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組織的な犯罪 の処罰及び犯罪収 益の規制等に関する法 律（平成十一年法律第百 三十六号）（抄 ）

歯科医師 法（昭和二十三年 法律第二百二号）（抄 ）

医 師法（昭和二十三 年法律第二百一号）（ 抄）

沖縄の復帰に伴 う特別措置に関する法 律（昭和四十六年法律 第百二十九号）（ 抄）

租税特別 措置法（昭和三十二年 法律第二十六号）（抄 ）

精神 保健及び精神障害者 福祉に関する法律（昭和 二十五年法律第 四十五号）（抄）

刑法（昭和四十年法 律第四十五号）（抄）

社会福祉法（ 昭和二十六年法律第四十 五号）（抄）

地方自治 法（昭和二十二年法律 第六十七号）（抄 ）

暴 力団員による不当な行 為の防止等に関す る法律（平成三年法律 第七十七号）（抄）

地域における医療及 び介護の総合的な 確保の促進に関する法 律（平成元年法律第六 十四号）（抄）

会社法（平成 十七年法律第八十 六号）（抄）

民法（明 治二十九年法律 第八十九号）（抄）

商 法等の一部を改正 する法律（平成十二年 法律第九十号）（抄）

会社分割に伴 う労働契約の承継等に関 する法律（平成十二年 法律第百三号）（ 抄）

金融機関 の信託業務の兼営等に 関する法律（平成十八 年法律第四十三号 ）（抄）

公 益社団法人及び公益財 団法人の認定等に関する 法律（平成十八 年法律第四十九号）（抄 ）

一般社団法人及び一 般財団法人に関する法 律（平成十八年法 律第四十九号）（抄）

医療法（昭和 二十三年法律第二百五号 ）（抄）
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○

構造改革特別区域法 （平成十四年法律 第百八十九号）（抄）

参照条文

○

国 家戦略特別区域法（平 成二十五年法律第 百七号）（抄）

医療法の一部を改正する法律案

○
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○

医 療法（昭和二十三年法 律第二百五号）（ 抄）

総則（第一条 ―第六条）

目次
第一章
医療に関する情報の提 供等（第六条の二―第 六条の四）

医療に関する選択 の支援等

第一節

医業、 歯科医業又は助産師の 業務等の広告（第六条 の五―第六条の八 ）

第二 章
第二節

医療の安全の確保 のための措置（第六条 の九―第六条の十四）

医療の安全の 確保

第一節

医療 事故調査・支援セ ンター（第六条の十五 ―第六条の二十七）

第三 章
第二節

第二節

第 一節
監督 （第二十三条の二―第三 十条）

管理（第十条―第二十 三条）

開設等（第七条 ―第九条）

病院、診療所 及び助産所

第三節
雑則（第三 十条の二）

第四章

第 四節

第 三節

第二節

第一節

医療従事者の確保等に 関する施策等（第 三十条の十九―第三十 条の二十七）

地域における病 床の機能の分化及 び連携の推進（第三十 条の十三―第三十 条の十八）

医療計画（ 第三十条の四―第 三十条の十二）

基本 方針（第三十条の 三・第三十条の三の二 ）

医療提供体制の確 保

第四節

公的 医療機関（第三十一条 ―第三十八条）

第五章

第五節

第二節

第 一節

管理 （第四十六条の二―第五 十四条）

設立（第四十四条―第 四十六条）

通則（第三十九 条―第四十三条）

医療法人

第三節

社会医療法 人債（第五十四条の二 ―第五十四条の八）

第六章

第 四節
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第 五節
監督（第六十三条―第 七十一条）

解散及び合併（ 第五十五条―第六 十二条）

雑則（ 第七十一条の二―第七十 一条の六）

第六節
第七章
罰則（第七十 一条の七―第七十七条 ）

医業 若しくは歯科医業又は病 院若しくは診療所に関 しては、文書その 他いかなる方法による を問わず、何人も 次に掲げる事項

第八章
附則
第六条の五

三

二

一

診療日若しくは診療時 間又は予約による 診療の実施の有無

病院又は診療所の 名称、電話番号及 び所在の場所を表示す る事項並びに病院又は 診療所の管理者の 氏名

診療科名

医師又 は歯科医師であ る旨

を除 くほか、これを広 告してはならない。

四

法令の 規定に基づき一定の医 療を担うものとし て指定を受けた病院若 しくは診療所又は医師 若しくは歯科医師 である場合には、その
旨

診療録 その他の診療に関する 諸記録に係る情報の 提供、前条第三項に 規定する書面の交付そ の他の当該病院又 は診療所における医療

福 祉サービスを提供する 者との連携に関する事 項

の者と当該病院又は 診療所との間における 施設、設備又は器 具の共同利用の状況そ の他の当該病院又 は診療所と保健医療サ ービス又は

紹介をする ことができる他の病 院若しくは診療所又 はその他の保健医療サー ビス若しくは福 祉サービスを提供する者 の名称、これら

するため の措置その他の当該病 院又は診療所の管 理又は運営に関する事 項

患者又はその家族か らの医療に関する相 談に応ずるための措置 、医療の安全を確 保するための措置、個人 情報の適正な取扱いを 確保

つて医療を受ける者 による医療に関す る適切な選択に資する ものとして厚生労 働大臣が定めるもの

当該病院 又は診療所において 診療に従事する医療従 事者の氏名、年齢 、性別、役職、略歴そ の他の当該医療従事者に 関する事項であ

該病院又 は診療所におけ る施設、設備又は従業者 に関する事項

入院設備の有無、 第七条第二項に規定す る病床の種別ごと の数、医師、歯科医師 、薬剤師、看護師その他 の従業者の員数 その他の当

五
六
七
八
九

十

当該病院又は診 療所において提供され る医療の内容に関す る事項（検査、手術 その他の治療の方法につ いては、医療を 受ける者に

に関する情報 の提供に関する事項
十一
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当該 病院又は診療所におけ る患者の平均的な 入院日数、平均的な外 来患者又は入院患者 の数その他の医療の 提供の結果に関する事

よ る医療に関する適切な 選択に資するもの として厚生労働大臣が 定めるものに限る。）
十二

（略）

その他前各号に 掲げる事項に準ずるも のとして厚生労働 大臣が定める事項

項であつて医 療を受ける者による医療 に関する適切な 選択に資するものとして 厚生労働大臣が定め るもの
十三
２～４

都道 府県知事、保健所を設置 する市の市長又は特別 区の区長は、医業 、歯科医業若しくは助 産師の業務又は病 院、診療所若し

第一 項の規定による権限 は、犯罪捜査のために認 められたものと 解釈してはならない。

な ければならない。

第一項の規定 によつて立入検査をする 当該職員は、そ の身分を示す証明書を携 帯し、かつ、関係人 の請求があるときは 、これを提示し

行つた者に 対し、期限を定めて、 当該広告を中止し 、又はその内容を是正 すべき旨を命ずること ができる。

所に 関する広告が第六条の 五第一項若しくは 第四項又は前条第一項 若しくは第三項の規定に 違反していると認 める場合には、当該広 告を

都道府県知事、保健 所を設置する市の 市長又は特別区の区長 は、医業、歯科医業若 しくは助産師の業 務又は病院、診療所若 しくは助産

他の物件を検査 させることができ る。

当該広告を 行つた者に対し 、必要な報告を命じ、又 は当該職員に、当該広 告を行つた者の事 務所に立ち入り、当該 広告に関する文書 その

くは 助産所に関する広 告が第六条の五第一項 、第三項若しくは第四 項又は前条各項の 規定に違反しているおそ れがあると認める ときは、

第六条の八

２

３
４

都道 府県は、基本方針に即 して、かつ、地域の実 情に応じて、当該 都道府県における医療 提供体制の確保を図 るための計画

医療計画 においては、次に 掲げる事項を定めるも のとする。

（以 下「医療計画」とい う。）を定めるもの とする。

第三十条の四
２
（略 ）

主として病院の 病床（次号に規定す る病床並びに精神病 床、感染症病床及び結 核病床を除く。） 及び診療所の病床の整 備を図るべ

一～十一
十二

（略）

き 地域的単位として区分 する区域の設定に関す る事項
十三・十四
（略）

都 道府県は、第十五 項の規定により当該都 道府県の医療計画 が公示された後に、急 激な人口の増加が見込ま れることその他 の政令で定

３～７
８
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９

める 事情があるときは、政 令で定めるところ により算定した数を、 政令で定める区域の 第二項第十四号に規定 する基準病床数とみな して
、病院の開 設の許可の申請その他 の政令で定める申 請に対する許可に係る 事務を行うことがで きる。

