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質問197 理事会の理事に対する権限の委任について　★★ 237
質問198 助成先決定権限の理事長への委任について　★★★ 239

　質問195・282
質問199 「重要な使用人」の定義について　★★★ 240

６　代行
　　　参照　質問53・54

質問200 業務執行理事の代表理事の職務の代行について　★★ 241
　質問188・291・305

質問201 代表理事の代行を認めるべきか 242
　質問305

質問202 常務理事の定数の変更について 243
質問203 　理事長（代表理事）の登記印鑑を、副理事長（代表理事）が、

自己の登記印として使えるのか　★★ 244

５－理事会

１　理事会について

質問204 理事会の開催必要回数について　★★★ 248
　質問241

質問194 　補佐機関としての「常任理事会」の設置等に
ついて　★★ 233

　質問198・282
質問195 「執行理事会」での助成の決定について　★★ 234

　質問198・282
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２　理事会の招集
　　　参照　質問89・174・175・181・223・224・235

質問209 新理事会の招集者について　★★ 254
　質問216

質問210 理事会の招集通知の添付資料について　★★★ 255
　質問22・82

質問211 早めの招集通知について 256
質問212 招集通知の期間の短縮について　★ 256
質問213 理事の理事会招集請求権の制限について 257
質問214 招集権者ではない理事が招集するとき 258
質問215 招集手続の省略の同意は電話でもよいか　★★★ 259

　質問175・181

質問205 職務状況の報告理事会の開催間隔について　★★ 249
　質問241

質問206 　理事会と社員総会／評議員会の開催日の間隔に
ついて　★★★ 250

　質問82・84
質問207 　決算承認理事会と定時社員総会／定時評議員会の

開催日の間隔について　★★★ 251
質問208 理事会と評議員会の同日開催について　★★★ 252

３　理事会の開催要件
　　　参照　質問174・177・181・241

質問216 新理事会の開催は、いつから可能か　★★★ 261
　質問209

質問217 　理事会に理事長が出席できなくなった場合に
ついて　★★★ 262

　質問249
質問218 監事の出席していない理事会は成立するのか　★★★ 263

　質問30・261・265・268
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４　理事会の議事運営
　　　参照　質問192・194・198・293・295・307・

312・313・314・315

質問222 議題と議案の使い分けについて　★★★ 268
　質問20・286

質問223 　招集通知発送後の理事会議案追加の是非に
ついて　★★★ 268

　質問200
質問224 　招集の決定を行う理事会における議題・議案の

定め方について　★★ 270
質問225 議案の締切りについて 271

　質問37・38

５　理事会の決議要件
　　　参照　質問304・310・330・333

質問226 理事会・評議員会で過半数出席が困難なとき　★ 273
　質問87・219・221

質問227 定足数（決議要件）の計算方法について 274
　質問25・26

質問228 理事会決議が１人の賛成でも成立する場合について 275
　質問316

質問229 外部理事全員が欠席したときの決議は有効か 276
質問230 議長の議決権について　★★ 276

　質問86

質問219 　議決に加わることのできない理事と、定足数の
関わりについて　★ 264

　質問226・316
質問220 理事会の出席者について　★ 265

　質問32・88・226・316
質問221 電話会議での開催について 266

　質問18・87
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６　理事会の特別決議
　　　参照　質問310

質問232 理事会の決議要件の加重について　★ 280
　質問306

質問233 重要な財産の処分に関する決定機関について　★ 281

７　理事会の決議の省略
　　　参照　質問153・204・250・297

質問234 すべての理事会を決議の省略でできるのか　★★★ 283
　質問47・99・261

質問235 　理事会の決議の省略をする場合、招集手続の
省略の手続も必要か 284

質問236 持ち回り理事会について　★ 284
質問237 提案者の同意書は必要か　★ 286

　質問230・240
質問238 　決議の省略により、代表理事を選定したときの

登記手続について　★★★ 287
　質問175・178・179・181・182

質問239 決議の省略の同意の方法について　★★ 288
　質問99

質問240 　決議省略の理事会議事録に同意書等を一緒に
とじ込むべきか 289

　質問110・237

質問231 議長の発言について 278

８　職務執行状況の報告

質問241 ４ヵ月を超える間隔の算定方法について　★★ 291
　質問204・205

質問242 職務執行状況報告の内容について　★★★ 291
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９　理事会への報告の省略
　　　参照　質問242

