
    

定定定定            款款款款     

    

    

〈目〈目〈目〈目            次〉次〉次〉次〉    

    

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

    

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

    

第第第第    ３３３３    章章章章        評議員会評議員会評議員会評議員会    

    

第第第第    ４４４４    章章章章        役員役員役員役員    

    

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

    

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

    

第第第第    ７７７７    章章章章        事務局及び職員事務局及び職員事務局及び職員事務局及び職員    

    

第第第第    ８８８８    章章章章        資産及び会計資産及び会計資産及び会計資産及び会計    

    

第第第第    ９９９９    章章章章        解散解散解散解散    

    

第１０第１０第１０第１０章章章章        定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

    

第１１第１１第１１第１１章章章章        公告の方法その他公告の方法その他公告の方法その他公告の方法その他    

    

    

    

    

    

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人     小野町社会福祉協議会小野町社会福祉協議会小野町社会福祉協議会小野町社会福祉協議会  

    



社会福祉法人小野町社会福祉協議会定社会福祉法人小野町社会福祉協議会定社会福祉法人小野町社会福祉協議会定社会福祉法人小野町社会福祉協議会定款款款款    

    

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１条第１条第１条第１条    この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、小野町にこの社会福祉法人（以下「法人」という。）は、小野町にこの社会福祉法人（以下「法人」という。）は、小野町にこの社会福祉法人（以下「法人」という。）は、小野町における社会福祉事おける社会福祉事おける社会福祉事おける社会福祉事

業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活

性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。    

    

（事業）（事業）（事業）（事業）    

第２条第２条第２条第２条    この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。    

(1)(1)(1)(1)    社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉を目的とする事業の企画及び実施社会福祉を目的とする事業の企画及び実施    

((((2222))))    社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助    

((((3333))))    社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成    

((((4444))))    (1)(1)(1)(1)からからからから(3)(3)(3)(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必

要な事業要な事業要な事業要な事業    

((((5555))))    保健医療、教保健医療、教保健医療、教保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡育その他の社会福祉と関連する事業との連絡育その他の社会福祉と関連する事業との連絡育その他の社会福祉と関連する事業との連絡    

(6(6(6(6))))        共同募金事業への協力共同募金事業への協力共同募金事業への協力共同募金事業への協力    

((((7777))))    福祉サービス利用援助事業福祉サービス利用援助事業福祉サービス利用援助事業福祉サービス利用援助事業    

((((8888))))    老人デイサービス事業の経営老人デイサービス事業の経営老人デイサービス事業の経営老人デイサービス事業の経営    

((((9999))))    特定相談支援事業及び障害児相談支援事業特定相談支援事業及び障害児相談支援事業特定相談支援事業及び障害児相談支援事業特定相談支援事業及び障害児相談支援事業    

（（（（10101010）地域包括支援センターの）地域包括支援センターの）地域包括支援センターの）地域包括支援センターの設置設置設置設置経営経営経営経営    

((((11111111))))    生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金生活福祉資金等等等等貸付事業貸付事業貸付事業貸付事業    

((((11112222))))    心配ごと相談事業心配ごと相談事業心配ごと相談事業心配ごと相談事業    

((((11113333))))    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    

((((11114444))))    居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援居宅介護支援事業事業事業事業の経営の経営の経営の経営    

((((11115555))))    その他この法人の目的達成のため必要な事業その他この法人の目的達成のため必要な事業その他この法人の目的達成のため必要な事業その他この法人の目的達成のため必要な事業    

    

（名称）（名称）（名称）（名称）    

第３条第３条第３条第３条    この法人は、社会福祉法人小野町社会福祉協議会という。この法人は、社会福祉法人小野町社会福祉協議会という。この法人は、社会福祉法人小野町社会福祉協議会という。この法人は、社会福祉法人小野町社会福祉協議会という。    

    

（経営の原則）（経営の原則）（経営の原則）（経営の原則）    

第４条第４条第４条第４条    この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効

果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する

福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。    

    

（事務所の所在地）（事務所の所在地）（事務所の所在地）（事務所の所在地）    

第５条第５条第５条第５条    この法人の事務所をこの法人の事務所をこの法人の事務所をこの法人の事務所を、、、、福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57575757番番番番地地地地１１１１に置に置に置に置

く。く。く。く。    

    

第２章第２章第２章第２章    評議員評議員評議員評議員    

    

（評議員の定数）（評議員の定数）（評議員の定数）（評議員の定数）    



第６条第６条第６条第６条    この法人に評議員この法人に評議員この法人に評議員この法人に評議員16161616名を置く。名を置く。名を置く。名を置く。    

    

（評議員の選任及び解任）（評議員の選任及び解任）（評議員の選任及び解任）（評議員の選任及び解任）    

第７条第７条第７条第７条    この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議

員選任・解任員選任・解任員選任・解任員選任・解任委員会において行う。委員会において行う。委員会において行う。委員会において行う。    

２２２２    評議員選任・解任委員会は、監事評議員選任・解任委員会は、監事評議員選任・解任委員会は、監事評議員選任・解任委員会は、監事１１１１名、外部委員名、外部委員名、外部委員名、外部委員３３３３名の合計名の合計名の合計名の合計４４４４名で構成する。名で構成する。名で構成する。名で構成する。    

３３３３    評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。    

４４４４    選任候補者の推薦及び解任の提案は、選任候補者の推薦及び解任の提案は、選任候補者の推薦及び解任の提案は、選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める別に定める別に定める別に定める細則細則細則細則に基づきに基づきに基づきに基づき、、、、理事会が行う。理事会が行う。理事会が行う。理事会が行う。    

５５５５    選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及

び不適任と判び不適任と判び不適任と判び不適任と判断断断断した理した理した理した理由由由由を委員にを委員にを委員にを委員に説説説説明しなけ明しなけ明しなけ明しなければればればればならない。ならない。ならない。ならない。    

６６６６    評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の決決決決議は、委員の議は、委員の議は、委員の議は、委員の過半過半過半過半数が数が数が数が出席出席出席出席し、そのし、そのし、そのし、その過半過半過半過半数をも数をも数をも数をもっっっってててて

行う。た行う。た行う。た行う。ただだだだし、外部委員のし、外部委員のし、外部委員のし、外部委員の２２２２名以上が名以上が名以上が名以上が出席出席出席出席し、かつ、外部委員のし、かつ、外部委員のし、かつ、外部委員のし、かつ、外部委員の２２２２名以名以名以名以上が上が上が上が賛賛賛賛成す成す成す成す

ることを要する。ることを要する。ることを要する。ることを要する。    

７７７７    評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の評議員選任・解任委員会の運運運運営についての細則は、理事会において定める。営についての細則は、理事会において定める。営についての細則は、理事会において定める。営についての細則は、理事会において定める。    

    

（評議員の資（評議員の資（評議員の資（評議員の資格格格格））））    

第８条第８条第８条第８条    社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第40404040条第条第条第条第４４４４項項項項及び第及び第及び第及び第５５５５項項項項をををを遵守遵守遵守遵守するとともに、この法人の評議員するとともに、この法人の評議員するとともに、この法人の評議員するとともに、この法人の評議員