都道府県は、 第十五項の規定により当 該都道府県の医 療計画が公示された後に 、厚生労働省令 で定める病床を含む病院 の開設の許可の

申請その他の政令で定 める申請があつた場合 においては、政令 で定めるところにより 算定した数を、政令 で定める区域の第二 項第十四号
に規 定する基準病床数とみ なして、当該申請に対す る許可に係る事 務を行うことができる。

都道府県 は、医療計画を作成す るに当たつては、地域 における医療及び 介護の総合的な確保の 促進に関する法律第四 条第一項に規定す

る都道府県計画 及び介護保険法第百十八 条第一項に規定する都 道府県介護保険事 業支援計画との整合性 の確保を図らなけ ればならない。

都 道府県は、医療計 画を作成するに当たつ ては、他の法律の規定 による計画であつ て医療の確保に関する事 項を定めるものとの 調和が

保たれるよ うにするととも に、公衆衛生、薬事、社 会福祉その他医療と密 接な関連を有する 施策との連携を図るよ うに努めなければ なら
ない。

都道府県は、医療計 画を作成するに当 たつて、当該都道府県 の境界周辺の地域にお ける医療の需給の 実情に照らし必要があ ると認める

とき は、関係都道府県と連 絡調整を行うもの とする。

都道府県 は、医療に関する専門 的科学的知見に基 づいて医療計画の案を 作成するため、診療又 は調剤に関する学 識経験者の団体の意見

を聴かなければ ならない。

都 道府県は、医療計 画を定め、又は第三十 条の六の規定によ り医療計画を変更しよ うとするときは、あらか じめ、都道府県 医療審議会

、市町村 （救急業務を処理 する地方自治法（昭和二 十二年法律第六 十七号）第二百八十四条 第一項の一部事務組合 及び広域連合を含 む。

）及び高齢者 の医療の確保に関す る法律（昭和五十七年 法律第八十号）第 百五十七条の二第一項 の保険者協議会の意見を 聴かなければな
らない。

都 道府県は、医療計画を 定め、又は第三十 条の六の規定により医 療計画を変更した ときは、遅滞なく、これ を厚生労働大臣に提出 する

とともに、 その内容を公示しな ければならない。

病院、医師 若しくは歯科医師 が常時勤務する診療所 又は介護老人保健施設 を開設しようとす る社団又は財団は、こ の法律の規

医療法人でな い者は、その名称中に 、医療法人という 文字を用いてはならな い。

前項の規 定による法人は、医療 法人と称する。

定に より、これを法人とす ることができる。

第三十九条
２
第四十 条
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10
11
12
13
14
15

第四十条の二

医療法人は、自主的 にその運営基盤の 強化を図るとともに、 その提供する医療 の質の向上及びその運 営の透明性の確保を図

り、その地域に おける医療の重要な担い 手としての役割 を積極的に果たすよう努 めなければならな い。
医療法人は、そ の業務を行うに必要な資 産を有しなけれ ばならない。

医療法人は 、その開設する病院、 診療所又は介護老人保 健施設（当該医療 法人が地方自治法第二百 四十四条の二第 三項に規定

前項の資 産に関し必要な事項は 、医療法人の開設する 医療機関の規模等 に応じ、厚生労働省令 で定める。

第四十 一条
２
第四十 二条

する指定管 理者として管理 する公の施設である病院 、診療所又は介護老人 保健施設（以下「 指定管理者として管理 する病院等」とい う。

三

二

一

疾病予防の ために有酸素運動（継続 的に酸素を摂取 して全身持久力に関する 生理機能の維持又は回 復のために行う身 体の運動をいう。

第三十 九条第一項に規定する 診療所以外の診療 所の開設

医学又は歯学に関する 研究所の設置

医療関係者の養成 又は再教育

）を含む。）の 業務に支障のない 限り、定款又は寄附行 為の定めるところにより 、次に掲げる業 務の全部又は一部を行う ことができる。

四

次 号において同じ。 ）を行わせる施設であ つて、診療所が附 置され、かつ、その職 員、設備及び運営方法が 厚生労働大臣の 定める基準
に適合す るものの設置

疾病予防 のために温泉を利用 させる施設であつて、 有酸素運動を行う 場所を有し、かつ、そ の職員、設備及び運営方 法が厚生労働大
前各号に掲げるもの のほか、保健衛生に 関する業務

五
六

社会福 祉法（昭和二十六年 法律第四十五号）第 二条第二項及び第三項 に掲げる事業のう ち厚生労働大臣が定め るものの実施

臣の定める基準に適 合するものの設置
七

老人福祉法 （昭和三十八年法律 第百三十三号）第二 十九条第一項に規定する 有料老人ホーム の設置

医療法人の うち、次に掲げる 要件に該当するものと して、政令で定めるとこ ろにより都道府県 知事の認定を受けたも の（

八
第四十 二条の二

以下「社会 医療法人」という。） は、その開設する病 院、診療所又は介護 老人保健施設（指定管 理者として管理す る病院等を含む。）の

業務に支障のな い限り、定款又は寄附行 為の定めるところ により、その収益を当 該社会医療法人が開設 する病院、診療所 又は介護老人保

健施 設の経営に充てる ことを目的として、厚 生労働大臣が定める 業務（以下「収益業 務」という。）を行うこ とができる。
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（略）

前号の業務について、 次に掲げる事項に関し厚 生労働大臣が定 める基準に適合している こと。

該病院又は診療所の 所在地の全ての都道府 県）において行つ ていること。

に係る業務を 当該病院又は診療所の所 在地の都道府県 （二以上の都道府県にお いて病院又は診療所 を開設する医療法人 にあつては、当

救急医 療等確保事業（当該医 療法人が開設する 病院又は診療所の所在 地の都道府県が作成 する医療計画に記載 されたものに限る。）

一～ 三
四

五
（略）

当該業務の 実績

イ・ロ
ハ

都道府県 知事は、前項の 認定をするに当たつては 、あらかじめ、都道府 県医療審議会の意 見を聴かなければなら ない。

（略）

２

六・ 七
３

医療法人は、政令の定 めるところにより 、その設立、従たる事 務所の新設、事務所の 移転、その他登記 事項の変更、解散、合

収益業務に関 する会計は、当該 社会医療法人が開設す る病院、診療所又は介 護老人保健施設 指
( 定管理者として管理す る病院等を含む。
の
) 業務及び前条各号 に掲げる業務に関 する会計から区分し、 特別の会計として経理 しなければならな い。

（略）

併、清算人の就 任又はその変更及び清算 の結了の各場合 に、登記をしなければな らない。

第四十三条
２

医療法人は、都道府県 知事の認可を受けなけ れば、これを設立 することができない。

二

一

その開設し ようとする病院、診 療所又は介護老人保 健施設（地方自治法第二 百四十四条の二 第三項に規定する指定管 理者として管理

名称

目的

医療法人を設立 しようとする者は、定 款又は寄附行為をもつ て、少なくとも次 に掲げる事項を定めな ければならない。

第四十四条
２

三

六

五

四

社団たる医療法人 にあつては、社員総会 及び社員たる資格の 得喪に関する規定

役員に関す る規定

資産及 び会計に関する規定

事務所の所在地

しようとする公の施 設である病院、診療所 又は介護老人保健 施設を含む。）の名称 及び開設場所

七
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３

九

八
定款又は寄 附行為の変更に関する規 定

解散に 関する規定

財団たる医療法人にあ つては、評議員会 及び評議員に関する規 定

公告の方法

十
十一

財 団たる医療法人を設立 しようとする者が、その 名称、事務所の 所在地又は理事の任免の 方法を定めないで 死亡したときは、都道 府県
医療法人の設 立当初の役員は、定款又 は寄附行為をもつて定 めなければならな い。

