公益 財団法人 横浜市 資源循環 公社定 款

第１ 章

総則

（名称）
第１条

こ の法人は 、公益 財団法人 横浜市 資 源循環公社 と称する 。

（事務所）
第２条

こ の法人は 、主た る事務所 を神奈 川 県横浜市に 置く。

第２ 章

目的 及び事 業

（目的）
第 ３条

この法人 は、廃 棄物の発 生抑制、 再 使用、再生 利用及び 適正処 理並びに 地球温

暖 化対策に関する 諸事業 を行うこ とにより 、 市民の生活 環境の保 全及び 公衆衛生 の向
上 を図るとともに 、環境 負荷の少 ない持続 可 能な循環型 社会及び 低炭素 社会の形 成に
寄 与することを目 的とす る。
（事業）
第４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。

（１）廃棄 物の発生 抑制、 再使用、 再生利 用 及び適正処 理事業
（ ２）地球温暖化 対策事 業
（ ３）前各号の事 業の推 進に資す る普及啓 発 及び情報収 集・提供 事業
（ ４）その他この 法人の 目的を達 成するた め に必要な事 業
２

第１号 、第２号 及び第 ３号の事 業は、 神 奈川県にお いて行う ものと する。

第３ 章

資産 及び会 計

（資産の種 別）
第５条
２

こ の法人の 資産は 、基本財 産及び そ の他の財産 の２種類 とする 。

基本財産は、 この法 人の目的 である事 業 を行うため に不可欠 な財産 として理 事会で
定 めたものとする 。

３

基本財産は、 この法 人の目的 を達成す る ために善良 な管理者 の注意 をもって 管理し
な ければならず、 基本財 産の一部 を処分し よ うとすると き及び基 本財産 から除外 しよ
う とするときは、 あらか じめ理事 会及び評 議 員会の承認 を要する 。

４

その他 の財産は 、基本 財産以外 の資産 と する。

（資産の管 理及び運 用）
第 ６条

この法人 の資産 の管理及 び運用は 、 理事長が行 うものと し、そ の方法は 、理事
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会 の決議により別 に定め る。
（事業年度 ）
第７条

こ の法人の 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。

（事業計画 及び収支 予算）
第 ８条

この法人 の事業 計画書、 収支予算 書 、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 業年度開 始の日の 前 日までに、 理事長が 作成し 、理事会 の承
認 を受けなければ ならな い。これ を変更す る 場合も、同 様とする 。
２

前項の書類に ついて は、主た る事務所 に 、当該事業 年度が終 了する までの間 備え置
き 、一般の閲覧に 供する ものとす る。

（事業報告 及び決算 ）
第 ９条

この法人 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 を受けた 上で、理 事 会の承認を 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）損益 計算書（ 正味財 産増減計 算書）
（５）貸借 対照表及 び損益 計算書（ 正味財 産 増減計算書 ）の附属 明細書
（６）財産 目録
２

前項の承認を 受けた 書類のう ち、第１ 号 、第３号、 第４号及 び第６ 号の書類 につい
て は、定時評議員 会に提 出し、第 １号の書 類 については その内容 を報告 し、その 他の
書 類については、 承認を 受けなけ ればなら な い。

３

第１項の書類 のほか 、次の書 類を主た る 事務所に５ 年間備え 置き、 一般の閲 覧に供
す るとともに、定 款を主 たる事務 所に備え 置 き、一般の 閲覧に供 するも のとする 。

（１）監査 報告
（２）理事 及び監事 並びに 評議員の 名簿
（３）理事 及び監事 並びに 評議員の 報酬等 の 支給の基準 を記載し た書類
（ ４）運営組織及 び事業 活動の状 況の概要 及 びこれらに 関する数 値のう ち重要な ものを
記 載した書類
（公益目的 取得財産 残額の 算定）
第 10条

理事長は 、公益 社団法人 及び公益 財 団法人の認 定等に関 する法 律施行規 則第48

条 の規定に基づき 、毎事 業年度、 当該事業 年 度の末日に おける公 益目的 取得財産 残額
を 算定し、前条第 ３項第 ４号の書 類に記載 す るものとす る。
（会計原則 ）
第 11条