のうのうのうのうちちちちには、評議員のいには、評議員のいには、評議員のいには、評議員のいずれずれずれずれかかかか一一一一人及びその人及びその人及びその人及びその親族親族親族親族その他特その他特その他特その他特殊殊殊殊の関の関の関の関係係係係ががががあああある者（る者（る者（る者（租税租税租税租税

特別特別特別特別措措措措置法施行置法施行置法施行置法施行令令令令第第第第25252525条の条の条の条の17171717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するものをいう。以下同定するものをいう。以下同定するものをいう。以下同定するものをいう。以下同じじじじ。）の。）の。）の。）の

合計数が、評議員総数の３合計数が、評議員総数の３合計数が、評議員総数の３合計数が、評議員総数の３分分分分の１をの１をの１をの１を超え超え超え超えてててて含まれ含まれ含まれ含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らない。てはならない。てはならない。てはならない。    

    

（評議員の任（評議員の任（評議員の任（評議員の任期期期期））））    

第９条第９条第９条第９条    評議員の任評議員の任評議員の任評議員の任期期期期は、選任は、選任は、選任は、選任後後後後４４４４年年年年以以以以内内内内にににに終了終了終了終了する会計する会計する会計する会計年度年度年度年度のうのうのうのうち最終ち最終ち最終ち最終ののののものに関ものに関ものに関ものに関

する定する定する定する定時時時時評議員会の評議員会の評議員会の評議員会の終結終結終結終結のののの時ま時ま時ま時までとし、でとし、でとし、でとし、再再再再任を任を任を任を妨げ妨げ妨げ妨げない。ない。ない。ない。    

２２２２    任任任任期期期期のののの満了満了満了満了前に前に前に前に退退退退任した評議員の補任した評議員の補任した評議員の補任した評議員の補欠欠欠欠として選任さとして選任さとして選任さとして選任されれれれた評議員の任た評議員の任た評議員の任た評議員の任期期期期は、は、は、は、退退退退任し任し任し任し

た評議員の任た評議員の任た評議員の任た評議員の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ま時ま時ま時までとすることができる。でとすることができる。でとすることができる。でとすることができる。    

３３３３    評議員は、第６条に定める定数に評議員は、第６条に定める定数に評議員は、第６条に定める定数に評議員は、第６条に定める定数に足足足足りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任期期期期のののの満了又満了又満了又満了又はははは辞辞辞辞任によ任によ任によ任によ

りりりり退退退退任した任した任した任した後後後後も、新たに選任さも、新たに選任さも、新たに選任さも、新たに選任されれれれた者がた者がた者がた者が就就就就任する任する任する任するままままで、なお評議員としてので、なお評議員としてので、なお評議員としてので、なお評議員としての権権権権利利利利義義義義

務を務を務を務を有有有有する。する。する。する。    

    

（評議員の（評議員の（評議員の（評議員の報酬報酬報酬報酬等）等）等）等）    

第第第第10101010条条条条    評議評議評議評議員の員の員の員の報酬報酬報酬報酬は、は、は、は、支支支支給給給給しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。    

２２２２    評議員には別に定める評議員には別に定める評議員には別に定める評議員には別に定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を用を用を用を弁償弁償弁償弁償することができる。することができる。することができる。することができる。    

    

第３章第３章第３章第３章    評議員会評議員会評議員会評議員会    

    

（構成）（構成）（構成）（構成）    

第第第第11111111条条条条    評議員会は、全ての評議員をも評議員会は、全ての評議員をも評議員会は、全ての評議員をも評議員会は、全ての評議員をもっっっって構成する。て構成する。て構成する。て構成する。    

    

（（（（権限権限権限権限））））    

第第第第12121212条条条条    評議員会は、次の事評議員会は、次の事評議員会は、次の事評議員会は、次の事項項項項についてについてについてについて決決決決議する。議する。議する。議する。    

(1)(1)(1)(1)    理事及び監事の選任理事及び監事の選任理事及び監事の選任理事及び監事の選任又又又又は解任は解任は解任は解任    

((((2222))))    理事及び監事の理事及び監事の理事及び監事の理事及び監事の報酬報酬報酬報酬等の等の等の等の額額額額     



((((3333))))    理事及び監事並びに評議員に理事及び監事並びに評議員に理事及び監事並びに評議員に理事及び監事並びに評議員に対対対対するするするする報酬報酬報酬報酬等の支等の支等の支等の支給給給給の基の基の基の基準準準準     

((((4444))))    予算予算予算予算及び事業計画の及び事業計画の及び事業計画の及び事業計画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び及び及び及び収収収収支計支計支計支計算書算書算書算書）及び）及び）及び）及び財財財財産目産目産目産目録録録録並び事業並び事業並び事業並び事業報報報報告の告の告の告の承認承認承認承認     

((((6666))))    予算予算予算予算外の新たな外の新たな外の新たな外の新たな義義義義務の務の務の務の負負負負担担担担又又又又はははは権権権権利の利の利の利の放棄放棄放棄放棄     

((((7777))))    定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

((((8888))))    残余財残余財残余財残余財産の産の産の産の処分処分処分処分     

((((9999))))    基基基基本財本財本財本財産の産の産の産の処分処分処分処分     

(10)(10)(10)(10)    社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉充充充充実計画の実計画の実計画の実計画の承認承認承認承認     

(11)(11)(11)(11)    解散解散解散解散    

(12)(12)(12)(12)    その他評議員会でその他評議員会でその他評議員会でその他評議員会で決決決決議するものとして法議するものとして法議するものとして法議するものとして法令又令又令又令又はこの定款で定めらはこの定款で定めらはこの定款で定めらはこの定款で定められれれれた事た事た事た事項項項項     

    

（（（（開催開催開催開催））））    

第第第第13131313条条条条    評議員会は、定評議員会は、定評議員会は、定評議員会は、定時時時時評議員会として評議員会として評議員会として評議員会として毎毎毎毎会計会計会計会計年度終了後年度終了後年度終了後年度終了後３３３３ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月以以以以内内内内にににに開催開催開催開催するほするほするほするほ

か、か、か、か、３３３３月月月月及び必要が及び必要が及び必要が及び必要があああある場合にる場合にる場合にる場合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14141414条条条条    評議員会は、法評議員会は、法評議員会は、法評議員会は、法令令令令に別に別に別に別段段段段の定めがの定めがの定めがの定めがあああある場合をる場合をる場合をる場合を除除除除き、理事会のき、理事会のき、理事会のき、理事会の決決決決議に基づき会議に基づき会議に基づき会議に基づき会

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    評議員は、会評議員は、会評議員は、会評議員は、会長長長長にににに対対対対し、評議員会の目的でし、評議員会の目的でし、評議員会の目的でし、評議員会の目的であああある事る事る事る事項項項項及び及び及び及び招集招集招集招集の理の理の理の理由由由由をををを示示示示して、評して、評して、評して、評