知事は、利 害関係人の請求により 又は職権で、これを定 めなければならな い。
４

第 二項第九号に掲げ る事項中に、残余財産 の帰属すべき者に関す る規定を設ける場 合には、その者は、国若 しくは地方公共 団体又は医

この節に定め るもののほか、医 療法人の設立認可の申 請に関して必要な事項 は、厚生労働省令 で定める。

療法人その 他の医療を提供 する者であつて厚生労働 省令で定めるもののう ちから選定される ようにしなければなら ない。

５
６

都道府県知事は 、前条第一項の規 定による認可の申請が あつた場合には、当該 申請にかかる医療法 人の資産が第四十一条 の要

都道府県知事は、前 条第一項の規定による 認可をし、又は認 可をしない処分をする に当たつては、あらか じめ、都道府県医 療審議会の

なければならな い。

件に該当し ているかどうか及びそ の定款又は寄附行 為の内容が法令の規定 に違反していないかど うかを審査した上 で、その認可を決定し

第四十 五条

２
意見を聴 かなければならな い。

医療法 人は、その主たる事務 所の所在地において政 令の定めるところ により設立の登記をす ることによつて、成 立する。

医 療法人は、成立の 時に財産目録を作成し 、常にこれをその主た る事務所に備え置 かなければならない。

第四十六条
２

医療法人には、役 員として、理事三人以 上及び監事一人以上を置 かなければなら ない。ただし、理事につ いて、都道府県

一

この法律、 医師法、歯科医師法その 他医事に関する法 令の規定により罰金以 上の刑に処せられ、そ の執行を終わり、 又は執行を受け

成年被 後見人又は被保佐人

次 の各号のいずれかに該 当する者は、医療 法人の役員となること ができない。

知事の認可を受けた場 合は、一人又は二人 の理事を置くをもつ て足りる。

第四十六条の二
２
二

る ことがなくなつた 日から起算して二年を 経過しない者
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３

三

前号に該当する者を除 くほか、禁錮以上 の刑に処せられ、その 執行を終わり、又は 執行を受けることがな くなるまでの者
役員の任 期は、二年を超えるこ とはできない。た だし、再任を妨げない 。

医療法 人（次項に規定する医 療法人を除く。） の理事のうち一人は、 理事長とし、定款 又は寄附行為の定める ところによ

前条第一項た だし書の規定に基づく都 道府県知事の認可を受 けて一人の理事を 置く医療法人にあつて は、この章（次条 第二項を除く。

ちから選出 することができる。

り、 医師又は歯科医師であ る理事のうちから選出す る。ただし、都 道府県知事の認可を受け た場合は、医師又 は歯科医師でない理事 のう

第四十六条の三

２
）の 規定の適用につい ては、当該理事を理事 長とみなす。
理事長は、医療法 人を代表し、その業務 を総理する。

理事長に事故がある とき、又は理事長 が欠けたときは、定款 又は寄附行為の定める ところにより、他 の理事が、その職務を 代理し、又

第四十六条の四
２

医療法人 の業務は、定款又は寄 附行為に別段の定 めがないときは、理事 の過半数で決する。

はそ の職務を行う。
３

理事は、定款 若しくは寄附行為又は社 員総会の決議に よつて禁止されていない ときに限り、特定の 行為の代理を他人に 委任することが

一

医療法人の財産の 状況を監査すること 。

医療法人の 業務を監査すること 。

監事の職 務は、次のとおり とする。

の請 求により又は職権で 、特別代理人を選任 しなければならない。

医療法人と理事 との利益が相反する事 項については、理事は 、代理権を有しな い。この場合において は、都道府県知事は 、利害関係人

請求により又 は職権で、仮理事を 選任しなければならな い。

理事 が欠けた場合におい て、医療法人の業務が遅 滞することによ り損害を生ずるおそれが あるときは、都道府 県知事は、利害関係 人の

で きる。

４
５
６
７
二

医療法人の業務又は財 産の状況について、 毎会計年度、監査報 告書を作成し、当該会計 年度終了後三月以 内に社員総会又は理事 に提

第一号又は 第二号の規定による監査 の結果、医療法人 の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若 しくは定款若しく は寄附行為に違

出するこ と。

三
四

反 する重大な事実が あることを発見したと きは、これを都道府県 知事又は社員総会 若しくは評議員会に報告 すること。
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七

六

五
医療法人の 業務又は財産の状況につ いて、理事に対 して意見を述べること。

財団た る医療法人の監事にあ つては、第四号の 報告をするために必要 があるときは、理事 長に対して評議員会 の招集を請求すること 。

社団たる医療法人の監 事にあつては、前 号の報告をするために 必要があるときは、 社員総会を招集するこ と。

医療法人は、そ の開設するすべての病院 、診療所又は介 護老人保健施設（指定管 理者として管理す る病院等を含む。）の 管理

監事 は、理事又は医療 法人の職員（当該医療 法人の開設する病院、 診療所又は介護老 人保健施設（指定管理者 として管理する

前 項の理事は、管理 者の職を退いたときは 、理事の職を失うもの とする。

事の認可を受け たときは、管理者（指定 管理者として管理する 病院等の管理者を 除く。）の一部を理事 に加えないことが できる。

者を理事に 加えなければならない 。ただし、医療法人が 病院、診療所又は 介護老人保健施設を二 以上開設する場合に おいて、都道府県知

第四十 七条

２
第四十八条

病院等を含む。）の管 理者その他の職員 を含む。）を兼ねては ならない。

社団 たる医療法人の理事 長は、少なくとも毎年一 回、定時社員総 会を開かなければならな い。

理事又は監事のう ち、その定数の五 分の一を超える者が欠 けたときは、一月以内 に補充しなければ ならない。

２

理事長は 、必要があると認める ときは、いつでも臨時 社員総会を招集す ることができる。

第四十八条の 二

３

議長は、社員総 会において選任する。

社団た る医療法人は、社員名 簿を備え置き、社 員の変更があるごとに 必要な変更を加えなけ ればならない。

４

理 事長は、総社員の 五分の一以上の社員か ら会議に付議すべき事 項を示して臨時社 員総会の招集を請求され た場合には、その請 求のあ

第 四十八条の三

５

つた日から 二十日以内に、これ を招集しなければな らない。ただし、総社 員の五分の一の割 合については、定款で これを下回る割合を定
めることができ る。

社員総会の招集の通 知は、その社員総 会の日より少なくとも 五日前に、その会議の 目的である事項を 示し、定款で定めた方 法に従つて

社団たる 医療法人の業務は、定 款で理事その他の 役員に委任したものを 除き、すべて社員総会 の決議によつて行 う。

６
７

社員総会にお いては、第六項の規定に よりあらかじめ 通知をした事項について のみ、決議をすること ができる。ただし 、定款に別段の

しな ければならない。
８

定め があるときは、こ の限りでない。
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９

社 員総会は、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、その議事を開き、議 決することができない 。

