
- 1 -

社会福祉法人〇〇会理事会運営規程（参考例） H28.12.27現在

・ この規程例＜案＞は参考例としてお示しするものですので，各法人において，法令に違

反しない範囲で，法人の運営状況や定款の記載内容に合わせて修正等を行ってください。

・ 名称についても，各法人の他の規程，規則等と整合性をもった名称としてください。

・ なお，今後，公益財団法人の例も参考にしながら，随時，修正を行う予定です。

（目的）

第１条 この規程は，社会福祉法人〇〇会（以下「この法人」という。）の理事会の運営に関

する事項について規定し，その適法かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

（解説：理事会の権限等）

・ 今回の改正社会福祉法により，理事会は，全ての業務執行の決定や理事の職務執行

の監督を行うこととなる。

・ 法律又は定款に定める評議員会の決議事項以外の事項については，評議員会に諮る

必要はない。

（構成等）

第２条 理事会は，理事全員をもって構成する。

２ 監事は，理事会に出席し，必要があると認めるときは，意見を述べなければならない。

（解説）

・ 理事会は，全ての理事で組織される（法第45条の13第1項）。

・ 理事会は，理事により構成される機関であることから，監事その他理事以外の者が

構成員になることは認められていない。

（種類及び開催)

第３条 理事会は，通常理事会及び臨時理事会の２種とする。

２ 通常理事会は，毎会計年度○回以上開催する。

３ 臨時理事会は，次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第45条の14第２項の規定により，

理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって，招集の請求があ

ったとき。

(3) 前号の請求があった日から５日以内に，その請求があった日から２週間以内の日を理

事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に，その請求をした理事が招集

したとき。

(4) 法第45条の18第３項で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18

年法律第48号）第101条第２項及び第３項の規定により，監事から理事長に招集の請求

があったとき，又は監事が招集したとき。

（解説）

・ 理事会の招集権限は，原則として各理事にある（法第45条の14第1項本文）。

ただし，定款の定め又は理事会の決議によって，特定の理事を招集権者と定めるこ

とができる（同項ただし書）。

・ この場合，招集権者以外の理事は，招集権者に対して，理事会の目的である事項を
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示して，理事会の招集を請求することができる（同条第2項）。

・ この請求のあった日から5日以内に，当該請求があった日から2週間以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には，当該請求をした理事は，