議員会の議員会の議員会の議員会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ができる。することができる。することができる。することができる。    

    

（議（議（議（議長長長長））））    

第第第第15151515条条条条    評議員会の議評議員会の議評議員会の議評議員会の議長長長長は、そのは、そのは、そのは、その都度都度都度都度評議員の評議員の評議員の評議員の互互互互選とする選とする選とする選とする。。。。    

    

（（（（決決決決議）議）議）議）    

第第第第16161616条条条条    評議員会の評議員会の評議員会の評議員会の決決決決議は、議は、議は、議は、決決決決議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関係係係係をををを有有有有する評議員をする評議員をする評議員をする評議員を除除除除く評議く評議く評議く評議

員の員の員の員の過半過半過半過半数が数が数が数が出席出席出席出席し、そのし、そのし、そのし、その過半過半過半過半数をも数をも数をも数をもっっっって行い、て行い、て行い、て行い、可否可否可否可否同数のときは議同数のときは議同数のときは議同数のときは議長長長長のののの決決決決するとするとするとすると

こここころろろろによる。による。による。による。    

２２２２    前前前前項項項項のののの規規規規定にかかわら定にかかわら定にかかわら定にかかわらずずずず、次の、次の、次の、次の決決決決議は、議は、議は、議は、決決決決議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関係係係係をををを有有有有する評する評する評する評

議員を議員を議員を議員を除除除除く評議員のく評議員のく評議員のく評議員の３３３３分分分分のののの２２２２以上に当たる以上に当たる以上に当たる以上に当たる多多多多数をも数をも数をも数をもっっっって行わなけて行わなけて行わなけて行わなければればればればならない。ならない。ならない。ならない。    

(1)(1)(1)(1)    監事の解任監事の解任監事の解任監事の解任    

((((2222))))    定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

((((3333))))    その他法その他法その他法その他法令令令令で定めらで定めらで定めらで定められれれれた事た事た事た事項項項項     

３３３３    理事理事理事理事又又又又は監事を選任する議案をは監事を選任する議案をは監事を選任する議案をは監事を選任する議案を決決決決議するに議するに議するに議するに際際際際しては、しては、しては、しては、各各各各候補者ごとに第候補者ごとに第候補者ごとに第候補者ごとに第１１１１項項項項のののの決決決決

議を行わなけ議を行わなけ議を行わなけ議を行わなければればればればならない。理ならない。理ならない。理ならない。理事事事事又又又又は監事の候補者の合計数が第は監事の候補者の合計数が第は監事の候補者の合計数が第は監事の候補者の合計数が第18181818条に定める定数条に定める定数条に定める定数条に定める定数

を上を上を上を上回回回回る場合には、る場合には、る場合には、る場合には、過半過半過半過半数の数の数の数の賛賛賛賛成を成を成を成を得得得得た候補者のた候補者のた候補者のた候補者の中中中中からからからから得票得票得票得票数の数の数の数の多多多多いいいい順順順順に定数のに定数のに定数のに定数の枠枠枠枠

に達するに達するに達するに達するままままでの者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。    

４４４４    第第第第１１１１項項項項及び第及び第及び第及び第２２２２項項項項のののの規規規規定にかかわら定にかかわら定にかかわら定にかかわらずずずず、評議員（当該事、評議員（当該事、評議員（当該事、評議員（当該事項項項項について議について議について議について議決決決決に加わるに加わるに加わるに加わる

ことができるものにことができるものにことができるものにことができるものに限限限限る。）の全員がる。）の全員がる。）の全員がる。）の全員が書面又書面又書面又書面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同により同により同により同意意意意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をををを

したときは、評議員会のしたときは、評議員会のしたときは、評議員会のしたときは、評議員会の決決決決議が議が議が議があっあっあっあったものとたものとたものとたものとみみみみなす。なす。なす。なす。    

    

（議事（議事（議事（議事録録録録））））    

第第第第17171717条条条条    評議員会の議事については、法評議員会の議事については、法評議員会の議事については、法評議員会の議事については、法令令令令の定めるとこの定めるとこの定めるとこの定めるところろろろにより、議事により、議事により、議事により、議事録録録録をををを作作作作成する。成する。成する。成する。    



２２２２    議議議議長長長長及び及び及び及び出席出席出席出席した評議員のうした評議員のうした評議員のうした評議員のうちちちちから選から選から選から選出出出出さささされれれれた議事た議事た議事た議事録署録署録署録署名人２人は、前名人２人は、前名人２人は、前名人２人は、前項項項項の議事の議事の議事の議事

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４章第４章第４章第４章    役員役員役員役員    

    

（役員の定数）（役員の定数）（役員の定数）（役員の定数）    

第第第第18181818条条条条    この法人には、次の役員を置く。この法人には、次の役員を置く。この法人には、次の役員を置く。この法人には、次の役員を置く。    

(1)(1)(1)(1)    理事理事理事理事    10101010名名名名    

    ((((2222))))    監事監事監事監事    ２名２名２名２名        

２２２２    理事のう理事のう理事のう理事のうちちちち１名を会１名を会１名を会１名を会長長長長、、、、１１１１名を名を名を名を副副副副会会会会長長長長、、、、１１１１名を名を名を名を常常常常務理事とする。務理事とする。務理事とする。務理事とする。    

３３３３    前前前前項項項項の会の会の会の会長長長長をもをもをもをもっっっって社会福祉法の理事て社会福祉法の理事て社会福祉法の理事て社会福祉法の理事長長長長とし、とし、とし、とし、常常常常務理事をも務理事をも務理事をも務理事をもっっっって同法第て同法第て同法第て同法第45454545条の条の条の条の16161616

の第の第の第の第２２２２項項項項第第第第２２２２号号号号の業務の業務の業務の業務執執執執行理事とする。行理事とする。行理事とする。行理事とする。    

    

（役員の選任）（役員の選任）（役員の選任）（役員の選任）    

第第第第19191919条条条条    理事及び監事は、評議員会の理事及び監事は、評議員会の理事及び監事は、評議員会の理事及び監事は、評議員会の決決決決議によ議によ議によ議によっっっって選任するて選任するて選任するて選任する。。。。    

２２２２    会会会会長長長長、、、、副副副副会会会会長長長長及び及び及び及び常常常常務理事は、理事会の務理事は、理事会の務理事は、理事会の務理事は、理事会の決決決決議によ議によ議によ議によっっっって理事のて理事のて理事のて理事の中中中中から選定する。から選定する。から選定する。から選定する。    

    

（役員の資（役員の資（役員の資（役員の資格格格格））））    

第第第第20202020条条条条    社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第44444444条第条第条第条第６６６６項項項項をををを遵守遵守遵守遵守するとともに、この法人の理事のうするとともに、この法人の理事のうするとともに、この法人の理事のうするとともに、この法人の理事のうちちちちには、には、には、には、

