一般社団法 人わかやま森林と緑の公社定款

第１章

総則

（ 名称）
第 １ 条 こ の 法 人は 、 一 般 社 団 法 人 わ か やま 森 林 と 緑 の 公 社 （ 以下 「 公 社 」 と い う 。） と
称 する。
（ 事務所）
第２ 条

公社は 、主たる事 務所を和歌 山県和歌山 市に置く。
第２章

目的及 び事業

（ 目的）
第 ３条 公 社は、 地球温 暖化防 止、水 源かん 養、県土 の保全 等森林 の多面 的機能 を発揮す
る森林の 整備・ 保全を 図ると ともに 森林資 源の育成 、併せ て森林 の整備 ・保全 や林業を
担う人材 の育成 ・確保 の支援 を図る ことに より、も って農 山村の 振興及 び県民 の安全で
潤 いのある豊 かな生活に 寄与するこ とを目的と する。
（ 事業）
第４ 条 公社は 、前条の目 的を達成す るために、 次の事業を 行う。
（ １）分収造 林、分収育 林に関する 事業
（ ２）森林の 造成及び保 育に関する 事業
（ ３）林業労 働力の育成 ・確保及び 雇用改善の 促進に関す る事業
（ ４）森林、 林業、緑化 に関する啓 発普及事業
（ ５）その他 前各号の事 業を達成す るために必 要な事業
２

前項の事業 については 、和歌山県 の区域内に おいて行う ものとする 。
第３章

社員等

（ 構成）
第 ５条 公 社は、 次の団 体であ って、 次条の 規定によ り公社 の社員 となっ た者を もって構
成 する。
（ １）和歌山 県
（ ２）和歌山 県内の市町 村
（ ３）和歌山 県内の森林 組合
（ ４）和歌山 県森林組合 連合会
２

公社の賛助会員は、第４条第１項第３号の事業を賛助するため加入した個人又は団体とする。

（ 社員及び賛 助会員の資 格の取得）
第 ６ 条 公 社 の 社員 及 び 賛 助 会 員 （ 以 下 「社 員 等 」 と い う 。） にな ろ う と す る 者 は 、理 事
会 が別に定め る入社申込 書により、 理事長に申 し込まなけ ればならな い。
２

加入は 、社員 総会に おいて 定める 基準に より、理 事会に おいて その可 否を決 定し、理
事 長が本人に 通知するも のとする。
（ 届出）
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第 ７条 社 員等は 、次に 掲げる 事項に ついて 変更が生 じたと きは、 遅滞な くその 旨を公社
に 通知しなけ ればならな い。
（ １）名称及 び主たる事 務所の所在 地
（ ２）代表者 の氏名及び 住所
（ ３）個人社 員の氏名及 び住所
（ 出資）
第８ 条 社員は 、出資１口 以上を有し なければな らない。
２ 出資１口の 金額は、１ 万円とする 。
３ 出資は、現 金をもって 出資の各口 につきその 金額を払い 込むものと する。
（ 年会費）
第 ９条 第 ４条第 １項第 ３号の 事業を 行うた めに、社 員等は 年会費 を納め なけれ ばならな
い。
２ 前項に 規定す る年会 費は、 理事会 の決議 を経て定 め、社 員総会 の承認 を経な ければな
ら ない。
（ 退社）
第 １０条 社員等 は、理 事会に おいて 別に定 める退社 届を提 出する ことに より、 退社する
こ とができる 。
２