この法人 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。
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第４ 章

評議 員

（定数）
第12条

こ の法人に 評議員 ３人以上 ６人以 内 を置く。

（選任及び 解任）
第 13条

評議員の 選任及 び解任は 、一般社 団 法人及び一 般財団法 人に関 する法律 第 179

条 から第 195 条の規定に 従い、評 議員会に お いて行う。
２

評議員 を選任す る場合 には、次 の各号 の 要件をいず れも満た さなけ ればなら ない。

（ １）各評議員に ついて 、次のア からカに 該 当する評議 員の合計 数が評 議員の総 数の３
分 の１を超えない もので あること 。
ア

当 該評議員 及びそ の配偶者 又は３ 親 等内の親族

イ

当 該評議員 と婚姻 の届出を してい な いが事実上 婚姻関係 と同様 の事情に ある者

ウ

当 該評議員 の使用 人

エ

イ又はウ に掲げ る者以外 の者であ っ て、当該評 議員から 受ける 金銭その 他の財
産によって生計 を維持 している もの

オ

ウ 又はエに 掲げる 者の配偶 者

カ

イからエ までに 掲げる者 の３親等 内 の親族であ って、こ れらの 者と生計 を一に
するもの

（ ２）他の同一の 団体（ 公益法人 を除く 。） の次のアか らエに該 当する 評議員の 合計数
が 評議員の総数の ３分の １を超え ないも ので あること。
ア

理事

イ

使 用人

ウ

当該他の 同一の 団体の理 事以外の 役 員（法人で ない団体 で代表 者又は管 理人の
定めのあるもの にあっ ては、そ の代表者 又は 管理人）又 は業務を 執行す る社員で
ある者

エ

次に掲げ る団体 において その職員 （ 国会議員及 び地方公 共団体 の議会の 議員を
除く 。） である 者

（ア） 国の機関
（イ） 地方公共 団体
（ウ） 独立行政 法人通 則法第２ 条第１ 項 に規定する 独立行政 法人
（エ）国立大 学法人 法第２条 第１項に 規 定する国立 大学法人 又は同 条第３項 に規定
する大学共同 利用機 関法人
（オ） 地方独立 行政法 人法第２ 条第１ 項 に規定する 地方独立 行政法 人
（カ）特殊法 人（特 別の法律 により特 別 の設立行為 をもって 設立さ れた法人 であっ
て、総務省設 置法第 ４条第15 号の規定 の適用 を受けるも のをいう 。） 又 は認可
法人（特別の 法律に よって設 立され、 かつ、 その設立に 関し行政 官庁の 認可を
要する法人を いう 。）
３

評議員 は、この 法人の 理事、監 事又は 使 用人を兼ね ることが できな い。

（権限）
第 14条

評議員は 、評議 員会を構 成し、第 18 条に規定す る事項を 決議す るほか、 法令に
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定 めるその他の権 限を行 使する。
（任期）
第 15条

評議員の 任期は 、選任後 ４年以内 に 終了する事 業年度の うち最 終のもの に関す

る 定時評議員会の 終結の 時までと する。た だ し、再任を 妨げない 。
２

任期の満了前 に退任 した評議 員の補欠 と して選任さ れた評議 員の任 期は、退 任した
評 議員の任期の満 了する 時までと する。

３

評議員は、第 12条に 定める定 数に足り な くなるとき は、任期 の満了 又は辞任 により
退 任した後も、新 たに選 任された 者が就任 す るまで、な お評議員 として の権利義 務を
有 する。

（報酬等）
第 16条

評議員に 対して 、各年度 の総額が 50 万円を超え ない範囲 で、評 議員会に おいて

別 に定める報酬等 の支給 の基準に 従って算 定 した額を、 報酬とし て支給 すること がで
き る。

第５ 章

評議 員会

（構成）
第17条

評 議員会は 、すべ ての評議 員をも っ て構成する 。

（権限）
第18条

評 議員会は 、次の 事項につ いて決 議 する。

（１）理事 及び監事 の選任 又は解任
（２）理事 及び監事 に対す る報酬等 の額及 び 支給の基準
（３）評議 員に対す る報酬 等の支給 の基準
（４）貸借 対照表、 損益計 算書（正 味財産 増 減計算書） 及び財産 目録の 承認
（５）定款 の変更
（６）残余 財産の処 分
（７）基本 財産の処 分又は 除外の承 認
（８）その 他評議員 会で決 議するも のとし て 法令又はこ の定款で 定めら れた事項
（開催）
第 19条