理事会を招集することができる（同条第3項）。

・ 監事は，理事が不正の行為をしたとき，若しくは不正の行為をするおそれがあると

認めるとき，又は，法令・定款に違反する事実，著しく不当な事実があると認めると

きは，理事に対し理事会の招集を請求できる（法第45条の18第3項において準用する

一般法人法第101条第2項）。

・ その際，当該請求を行った日から5日以内に，その請求があった日から2週間以内の

日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は，その請求をした監

事は，理事会を招集することができる（法第45条の18第3項において準用する一般法

人法第101条第3項）。

(注) 第3条第2項の「○回」については，理事長（業務執行理事）による自己の職務の

執行状況の理事会報告の頻度をどのように定めているかなどを踏まえ記載。

（招集権者）

第４条 理事会は，理事長が招集する。ただし，理事長が欠けたとき又は理事長に事故があ

るときは，○○理事が招集する。

２ 前条第３項第３号による場合は，理事が，同条第３項第４号後段による場合は，監事が

招集する。

３ 理事長は，前条第３項第２号又は前条第３項第４号前段に該当する場合は，その請求が

あった日から５日以内に，その請求があった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨

時理事会を招集しなければならない。

４ 理事全員が改選された直後の理事会は，各理事がこれを招集することができる。

（招集の通知）

第５条 理事会を招集するときは，理事会の開催日の１週間前までに，各役員（各理事及び

各監事）に対して招集通知を発しなければならない。

２ 前項の招集通知は，会議の日時，場所及び目的事項を記載した書面をもって行うものと

する。

（解説）

・ 理事会を招集する者は，理事会の日の原則として1週間（定款による短縮が可能）

前までに，理事及び監事の全員に通知を発しなければならない（法第45条の14第9項

で準用する一般法人法第94条第1項）。

・ 通知の方法については，評議員会の招集の場合と異なり，限定はなく，書面でも口

頭でもその他の方法でも差し支えない。また，議題を通知することも必須ではない。

（注）ただし，一般的には，理事会の招集通知の方法については，招集通知の発出に慎

重を期すとともに，後日の紛争を防止する趣旨から書面をもって行う旨定めた方が

良いと思われる。

（招集手続の省略）

第６条 前条の規定にかかわらず，理事及び監事の全員の同意があるときは，招集の手続を

経ることなく理事会を開催することができる。

（解説）

・ 理事及び監事の全員の同意があれば，招集の手続を省略して，理事会を開催するこ
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とができる（法第45条の14第9項で準用する一般法人法第94条第2項）。

（出席の有無の届出）

第７条 各役員（理事及び監事）は，理事会の招集通知を受けたときは，その出席の有無を

あらかじめ招集権者に届け出なければならない。

（議長）

第８条 理事会の議長は，理事長がこれに当たる。ただし，理事長が欠けたとき又は理事長

に事故があるときは，出席した理事のうちから互選する。

（出席状況の報告）

第９条 議長は，開会を宣告した後，議事に入る前に，理事，監事の出席の状況を理事会に

報告しなければならない。

２ 前項の報告は，この法人の事務局職員をして行わせることができる。

（定足数）

第10条 理事会は，議決に加わることができる理事の過半数以上の出席がなければ開催する

ことができない。

（関係者の出席）

第11条 理事会が必要と認めるときは，議事に関係を有する者の出席を求めて，その意見又

は説明を求めることができる。

（議題の付議）

第12条 議長は，あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし，理

由を述べてその順序を変更することができる。

２ 議長は，複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

（理事等の報告又は説明)

第13条 議長は，議題を付議した後，理事又は監事に対し，当該議題に関する事項の報告又

は議案の説明を求めるものとする。この場合，理事は，議長の許可を受けた上で，事務局

職員等の補助者に報告又は説明をさせることができる。

（決議の方法）

第14条 理事会の決議は，法令又は定款に別段の定めがある場合を除き，議決に加わること

ができる理事の過半数が出席し，その過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の裁決

するところによる。

２ 前項の決議について，特別の利害関係を有する理事は，その議決に加わることができな

い。

３ 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，当該提案につ

き，議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

したとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は，当該提案を可決する

旨の理事会の議決があったものとみなす。

（解説）

・ 理事会の決議は，議決に加わることができる理事の過半数（定款による引上げが可

能）が出席し，その過半数（定款による引上げが可能）をもって行う（法第45条の14

第4項)。理事会の決議の公正を期する必要があることから，決議について特別の利害

関係を有する理事は議決に加わることができない（同条第5項）。
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・ また，理事会における議決権の行使については，書面又は電磁的方法による議決権