理事のい理事のい理事のい理事のいずれずれずれずれかかかか一一一一人及びその人及びその人及びその人及びその親族親族親族親族その他特その他特その他特その他特殊殊殊殊の関の関の関の関係係係係ががががあああある者の合計数が、理事総数る者の合計数が、理事総数る者の合計数が、理事総数る者の合計数が、理事総数

（（（（現現現現在数）の３在数）の３在数）の３在数）の３分分分分の１をの１をの１をの１を超え超え超え超えてててて含まれ含まれ含まれ含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らない。てはならない。てはならない。てはならない。    

２２２２    社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第社会福祉法第44444444条第７条第７条第７条第７項項項項をををを遵守遵守遵守遵守するとともに、この法人の監事には、この法人のするとともに、この法人の監事には、この法人のするとともに、この法人の監事には、この法人のするとともに、この法人の監事には、この法人の

理事（その理事（その理事（その理事（その親族親族親族親族その他特その他特その他特その他特殊殊殊殊の関の関の関の関係係係係ががががあああある者をる者をる者をる者を含む含む含む含む。）及び評議員（その。）及び評議員（その。）及び評議員（その。）及び評議員（その親族親族親族親族その他その他その他その他

特特特特殊殊殊殊の関の関の関の関係係係係ががががあああある者をる者をる者をる者を含む含む含む含む。）並びにこの法人の職員が。）並びにこの法人の職員が。）並びにこの法人の職員が。）並びにこの法人の職員が含まれ含まれ含まれ含まれてはならない。てはならない。てはならない。てはならない。ままままた、た、た、た、

各各各各監事は、相監事は、相監事は、相監事は、相互互互互にににに親族親族親族親族その他特その他特その他特その他特殊殊殊殊の関の関の関の関係係係係ががががあああある者でる者でる者でる者であっあっあっあってはならないてはならないてはならないてはならない。。。。    

    

（理事の職務及び（理事の職務及び（理事の職務及び（理事の職務及び権限権限権限権限））））    

第第第第21212121条条条条    理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法令令令令及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるところろろろにより、職務をにより、職務をにより、職務をにより、職務を

執執執執行する。行する。行する。行する。    

２２２２    会会会会長長長長は、法は、法は、法は、法令令令令及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるとこ及びこの定款で定めるところろろろにより、この法人をにより、この法人をにより、この法人をにより、この法人を代表代表代表代表し、その業務し、その業務し、その業務し、その業務

をををを執執執執行する。行する。行する。行する。    

３３３３    副副副副会会会会長長長長は、会は、会は、会は、会長長長長を補を補を補を補佐佐佐佐する。する。する。する。    

４４４４    常常常常務理事は、理事会において別に定めるとこ務理事は、理事会において別に定めるとこ務理事は、理事会において別に定めるとこ務理事は、理事会において別に定めるところろろろにより、この法人の業務をにより、この法人の業務をにより、この法人の業務をにより、この法人の業務を分分分分担担担担執執執執

行する。行する。行する。行する。    

５５５５    会会会会長長長長及び及び及び及び常常常常務理事は、務理事は、務理事は、務理事は、毎毎毎毎会計会計会計会計年度年度年度年度にににに４４４４月月月月をををを超え超え超え超えるるるる間隔間隔間隔間隔でででで２２２２回回回回以上、自以上、自以上、自以上、自己己己己の職務のの職務のの職務のの職務の

執執執執行行行行状況状況状況状況を理事会にを理事会にを理事会にを理事会に報報報報告しなけ告しなけ告しなけ告しなければればればればならない。ならない。ならない。ならない。    

    

（監事の職務及び（監事の職務及び（監事の職務及び（監事の職務及び権限権限権限権限））））    

第第第第22222222条条条条    監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の執執執執行を監行を監行を監行を監査し、法査し、法査し、法査し、法令令令令で定めるとこで定めるとこで定めるとこで定めるところろろろにより、監査により、監査により、監査により、監査報報報報告告告告

をををを作作作作成する。成する。成する。成する。    

２２２２    監事は、いつでも、理事及び職員に監事は、いつでも、理事及び職員に監事は、いつでも、理事及び職員に監事は、いつでも、理事及び職員に対対対対して事業のして事業のして事業のして事業の報報報報告を告を告を告を求求求求め、この法人の業務及め、この法人の業務及め、この法人の業務及め、この法人の業務及

びびびび財財財財産の産の産の産の状況状況状況状況の調査をすることができる。の調査をすることができる。の調査をすることができる。の調査をすることができる。    

    



（役員の任（役員の任（役員の任（役員の任期期期期））））    

第第第第23232323条条条条    理事理事理事理事又又又又は監事の任は監事の任は監事の任は監事の任期期期期は、選任は、選任は、選任は、選任後後後後２２２２年年年年以以以以内内内内にににに終了終了終了終了する会計する会計する会計する会計年度年度年度年度のうのうのうのうち最終ち最終ち最終ち最終のものものものも

のに関する定のに関する定のに関する定のに関する定時時時時評議員会の評議員会の評議員会の評議員会の終結終結終結終結のののの時ま時ま時ま時までとし、でとし、でとし、でとし、再再再再任を任を任を任を妨げ妨げ妨げ妨げない。ない。ない。ない。    

２２２２    補補補補欠欠欠欠として選任さとして選任さとして選任さとして選任されれれれた理事た理事た理事た理事又又又又は監事の任は監事の任は監事の任は監事の任期期期期は、前任者の任は、前任者の任は、前任者の任は、前任者の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ま時ま時ま時までとでとでとでと

することができる。することができる。することができる。することができる。    

３３３３    理事理事理事理事又又又又は監事は、第は監事は、第は監事は、第は監事は、第18181818条に定める定数に条に定める定数に条に定める定数に条に定める定数に足足足足りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任期期期期のののの満了又満了又満了又満了又はははは辞辞辞辞

任により任により任により任により退退退退任任任任したしたしたした後後後後も、新たに選任さも、新たに選任さも、新たに選任さも、新たに選任されれれれた者がた者がた者がた者が就就就就任する任する任する任するままままで、なお理事で、なお理事で、なお理事で、なお理事又又又又は監事とは監事とは監事とは監事と

してのしてのしてのしての権権権権利利利利義義義義務を務を務を務を有有有有する。する。する。する。    

    

（役員の解任）（役員の解任）（役員の解任）（役員の解任）    

第第第第24242424条条条条    理事理事理事理事又又又又は監事が、次のいは監事が、次のいは監事が、次のいは監事が、次のいずれずれずれずれかに該当するときは、評議員会のかに該当するときは、評議員会のかに該当するときは、評議員会のかに該当するときは、評議員会の決決決決議によ議によ議によ議によっっっってててて

解任することができる。解任することができる。解任することができる。解任することができる。    

(1)(1)(1)(1)    職務上の職務上の職務上の職務上の義義義義務に務に務に務に違反違反違反違反し、し、し、し、又又又又は職務をは職務をは職務をは職務を怠っ怠っ怠っ怠ったとき。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のため、職務の障のため、職務の障のため、職務の障のため、職務の執執執執行に支障が行に支障が行に支障が行に支障がああああり、り、り、り、又又又又はこはこはこはこれれれれにににに堪え堪え堪え堪えないとき。ないとき。ないとき。ないとき。        