社員は、事業年度の終わりの６０日前までに退社届を提出し、総会の議決を経てその事業年
度の終わりに退社することができる。
３ 賛助会員は、事業年度の終わりの６０日前までに退社届を提出し、その事業年度の終わりに
退社することができる。
４ 第２項 、第３ 項の場 合であ っても 、やむ を得ない 事由が あると きは、 社員は いつでも
退 社すること ができる。
（ 除名）
第 １１条 社員等 が次の 各号の いずれ かに該 当すると きは、 社員総 会にお いて、 総社員の
半数以上 であっ て、総 社員の 議決権 の３分 の２以上 の多数 による 決議に 基づき 、当該社
員等を除 名する ことが できる 。この 場合、 当該社員 等に対 し、社 員総会 の日の １週間前
までに、 理由を 付して 除名す る旨を 通知し 、かつ、 社員総 会にお いて決 議の前 に弁明の
機 会を与えな ければなら ない。
（ １）公社の 定款又は規 則等又は社 員総会の決 議に違反し たとき。
（ ２）公社の 名誉を傷つ け、又は目 的に反する 行為をした とき。
（ ３）社員等 として重要 な義務を履 行しないと き。
（ ４）その他 除名すべき 正当な事由 があるとき 。
２

前項に より除 名が決 議され たとき は、理 事長は、 当該社 員等に 対して 、除名 された旨
を 通知するも のとする。

（ 社員資格の 喪失）
第１ ２条 社員 等は、次の いずれかに 該当すると きは、その 資格を喪失 する。
（ １）退社し たとき。
（ ２）除名さ れたとき。
（ ３）死亡し 、若しくは 失踪宣告を 受け、又は 社員等であ る団体が解 散したとき 。
（ ４）後見開 始又は保佐 開始の審判 を受けたと き。
（ ５）総社員 の同意があ ったとき。
（ 社員資格の 喪失に伴う 権利及び義 務）
第 １３条 社員等 が前条 の規定 により その資 格を喪失 したと きは、 公社に 対する 権利を失
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い 、義務を免 れる。ただ し、未履行 の義務は、 これを免れ ることがで きない。
２ 公社は 、社員 等がそ の資格 を喪失 しても 、既に納 入した 出資金 、年会 費及び その他の
拠 出金品は、 これを返還 しない。
第４章

社員総 会

（ 構成）
第１ ４条 社員 総会は、社 員をもって 構成する。
（ 権限）
第１ ５条

社員 総会は、次 の事項につ いて決議す る。

（ １）定款の 変更
（ ２）社員の 除名
（ ３）理事及 び監事の選 任又は解任
（ ４）役員報 酬等規程の 制定又は変 更
（ ５）各事業 年度の事業 報告及び決 算の承認
（ ６）解散及 び残余財産 の処分
（７）そ の他社 員総会 で決議 するも のとし て、一般 社団法 人及び 一般財 団法人 に関する
法律（以 下「一般社 団・財団法 人法」とい う 。）又は この定款で定 められた事 項
２ 前項の 規定に かかわ らず、 社員総 会にお いては、 第１７ 条第３ 項の書 面に記 載した社
員 総会の目的 である事項 以外の事項 は、決議を することが できない。
（ 種類及び開 催）
第１ ６条 公社 の社員総会 は、定時社 員総会及び 臨時社員総 会の２種類 とする。
２
３

定時社員総 会は、毎事 業年度終了 後３箇月以 内に開催す る。
臨時社員総 会は、次の いずれかに 該当する場 合に開催す る。
（ １）理事会 が必要と認 めたとき。
（ ２）総社員 の議決権の 10 分の 1 以上を有 する社員か ら、理事長 に対し、社 員総会の
目的であ る事項及び 招集の理由 を示して、 社員総会の 招集の請求 があったと き。
（３）前 号の規 定によ る請求 をした 社員が 、裁判所 の許可 を得て 、社員 総会を 招集する