評議員会 は、定 時評議員 会として 毎 事業年度終 了後３箇 月以内 に１回開 催する

ほ か、必要がある 場合に 開催する 。
（招集）
第 20条

評議員会 は、法 令に別段 の定めが あ 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

評議員は、理 事長に 対し、評 議員会の 目 的である事 項及び招 集の理 由を示し て、評
議 員会の招集を請 求する ことがで きる。
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３

評議員会を招 集する には、理 事長は、 評 議員会の日 の５日前 までに 、評議員 に対し
て 、会議の日時、 場所、 目的であ る事項を 掲 載した書面 で、その 通知を 発しなけ れば
な らない。

４

理事長は、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、評
議 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 。この 場合にお いて、
理 事長は、同項の 書面に よる通知 を発した も のとみなす 。

５

第３項の規定 にかか わらず、 評議員会 は 、評議員全 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 。

（議長）
第21条

評 議員会の 議長は 、その評 議員会 に おいて、出 席した評 議員の 中から選 出する 。

（決議）
第 22条

評議員会 の決議 は、決議 について 特 別の利害関 係を有す る評議 員を除く 評議員

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 長は評議 員 会の決議に 、評議員 として 議決に加 わるこ
と ができない。

３

第１項の規定 にかか わらず、 次の決議 は 、決議につ いて特別 の利害 関係を有 する評
議 員を除く評議員 の３分 の２以上 に当たる 多 数をもって 行わなけ ればな らない。

（１）監事 の解任
（２）評議 員に対す る報酬 等の支給 の基準
（３）定款 の変更
（４）基本 財産の処 分又は 除外の承 認
（５）その 他法令で 定めら れた事項
４

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 に第１項 の決議
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27 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 。

（決議の省 略）
第 23条

理事が評 議員会 の目的で ある事項 に ついて提案 をした場 合にお いて、そ の提案

に つき議決に加わ ること のできる 評議員の 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、そ の提案を 可決する 旨 の評議員会 の決議が あった ものとみ なす。
（報告の省 略）
第 24条

理事が評 議員の 全員に対 して評議 員 会に報告す べき事項 を通知 した場合 におい

て 、その事項を評 議員会 に報告す ることを 要 しないこと につき、 評議員 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、そ の事項の 評議員 会への報 告が
あ ったものとみな す。
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（議事録）
第25条
２

評 議員会の 議事に ついては 、法令 で 定めるとこ ろにより 、議事 録を作成 する。

議事録には、 議長及 びその評 議員会に 出 席した評議 員の中か らその 評議員会 におい
て 選出された議事 録署名 人の１人 以上が、 記 名押印しな ければな らない 。

（会議の運 営）
第 26条

評議員会 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、

評 議員会において 別に定 める。

第６ 章

役員

（種類及び 定数）
第27条

こ の法人に 、次の 役員を置 く。

（１）理事

３人以 上６人 以内

（２）監事

２人以 内

２

理事のうち２ 人以内 を一般社 団法人及 び 一般財団法 人に関す る法律 に定める 代表理
事 とする。

３

代表理事のう ち１人 を理事長 とし、他 の １人を専務 理事とす る。た だし、代 表理事
が １人の場合は理 事長と する。

（選任）
第28条

理 事及び監 事は、 評議員会 の決議 に よって選任 する。

２

理事長 及び専務 理事は 、理事会 の決議 に よって理事 の中から 選定す る。

３

監事は 、この法 人の理 事又は使 用人を 兼 ねることが できない 。

４

理事のうち、 理事の いずれか １人及び そ の配偶者又 は三親等 内の親 族その他 特別の
関 係にある者の合 計数は 、理事総 数の３分 の １を超えて はならな い。監 事につい ても
同 様とする。

