号号号及及及及びびびび第第第第６６６６号号号号のののの書類書類書類書類についてはについてはについてはについては、、、、

定定定定時時時時評議員会評議員会評議員会評議員会にににに提提提提出出出出しししし、、、、承認承認承認承認をををを受受受受けなけけなけけなけけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

３３３３    第第第第１１１１項項項項のののの書類書類書類書類のほかのほかのほかのほか、、、、次次次次のののの書類書類書類書類をををを事務所事務所事務所事務所に５に５に５に５年年年年間間間間備備備備ええええ置置置置くくくくとともにとともにとともにとともに、、、、定款定款定款定款をををを事務所事務所事務所事務所にににに備備備備

ええええ置置置置きききき、、、、ここここれられられられらをををを一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧にににに供供供供するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

（（（（１１１１））））監査監査監査監査報告報告報告報告    

（（（（２２２２））））理事及理事及理事及理事及びびびび監事並監事並監事並監事並びにびにびにびに評議員評議員評議員評議員のののの名名名名簿簿簿簿    



（（（（３３３３））））理事及理事及理事及理事及びびびび監事並監事並監事並監事並びにびにびにびに評議員評議員評議員評議員のののの報酬報酬報酬報酬等等等等のののの支支支支給給給給のののの基基基基準準準準をををを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類    

（（（（４４４４））））事業事業事業事業のののの概概概概要等要等要等要等をををを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類    

    （（（（会計年会計年会計年会計年度度度度））））    

第第第第４１４１４１４１条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの会計年会計年会計年会計年度度度度はははは、、、、毎毎毎毎年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに始始始始ままままりりりり、、、、翌翌翌翌年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日にににに終終終終わるわるわるわる。。。。    

    （（（（会計会計会計会計処処処処理理理理のののの基基基基準準準準））））    

第第第第４４４４２２２２条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの会計会計会計会計にににに関関関関ししししてはてはてはては、、、、法法法法令令令令等及等及等及等及びこのびこのびこのびこの定款定款定款定款にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、理事会理事会理事会理事会にににに

おいておいておいておいて定定定定めるめるめるめる経理経理経理経理規程規程規程規程によりによりによりにより処処処処理理理理するするするする。。。。    

    （（（（臨機臨機臨機臨機のののの措措措措置置置置））））    

第第第第４４４４３３３３条条条条    予予予予算算算算をもをもをもをもっっっってててて定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、新新新新たにたにたにたに義義義義務務務務のののの負負負負担担担担をしをしをしをし、、、、又又又又はははは権権権権利利利利のののの放棄放棄放棄放棄をしよをしよをしよをしよ

うとするときはうとするときはうとするときはうとするときは、、、、理事総数理事総数理事総数理事総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））のののの３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの同意及同意及同意及同意及びびびび評議員会評議員会評議員会評議員会のののの承認承認承認承認をををを得得得得なけなけなけなけ

ればればればればななななららららないないないない。。。。    

    （（（（保保保保有有有有するするするする株式株式株式株式にににに係係係係るるるる議決議決議決議決権権権権のののの行行行行使使使使））））    

第第第第４４４４４４４４条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人がががが保保保保有有有有するするするする株株株株式式式式（（（（出出出出資資資資））））についてについてについてについて、、、、そのそのそのその株式株式株式株式（（（（出出出出資資資資））））にににに係係係係るるるる議決議決議決議決権権権権をををを行行行行

使使使使するするするする場場場場合合合合にはにはにはには、、、、あらあらあらあらかかかかじじじじめめめめ理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて理事総数理事総数理事総数理事総数（（（（現現現現在数在数在数在数））））の３の３の３の３分分分分の２の２の２の２以上以上以上以上のののの承認承認承認承認をををを

得得得得なけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

            第第第第１１１１００００章章章章    解解解解散散散散    

    （（（（解解解解散散散散））））    

第第第第４４４４５５５５条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人はははは、、、、法第法第法第法第４６４６４６４６条第条第条第条第１１１１項項項項第第第第１１１１号及号及号及号及びびびび第第第第３３３３号号号号かかかからららら第第第第６６６６号号号号ままままでのでのでのでの解解解解散散散散事事事事由由由由によによによによ

りりりり解解解解散散散散するするするする。。。。    

    （（（（残余財産残余財産残余財産残余財産のののの帰属帰属帰属帰属））））    

第第第第４４４４６６６６条条条条    解解解解散散散散（（（（合合合合併併併併又又又又はははは破産破産破産破産によるによるによるによる解解解解散散散散をををを除除除除くくくく。）。）。）。）したしたしたした場場場場合合合合におけるにおけるにおけるにおける残余財産残余財産残余財産残余財産はははは、、、、評議員評議員評議員評議員