    

（役員の（役員の（役員の（役員の報酬報酬報酬報酬等）等）等）等）    

第第第第25252525条条条条    理事及び監事理事及び監事理事及び監事理事及び監事のののの報酬報酬報酬報酬は、支は、支は、支は、支給給給給しないものとする。しないものとする。しないものとする。しないものとする。    

２２２２    理事及び監事には理事及び監事には理事及び監事には理事及び監事には費費費費用を用を用を用を弁償弁償弁償弁償することができる。することができる。することができる。することができる。    

    

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22226666条条条条    理事会は、全ての理事をも理事会は、全ての理事をも理事会は、全ての理事をも理事会は、全ての理事をもっっっって構成するて構成するて構成するて構成する    

    

（（（（権限権限権限権限））））    

第第第第22227777条条条条    理事会は、次の職務を行う。た理事会は、次の職務を行う。た理事会は、次の職務を行う。た理事会は、次の職務を行う。ただだだだし、し、し、し、日常日常日常日常の業務として理事会が定めるものの業務として理事会が定めるものの業務として理事会が定めるものの業務として理事会が定めるもの

については会については会については会については会長長長長がががが専決専決専決専決し、こし、こし、こし、これれれれを理事会にを理事会にを理事会にを理事会に報報報報告する。告する。告する。告する。    

(1)(1)(1)(1)    この法人の業務この法人の業務この法人の業務この法人の業務執執執執行の行の行の行の決決決決定定定定    

((((2222))))    理事の職務の理事の職務の理事の職務の理事の職務の執執執執行の監行の監行の監行の監督督督督     

((((3333))))    会会会会長長長長、、、、副副副副会会会会長長長長及び及び及び及び常常常常務理事の選定及び解職務理事の選定及び解職務理事の選定及び解職務理事の選定及び解職    

    

（（（（招集招集招集招集））））    

第第第第22228888条条条条    理事会は、会理事会は、会理事会は、会理事会は、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会は会は会は会長長長長に事に事に事に事故故故故ががががああああるときは、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理事会をが理事会をが理事会をが理事会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29292929条条条条    理事会の議理事会の議理事会の議理事会の議長長長長は、そのは、そのは、そのは、その都度都度都度都度理事の理事の理事の理事の互互互互選とする。選とする。選とする。選とする。    

    

（（（（決決決決議）議）議）議）    

第第第第33330000条条条条    理理理理事会の事会の事会の事会の決決決決議は、議は、議は、議は、決決決決議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関議について特別の利害関係係係係をををを有有有有する理事をする理事をする理事をする理事を除除除除く理事のく理事のく理事のく理事の過過過過

半半半半数が数が数が数が出席出席出席出席し、そのし、そのし、そのし、その過半過半過半過半数をも数をも数をも数をもっっっって行い、て行い、て行い、て行い、可否可否可否可否同数のときは議同数のときは議同数のときは議同数のときは議長長長長のののの決決決決するとこするとこするとこするところろろろにににに

よる。よる。よる。よる。    

２２２２    前前前前項項項項のののの規規規規定にかかわら定にかかわら定にかかわら定にかかわらずずずず、理事（当該事、理事（当該事、理事（当該事、理事（当該事項項項項について議について議について議について議決決決決に加わることができるもに加わることができるもに加わることができるもに加わることができるも



のにのにのにのに限限限限る。）の全員がる。）の全員がる。）の全員がる。）の全員が書面又書面又書面又書面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同により同により同により同意意意意のののの意思表示意思表示意思表示意思表示をしたとき（監事をしたとき（監事をしたとき（監事をしたとき（監事

が当該提案についてが当該提案についてが当該提案についてが当該提案について異異異異議を議を議を議を述べ述べ述べ述べたときをたときをたときをたときを除除除除く。）は、理事会のく。）は、理事会のく。）は、理事会のく。）は、理事会の決決決決議が議が議が議があっあっあっあったものとたものとたものとたものと

みみみみなす。なす。なす。なす。    

    

（議事（議事（議事（議事録録録録））））    

第第第第33331111条条条条    理事会の議事については、法理事会の議事については、法理事会の議事については、法理事会の議事については、法令令令令で定めるとこで定めるとこで定めるとこで定めるところろろろにより、議事により、議事により、議事により、議事録録録録をををを作作作作成する。成する。成する。成する。    

２２２２    出席出席出席出席した会した会した会した会長長長長及び監事は、前及び監事は、前及び監事は、前及び監事は、前項項項項の議の議の議の議事事事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33332222条条条条    この法人に会員を置く。この法人に会員を置く。この法人に会員を置く。この法人に会員を置く。    

２２２２    会員は、この法人の目的に会員は、この法人の目的に会員は、この法人の目的に会員は、この法人の目的に賛賛賛賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。    

３３３３    会員に関する会員に関する会員に関する会員に関する規程規程規程規程は、評議員会において別に定める。は、評議員会において別に定める。は、評議員会において別に定める。は、評議員会において別に定める。    

    

第第第第７７７７章章章章    事務局及び職員事務局及び職員事務局及び職員事務局及び職員    

    

（事務局及び職員）（事務局及び職員）（事務局及び職員）（事務局及び職員）    

第第第第33333333条条条条    この法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務を処処処処理するため事務局を置く。理するため事務局を置く。理するため事務局を置く。理するため事務局を置く。    

２２２２    この法人に、事務局この法人に、事務局この法人に、事務局この法人に、事務局長長長長をををを１１１１名置くほか、職員名置くほか、職員名置くほか、職員名置くほか、職員若干若干若干若干名を置き、会名を置き、会名を置き、会名を置き、会長長長長が任が任が任が任免免免免する。する。する。する。    

３３３３    事務局及び職員に関する事務局及び職員に関する事務局及び職員に関する事務局及び職員に関する規程規程規程規程は、別に定める。は、別に定める。は、別に定める。は、別に定める。    

    

第第第第８８８８章章章章    資産及び会計資産及び会計資産及び会計資産及び会計    

    

（資産の（資産の（資産の（資産の区分区分区分区分））））    

第第第第33334444条条条条    この法人の資産はこの法人の資産はこの法人の資産はこの法人の資産は、こ、こ、こ、これれれれをををを分分分分けて基けて基けて基けて基本財本財本財本財産とその他産とその他産とその他産とその他財財財財産の２産の２産の２産の２種種種種とする。とする。とする。とする。    

２２２２    基基基基本財本財本財本財産は、次の産は、次の産は、次の産は、次の各号各号各号各号にににに掲げ掲げ掲げ掲げるるるる財財財財産をも産をも産をも産をもっっっって構成する。て構成する。て構成する。て構成する。    

(1)(1)(1)(1)    定定定定期預期預期預期預金金金金    1111，，，， 000000000000，，，， 000000000000円円円円     

((((2)2)2)2)    建物建物建物建物    福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57575757番地番地番地番地1111所在所在所在所在        