社員総会 の議事は、定款に別段 の定めがある場合 を除き、出席者の議決 権の過半数で決し、可 否同数のときは、 議長の決するところに

よる。
前項の場合において 、議長は、社員として 議決に加わること ができない。
社員は、各一個の 議決権を有する。

社団たる 医療法人と特定 の社員との関係について 議決をする場合には、 その社員は、議決 権を有しない。

限り でない。

社員総会に出 席しない社員は、書面で 、又は代理人によつて 議決をすることが できる。ただし、定款 に別段の定めがあ る場合は、この

第四十八条の 四
２
３
財団たる医 療法人に、評議員 会を置く。

前項の場合に おいて、議長は、 評議員として議決に加 わることができない。

評議員会 の議事は、出席者 の議決権の過半数で決 し、可否同数のときは 、議長の決すると ころによる。

評 議員会は、総評議 員の過半数の出席がな ければ、その議事を開 き、議決すること ができない。

る割合を定めること ができる。

つた日から二 十日以内に、これを 招集しなければならな い。ただし、総評 議員の五分の一以上の 割合については、寄附行 為でこれを下回

理事 長は、総評議員の五 分の一以上の評議員から 会議に付議すべ き事項を示して評議員会 の招集を請求された 場合には、その請求 のあ

評議員会に、議長を 置く。

評議員会は、 理事長が招集する。

）をもつて 、組織する。

評 議員会は、理事の定数 を超える数の評議 員（第四十六条の二第 一項ただし書の認可を 受けた医療法人にあ つては、三人以上の評 議員

第四十九条
２
３
４
５

６
７
８

一

事業計画の 決定又は変更

予算、 借入金（当該会計年度 内の収入をもつて償 還する一時の借入金 を除く。）及び重要な 資産の処分に関す る事項

次に掲げる 事項については、 理事長において、あら かじめ、評議員会の意見 を聴かなければな らない。

二

寄附行為の変更

第四十 九条の二

三
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10
11

２

六

五

四
その他医療 法人の業務に関する重要 事項で寄附行為 をもつて定めるもの

第五十 五条第三項第二号に掲 げる事由のうち、 同条第一項第二号に掲 げる事由による解散

合併

前項各号に掲げる事 項は、寄附行為をもつ て評議員会の議決 を要するものとするこ とができる。

評議員会は、医療 法人の業務若しくは財 産の状況又は役員 の業務執行の状況につ いて、役員に対し て意見を述べ、若しく

理 事長は、毎会計年 度終了後三月以内に、 決算及び事業の実績を 評議員会に報告し 、その意見を求めなけれ ばならない。

はその諮問に答 え、又は役員から報告を 徴することができる。

第四十九条の 三
２

二

一

医療を 受ける者のうちから、 寄附行為の定める ところにより選任され た者

病院、診療所又は介護 老人保健施設の経 営に関して識見を有す る者のうちから、寄附行 為の定めるところ により選任された者

医療従事者のうち から、寄附行為の 定めるところにより選 任された者

評議員となる者は 、次に掲げる者とする 。

三

前三号に掲 げる者のほか、寄附行為 の定めるところ により選任された者
評議員は、当該財団 たる医療法人の役員を 兼ねてはならない 。

四

第四十九条の四

２

定 款又は寄附行為の変更 （厚生労働省令で定め る事項に係るもの を除く。）は、都道府 県知事の認可を受けな ければ、その効力

医療法人 の会計は、一般に公正 妥当と認められる 会計の慣行に従うもの とする。

第 四十四条第五項の規定 は、定款又は寄附 行為の変更により、残 余財産の帰属すべき者に 関する規定を設け 、又は変更する場合に つい

け出なければならない 。

医療法人は、 第一項の厚生労働 省令で定める事項に係 る定款又は寄附行為の変 更をしたときは 、遅滞なく、その旨を都 道府県知事に届

令又は定款 若しくは寄附行為に 違反していないかど うかを審査した上で、 その認可を決定し なければならない。

都 道府県知事は、前 項の規定による認可の 申請があつた場合には 、第四十五条に規 定する事項及び定款又は 寄附行為の変更の手 続が法

を生じない。

第五十条
２
３
４
て準用する 。
第五十 条の二
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第五十一条

医療法人は、毎会計年 度終了後二月以内 に、事業報告書、財産 目録、貸借対照表 、損益計算書その他厚 生労働省令で定める書

２

社 会医療法人（厚生労働 省令で定めるものに限る 。）の理事長は 、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書を 公認会計士又は監査法 人に

理事は、事業報告書 等を監事に提出しなけ ればならない。

類（以下「事業 報告書等」という。）を 作成しなければ ならない。
３
提出しなけ ればならない。

医療法 人（社会医療法人を除 く。）は、次に掲げる 書類を各事務所に 備えて置き、その社員若 しくは評議員又 は債権者か

二

一
定款又は寄附行為

第四十六条の四第 七項第三号の監査 報告書（以下「監事の 監査報告書」という。 ）

事業報告書 等

社会医療 法人は、次に掲げる書 類を各事務所に備 えて置き、請求があつ た場合には、正当な理 由がある場合を除 いて、これを閲覧に供

三

ら請求があ つた場合には、 正当な理由がある場合を 除いて、これを閲覧に 供しなければなら ない。

第五十 一条の二

２
一

前条 第三項の社会医療 法人にあつては、公認会 計士又は監査法 人の監査報告書（以下「 公認会計士等の監査報 告書」という。）

前項各号に掲げる 書類

しなければなら ない。
二

医療法 人は、厚生労働省令で 定めるところにより、 毎会計年度終了後 三月以内に、次に掲げ る書類を都道府県知 事に届け出な

二

一

第五十一条第三項 の社会医療法人にあ つては、公認会計士 等の監査報告書

監事の監査 報告書

事業報 告書等

都 道府県知事は、定款若 しくは寄附行為又 は前項の届出に係る書 類について請求があつた 場合には、厚生労 働省令で定めるところ によ

三

けれ ばならない。

第五十二条

２

医療法人の 会計年度は、四月一日 に始まり、翌年三 月三十一日に終るもの とする。ただし、定款又 は寄附行為に別 段の定めが

り、これを 閲覧に供しなければな らない。
第五十 三条

- 12 -

ある 場合は、この限りでな い。

三

二

一

他の医 療法人との合併

社員総会の決議

目的たる業 務の成功の不能

定款を もつて定めた解散事由 の発生

医療 法人は、剰余金の配当を してはならない 。

四
社員の欠亡

第五十四条

五
破産手続開始の決 定

社団たる医療法 人は、次の事由によつて 解散する。

六
設立認可の取消し

一

第一項第 二号、第四号、第六 号又は第七号に掲げる 事由

寄附 行為をもつて定め た解散事由の発生

財団たる医療法人は 、次に掲げる事由によ つて解散する。

別段の定めがあ るときは、この限りでな い。

社団たる 医療法人は、総社員の 四分の三以上の賛 成がなければ、前項第 三号の社員総会の決議 をすることができ ない。ただし、定款に

七

第五十 五条

２
３
二

医療法人がその 債務につきその財産を もつて完済することが できなくなつた場 合には、裁判所は、理 事若しくは債権者の 申立てにより
前項に規 定する場合には、 理事は、直ちに破産手 続開始の申立てをしな ければならない。

４
５

第一項第二号 又は第三号に掲げ る事由による解散は、 都道府県知事の認可を受 けなければ、そ の効力を生じない。

又は 職権で、破産手続開 始の決定をする。
６

都道府県知事は、前 項の認可をし、又 は認可をしない処分を するに当たつては、あ らかじめ、都道府 県医療審議会の意見を 聴かなけれ

清算人は 、第一項第一号若しく は第五号又は第三 項第一号に掲げる事由 によつて医療法人が解 散した場合には、 都道府県知事にその旨

ばな らない。

７
８

を届け出なけれ ばならない。
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第五十 六条

解散した医療法 人の残余財産は、 合併及び破産手続開始 の決定による解散 の場合を除くほか、定款 又は寄附行為の定める とこ

ろにより、 その帰属すべき者に帰 属する。

解散した医 療法人は、清算の目的の 範囲内において 、その清算の結了に至る まではなお存続す るものとみなす。

前項の規定に より処分されない財産は 、国庫に帰属す る。

第五十 六条の二

医療法人が解散したとき は、合併及び破産手続 開始の決定による 解散の場合を除き、理 事がその清算人と なる。ただし、

２

第五十六条の三

前条の規定により 清算人となる者がない とき、又は清算人が欠 けたため損害を生 ずるおそれがあるときは 、裁判所は、利

定款 若しくは寄附行為 に別段の定めがあると き、又は社員総会にお いて理事以外の者 を選任したときは、この 限りでない。
第五十六条の四

重要な事由がある ときは、裁判所は 、利害関係人若しくは 検察官の請求により又 は職権で、清算人 を解任することができ

害関係人若しくは検察 官の請求により又 は職権で、清算人を選 任することができる。
第五十六条の 五
る。

清算中に就 職した清算人は、その氏 名及び住所を都 道府県知事に届け出なけ ればならない。

現務の結了

第五十六 条の六

一

債権の 取立て及び債務の弁 済

清 算人の職務は、次のと おりとする。

二
残余財産の 引渡し

清算人は、前項各号 に掲げる職務を行 うために必要な一切の 行為をすることができ る。

三

第五十六条の七

２

清算人は、その就 職の日から二月以 内に、少なくとも三回 の公告をもつて、債権 者に対し、一定の 期間内にその債権の申

前 項の公告には、債 権者がその期間内に申 出をしないときは 清算から除斥されるべ き旨を付記しなければな らない。ただし 、清算人は

出をすべき旨の 催告をしなければならな い。この場合にお いて、その期間は、二 月を下ることができな い。

第五十六条の 八
２
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清算人は 、判明している債権者 には、各別にその 申出の催告をしなけれ ばならない。