会会会会のののの決議決議決議決議をををを得得得得てててて、、、、社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人のうのうのうのうちちちちかかかからららら選選選選出出出出さささされれれれたものにたものにたものにたものに帰属帰属帰属帰属するするするする。。。。    

            第第第第１１１１１１１１章章章章    定款定款定款定款のののの変更変更変更変更    

    （（（（定款定款定款定款のののの変更変更変更変更））））    

第第第第４４４４７７７７条条条条    ここここのののの定款定款定款定款をををを変更変更変更変更しようとするときはしようとするときはしようとするときはしようとするときは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議をををを得得得得てててて、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市長長長長のののの認可認可認可認可（（（（法法法法

第第第第４５４５４５４５条条条条のののの３６３６３６３６第第第第２２２２項項項項にににに規規規規定定定定するするするする厚厚厚厚生生生生労働省令労働省令労働省令労働省令でででで定定定定めるめるめるめる事事事事項項項項にににに係係係係るものをるものをるものをるものを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを受受受受けけけけ

なけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

２２２２    前前前前項項項項のののの厚厚厚厚生生生生労働省令労働省令労働省令労働省令でででで定定定定めるめるめるめる事事事事項項項項にににに係係係係るるるる定款定款定款定款のののの変更変更変更変更をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくそのなくそのなくそのなくその旨旨旨旨をををを橿橿橿橿

原市原市原市原市長長長長にににに届届届届けけけけ出出出出なけなけなけなければればればればななななららららないないないない。。。。    

            第第第第１２１２１２１２章章章章    公告公告公告公告のののの方方方方法法法法そのそのそのその他他他他    



    （（（（公告公告公告公告のののの方方方方法法法法））））    

第第第第４４４４８８８８条条条条    このこのこのこの法人法人法人法人のののの公公公公告告告告はははは、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの掲掲掲掲示示示示場場場場にににに掲掲掲掲示示示示するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、官報官報官報官報、、、、新聞新聞新聞新聞、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市

のののの広報紙広報紙広報紙広報紙、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの機機機機関関関関紙紙紙紙又又又又はははは電電電電子公告子公告子公告子公告にににに掲掲掲掲載載載載してしてしてして行行行行うううう。。。。    

    （（（（施行施行施行施行細細細細則則則則））））    

第第第第４４４４９９９９条条条条    このこのこのこの定款定款定款定款のののの施行施行施行施行についてのについてのについてのについての細細細細則則則則はははは、、、、理事会理事会理事会理事会においてにおいてにおいてにおいて定定定定めるめるめるめる。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（昭和昭和昭和昭和４４４４４４４４年年年年））））[[[[昭和昭和昭和昭和４５４５４５４５年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日厚生大臣厚生大臣厚生大臣厚生大臣認可認可認可認可]]]]    

    このこのこのこの法人法人法人法人のののの設立当初設立当初設立当初設立当初のののの役役役役員員員員はははは、、、、次次次次のとおりとするのとおりとするのとおりとするのとおりとする。。。。たたたただだだだしししし、、、、このこのこのこの法人法人法人法人のののの設立後遅滞設立後遅滞設立後遅滞設立後遅滞なくこなくこなくこなくこ

のののの定款定款定款定款にににに基基基基づづづづきききき役役役役員員員員のののの選任選任選任選任をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

            理事理事理事理事（（（（会会会会長長長長））））    河河河河合正合正合正合正義義義義    

            理事理事理事理事    加護加護加護加護富三郎富三郎富三郎富三郎    

            理事理事理事理事    藪兼造藪兼造藪兼造藪兼造    

            理事理事理事理事    岡岡岡岡山好夫山好夫山好夫山好夫    

            理事理事理事理事    浜田浜田浜田浜田常常常常次次次次郎郎郎郎    

            理事理事理事理事    好川清好川清好川清好川清一一一一    

            理事理事理事理事    仲川静枝仲川静枝仲川静枝仲川静枝    

            理事理事理事理事    関関関関本本本本増太増太増太増太郎郎郎郎    

            監事監事監事監事    松井松井松井松井長長長長次次次次郎郎郎郎    

            監事監事監事監事    山山山山本本本本甚甚甚甚三郎三郎三郎三郎    

                        （（（（昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年１１１１１１１１月月月月３３３３００００日日日日））））[[[[昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日奈良県知事奈良県知事奈良県知事奈良県知事認可認可認可認可]]]]    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成６６６６年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日議第議第議第議第４４４４号号号号））））[[[[平成平成平成平成６６６６年年年年１１１１１１１１月月月月７７７７日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