鉄筋コンクリート造平屋建て（鉄筋コンクリート造平屋建て（鉄筋コンクリート造平屋建て（鉄筋コンクリート造平屋建て（1,014.761,014.761,014.761,014.76㎡）㎡）㎡）㎡）    

３３３３    その他その他その他その他財財財財産は、基産は、基産は、基産は、基本財本財本財本財産以外の産以外の産以外の産以外の財財財財産とする。産とする。産とする。産とする。    

４４４４    基基基基本財本財本財本財産に産に産に産に指指指指定さ定さ定さ定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金た金た金た金品品品品は、は、は、は、速や速や速や速やかに第２かに第２かに第２かに第２項項項項にににに掲げ掲げ掲げ掲げるため、必要なるため、必要なるため、必要なるため、必要な

手手手手続続続続をとらなけをとらなけをとらなけをとらなければればればればならない。ならない。ならない。ならない。    

    

（基（基（基（基本財本財本財本財産の産の産の産の処分処分処分処分））））    

第第第第33335555条条条条    基基基基本財本財本財本財産を産を産を産を処分処分処分処分し、し、し、し、又又又又は担保に供しようとするときは、理事総数は担保に供しようとするときは、理事総数は担保に供しようとするときは、理事総数は担保に供しようとするときは、理事総数((((現現現現在在在在数数数数))))のののの

３３３３分分分分の２以上の同の２以上の同の２以上の同の２以上の同意意意意及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会の承認承認承認承認をををを得得得得て、福島県て、福島県て、福島県て、福島県知知知知事の事の事の事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

らない。たらない。たらない。たらない。ただだだだし、次のし、次のし、次のし、次の各号各号各号各号にににに掲げ掲げ掲げ掲げる場合には、福島県る場合には、福島県る場合には、福島県る場合には、福島県知知知知事の事の事の事の承認承認承認承認は必要としない。は必要としない。は必要としない。は必要としない。    

(1)(1)(1)(1)    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に構に構に構に対対対対して基して基して基して基本財本財本財本財産を担保に供する場合産を担保に供する場合産を担保に供する場合産を担保に供する場合    

    ((((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と協調構と協調構と協調構と協調融融融融資（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の福祉貸構の福祉貸構の福祉貸構の福祉貸

付が行う施設整備のための資金に付が行う施設整備のための資金に付が行う施設整備のための資金に付が行う施設整備のための資金に対対対対するするするする融融融融資と資と資と資と併せ併せ併せ併せて行う同て行う同て行う同て行う同一一一一のののの財財財財産を担保とす産を担保とす産を担保とす産を担保とす

る当該施設整備のための資金にる当該施設整備のための資金にる当該施設整備のための資金にる当該施設整備のための資金に対対対対するするするする融融融融資をいう。以下同資をいう。以下同資をいう。以下同資をいう。以下同じじじじ。）に関する。）に関する。）に関する。）に関する契約契約契約契約をををを

結んだ結んだ結んだ結んだ民民民民間間間間金金金金融機融機融機融機関に関に関に関に対対対対して基して基して基して基本財本財本財本財産を担保に供する場合（協調産を担保に供する場合（協調産を担保に供する場合（協調産を担保に供する場合（協調融融融融資に資に資に資に係係係係る担保る担保る担保る担保



にににに限限限限る。）る。）る。）る。）    

    

（資産の（資産の（資産の（資産の管管管管理）理）理）理）    

第第第第33336666条条条条    この法人の資産は、理事会の定める方法により、会この法人の資産は、理事会の定める方法により、会この法人の資産は、理事会の定める方法により、会この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長長長長がががが管管管管理する。理する。理する。理する。    

２２２２    資産のう資産のう資産のう資産のうち現ち現ち現ち現金は、確実な金金は、確実な金金は、確実な金金は、確実な金融機融機融機融機関に関に関に関に預預預預けけけけ入れ入れ入れ入れ、確実な、確実な、確実な、確実な信託信託信託信託会社に会社に会社に会社に信託信託信託信託し、し、し、し、又又又又はははは

確実な確実な確実な確実な有価証券有価証券有価証券有価証券にににに換え換え換え換えて、保て、保て、保て、保管管管管する。する。する。する。    

    

（事業計画及び（事業計画及び（事業計画及び（事業計画及び収収収収支支支支予算予算予算予算））））    

第第第第33337777条条条条    この法人の事業計画この法人の事業計画この法人の事業計画この法人の事業計画書書書書及び及び及び及び収収収収支支支支予算書予算書予算書予算書については、については、については、については、毎毎毎毎会計会計会計会計年度開始年度開始年度開始年度開始のののの日日日日の前の前の前の前

日ま日ま日ま日までに、会でに、会でに、会でに、会長長長長がががが作作作作成し、理事総数の３成し、理事総数の３成し、理事総数の３成し、理事総数の３分分分分の２以上の同の２以上の同の２以上の同の２以上の同意意意意及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会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らない。こならない。こならない。こならない。これれれれを変更する場合も、同を変更する場合も、同を変更する場合も、同を変更する場合も、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書類書類書類書類については、主たる事務所に、当該会計については、主たる事務所に、当該会計については、主たる事務所に、当該会計については、主たる事務所に、当該会計年度年度年度年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備備備備ええええ

置き、置き、置き、置き、一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧に供するものとする。に供するものとする。に供するものとする。に供するものとする。    

    

（事業（事業（事業（事業報報報報告及び告及び告及び告及び決算決算決算決算））））    

第第第第33338888条条条条    この法人の事業この法人の事業この法人の事業この法人の事業報報報報告及び告及び告及び告及び決算決算決算決算については、については、については、については、毎毎毎毎会計会計会計会計年度終了後年度終了後年度終了後年度終了後、会、会、会、会長長長長が次のが次のが次のが次の書書書書

類類類類をををを作作作作成し、監事の監査を成し、監事の監査を成し、監事の監査を成し、監事の監査を受受受受けた上で、理事会のけた上で、理事会のけた上で、理事会のけた上で、理事会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らない。ならない。ならない。ならない。    

(1)(1)(1)(1)    事業事業事業事業報報報報告告告告    

((((2222))))    事業事業事業事業報報報報告の告の告の告の附属附属附属附属明細明細明細明細書書書書     

((((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書算書算書算書及び事業活動計及び事業活動計及び事業活動計及び事業活動計算書算書算書算書））））    

((((5555))))    貸貸貸貸借対照表借対照表借対照表借対照表及び及び及び及び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書算書算書算書及び事業活動計及び事業活動計及び事業活動計及び事業活動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

細細細細書書書書     

((((6666))))    財財財財産目産目産目産目録録録録     

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号号号号及び第及び第及び第及び第６６６６号号号号のののの書類書類書類書類につにつにつにつ

いては、定いては、定いては、定いては、定時時時時評議員会に提評議員会に提評議員会に提評議員会に提出出出出し、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らない。ならない。ならない。ならない。    