の行使や代理人，持ち回りによる議決権の行使は認められない。これは，理事には，

評議員と同様，法人との委任契約に基づき，善良な管理者の注意をもってその職務を

遂行する義務が課せられており（法第38条，民法第644条），理事会は，このような

理事が参集して相互に十分な討議を行うことによって意思決定を行う場であるからで

ある。

・ ただし，出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができる方

法であれば，テレビ会議や電話会議の方法による開催は認められる。

・ 理事の提案につき，あらかじめ理事（議決に加わることができるものに限る。）の

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，その提案を可決する

旨の理事会の決議があったものとみなされる（法第45条の14第9項で準用する一般法

人法第96条）。 ※定款に，その旨，記載していることが前提となる。

・ これは，議決権を行使することができる理事の全員が，決議の目的となる事項につ

いての提案に同意の意思表示をし，かつ，監事も当該提案に異議を述べない場合＊に

は，会議を開催しなくても，各理事及び監事が当該議案を決議することについてその

責任を伴う十分な意思表示を行っているものと認めることができ，また，提案に全員

が賛成であるならば，討議を省略することによる理事会機能の形骸化という弊害のお

それも少ないと考えられるためである。（＊評議員会については，監事に係るこの要件はない）

・ なお，理事会決議の省略を行うに当たり，あらかじめ定款の定めが必要とされるの

は，理事会による意思決定における最も重要な要素である討議を省略するという理事

会制度の重大な例外を認めるものだからである。

（採決の方法）

第15条 議長は，議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは，審議終了を

宣言し，採決するものとする。

２ 議長は，一括して付議した議案については，一括して採決することができる。

３ 議長は，採決が終了したときは，その結果を理事会に宣言しなければならない。

（延期又は続行）

第16条 理事会を延期又は続行する場合は，理事会の決議による。

２ 前項の場合，延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただ

し，その決定を議長に一任することもできる。

３ 前項ただし書きの場合，議長は，決定した日時及び場所を速やかに各役員(各理事及び

各監事）に通知しなければならない。

４ 延会又は継続会の日は，当初の理事会の日より２週間以内の日としなければならない。

（解説）

・ 「延期」とは，理事会の招集通知に記載された議題の審議に入らず理事会を後日に

変更することを，「続行」とは，理事会の招集通知に記載された議題の審議に入った

が，終わらないまま理事会を後日に継続することをいう。

・ 「延期」が決議されたことにより開催される後日の会のことを「延会」と，「続行」

が決議されたことにより開催される後日の会のことを「継続会」と呼ぶ。（両者を併

せて，広義の「継続会」と呼ぶ場合もある。）

（閉会）

第17条 議長は，すべての議事を終了したとき又は延期若しくは続行が決議されたときは，

閉会を宣言する。
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（議事録）

第18条 理事会の議事については，法令で定めるところにより書面（又は電磁的記録）をも

って議事録を作成しなければならない。

２ 議事録には，議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項を記載（又

は記録）して，理事長及び監事２名が署名（記名）押印（又は電子署名）をしなければな

らない。

３ 前項の議事録は，会議の日から10年間，この法人の主たる事務所に備え置かなければな

らない。

（議事録の配布）

第19条 議長は，欠席した理事及び監事に対して，議事録の写し及び資料を配布して，議事

の経過及びその結果の概要を報告しなければならない。

（権限）

第20条 理事会は，次の職務を行う。

(1) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2) 規程の制定，廃止又は改正に関する事項

(3) 前各号に定めるもののほか，この法人の業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長（及び業務執行理事）の選定及び解職

２ 理事会は，次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を，理事に委任することはで

きない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な役割を担う職員の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置，変更及び廃止

(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整

備 ＊一定規模以上の法人のみ対象

(6) 役員等（理事，監事，会計監査人）又は評議員がその任務を怠ったため，当法人が損

害を受けたときの損害賠償責任の免除

(7) その他の重要な業務執行の決定

（報告事項）

第21条 理事長（及び業務執行理事）は，毎会計年度に３か月に１回以上（毎会計年度に４

か月を超える間隔で２回以上），自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなら

ない。

２ 監事は，理事が不正の行為をし，若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき，

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは，

これを理事会に報告しなければならない。

（解説）

・ 監事は，①理事が不正の行為をしたとき，②理事が不正の行為をするおそれがある

と認めるとき，③法令・定款に違反する事実があるとき，④著しく不当な事実がある

ときには，その旨を理事会に報告する義務を負う（法第45条の18第3項において準用

する一般法人法第100条）。これは，理事の法令定款違反等について，理事会による

是正を促す趣旨である。

（事務局）
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第22条 理事会の運営を円滑に行うために事務局を置く。

２ 事務局に事務処理の担当者１名を配置し，事務局長（○○）がこれにあたる。

（補則）

第23条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，理事長が別に定め

る。

（改廃）

第24条 この規程の改廃は，理事会の決議による。

附則

この規程は，平成29年４月１日から施行する。