、判 明している債権者を除 斥することができ ない。
３
第一項の公告 は、官報に掲載してする 。

前条第一項 の期間の経過後に申出を した債権者は、 医療法人の債務が完済さ れた後まだ権利の 帰属すべき者に引き渡 され

４
第五十 六条の九
ていない財 産に対してのみ、請求 をすることができる。

清算中 に医療法人の財産がそ の債務を完済するのに 足りないことが明 らかになつたときは、清 算人は、直ちに 破産手続開

前 項に規定する場合にお いて、清算中の医 療法人が既に債権者に 支払い、又は権利の帰 属すべき者に引き渡 したものがあるときは 、破

了したものとする。

清算人は、清 算中の医療法人が 破産手続開始の決定を 受けた場合において、 破産管財人にその 事務を引き継いだときは 、その任務を終

始の申立て をし、その旨を 公告しなければならない 。

第五十 六条の十
２
３
産管財人は 、これを取り戻すこと ができる。
第一項の規定 による公告は、官報に掲 載してする。

清算が結 了したときは、清算人は 、その旨を都道 府県知事に届け出なけれ ばならない。

４
第五十六 条の十一

医療法人の解散及び清 算は、裁判所の監督に 属する。

裁 判所は、職権で、 いつでも前項の監督に 必要な検査をすること ができる。

第五十六条の十二
２

医療法人 の解散及び清算を 監督する裁判所は、医 療法人の業務を監督す る都道府県知事に 対し、意見を求め、又 は調査を嘱託するこ と

医療法人の解散 及び清算の監督並 びに清算人に関する事 件は、その主たる事務 所の所在地を管轄 する地方裁判所の管轄

前項に規定する都道 府県知事は、同項 に規定する裁判所に対 し、意見を述べること ができる。

ができる。

３
４
第五十六条の 十三
に属する。
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第五十六条の十五

第五十 六条の十四

裁判所は、第五十六条 の四の規定によ り清算人を選任した場合 には、医療法人 が当該清算人に対して支 払う報酬の額を

清算人の 選任の裁判に対し ては、不服を申し立て ることができない 。

削除

定めることができる。 この場合においては、 裁判所は、当該清 算人及び監事の陳述を 聴かなければならな い。
第五十六条の 十六

裁判 所は、医療法人の解散 及び清算の監督に必要 な調査をさせるた め、検査役を選任するこ とができる。

第五十六 条の十四及び第 五十六条の十五の規定は 、前項の規定により裁 判所が検査役を選 任した場合について準 用する。この場合 にお

第五十 六条の十七
２

いて、同条中「 清算人及び監事」 とあるのは、「医療法 人及び検査役」と読み替 えるものとする 。

社団たる医療法 人は、総社員の同 意があるときは、他の 社団たる医療法人又は 財団たる医療法人と 合併をすることができ る。

次の各号 に掲げる場合には、合 併後存続する医療法人 又は合併により設 立する医療法人は、そ れぞれ当該各号に定め る種類の医療法人

この限り でない。

財団たる医療法人が 合併をするには、理事 の三分の二以上の 同意がなければならな い。ただし、寄附行為 に別段の定めがあ る場合は、

併をすることが できる。

財団たる 医療法人は、寄附行為 に合併することが できる旨の定めがある 場合に限り、他の社団 たる医療法人又は 財団たる医療法人と合

第五十 七条
２
３
４

合併をする医療法人 が社団たる医療法人 のみである場合

財団たる医 療法人

社団 たる医療法人

でなければならない 。
一

合併を する医療法人が財団 たる医療法人のみで ある場合

合併は、都道 府県知事の認可を 受けなければ、その効 力を生じない。

二
５

第五十五条第七項の 規定は、前項の認 可について準用する。

医療法人は、前条第五 項に規定する都道 府県知事の認可があつ たときは、その認可の 通知のあつた日か ら二週間以内に、財産

６
第五十八条

目録及び貸借対 照表を作らなければなら ない。

- 16 -

第五十 九条

医療法人は、前 条の期間内に、そ の債権者に対し、異議 があれば一定の期 間内に述べるべき旨を公 告し、且つ、判明して いる

２

債権者が異議を述べ たときは、医療法人は 、これに弁済をし 、若しくは相当の担保 を提供し、又はそ の債権者に弁済を受け させること

債権者が前項 の期間内に合併に対して 異議を述べなか つたときは、合併を承認 したものとみな す。

債権者に対 しては、各別にこれを 催告しなければな らない。但し、その期 間は、二月を下るこ とができない。
３

を目 的として信託会社若し くは信託業務を営む金融 機関に相当の財 産を信託しなければなら ない。ただし、合 併をしてもその債権者 を害

合併により医 療法人を設立する場合 においては、定款の作 製又は寄附行為そ の他医療法人の設立に関 する事務は、各 医療法人に

するおそれ がないときは、この限 りでない。
第六十 条

合併後存続 する医療法人又は 合併によつて設立した 医療法人は、合併によ つて消滅した医療 法人の権利義務（当該 医療法人が

おいて選任 した者が共同し て行わなければならない 。
第六十一条

合併 は、合併後存続する医療 法人又は合併に よつて設立した医療法人 が、その主たる事務 所の所在地において 政令の定めると

その 行う事業に関し行政庁 の認可その他の処 分に基いて有する権利 義務を含む。）を承継す る。
第六十二条

こ ろにより登記をする ことによつて、その効 力を生ずる。

都道府県知事は、医療 法人の業務若しくは会 計が法令、法令に 基づく都道府県知事の 処分、定款若しくは寄 附行為に違反して

第六条の 八第三項及び第四 項の規定は、前項の規 定による立入検査につ いて準用する。

し報 告を求め、又は当該 職員に、その事務所 に立ち入り、業務若し くは会計の状況を 検査させることができる 。

いる疑いがあり、又 はその運営が著しく 適正を欠く疑いがある と認めるときは、 当該医療法人に対し、 その業務若しくは会計 の状況に関

第六十三条

２

都道府県知 事は、医療法人の 業務若しくは会計が法 令、法令に基づく都道 府県知事の処分、 定款若しくは寄附行為 に違反し、

都 道府県知事は、前 項の規定により、業務 の停止を命じ、又 は役員の解任を勧告す るに当たつては、あらか じめ、都道府県 医療審議会

、又は役員の解 任を勧告することができ る。

医療法人 が前項の命令に従わな いときは、都道府 県知事は、当該医療法 人に対し、期間を定め て業務の全部若し くは一部の停止を命じ

又は その運営が著しく適正 を欠くと認めるとき は、当該医療法人に 対し、期限を定めて、必 要な措置をとるべ き旨を命ずることがで きる。

第六十四条
２
３
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都道府県知事は、社会医 療法人が、次の 各号のいずれかに該当す る場合において は、社会医療法人の認定 を取り消し、又