５

他の同一の団 体（公 益法人を 除く 。） の 理事又は使 用人であ る者そ の他これ に準ず
る 相互に密接な関 係にあ る理事の 合計数は 、 理事総数の ３分の１ を超え てはなら ない。
監 事についても同 様とす る。

（理事の職 務及び権 限）
第 29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、職 務を執

行 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 、この法 人を代 表し、そ の業務
を 執行する。

３

専務理事は、 理事長 を補佐し 、理事長 に 事故がある とき、又 は欠け たときは 、その
職 務を代行する。

４

理事長及び専 務理事 は、毎事 業年度に ４ 箇月を超え る間隔で ２回以 上、自己 の職務
の 執行状況を理事 会に報 告しなけ ればなら な い。
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（監事の職 務及び権 限）
第30条

監 事は、次 に掲げ る職務を 行う。

（ １）理事の職務 の執行 を監査し 、法令で 定 めるところ により、 監査報 告を作成 するこ
と。
（ ２）理事及び使 用人に 対して事 業の報告 を 求め、この 法人の業 務及び 財産の状 況を調
査 すること。
（３）評議 員会及び 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 、遅滞なく、そ の旨を 理事会に 報告す るこ と。
（ ５）前号の報告 のため 、必要が あると認 め るときは、 理事長に 対して 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）理事が評議 員会に 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 の結果を評議員 会に報 告するこ と。
（ ７）理事がこの 法人の 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 、又はこれらの 行為を するおそ れがあ る場 合において 、その行 為によ ってこの法
人 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 認めら れた法令 上の権 限 を行使する こと。
（任期）
第 31条

理事の任 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 時評議員会の終 結の時 までとす る。ただ し 、再任を妨 げない。
２

監事の任期は 、選任 後４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
評 議員会の終結の 時まで とする。 ただし、 再 任を妨げな い。

３

補欠又は増員 により 選任され た理事の 任 期は、前任 者又は現 任者の 任期の満 了する
時 までとする。

４

補欠として選 任され た監事の 任期は、 前 任者の任期 の満了す る時ま でとする 。

５

理事又は監事 は、第27条に定 める定数 に 足りなくな るときは 、任期 の満了又 は辞任
に より退任した後 も、新 たに選任 された者 が 就任するま で、なお 理事又 は監事と して
の 権利義務を有す る。

（解任）
第 32条

理事又は 監事が 、次のい ずれかに 該 当するとき は、評議 員会の 決議によ って解

任 することができ る。
（１）職務 上の義務 に違反 し、又は 職務を 怠 ったとき。
（２）心身 の故障の ため、 職務の執 行に支 障 があり、又 はこれに 堪えな いとき。
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（報酬等）
第 33条

理事及び 監事に 対して、 評議員会 に おいて別に 定める総 額の範 囲内で、 評議員

会 において別に定 める報 酬等の支 給の基準 に 従って算定 した額を 報酬等 として支 給す
る ことができる。

第７ 章

理事 会

（構成）
第34条

理 事会は、 すべて の理事を もって 構 成する。

（権限）
第35条

理 事会は、 次の職 務を行う 。

（１）この 法人の業 務執行 の決定
（２）理事 の職務の 執行の 監督
（３）理事 長及び専 務理事 の選定及 び解職
（開催）
第36条
２

理 事会は、 毎事業 年度２回 開催す る 。

前項の 規定にか かわら ず、次の いずれ か に該当する 場合に理 事会を 開催する 。

（１）理事 長が必要 と認め たとき。
（ 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）前号の規定 による 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30条第１ 項第５ 号の規定 により、 監 事から理事 長に理事 会招集 の請求が あった
と き、又は監事が 招集を したとき 。
（招集）
第 37条

理事会は 、理事 長が招集 する。た だ し、前条第 ２項第３ 号によ り理事が 招集す

る 場合及び前条第 ２項第 ４号後段 により監 事 が招集する 場合を除 く。
２

理事長 に事故が あると き、又は 欠けた と きは、各理 事が理事 会を招 集する。

３

前条第２項第 ３号に よる場合 は理事が 、 前条第２項 第４号後 段によ る場合は 監事が
理 事会を招集する 。

４

理事長は、前 条第２ 項第２号 又は前条 第 ２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 する理事会を招 集しな ければな らない。