３３３３    第１第１第１第１項項項項のののの書類書類書類書類のほか、次ののほか、次ののほか、次ののほか、次の書類書類書類書類を主たる事務所にを主たる事務所にを主たる事務所にを主たる事務所に５５５５年間年間年間年間備備備備ええええ置き、置き、置き、置き、一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧にににに

供するとともに、定款を主たる事務所に備供するとともに、定款を主たる事務所に備供するとともに、定款を主たる事務所に備供するとともに、定款を主たる事務所に備ええええ置き、置き、置き、置き、一般一般一般一般のののの閲覧閲覧閲覧閲覧に供するものとすに供するものとすに供するものとすに供するものとす

る。る。る。る。    

(1)(1)(1)(1)    監査監査監査監査報報報報告告告告    

((((2222))))    理事及び監事並びに評議員の名理事及び監事並びに評議員の名理事及び監事並びに評議員の名理事及び監事並びに評議員の名簿簿簿簿     

((((3333))))    理事及び監事並びに評議員の理事及び監事並びに評議員の理事及び監事並びに評議員の理事及び監事並びに評議員の報酬報酬報酬報酬等の支等の支等の支等の支給給給給の基の基の基の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))))    事業の事業の事業の事業の概概概概要等を要等を要等を要等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（会計（会計（会計年度年度年度年度））））    

第第第第39393939条条条条    この法人の会計この法人の会計この法人の会計この法人の会計年度年度年度年度は、は、は、は、毎年毎年毎年毎年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに始ま始ま始ま始まり、り、り、り、翌年翌年翌年翌年３３３３月月月月 31313131日日日日をもをもをもをもっっっってててて終終終終わわわわ

る。る。る。る。    

    

（会計（会計（会計（会計処処処処理の理の理の理の基基基基準準準準））））    

第第第第44440000条条条条    この法人の会計に関しては、法この法人の会計に関しては、法この法人の会計に関しては、法この法人の会計に関しては、法令令令令等及びこの定款に定めの等及びこの定款に定めの等及びこの定款に定めの等及びこの定款に定めのああああるもののほか、るもののほか、るもののほか、るもののほか、

理事会において定める経理理事会において定める経理理事会において定める経理理事会において定める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する。理する。理する。理する。    

    

（（（（臨機臨機臨機臨機のののの措措措措置）置）置）置）    



第第第第44441111条条条条    予算予算予算予算をもをもをもをもっっっって定めるもののほか、新たにて定めるもののほか、新たにて定めるもののほか、新たにて定めるもののほか、新たに義義義義務の務の務の務の負負負負担をし、担をし、担をし、担をし、又又又又はははは権権権権利の利の利の利の放棄放棄放棄放棄をををを

しようとするときは、理事総数のしようとするときは、理事総数のしようとするときは、理事総数のしようとするときは、理事総数の３３３３分分分分のののの２２２２以上の同以上の同以上の同以上の同意意意意及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会の及び評議員会の承認承認承認承認をををを得得得得なななな

けけけければればればればならない。ならない。ならない。ならない。    

    

（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議る議る議る議決権決権決権決権の行の行の行の行使使使使））））    

第第第第44442222条条条条    この法人が保この法人が保この法人が保この法人が保有有有有するするするする株式株式株式株式（（（（出出出出資）について、その資）について、その資）について、その資）について、その株式株式株式株式（（（（出出出出資）に資）に資）に資）に係係係係る議る議る議る議決権決権決権決権

を行を行を行を行使使使使する場合には、する場合には、する場合には、する場合には、ああああらからからからかじじじじめ理事会において理事総数の３め理事会において理事総数の３め理事会において理事総数の３め理事会において理事総数の３分分分分の２以上のの２以上のの２以上のの２以上の承認承認承認承認

を要すを要すを要すを要する。る。る。る。    

    

第第第第９９９９章章章章    解散解散解散解散    

    

（解散）（解散）（解散）（解散）    

第第第第44443333条条条条    この法人は、社会福祉法第この法人は、社会福祉法第この法人は、社会福祉法第この法人は、社会福祉法第46464646条第条第条第条第１１１１項項項項第第第第１１１１号号号号及び第及び第及び第及び第３３３３号号号号から第から第から第から第６６６６号ま号ま号ま号までの解での解での解での解

散事散事散事散事由由由由により解散する。により解散する。により解散する。により解散する。    

    

（（（（残余財残余財残余財残余財産の産の産の産の帰属帰属帰属帰属））））    

第第第第44444444条条条条    解散（合解散（合解散（合解散（合併又併又併又併又はははは破破破破産による解散を産による解散を産による解散を産による解散を除除除除く。）した場合におけるく。）した場合におけるく。）した場合におけるく。）した場合における残余財残余財残余財残余財産は、評産は、評産は、評産は、評

議員会の議員会の議員会の議員会の決決決決議を議を議を議を得得得得て、社会福祉法人のうて、社会福祉法人のうて、社会福祉法人のうて、社会福祉法人のうちちちちから選から選から選から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10101010章章章章    定款の変更定款の変更定款の変更定款の変更    

    

（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）（定款の変更）    

第第第第44445555条条条条    この定款を変更しようとするときは、評議員会のこの定款を変更しようとするときは、評議員会のこの定款を変更しようとするときは、評議員会のこの定款を変更しようとするときは、評議員会の決決決決議を議を議を議を得得得得て、福島県て、福島県て、福島県て、福島県知知知知事の事の事の事の

認可認可認可認可（社会福祉法第（社会福祉法第（社会福祉法第（社会福祉法第45454545条の条の条の条の36363636第第第第２２２２項項項項にににに規規規規定する定する定する定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定める事で定める事で定める事で定める事項項項項にににに係係係係るるるる

ものをものをものをものを除除除除く。）をく。）をく。）をく。）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らない。ならない。ならない。ならない。    

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定める事で定める事で定める事で定める事項項項項にににに係係係係る定款の変更をしたときは、る定款の変更をしたときは、る定款の変更をしたときは、る定款の変更をしたときは、遅滞遅滞遅滞遅滞なくそのなくそのなくそのなくその

旨旨旨旨を福島県を福島県を福島県を福島県知知知知事に事に事に事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らない。ならない。ならない。ならない。    

    

第第第第11111111章章章章        公告の方法その他公告の方法その他公告の方法その他公告の方法その他    

    

（公告の方法）（公告の方法）（公告の方法）（公告の方法）    

第第第第44446666条条条条    この法人の公告は、社会福祉法人小野社会福祉協議会のこの法人の公告は、社会福祉法人小野社会福祉協議会のこの法人の公告は、社会福祉法人小野社会福祉協議会のこの法人の公告は、社会福祉法人小野社会福祉協議会の掲示掲示掲示掲示場に場に場に場に掲示掲示掲示掲示するとするとするとすると