の意 見を聴かなければなら ない。

（ 略）

厚生労働大 臣は、第六十四条第一項 及び第二項、第六十四 条の二第一項、第 六十五条並びに前条第 一項の規定による 処分

第四十二条の二第一項 各号に掲げる要件を欠く に至つたとき。
（略）

二～六

一

は期間を定めて収益業 務の全部若しくは一部 の停止を命ずるこ とができる。

第六十四条の二

２
第六十六条の 二

を行わないこと が著しく公益を害 するおそれがあると認 めるときは、都道府県知 事に対し、これ らの規定による処分を行 うべきことを指

関係都道府県知事 （医療法人が開設 する病院、診療所又は 介護老人保健施設の所 在地の都道府県知 事であつて、当該医療

示することができる。
第六十六条の 三

法人の業務を監 督する都道府県知事以外 の者をいう。） は、当該医療法人に対し て適当な措置をとるこ とが必要であると 認めるときは、

都道府県知事は、第四 十四条第一項、第五十 五条第六項若しく は第五十七条第五項の 規定による認可をしな い処分をし、又は

当 該医療法人の業務を 監督する都道府県知事 に対し、その旨の 意見を述べることがで きる。
第六十七条

第六十四条第二項の 規定により役員の解 任を勧告するに当たつ ては、当該処分の 名宛人又は当該勧告の 相手方に対し、その指 名した職員

又は その他の者に対して 弁明する機会を与え なければならない。こ の場合においては 、都道府県知事は、当該 処分の名宛人又は当該 勧告

の相手方に 対し、あらかじめ、 書面をもつて、弁明 をするべき日時、場所 及び当該処分又は 当該勧告をするべき事 由を通知しなければな
２

第 一項の規定による弁明 の聴取をした者は 、聴取書を作り、これ を保存するとともに、報 告書を作成し、か つ、当該処分又は当該 勧告

前項の通知を受けた 者は、代理人を出 頭させ、かつ、自己に 有利な証拠を提出する ことができる。

らない。
３

一般社団法 人及び一般財団法人に 関する法律（平成 十八年法律第四十八号 ）第四条、第七十八条、 第百五十八条及 び第百六十

をする必要 があるかどうかについ て都道府県知事に意 見を述べなければな らない。
第六十 八条
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四条 並びに会社法第六百六 十二条、第六百六 十四条、第八百六十八 条第一項、第八百七 十一条、第八百七十四 条（第一号に係る部分 に限

る。）、第 八百七十五条及び第八 百七十六条の規定 は、医療法人について 準用する。この場合 において、同法第六 百六十四条中「社員に

削除

分配する」とあ るのは、「残余財産の帰 属すべき者又は 国庫に帰属させる」と読 み替えるものとす る。
第七十 条及び第七十一条

この法律の規定によりそ の権限に属させられた 事項を調査審議す るほか、都道府県知事 の諮問に応じ、当 該都道府県にお

この法 律中都道府県が処 理することとされてい る事務で政令で定める ものは、地方自治 法第二百五十二条の十 九第一項の

都道府県 医療審議会の組 織及び運営に関し必要な 事項は、政令で定める 。

ける 医療を提供する体 制の確保に関する重要 事項を調査審議するた め、都道府県に、 都道府県医療審議会を置 く。

第七十一条の二
２
第七十一条の三

指定 都市（以下この条にお いて「指定都市」 という。）においては 、政令の定めるところに より、指定都市が 処理するものとする。 この

場合におい ては、この法律中都道 府県に関する規定 は、指定都市に関する 規定として、指定都市 に適用があるもの とする。

第五条 第二項、第二十三条の 二、第二十四条第 一項並びに第二十五条 第一項及び第二項の規 定により都道府県 知事、保健

前項の場 合において、厚生 労働大臣又は都道府県 知事、保健所を設置す る市の市長若しく は特別区の区長が当該 事務を行うときは、 相

る。 ）は、厚生労働大臣 に関する規定として 厚生労働大臣に適用が あるものとする。

場合においては、こ の法律の規定中都道 府県知事、保健所を設 置する市の市長又 は特別区の区長に関す る規定（当該事務に係 るものに限

臣が認める場 合にあつては、厚生 労働大臣又は都道府県 知事、保健所を設 置する市の市長若しく は特別区の区長が行うも のとする。この

所を設置 する市の市長又は 特別区の区長の権限に属 するものとされ ている事務は、国民の健 康を守るため緊急の必 要があると厚生労 働大

第 七十一条の四

２

互に密接な連携 の下に行うものとす る。

この法律に 規定する厚生労働 大臣の権限は、厚生労 働省令で定めるところに より、地方厚生局 長に委任することがで きる。

この法 律の規定に基づき命令 を制定し、又は改 廃する場合においては 、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必

前項の規 定により地方厚生局長 に委任された権限 は、厚生労働省令で定 めるところにより、地 方厚生支局長に委 任することができる。

第七十 一条の五
２

第七十 一条の六
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社会医療法人の役員が、 自己若しくは第 三者の利益を図り又は社 会医療法人に損 害を加える目的で、その 任務に背く行為

要と 判断される範囲内にお いて、所要の経過 措置（罰則に関する経 過措置を含む。）を 定めることができる。
第七十一条の七

社会医療法人の代 表社会医療法人債権者 （第五十四条の七 において準用する会社 法第七百三十六条 第一項の規定により選

をし、当該社会医療法 人に財産上の損害を加 えたときは、七年 以下の懲役若しくは五 百万円以下の罰金に 処し、又はこれを併 科する。
第七十一条の 八

任された代表社 会医療法人債権者をいう 。第七十一条の十一第 一項及び第七十五 条の二において同じ。 ）又は決議執行者 （第五十四条の

七に おいて準用する同 法第七百三十七条第二 項に規定する決議執行 者をいう。第七十 一条の十一第一項及び第 七十五条の二にお いて同じ。

）が、自己 若しくは第三者 の利益を図り又は社会医 療法人債権者に損害を 加える目的で、そ の任務に背く行為をし 、社会医療法人債 権者

前二条の罪 の未遂は、罰する 。

に財産上の損害 を加えたときは、 五年以下の懲役若しく は五百万円以下の罰金に 処し、又はこれ を併科する。
第七十 一条の九

社会医療法人の役員又は 社会医療法人債 を引き受ける者の募集の 委託を受けた者が、 社会医療法人債を引 き受ける者の募

社会医療 法人債の売出しを 行う者が、その売出し に関する文書であつて 重要な事項につい て虚偽の記載のあるも のを行使し、又は当 該

録の あるものをその募集 の事務の用に供した ときは、五年以下の懲 役若しくは五百万 円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。

厚生労働省令で定め るものをいう。以下 同じ。）の作成がされ ている場合におけ る当該電磁的記録であ つて重要な事項につい て虚偽の記

その他人の知 覚によつては認識す ることができない方式 で作られる記録で あつて、電子計算機に よる情報処理の用に供さ れるものとして

書であつ て重要な事項につ いて虚偽の記載のあるも のを行使し、又 はこれらの書類の作成に 代えて電磁的記録（電 子的方式、磁気的 方式

集 をするに当たり、社 会医療法人の事業その 他の事項に関する 説明を記載した資料若 しくは当該募集の広告そ の他の当該募集 に関する文

第七十一条の十

２

文書の作成に代 えて電磁的記録の作 成がされている場合 における当該電磁的記録 であつて重要な 事項について虚偽の記録 のあるものをそ
の売出しの事務の用に 供したときも、前項 と同様とする。

社会医療法人の 役員又は代表社会 医療法人債権者若しく は決議執行者が、その 職務に関し、不正 の請託を受けて、財産

前 項の利益を供与し 、又はその申込み若し くは約束をした者 は、三年以下の懲役又 は三百万円以下の罰金に 処する。

上の利益を収受 し、又はその要求若しく は約束をしたとき は、五年以下の懲役又 は五百万円以下の罰金 に処する。

第七十一条の 十一
２
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次に掲げる事項 に関し、不正の請 託を受けて、財産上の 利益を収受し、又 はその要求若しくは約 束をした者は、五年以