質問247 理事会への報告の省略について 298
質問248 　決議省略理事会・報告省略理事会の同時提案に

ついて　★ 298
　質問104・107

６－監事・会計監査人

１　監事の選任等
　　　参照　質問46・117・118・119・120・123・124・

127・130・131・132・137・153・156・
157・159・161・172・321

質問251 監事の同一親族規制について 304
　質問67・146

10　理事会の議事録署名人等
　　　参照　質問165・178・231・240・247・248・

261・268・273・336

質問249 　代表理事が欠席したときの議事録署名人に
ついて　★★★ 300

　質問217
質問250 理事会の開催番号の付番について　★★★ 301

質問243 非常勤の代表理事の場合について　★★ 293
質問244 職務執行状況の報告者について　★★★ 293
質問245 　入院等の事情により、理事会に出席できない

ときの文書による報告について　★ 295
質問246 改選があった場合の報告回数について　★ 296
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２　兼務の制約
　　　参照　質問54・152・267

質問256 公認会計士への監査職務の委嘱について　★★ 309
　質問270

質問257 　会計顧問契約のある会計事務所所長の
監事就任について　★★ 310

　質問253

質問252 親子会社の職員である監事について　★ 305
質問253 「使用人である者」の範囲について　★★ 305

　質問73・257
質問254 監事の補欠選任について　★★ 306

　質問129
質問255 監事の報酬と処遇について 307

　質問267

３　監事・会計監査人の職務
　　　参照　質問171・180・236・239・249・294・307・325

質問258 実効性のある監査とは　★ 312
質問259 　監査日に来られなかった監事がいた場合に

ついて　★ 313
質問260 病気のための監査不能について　★★ 314
質問261 監事の理事会出席義務について　★★★ 315

　質問30・218・234・265
質問262 監事の評議員会への出席義務について　★★★ 316

　質問30
質問263 監事の議案、書類などの調査について　★★ 317
質問264 　理事会における事業計画決定等への監事の

参画について 318
　質問334・338
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４　監事の代理人

質問268 監事の代理出席について 324
　質問30・218

質問269 常勤の監事は認められるのか　★ 325
　質問255・267

７－定款等

１　定款の定め方
参照　質問1・2・3・6・7・10・11・12・15・20・25・31・32・38・

39・40・42・46・50・51・52・53・54・55・59・60・
61・62・65・72・76・77・79・80・81・83・106・111・
115・117・119・121・129・130・131・132・133・136・
154・156・161・168・171・172・185・189・193・194・
195・196・201・202・205・211・212・213・217・230・
232・233・249・254・262・265・267・270・271・293・
299・301・326・330・331・335・336・337・338・340

５　任意監査

質問270 任意監査について　★★★ 326
　質問256

質問271 新たに会計監査人を設置するとき　★ 327

質問265 　監事が理事会を欠席した場合の「監事の過半数
の同意を要する案件」の決議について　★ 319

　質問218・261
質問266 　監事による理事の行為差し止め請求権に

ついて 320
質問267 監事の職務分担について　★★ 322

　質問255・269
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質問272 　内閣府モデル定款と公益法人協会モデル定款との
違いについて　★ 330