１１１１    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。    

２２２２    平平平平成成成成６６６６年年年年８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日付付付付のののの定款定款定款定款変更変更変更変更のののの認可申請認可申請認可申請認可申請にににに伴伴伴伴いいいい増増増増員員員員さささされれれれたたたた理事理事理事理事２２２２名名名名のののの任任任任期期期期はははは、、、、定款定款定款定款

第第第第１２１２１２１２条条条条のののの規規規規定定定定にかかわにかかわにかかわにかかわらずらずらずらず、、、、平平平平成成成成８８８８年年年年４４４４月月月月２２２２００００日日日日ままままでとするでとするでとするでとする。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成８８８８年年年年４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日議第議第議第議第４４４４号号号号））））    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成８８８８年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１１１１００００年年年年３３３３月月月月２７２７２７２７日日日日議第議第議第議第１１１１００００号号号号））））    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成1111００００年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１１１１１１１１年年年年８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日議第議第議第議第２２２２号号号号））））[[[[平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年９９９９月月月月１０１０１０１０日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成１１１１１１１１年年年年１１１１００００月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１３１３１３１３年年年年３３３３月月月月２８２８２８２８日日日日議第議第議第議第１４１４１４１４号号号号））））[[[[平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年５５５５月月月月３０３０３０３０日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    



    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１４１４１４１４年年年年８８８８月月月月２６２６２６２６日日日日議第議第議第議第４４４４号号号号））））[[[[平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年１１１１１１１１月月月月１２１２１２１２日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成１５１５１５１５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１５１５１５１５年年年年５５５５月月月月３３３３００００日日日日議第議第議第議第１１１１号号号号））））[[[[平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成１５１５１５１５年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１１１１７７７７年年年年３３３３月月月月２２２２９９９９日日日日議第議第議第議第１１１１１１１１号号号号））））[[[[平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成１１１１８８８８年年年年３３３３月月月月２２２２９９９９日日日日議第議第議第議第１１１１２２２２号号号号））））[[[[平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]]    

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月２２２２７７７７日日日日議第議第議第議第１１１１００００号号号号））））[[[[平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]] 

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。    

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２１２１２１２１年年年年５５５５月月月月２２２２８８８８日日日日議第議第議第議第１１１１号号号号））））[[[[平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月１１１１８８８８日日日日奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可奈良県知事認可]]]] 

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、認可認可認可認可のののの日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２１２１２１２１年年年年８８８８月月月月２２２２７７７７日日日日議第議第議第議第５５５５号号号号））））[[[[平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年９９９９月月月月９９９９日奈良県知事認可日奈良県知事認可日奈良県知事認可日奈良県知事認可]]]] 

１１１１    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、奈良県奈良県奈良県奈良県知知知知事事事事のののの認可認可認可認可ののののあっあっあっあったたたた日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

２２２２    このこのこのこの定款定款定款定款によるによるによるによる評議員定数評議員定数評議員定数評議員定数のののの増増増増加加加加にににに伴伴伴伴いいいい新新新新たにたにたにたに委委委委嘱嘱嘱嘱さささされれれれるるるる評議員評議員評議員評議員２２２２名名名名のののの任任任任期期期期はははは、、、、社会福社会福社会福社会福

祉法人橿原市社会福祉協議会定款第祉法人橿原市社会福祉協議会定款第祉法人橿原市社会福祉協議会定款第祉法人橿原市社会福祉協議会定款第１８１８１８１８条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定定定定にかかわにかかわにかかわにかかわらずらずらずらず、、、、会会会会長長長長がががが指指指指定定定定するするするする日日日日

かかかからららら平平平平成成成成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月２２２２００００日日日日ままままでとするでとするでとするでとする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月２２２２８８８８日日日日議第議第議第議第５５５５号号号号））））[[[[平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日日日日橿原市長橿原市長橿原市長橿原市長認可認可認可認可]]]] 

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市長長長長のののの認可認可認可認可ののののあっあっあっあったたたた日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２８２８２８２８年年年年３３３３月月月月２９２９２９２９日日日日議第議第議第議第３３３３号号号号））））[[[[平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年４４４４月月月月８８８８日日日日橿橿橿橿原市長原市長原市長原市長認可認可認可認可]]]] 

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、橿原市橿原市橿原市橿原市長長長長のののの認可認可認可認可ののののあっあっあっあったたたた日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平平平平成成成成２８２８２８２８年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日日日日議第議第議第議第５５５５号号号号））））[[[[平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１１１１月月月月１３１３１３１３日日日日橿原市長橿原市長橿原市長橿原市長認可認可認可認可]]]] 

    このこのこのこの定款定款定款定款はははは、、、、平平平平成成成成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日かかかからららら施行施行施行施行するするするする。。。。 