一

社会医療法人債の総額 （償還済みの額を除く。 ）の十分の一以 上に当たる社会医療法人 債を有する社会医 療法人債権者の権利の 行使

社会医療法人債権 者集会における発言又 は議決権の行使

第七 十一条の十一第一項又 は前条第一項の場合に おいて、犯人の収 受した利益は、没収する 。その全部又は 一部を没収

前項の利 益を供与し、又はその 申込み若しくは約束を した者も、同項と 同様とする。

二

下の懲役又は五 百万円以下の罰金に処す る。

第七十一条の 十二

２
第七十 一条の十三
することが できないときは 、その価額を追徴する。

第七 十一条の七から第 七十一条の九まで、第 七十一条の十一第一項 及び第七十一条の 十二第一項の罪は、日 本国外にお

第七 十一条の八、第七十一 条の十又は第七十 一条の十一第一項に規 定する者が法人である ときは、これらの 規定及び第

第七十一 条の十一第二項及び第 七十一条の十二第 二項の罪は、刑法（明 治四十年法律第四十五 号）第二条の例に 従う。

いて これらの罪を犯した者 にも適用する。

第七十一条の十四
２
第 七十一条の十五

第五条 第二項若しくは第二十 五条第二項若しくは第 四項の規定による 診療録若しくは助産録 の提出又は同条第一 項若しくは第

七十一条 の九の規定は、そ の行為をした取締役、執 行役その他業務 を執行する役員又は支配 人に対してそれぞれ適 用する。
第七十二条

三項 の規定による診療録 若しくは助産録の検 査に関する事務に従事 した公務員又は公 務員であつた者が、その 職務の執行に関して知 り得

た医師、歯 科医師若しくは助産 師の業務上の秘密又 は個人の秘密を正当な 理由がなく漏らし たときは、一年以下の 懲役又は五十万円以下
２

第 六条の十三第四項、第 六条の二十一、第 六条の二十二第二項、 第三十条の二十一第四項 又は第三十条の二 十五第五項の規定に違 反し

職務上前項の秘密を 知り得た他の公務 員又は公務員であつた 者が、正当な理由がな くその秘密を漏ら したときも、同項と同 様とする。

の罰金に処する 。
３

次の各号の いずれかに該当する者 は、これを六月以 下の懲役又は三十万円 以下の罰金に処する。

た者は、一 年以下の懲役又は五十 万円以下の罰金に処 する。
第七十 三条
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三

二

一

第六条の八 第二項、第七条の二第三 項、第二十三条 の二、第二十四条、第二 十八条、第二十九 条第一項又は第三十条 の十五第六項の

第十四 条の規定に違反した者

第六条の五第三項、第 六条の六第四項、 第六条の七第二項又は 第七条第一項の規定 に違反した者

次の各号のいずれ かに該当するときは、 その違反行為をし た医療事故調査・支援 センターの役員又 は職員は、三十万円以

規定に基づく命令又 は処分に違反した者
第七十三条の 二

二

一

第六条の二 十四第一項の規定 による報告を怠り、若 しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定 による検査を拒み、妨げ 、若しくは忌避

第六条 の二十三の規定 による帳簿の記載をせず 、虚偽の記載をし、又 は帳簿を保存しな かつたとき。

第六条の二十の許 可を受けないで、調査 等業務の全部を廃止し たとき。

下の罰金に処す る。

三
したとき

次の各号のいずれかに 該当する者は、こ れを二十万円以下の罰 金に処する。

法人の代表 者又は法人若しく は人の代理人、使用人 その他の従業者が、そ の法人又は人の業 務に関して第七十三条 又は前条の

第十四 条の二第一項又は第 二項の規定による掲 示を怠り、又は虚偽の 掲示をした者

し た者

報告をし、又は第六 条の八第一項若し くは第二十五条第一項 若しくは第三項の 規定による当該職員の 検査を拒み、妨げ、若 しくは忌避

第五条第 二項、第六条の八第 一項若しくは第二十五 条第一項から第四 項までの規定による報 告若しくは提出を怠り、 若しくは虚偽の

まで、第 二十二条の二第 二号若しくは第五号、第 二十二条の三第 二号若しくは第五号又は 第二十七条の規定に違 反した者

第 十八条、第十九条 、第二十一条第一項第 二号から第十一号 まで若しくは第二項第 二号、第二十二条第一号 若しくは第四号 から第八号

第三条、第 四条第三項、第四条の二 第三項、第四条 の三第三項、第八条、第 八条の二第二項、第九 条から第十二条ま で、第十六条、

第七十四条
一

二

三
第七十五条

社会医療法人の役員、社 会医療法人債原 簿管理人（第五十四条の 七において準用する会 社法第六百八十三 条に規定する者

違反 行為をしたときは、行 為者を罰するほか、 その法人又は人に対 しても各本条の罰金刑を 科する。
第七十五条の二

をい う。）、社会医療 法人債管理者、事務を 承継する社会医療法 人債管理者（第五十 四条の七において準用す る会社法第七百 十一条第一
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項又 は第七百十四条第一項 若しくは第三項の 規定により社会医療法 人債管理者の事務を 承継する社会医療法人 債管理者をいう。）、 代表

社会医療法 人債権者又は決議執行 者は、次の各号の いずれかに該当する場 合には、百万円以下 の過料に処する。た だし、その行為につい
一

この法律において準用 する会社法の規定に違反 して、正当な理 由がないのに、書類若し くは電磁的記録に 記録された事項を厚生 労働

この法律において 準用する会社法の規定 による公告若しく は通知をすることを怠 つたとき、又は不正 の公告若しくは通知 をしたとき。

て刑を科すべき ときは、この限りでない 。
二

省令で定 める方法により表示し たものの閲覧若しくは 謄写又は書類の謄 本若しくは抄本の交付 、電磁的記録に記録さ れた事項を電磁的

四

三

社会医療法 人債原簿、議事録 （第五十四条の七にお いて準用する会社法第七 百三十一条第一 項の規定により作成する 議事録をいう。

社会医 療法人債権者集 会に対し、虚偽の申述を 行い、又は事実を隠ぺ いしたとき。

この法律において 準用する会社法の規定 による調査を拒み、妨 げ、又は忌避した とき。

方法により提供 すること若しくはその 事項を記載した書面の 交付を拒んだとき 。

五

次号において同じ。 ）、第五十四条の 七において準用する同 法第六百八十二条第一 項若しくは第六百 九十五条第一項の書面 若しくは電

磁 的記録に記載し、若し くは記録すべき事 項を記載せず、若しく は記録せず、又は虚の記 載若しくは記録を したとき。

第五十 四条の七において準用 する会社法第六百 八十四条第一項又は第 七百三十一条第二項の 規定に違反して、 社会医療法人債原簿又

八

七

社会医療 法人債券に記載すべ き事項を記載せず、又 は虚偽の記載をし たとき。

第五 十四条の七におい て準用する会社法第六百 九十六条の規定 に違反して、遅滞なく、 社会医療法人債券を発 行しなかつたとき 。

社会医療法人債の 発行の日前に社会医療 法人債券を発行し たとき。

六

九

第五十四条の五 の規定に違反して社 会医療法人債を発行し 、又は第五十四条 の七において準用する 会社法第七百十一条第 一項の規定

は議事録を備 え置かなかつたとき。

十

に 違反して事務を承継す る社会医療法人債 管理者を定めなかつた とき。

第三十条の十三第 五項の規定による命令 に違反した者は、三十万 円以下の過料に 処する。

次の各号のいず れかに該当する場 合においては、医療法 人の理事、監事又は清算 人は、これを二十 万円以下の過料に処す る。

第七十五条の三
第七十 六条
一

第四十六条第二項 の規定による財産目録 の備付けを怠り、又 はこれに記載すべき 事項を記載せず、若しく は虚偽の記載を したとき。

この法律に 基づく政令の規定による 登記をすることを 怠つたとき。

ただし、そ の行為について刑を科 すべきときは、この 限りでない。
二
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四