とき。
（ 招集）
第 １７条 社員総 会は、 前条第 ３項第 ３号の 規定によ り社員 が招集 する場 合を除 き、理事
会 の決議に基 づき、理事 長が招集す る。
２ 理事長 は、前 条第３ 項第２ 号の規 定によ る請求が あった ときは 、その 日から ６週間以
内 に臨時社員 総会を招集 しなければ ならない。
３ 社員総 会を招 集する 場合に は、理 事会（ 前条第３ 項第３ 号の規 定によ り社員 が社員総
会を招集 する場 合にあ っては 当該社 員）は 、次に掲 げる事 項を定 めなけ ればな らない。
（ １）社員総 会の日時及 び場所
（ ２）社員総 会の目的で ある事項が あるときは 、当該事項
（３）社 員総会 に出席 しない 社員が 書面に よって議 決権を 行使す ること ができ ることと
するとき は、その旨
（４）社 員総会 に出席 しない 社員が 電磁的 方法によ って議 決権を 行使す ること ができる
こととす るときは、 その旨
（ ５）その他 法令で定め る事項
４ 理事長 （前条 第３項 第３号 の規定 により 社員が社 員総会 を招集 する場 合にあ っては、
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当該社 員）は 、社員総 会の日 の１週 間前ま でに、 社員に 対して、 前項各 号に掲 げる事項
を記載 した書 面をもっ て、通 知を発 しなけ ればな らない 。ただし 、前項 第３号 又は第４
号に掲 げる事 項を定め た場合 には、 社員総 会の日 の２週 間前まで に、当 該事項 を記載し
た 書面をもっ て、通知を 発しなけれ ばならない 。
５

理事長 （前条 第３項 第３号 の規定 により 社員が社 員総会 を招集 する場 合にあ っては、
当該社 員）は 、前項の 書面に よる通 知の発 出に代 えて、 法令で定 めると ころに より、社

員 の承諾を得 て、電磁的 方法により 通知を発す ることがで きる。
６ 前５項 の規定 にかか わらず 、社員 総会は 、社員の 全員の 同意が あると きは、 招集の手
続きを 経るこ となく開 催する ことが できる 。ただ し、第 ３項第３ 号又は 第４号 に掲げる
事 項を定めた 場合には、 招集の手続 を省略する ことができ ない。
（ 議長）
第１ ８条 社員 総会の議長 は、当該社 員総会にお いて、出席 社員の中か ら選出する 。
（ 議決権）
第１ ９条 社員 総会におけ る和歌山県 以外の社員 は、各１個 の議決権を 有する。
２ 社員 総会における和歌山県の議決権数は、和歌山県以外の社員の有する議決権数に１を加え
た数とする。
（ 定足数及び 決議）
第 ２０条 社員総 会は、 この定 款に別 段の定 めがある 場合を 除き、 総社員 の過半 数の出席
が なければ、 会議を開く ことができ ない。
２ 社員総 会の決 議は、 一般社 団・財 団法人 法第４９ 条第２ 項に規 定する 事項及 びこの定
款に別段 の定め がある 場合を 除き、 出席し た社員の 議決権 の過半 数をも って行 い、可否
同 数のときは 、議長の裁 決するとこ ろによる。
３
４

前項前段の 場合におい て、議長は 、社員とし て決議に加 わることが できない。
理事又 は監事 を選任 する議 案を決 議する に際して は、各 候補者 ごとに 決議を 行わなけ
ればなら ない。 理事又 は監事 の候補 者の合 計数が第 ２８条 に定め る定数 を上回 る場合に
は、過半 数の賛 成を得 た候補 者の中 から得 票数の多 い順に 定数の 枠に達 するま での者を
選 任すること とする。
（ 議決権の代 理行使）

第 ２１条 社員総 会に出 席でき ない社 員は、 代理人に よって その議 決権を 行使す ることが
できる。 この場 合にお いては 、当該 社員又 は代理人 は、代 理権を 証明す る書面 をあらか
じ め公社に提 出しなけれ ばならない 。
２
３

前項の代理 権の授与は 、社員総会 ごとに提出 しなければ ならない。
第１項 の社員 又は代 理人は 、代理 権を証 明する書 面の提 出に代 えて、 法令の 定めると
ころによ り、公 社の承 諾を得 て、当 該書面 に記載す べき事 項を電 磁的方 法によ り提供す
ることが できる 。この 場合に おいて 、当該 社員又は 代理人 は、当 該書面 を提出 したもの