５

理事会を招集 する者 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、 理事会 の日の５ 日前まで に 、各理事及 び各監事 に対し て、その 通知
を 発しなければな らない 。

６

前項の規定に かかわ らず、理 事会は、 理 事及び監事 全員の同 意があ るときは 、招集
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の 手続きを経るこ となく 開催する ことがで き る。
（議長）
第 38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、

又 は欠けたときは 、出席 した理事 の中から 選 出された理 事がこれ に当た る。
（決議）
第 39条

理事会の 決議は 、決議に ついて特 別 の利害関係 を有する 理事を 除く理事 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 て議決 に加わる ことが
で きない。

（決議の省 略）
第 40条

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 、その

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 41条

理事又は 監事が 理事及び 監事の全 員 に対して理 事会に報 告すべ き事項を 通知し

た ときは、その事 項を理 事会へ報 告するこ と を要しない 。
２

前項の 規定は、 第29条 第４項の 規定に よ る報告につ いては適 用しな い。

（議事録）
第42条
２

理 事会の議 事につ いては、 法令で 定 めるところ により、 議事録 を作成す る。

議事録 には、出 席した 理事長、 専務理 事 及び監事が 記名押印 しなけ ればなら ない。

（会議の運 営）
第 43条

理事会の 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、

理 事会において別 に定め る。

第８ 章

定款 の変更 及び解散

（定款の変 更）
第44条
２

こ の定款は 、評議 員会の決 議によ っ て変更する ことがで きる。

前項の 規定は、 この定 款の第３ 条、第 ４ 条及び第13 条につい ても適 用する。

（解散）
第 45条

この法人 は、基 本財産の 滅失によ る この法人の 目的であ る事業 の成功の 不能そ

の 他法令で定めら れた事 由によっ て解散す る 。
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（公益認定 の取消し 等に伴 う贈与）
第 46条

この法人 が公益 認定の取 消しの処 分 を受けた場 合又は合 併によ り法人が 消滅す

る 場合（その権利 義務を 承継する 法人が公 益 法人である ときを除 く 。） には、評 議員
会 の決議を経て、 公益目 的取得財 産残額に 相 当する額の 財産を、 当該公 益認定の 取消
し の日又は当該合 併の日 から１箇 月以内に 、 公益社団法 人及び公 益財団 法人の認 定等
に 関する法律第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。
（残余財産 の帰属）
第 47条

この法人 が清算 をする場 合におい て 有する残余 財産は、 評議員 会の決議 を経て、

公 益社団法人及び 公益財 団法人の 認定等に 関 する法律第 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48条

こ の法人の 事務を 処理する ため、 事 務局を設置 する。

２

事務局 には、所 要の職 員を置く 。

３

重要な 職員は、 理事長 が理事会 の承認 を 得て任免す る。

４

前項以 外の職員 は、理 事長が任 免する 。

５

事務局 の組織及 び運営 に関する 必要な 事 項は、理事 長が別に 定める 。

第10 章

公告

（公告の方 法）
第 49条

この法人 の公告 は、主た る事務所 の 公衆の見や すい場所 に掲示 する方法 により

行 う。

第11 章

補則

（委任）
第 50条

この定款 に定め るものの ほか、こ の 法人の運営 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
１

則

この定款は、 一般社 団法人及 び一般財 団 法人に関す る法律及 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 る法律第 106
条 第１項に定める 公益法 人の設立 の登記の 日 から施行す る。
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２

一般社団法人 及び一 般財団法 人に関す る 法律及び公 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 第 106 条第１項 に定
め る特例民法法人 の解散 の登記と 、公益法 人 の設立の登 記を行っ たとき は、第７ 条の
規 定にかかわらず 、解散 の登記の 日の前日 を 事業年度の 末日とし 、設立 の登記の 日を
事 業年度の開始日 とする 。

３

この法人の最 初の理 事長（代 表理事） は 、牧野和敏 とする。

11