　質問292
質問273 議事録署名人を並立して記載する場合について 332
質問274 役員数の表示方法について　★ 333

２　会費・寄附金・基金

質問275 賛助会員の定款記載について　★★ 334
　質問4・302

質問276 　寄附金の公益目的事業以外への使用の定め方
について　★★★ 335

質問277 　使途指定がある寄附金の使用方法と使用時期
について　★★ 336

　質問273
質問278 基金の規定について　★ 338

３　残余財産

質問279 　残余財産を特定の学校法人へ寄附することを
定款で規定することはできるのか　★ 340

質問280 　残余財産の設立者である地方自治体への帰属
について　★ 341

４　任意機関

質問281 　顧問・参与を置く場合の定款記載の要否
について　★ 342

　質問193
質問282 委員会を置くときの定款の規定について　★ 342

　質問75・194・195・198
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５　支部

質問283 定款における支部の定め方について　★★★ 345
　質問６

質問284 内部支部の役員、会計について　★★ 347
　質問14・152

６　用語その他

質問285 「役員」の定義について 349
　質問111

質問286 「議決」等の用語の違いについて　★★ 350
　質問20・222

質問287 変更定款の施行日の記載方法について　★ 351
質問288 定款の改正履歴について　★ 352
質問289 　非営利型一般法人の定款に対する税務署の

確認について　★ 353

８－諸規程

１　制定権限
　　　参照　質問124・263

質問290 　特例民法法人のときに定めた諸規程の効力に
ついて　★★★ 356

質問291 理事長権限による規程の制定について　★★ 357
質問292 諸規程について　★ 358
質問293 　理事会および評議員会運営規則の作成省略に

ついて　★ 359
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２　遡及適用

質問296 規程の遡及適用について　★ 363
質問297 理事会決議事項の事後承認について　★★ 364

質問294 　社員総会運営規則／評議員会運営規則を理事会
で定めることは可能か　★★ 360

　質問40
質問295 　社員総会運営規則／評議員会運営規則の

制定方法について　★ 361

３　個別規定
　　　参照　質問43・154・157・160・161・167・168・171・

173・197・222・275・276・323・328

質問298 規程における「準じる」記載の可否について　★ 365
質問299 定款と下位規程で重複する事項について　★★ 366
質問300 　議案（動機）にかかるセカンドの原則に

ついて　★ 367
　質問41・89

　　（１）規定・規則について

　　（２）会費・寄附等

質問301 個別協議による会費額の決定について　★★ 368
　質問13・14

質問302 事業会員規程について　★ 370
　質問2・28・275

質問303 匿名寄附金の受領証の送付について 371

　　（３）非常時対応

質問304 非常時対応規定について　★★ 373
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　　（４）個別規定

質問306 　代表理事および理事会の支出権限規程に
ついて　★ 375

　質問232・315
質問307 監事監査規程について　★★ 376
質問308 コンプライアンス規程の対象者について 377

　質問285
質問309 就業規則の制定権限とは　★ 378
質問310 　情報公開規程・給与規程等の制定権限に

ついて　★★ 378

９－利益相反・損害賠償・責任限定契約

１　利益相反
　　　参照　質問67

質問311 　理事の利益相反取引の承認の趣旨に
ついて　★★ 382

　質問321・322
質問312 　事業計画等と利益相反取引の承認に

ついて　★★ 384
質問313 利益相反取引の対象取引について　★ 385
質問314 利益相反取引承認の提案者等について　★ 386
質問315 利益相反取引の承認手続の要否について　★ 387

　質問306・316

質問305 　代表理事に事故があった場合の規定に
ついて　★ 374

　質問200・201
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質問316 　当該理事は利益相反取引の承認の決議に
加われるのか　★ 388

　質問31・219・228・315
質問317 第三者のための取引の例示について　★ 389

　質問134
質問318 使用人兼務役員の議決権の制限について　★ 390

　質問151
質問319 　理事就任前の締結済契約と利益相反取引の

制限について 391
質問320 役員報酬額の決定について　★★ 392
質問321 監事等の利益相反取引の制限について　★ 393

　質問311・322
質問322 評議員の議決権と利益相反取引の制限　★ 394

　質問311・321
質問323 　法人主催の講演や法人発行誌の執筆を

依頼した場合について　★ 395
　質問74・166

２　役員等の損害賠償
　　　参照　質問266・311

質問324 　役員の第三者に対する損害賠償責任に
ついて　★ 396

質問325 　評議員の第三者に対する損害賠償責任に
ついて 397

質問326 　損害賠償の負担率と最低責任限度額に
ついて 398

質問327 役員損害賠償責任保険について　★★ 399

３　免除

質問328 無報酬の理事の賠償責任額について　★ 401
質問329 損害賠償責任の免除について　★ 401
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４　責任限定契約

質問332 　非業務執行理事等に関して社員総会／
評議員会資料への特段の記載の要否について 406

質問333 　非業務執行理事等の責任限定契約締結の
決議について 407

質問330 　理事会決議による免除と責任限定契約の
違いについて　★ 402

質問331 　「非業務執行理事等」と責任限定契約に
ついて 404

10－その他

１　事業計画・予算・決算
　　　参照　質問312

質問334 　事業計画および収支予算の承認に
ついて　★★ 410

　質問39・264・337・338
質問335 　社員総会／評議員会での予算承認の義務

付けについて　★★ 411
　質問334

質問336 　事業計画書等の行政庁提出に際し添付
すべき議事録とは　★ 412

質問337 　事業計画書等に添付する所定の議事録に
ついて　★ 413

質問338 予算変更案の決議について　★★★ 414
　質問39・264・334
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質問339 　「電子公告による」と「官報に掲載する」と
することの違いについて　★★★ 415

２　公告

３　解散
　　　参照　質問279・280

質問340 解散事由について　★★ 416
　質問135