と みなす。
（ 書面による 議決権の行 使）
第 ２２条 書面に より議 決権を 行使で きる場 合には、 社員は 、議決 権行使 書面に 必要な事
項を記載 し、社 員総会 開催の 日時の 直前の 業務時間 の終了 時まで に議決 権行使 書面を公
社 に提出して 行う。
２ 前項の 規定に より書 面によ って行 使した 議決権の 数は、 出席し た社員 の議決 権の数に
算 入する。
（ 電磁的方法 による議決 権の行使）
第 ２３条 電磁的 方法に より議 決権を 行使で きる場合 は、社 員は、 法令の 定める ところに
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より、公 社の承 諾を得 て、社 員総会 開催の 日時の直 前の業 務時間 の終了 時まで に議決権
行 使書面に記 載すべき事 項を、電磁 的方法によ り公社に提 供して行う 。
２

前項の 規定に より電 磁的方 法によ って行 使した議 決権の 数は、 出席し た社員 の議決権
の 数に算入す る。

（ 決議の省略 ）
第２ ４条 理事 又は社員が 、社員総会 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 につい て、社 員の全 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 、当該提案 を可決する 旨の社員総 会の決議が あったもの とみなす。
（ 報告の省略 ）
第 ２５条

理事長 が社員 の全員 に対し て社員 総会に報 告すべ き事項 を通知 した場 合におい

て、当該 事項を 社員総 会に報 告する ことを 要しない ことに ついて 、社員 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、 当該事 項の社 員総会 への報 告があっ
た ものとみな す。
（ 議事録）
第 ２６条 社員総 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。
（ 社員総会運 営規則）
第２ ７条 社員 総会の運営 に関する必 要な事項は 、法令又は この定款に 定めるもの のほか 、
社 員総会にお いて定める 社員総会運 営規則によ るものとす る。
第５章

役員

（ 種類及び定 数）
第２ ８条 公社 に次の役員 を置く。
（ １）理事 １０名以上 １５名以内
（ ２）監事 ３名以内
２ 理事のうち １名を理事 長とし、一 般社団・財 団法人法上 の代表理事 とする。
３ 理事長 以外の 理事の うち、 ２名以 内を一 般社団・ 財団法 人法第 ９１条 第１項 第２号に
規 定する業務 執行理事と することが できる。
（ 役員の選任 等）
第２ ９条

理事 及び監事は 、社員総会 の決議によ って選任す る。

２
３

理事長、副 理事長及び 業務執行理 事は、理事 会の決議に よって選定 する。
理事会 は、そ の決議 によっ て、前 項で選 定された 業務執 行理事 の中か ら専務 理事を選
定 することが できる。た だし、専務 理事は１名 とする。

４
５

監事は、公 社の理事又 は使用人を 兼ねること ができない 。
理事又 は監事 に変更 が生じ たとき は、２ 週間以内 に変更 の登記 をし、 遅滞な くその旨
を 和歌山県に 届け出なけ ればならな い。
（ 理事の職務 及び権限）

第 ３０条 理事は 、理事 会を構 成し、 法令及 びこの定 款で定 めると ころに より公 社の業務
の 執行の決定 に参画する 。
２ 理事長 は、法 令及び この定 款で定 めると ころによ り、公 社を代 表し、 その業 務を執行
す る。
３

副理事 長は、 理事長 を補佐 して公 社の業 務を執行 し、理 事長に 事故が あると き、又は
理 事長が欠け たときは、 その業務執 行に係る職 務を代行す る。
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４

専務理 事は、 理事長 及び副 理事長 を補佐 して公社 の業務 を執行 し、理 事長及 び副理事
長がとも に事故 がある とき、 又は理 事長及 び副理事 長がと もに欠 けたと きは、 その業務