ともに、ともに、ともに、ともに、官報官報官報官報、新、新、新、新聞聞聞聞、この法人の、この法人の、この法人の、この法人の機機機機関関関関紙又紙又紙又紙又はははは電子電子電子電子公告に公告に公告に公告に掲載掲載掲載掲載して行う。して行う。して行う。して行う。    

    

（施行細則）（施行細則）（施行細則）（施行細則）    

第第第第44447777条条条条    この定款の施行についての細則は、理事会において定める。この定款の施行についての細則は、理事会において定める。この定款の施行についての細則は、理事会において定める。この定款の施行についての細則は、理事会において定める。    

    

附附附附     則則則則    

        この法人の設この法人の設この法人の設この法人の設立立立立当当当当初初初初の役員、評議員は、次のとおりとする。たの役員、評議員は、次のとおりとする。たの役員、評議員は、次のとおりとする。たの役員、評議員は、次のとおりとする。ただだだだし、この法人のし、この法人のし、この法人のし、この法人の

成成成成立後遅滞立後遅滞立後遅滞立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。    

    

会会会会    長長長長（理事）（理事）（理事）（理事）    西牧虎之西牧虎之西牧虎之西牧虎之助助助助    

理理理理    事事事事    高橋高橋高橋高橋    悟山悟山悟山悟山    



    〃〃〃〃        横横横横田田田田    寛富寛富寛富寛富    

    〃〃〃〃        矢吹半矢吹半矢吹半矢吹半次次次次郎郎郎郎    

    〃〃〃〃        吉吉吉吉田田田田    増義増義増義増義    

    〃〃〃〃        草草草草野野野野    市政市政市政市政    

    〃〃〃〃        時時時時田田田田    得寿得寿得寿得寿    

    〃〃〃〃        荻荻荻荻野野野野    美美美美男男男男    

    〃〃〃〃        国分国分国分国分    慶三慶三慶三慶三    

    〃〃〃〃        根本根本根本根本    宣明宣明宣明宣明    

    〃〃〃〃        七海七海七海七海    龍祥龍祥龍祥龍祥    

    〃〃〃〃        間間間間野野野野    尊如尊如尊如尊如    

    〃〃〃〃        櫛櫛櫛櫛田田田田    カツカツカツカツ    

監監監監    事事事事    佐佐佐佐藤藤藤藤    藤藤藤藤七七七七    

    〃〃〃〃        二瓶二瓶二瓶二瓶    藤衛藤衛藤衛藤衛    

    〃〃〃〃        吉吉吉吉田田田田    政義政義政義政義    

    

    

附附附附     則２則２則２則２        

昭和昭和昭和昭和 43434343年年年年 11111111月月月月１１１１日日日日設設設設立認可立認可立認可立認可     

    

附附附附     則３則３則３則３    

平平平平成成成成６６６６年年年年１１１１月月月月 10101010日日日日第第第第１１１１条から条から条から条から第第第第31313131条条条条ままままでででで改改改改正正正正    

    

附附附附     則４則４則４則４    

平平平平成成成成８８８８年年年年３３３３月月月月 25252525日日日日第第第第１１１１条から第条から第条から第条から第35353535条条条条ままままでででで改改改改正正正正    

    

附附附附     則５則５則５則５    

        この定款のこの定款のこの定款のこの定款の一一一一部変更については、部変更については、部変更については、部変更については、平平平平成成成成11111111年年年年３３３３月月月月 25252525日日日日 ((((福島県福島県福島県福島県知知知知事事事事認可認可認可認可のののの日日日日 ))))から施から施から施から施

行する。行する。行する。行する。    

附附附附     則６則６則６則６    

        この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成13131313年年年年４４４４月月月月 26262626日日日日 ))))から施行すから施行すから施行すから施行す

る。る。る。る。    

        

附附附附     則７則７則７則７    

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成15151515年年年年３３３３月月月月 18181818日日日日 ))))から施行から施行から施行から施行

する。する。する。する。但但但但し、第し、第し、第し、第２２２２条条条条中中中中「地域福祉推進事業」、「老人デイサービスセンター「地域福祉推進事業」、「老人デイサービスセンター「地域福祉推進事業」、「老人デイサービスセンター「地域福祉推進事業」、「老人デイサービスセンター((((小野小野小野小野

町老人デイサービスセンター町老人デイサービスセンター町老人デイサービスセンター町老人デイサービスセンター))))のののの受託受託受託受託経営」及び「居宅介護支援事業」、経営」及び「居宅介護支援事業」、経営」及び「居宅介護支援事業」、経営」及び「居宅介護支援事業」、ままままたたたた、第、第、第、第

５５５５条、第条、第条、第条、第６６６６条及び第条及び第条及び第条及び第15151515条の条の条の条の規規規規定については、定については、定については、定については、平平平平成成成成15151515年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

附附附附     則８則８則８則８    

１１１１    この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成17171717年年年年４４４４月月月月 22222222日日日日 ))))から施行すから施行すから施行すから施行す

る。る。る。る。    

２２２２    平平平平成成成成17171717年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに就就就就任した役員の者の任任した役員の者の任任した役員の者の任任した役員の者の任期期期期は、第は、第は、第は、第９９９９条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定にかかわら定にかかわら定にかかわら定にかかわら

ずずずず平平平平成成成成18181818年年年年５５５５月月月月31313131日ま日ま日ま日までとする。でとする。でとする。でとする。    

３３３３    平平平平成成成成17171717年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに就就就就任した評議員の者の任任した評議員の者の任任した評議員の者の任任した評議員の者の任期期期期は、第は、第は、第は、第18181818条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規規規規定にかかわ定にかかわ定にかかわ定にかかわ

ららららずずずず平平平平成成成成18181818年年年年５５５５月月月月31313131日ま日ま日ま日までとする。でとする。でとする。でとする。    

    



附附附附     則９則９則９則９        

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成18181818年年年年３３３３月月月月 10101010日日日日 ))))から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

附附附附     則則則則10101010        

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成18181818年年年年３３３３月月月月 28282828日日日日 ))))から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

附附附附     則則則則11111111        

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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 ((((平平平平成成成成18181818年年年年 12121212月月月月 18181818日日日日 ))))から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

附附附附    則則則則12121212    

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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     ((((平平平平成成成成21212121年年年年 12121212月月月月 28282828日日日日 ))))から施行すから施行すから施行すから施行す

る。る。る。る。    

    

附附附附    則則則則13131313    

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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     ((((平平平平成成成成26262626年年年年３３３３月月月月 28282828日日日日 ))))から施行すから施行すから施行すから施行す

る。る。る。る。    

    

附附附附    則則則則14141414    

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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     ((((平平平平成成成成28282828年年年年６６６６月月月月１１１１日日日日 ))))から施行すから施行すから施行すから施行す

る。る。る。る。    

    

附附附附     則則則則15151515    

この定款はこの定款はこの定款はこの定款は平平平平成成成成29292929年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    

    

附附附附    則則則則11116666    

この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県この定款の変更は、福島県知知知知事の事の事の事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     ((((平平平平成成成成29292929年年年年 4444月月月月 1111日日日日 ))))から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。    