執 行に係る職 務を代行す る。
５ 理事長 、副理 事長及 び業務 執行理 事は、 毎事業年 度毎に ４箇月 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。
（ 監事の職務 及び権限）
第３ １条 監事 は、次に掲 げる職務を 行う。
（１）理 事の職 務の執 行の状 況を監 査し、 法令の定 めると ころに より、 監査報 告を作成
すること 。
（２）公 社の業 務及び 財産の 状況を 調査す ること、 並びに 各事業 年度に 係る計 算書類及
び事業報 告等を監査 すること。
（ ３）社員総 会及び理事 会に出席し 、必要があ ると認める ときは意見 を述べるこ と。
（４）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 を社員総会 及び理事会 に報告する こと。
（ ５ ）前号の 報告をする ため必要が あるときは、理事 長に理事会 の招集を請 求すること。
た だし、 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 る招集 通知が発せ られない場 合は、直接理 事会を招集 する
こと。
（ ６ ）理事が 社員総会に 提出しよう とする議案、書類 その他法令 で定めるも のを調査し、
法 令若し くは定款 に違反 し、又 は著しく不 当な事項が あると認める ときは、そ の調
査の結果を 社員総会に 報告するこ と。
（７）理 事が公 社の目 的の範 囲外の 行為そ の他法令 若しく は定款 に違反 する行 為をし、
又はその 行為を するお それが ある場 合にお いて、そ の行為 によっ て公社に 著しい損
害が生ず るおそ れがあ るとき は、そ の理事 に対し、 その行 為をや めること を請求す
ること。
（ ８）その他 監事に認め れた法令上 の権限を行 使すること 。
（ 役員の任期 ）
第 ３２条 理事及 び監事 の任期 は、選 任後２ 年以内に 終了す る事業 年度の うち最 終のもの
に 関する定時 社員総会の 終結の時ま でとする。 ただし、再 任を妨げな い。
２ 補充又 は増員 により 選任さ れた理 事の任 期は、前 任者又 は他の 現任者 の残任 期間とす
る。
３ 役員は 、第２ ８条第 １項で 定めた 役員の 員数が欠 けた場 合は、 辞任又 は任期 満了後に
おいて も、新 たに選任 された 者が就 任する までは 、なお その職務 を行わ なけれ ばならな
い。
（ 役員の解任 ）
第 ３３条 理事及 び監事 は、い つでも 社員総 会の決議 によっ て解任 するこ とがで きる。た
だし、 監事を 解任する 場合は 、総社 員の半 数以上 であっ て、総社 員の議 決権の ３分の２
以 上の多数に よる決議に 基づいて行 わなければ ならない。
（ 役員の報酬 等）
第 ３４条 役員は 、無報 酬とす る。た だし、 常勤の理 事及び 社員以 外から 選任さ れた監事
に は報酬を支 給すること ができる。
２ 役員には、 その職務を 執行するた めに要する 費用を弁償 することが できる。
３ 前２項に関 し必要な事 項は 、社員 総会の決議 により別に 定める役員 報酬等規程 による。
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（ 競業及び利 益相反取引 の制限）
第 ３５条 理事が 、次に 掲げる 取引を しよう とする場 合は、 理事会 におい てその 取引につ
い て重要な事 実を開示し 、その承認 を受けなけ ればならな い。
（ １）自己又 は第三者の ためにする 公社の事業 の部類に属 する取引
（ ２）自己又 は第三者の ためにする 公社との取 引
（３）公 社がそ の理事 の債務 を保証 するこ とその他 理事以 外の者 との間 におけ る公社と
その理事 との利益が 相反する取 引
２ 前項各 号の取 引をし た理事 は、そ の取引 の重要な 事実を 遅滞な く、理 事会に 報告しな
け ればならな い。
３

前２項の取 扱いについ ては、第４ ８条に定め る理事会運 営規則によ るものとす る。

（ 顧問及び参 与）
第３ ６条 公社 に顧問及び 参与を置く ことができ る。
２ 顧問及び参 与は、理事 会の推薦に よって理事 長が委嘱す ることがで きる。
３ 顧問は、重 要な社務に 関して理事 長の諮問に 応ずるもの とする。
４ 参与は、公 社の運営に 関して意見 を述べるも のとする。
（ 責任の免除 ）
第 ３７条 公社は 、役員 の一般 社団・ 財団法 人法第１ １１条 第１項 に規定 する損 害賠償責
任につい て、法 令に定 める要 件に該 当する 場合には 、理事 会の決 議によ って、 賠償責任
額から法 令に定 める最 低責任 限度額 を控除 して得た 額を限 度とし て、免 除する ことがで
き る。
第６章

理事会

（ 構成）
第３ ８条 公社 に理事会を 置く。
２

理事会は、 すべての理 事で構成す る。
（ 権限）
第３ ９条 理事 会は 、法令及び この定款に 別に定める もののほか、次 に掲げる職 務を行う。
（ １）社員総 会の日時及 び場所並び に目的であ る事項の決 定
（ ２）前号に 定めるもの のほか公社 の業務執行 の決定
（ ３）理事の 職務の執行 の監督
（ ４）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 又は譲受け
（ ２）多額の 借財
（ ３）従たる 事務所その 他重要な組 織の設置、 変更及び廃 止
（ ４）内部管 理体制の整 備
（ ５）第３７ 条に規定す る役員等の 責任の一部 免除
（ 種類及び開 催）
第４ ０条 理事 会は、定例 理事会と臨 時理事会の ２種類とす る。
２
３

定例理事会 は、毎事業 年度２回以 上開催する 。
臨時理事会 は、次のい ずれかに該 当する場合 に開催する 。
（ １）理事長 が必要と認 めたとき。
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（２）理 事長以 外の理 事から 理事長 に対し 、理事会 の目的 である 事項を 記載し た書面を
もって理 事会招集の 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 ）第３１ 条第１項第 ５号の規定 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 理事会を招 集したとき 。
（ 招集）
第４ １条 理事 会は、理事 長が招集す る。
２

理事長 が欠け たとき 又は理 事長に 事故が あるとき は、副 理事長 が、副 理事長 が欠けた

と き又は副理 事長に事故 があるとき は、専務理 事が、理事 会を招集す る。
３ 前条第 ３項第 ３号の 規定に よる場 合は、 その請求 した理 事が、 同項第 ４号後 段の規定
に よる場合は 、監事が理 事会を招集 する。
４ 理事長 は、前 条第３ 項第２ 号又は 第４号 前段の規 定に該 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 とする理
事 会を招集し なければな らない。
５ 理事会 を招集 すると きは、 会議の 日時、 場所、目 的であ る事項 を記載 した書 面又は電
磁的方法 により 、開催 日の１ 週間前 までに 各理事及 び各監 事に対 して通 知しな ければな
ら ない。
６ 前項の 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。
（ 議長）
第４ ２条 理事 会の議長は 、理事 長がこれに 当たる 。ただし 、理事 長に事故が あるときは 、
副 理事長が、 副理事長に 事故がある ときは、専 務理事がこ れに当たる 。
（ 定足数）
第 ４３条 理事会 は、こ の定款 に別段 の定め がある場 合を除 き、理 事の過 半数の 出席がな
け れば会議を 開くことが できない。
（ 決議）
第 ４４条 理事会 の決議 は、こ の定款 に別段 の定めが ある場 合を除 き、決 議に加 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 て行い 、可否 同数の ときは 、議長の
裁 決するとこ ろによる。
２

前項前 段の場 合にお いて、 議長は 、理事 会の決議 に、理 事とし て決議 に加わ ることは
で きない。

（ 決議の省略 ）
第 ４５条 理事が 、理事 会の決 議の目 的であ る事項に ついて 提案し た場合 におい て、その
提案につ いて、 決議に 加わる ことが 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 したときは 、その提案 を可決する 旨の理事会 の議決があ ったものと みなす。
ただし、監 事が異議を 述べたとき は、その限 りではない 。
（ 報告の省略 ）
第 ４６条 理事又 は監事 が理事 及び監 事の全 員に対し 、理事 会に報 告すべ き事項 を通知し
た ときは、そ の事項を理 事会に報告 することを 要しない。
２ 前項の規定 は、第３０ 条第５項の 規定による 報告には適 用しない。
（ 議事録）
第 ４７条 理事会 の議事 につい ては、 法令の 定めると ころに より議 事録を 作成し 、出席し
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た 代表理事及 び監事は、 これに署名 又は記名押 印しなけれ ばならない 。
（ 理事会運営 規則）
第 ４８条 理事会 の運営 に関し 必要な 事項は 、法令又 はこの 定款に 定める ものの ほか、理
事 会において 定める理事 会運営規則 による。
第７章

財産及 び会計

（ 財産の維持 管理、処分 及び運用）
第 ４９条 基本財 産及び その他 の財産 の維持 管理、処 分及び 運用は 、理事 長が行 うものと
す る。
２ 基本財産は、公社の目的である事業を行うために不可欠な財産として、社員総会で定めたも
のとする。
３

前項の基本財産は、総会の議決を経なければこれを利用し、又は処分してはならない。

（ 事業年度）
第５ ０条 公社 の事業年度 は、毎年４ 月１日に始 まり、翌年 ３月３１日 に終わる。
（資金の借入れ）
第５１条 公社は、事業を行うために必要な資金を借入れすることができる。
２ 借入金の最高限度額は、社員総会の決議により定める。
（ 会計の原則 等）
第 ５２条 公社の 会計は 、一般 に公正 妥当と 認められ る公益 法人の 会計の 慣行に 従うもの
と する。
２ 公社の 会計処 理に関 し必要 な事項 は、理 事会の決 議によ り別に 定める 財務規 程による
も のとする。
（ 事業計画及 び収支予算 ）
第 ５３条 公社の 事業計 画書、 収支予 算書並 びに資金 調達及 び設備 投資の 見込み を記載し
た書類に ついて は、毎 事業年 度の開 始の日 の前日ま でに理 事長が 作成し 、理事 会の決議
を 経て、直近 の社員総会 に報告する ものとする 。これを変 更する場合 も同様とす る。
(事業報告び 決算）
第 ５４条 公社の 事業報 告及び 決算に ついて は、毎事 業年度 終了後 、理事 長が次 の書類を
作成し、 監事の 監査を 受け、 理事会 の承認 を経て社 員総会 に提出 し、第 １号か ら第２号
までの書 類につ いては その内 容を報 告し、 第３号か ら第５ 号まで の書類 につい ては承認
を 受けなけれ ばならない 。
（ １）事業報 告
（ ２）事業報 告の附属明 細書
（ ３）貸借対 照表
（ ４）正味財 産増減計算 書（損益計 算書）
（ ５）貸借対 照表及び正 味財産増減 計算書（損 益計算書） の附属明細 書
２ 公社は 、第１ 項の定 時社員 総会の 終結後 直ちに、 法令の 定める ところ により 、貸借対
照 表及び正味 財産増減計 算書を公告 するものと する。
（ 剰余金の分 配）
第５ ５条 公社 は、剰余金 の分配を行 うことがで きない。
第８章

定款の 変更、合併 及び解散等
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（ 定款の変更 ）
第 ５６条 この定 款は、 社員総 会にお いて、 総社員の 過半数 が出席 し、総 社員の 議決権の
３ 分の２以上 の多数によ る決議によ り変更する ことができ る。
（ 合併等）
第 ５７条 公社は 、社員 総会に おいて 、総社 員の半数 以上で あって 、総社 員の議 決権の３
分の２以 上の多 数によ る決議 により 、他の 一般社団 ・財団 法人法 上の法 人との 合併、事
業 の全部の譲 渡をするこ とができる 。
（ 解散）
第 ５８条 公社は 、一般 社団・ 財団法 人法第 １４８条 第１号 及び第 ２号並 びに第 ４号から
第 ７号までに 規定する事 由によるほ か 、社員総会に おいて 、総社員 の半数以上 であって、
総 社員の議決 権の３分の ２以上の多 数による決 議により解 散すること ができる。
（ 残余財産の 帰属）
第５ ９条 公社 が解散等に より精算す るときに有 する残余財 産は 、社員 総会の決議 を経て 、
公益法人 認定法 第５条 第１７ 号に掲 げる法 人又は国 若しく は地方 公共団 体に贈 与するも
の とする。
第９章

事務局

（ 事務局）
第６ ０条 公社 の事務を処 理するため 、事務局を 設置する。
２
３
４

事務局には 、事務局長 及び所要の 職員を置く 。
事務局長及 び職員は、 理事長が任 免する。
事務局の組 織及び職員 の職制等は 、理事会の 決議を経て 、理事長が 別に定める 。

（ 帳簿及び書 類の備置き 等）
第 ６１条 公社の 主たる 事務所 には、 常に次 に掲げる 書類を 備え置 かなけ ればな らない。
ただし、 備え置 くべき 期間に つき法 令等に 定めがあ るもの につい ては、 それに 準拠して
備 え置くもの とする。
（ １）定款
（ ２）社員名 簿
（ ３）理事会 及び社員総 会の議事に 関する書類
（ ４）事業報 告及び事業 報告の附属 明細書
（ ５）貸借対 照表
（ ６）正味財 産増減計算 書(損益計算 書）
（ ７）貸借対 照表及び正 味財産増減 計算書(損益 計算書）の 附属明細書
（ ８）監査報 告書
第１０ 章

情報 公開及び個 人情報の保 護

（ 情報公開）
第 ６２条 公社は 、公正 で開か れた活 動を推 進するた め、そ の活動 状況、 運営内 容、財務
資 料等を積極 的に公開す るものとす る。
２

情報公開に 関する必要 な事項は、 理事会の決 議により別 に定める。
（ 個人情報の 保護）
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第６ ３条 公社 は、業務上 知り得た個 人情報の保 護に万全を 期すものと する。
２ 個人情報の 保護に関す る必要な事 項は、理事 会の決議に より別に定 める。
第１１ 章

公告 の方法

（ 公告の方法 ）
第６ ４条 公社 の公告は、 電子公告に より行う。
２

事故そ の他や むを得 ない事 由によ って前 項の電子 公告を するこ とがで きない 場合に
は 、官報によ る。
第１２ 章

補則

（ 委任）
第 ６５条 この定 款に定 めるも ののほ か、公 社の運営 に関す る必要 な事項 は、理 事会の決
議 により別に 定める。
附

則
１ この 定款は 、一般 社団・ 財団法 人法及 び公益社 団法人 及び公 益財団 法人の 認定等に
関 す る 法 律 の施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整備 等 に 関 す る 法 律 （ 以下 「 整 備 法 」 と いう 。）
第１２ １条第 １項に おいて 読み替 えて準 用する同 法第１ ０６条 第１項 に定め る一般法
人の設立の 登記の日か ら施行する 。
２
３

公社の最 初の理事長 は下宏、副 理事長は増 谷行紀、専 務理事は阪 中栄一とす る。
整備 法第１ ２１条 第１項 におい て読み 替えて準 用する 同法第 １０６ 条第１ 項に定め
る特例 民法法 人の解 散の登 記と、 一般法 人の設立 の登記 を行っ たとき は、第 ５０条の
規定に かかわ らず、 解散の 登記の 日の前 日を特例 民法法 人の事 業年度 の末日 とし、当
該設立の登 記の日を一 般法人の事 業年度の開 始日とする 。

４

社団 法人わ かやま 森林と 緑の公 社定款 （昭和４ ３年３ 月１日 施行） は、廃 止する。
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