三

第五十 一条の二の規定による 書類の備付けを怠 り、その書類に記載す べき事項を記載せず 、若しくは虚偽の記 載をし、又は正当の理

第五十条第三項又は第 五十二条第一項の 規定に違反して、届出 をせず、又は虚偽の 届出をしたとき。

七

六

五

第五十八条 又は第五十九条第一項若 しくは第三項の規定に 違反したとき。

第五十 六条の八第一項又は第 五十六条の十第一項の 規定による公告を 怠り、又は虚偽の公告 をしたとき。

第五十五条第五項又は 第五十六条の十第一項の 規定による破産 手続開始の申立てを怠つ たとき。

第五十四条の規定 に違反して剰余金の配 当をしたとき。

由がないのに 同条の規定による閲覧を 拒んだとき。

八

第六十三条第一項 の規定による報告を怠 り、若しくは虚偽の報 告をし、又は同項 の規定による検査を拒み 、妨げ、若しくは 忌避した
第六十四条 第二項又は第六十 四条の二第一項の規定 による命令に違反して業 務を行つたとき 。

とき。

九
十

第四十条の規定 に違反した者は、 これを十万円以下の過 料に処する。

一般社団法人及び一 般財団法人に関する法 律（平成十八年法 律第四十九号）（抄）

第七十 七条

○

一般社団法 人及び一般財団法人の 住所は、その主たる事 務所の所在地にあ るものとする。

（住所）
第四条

（略）

一般社団 法人又は一般財団 法人は、その種類に従 い、その名称中に一般社 団法人又は一般 財団法人という文字を用 いなければなら

（名称）
第五条
ない。
２・３

一般社団法人 の定款には、次に掲げ る事項を記載し、 又は記録しなければな らない。

（定款の記載又 は記録事項）
第十一 条
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２

七

六

五

四

三

二

一

事業年度

公告方 法

社員の資格の得喪に関 する規定

設立時社員の氏名 又は名称及び住所

主たる事務 所の所在地

名称

目的

（ 略）
（社員総会の決 議）
（略）

六

五

四

三

二

一

第二百 四十七条、第二百五 十一条第一項及び第 二百五十七条の社員総 会

第百四十八条第三号 及び第百五十条の社 員総会

第百四十七条の 社員総会

第百四十 六条の社員総会

第百 十三条第一項の社 員総会

第七十条第一項の 社員総会（監事を解任 する場合に限る。 ）

第三十条第 一項の社員総会

（略）

七

を定款で定 めた場合にあっては、 その割合）以上に 当たる多数をもって行 わなければならない。

前 項の規定にかかわらず 、次に掲げる社員 総会の決議は、総社員 の半数以上であって、 総社員の議決権の三 分の二（これを上回る 割合

第四十九条
２

３
（議 事録）

一般社団法人 は、社員総会の日から十 年間、前項の議 事録をその主たる事務所 に備え置かなければな らない。

社員総会の議事につい ては、法務省令で 定めるところにより、 議事録を作成しなけれ ばならない。

２

一 般社団法人は、社 員総会の日から五年間 、第一項の議事録 の写しをその従たる事 務所に備え置かなければ ならない。ただ し、当該議

第五十七条
３
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４

事録 が電磁的記録をもって 作成されている場 合であって、従たる事 務所における次項第 二号に掲げる請求に応 じることを可能とする ため
の措置とし て法務省令で定めるも のをとっていると きは、この限りでない 。
一

第一項の議事録が電磁 的記録をもって作成され ているときは、 当該電磁的記録に記録さ れた事項を法務省 令で定める方法により 表示

第一項の議事録が 書面をもって作成され ているときは、当 該書面又は当該書面の 写しの閲覧又は謄写 の請求

社員及び債権 者は、一般社団法人の業 務時間内は、い つでも、次に掲げる請求 をすることがで きる。
二
したもの の閲覧又は謄写の請求

監事の任期は、 選任後四年以内に終了す 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、

（監 事の任期）
第六十七条

定款によって、 その任期を選任後 二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 することを限度
２

前二項の 規定にかかわらず、監 事を置く旨の定款 の定めを廃止する定款 の変更をした場合には 、監事の任期は、 当該定款の変更の効力

（ 略）

として短縮することを 妨げない。
３
が生じた時に満 了する。

理事は、監事がある場 合において、監事の選 任に関する議案を 社員総会に提出するに は、監事（監事が二人 以上ある場合にあ

（監事の 選任に関する監事 の同意等）
第七十二条

監 事は、理事に対し 、監事の選任を社員総 会の目的とすること又 は監事の選任に関 する議案を社員総会に提 出することを請求す ること

っては、その過半数 ）の同意を得なけれ ばならない。
２
ができる。
（監事等の選任等につ いての意見の陳述）
２

理事は、前項 の者に対し、同項の社員 総会を招集する 旨及び第三十八条第一項 第一号に掲げる事項を 通知しなければな らない。

監事を辞 任した者は、辞任後最 初に招集される社 員総会に出席して、辞 任した旨及びその理由 を述べることがで きる。

監事は、社員総 会において、監事 の選任若しくは解任又 は辞任について意見を述 べることができる 。

３

第 一項の規定は会計 監査人について、前二 項の規定は会計監 査人を辞任した者及び 第七十一条第一項の規定 により会計監査 人を解任さ

第七十 四条

４
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れた 者について、それぞれ 準用する。この場 合において、第一項中「 社員総会において 、監事の選任若しくは 解任又は辞任について 」と

あるのは「 会計監査人の選任、解 任若しくは不再任 又は辞任について、社 員総会に出席して」 と、第二項中「辞任 後」とあるのは「解任

後又は辞任後」 と、「辞任した旨及びそ の理由」とある のは「辞任した旨及びそ の理由又は解任に ついての意見」と読み 替えるものとす
る。

一般 社団法人は、代表理事そ の他の代表者がその職 務を行うについて 第三者に加えた損害を 賠償する責任を負 う。

（代表者の 行為についての損害賠 償責任）
第七十八条

代表 理事が欠けた場合 又は定款で定めた代表 理事の員数が欠けた場 合には、任期の満 了又は辞任により退任し た代表理事は、

（代表理事 に欠員を生じた 場合の措置）
第七十九条

新たに選定された代表 理事（次項の一時 代表理事の職務を行う べき者を含む。）が就 任するまで、なお 代表理事としての権利 義務を有す

前項に規 定する場合において、 裁判所は、必要が あると認めるときは、 利害関係人の申立てに より、一時代表理 事の職務を行うべき者

る。
２

裁判所は、前項の一 時代表理事の職務を行 うべき者を選任し た場合には、一般社団 法人がその者に対して 支払う報酬の額を 定めること

を選任すること ができる。
３
ができる 。

民事保全法（ 平成元年法律第九十一 号）第五十六条に規定 する仮処分命令に より選任された理事又は 代表理事の職務を代 行する

（理事の職務を代行 する者の権限）
第八十 条

前項の規定に 違反して行った理 事又は代表理事の職務 を代行する者の行為は、 無効とする。た だし、一般社団法人は、 これをもって善

者は、仮処 分命令に別段の定め がある場合を除き、 一般社団法人の常務に 属しない行為をす るには、裁判所の許可 を得なければならない 。
２

意の第三者に対抗する ことができない。

一般 社団法人は、代表理事以 外の理事に理事 長その他一般社団法人を 代表する権限を有する ものと認められる 名称を付した場

（表見代表 理事）
第八十二条

合に は、当該理事がし た行為について、善意 の第三者に対してそ の責任を負う。
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理事 は、法令及び定款並びに 社員総会の決議 を遵守し、一般社団法人 のため忠実にそ の職務を行わなければな らない。

（忠実義務 ）
第八十三条
（競 業及び利益相反取引の 制限）
理事が自己 又は第三者のために一般 社団法人の事業の部類 に属する取引をし ようとするとき。

理事は、次に掲げる場 合には、社員総会にお いて、当該取引に つき重要な事実を開示 し、その承認を受 けなければならない。

一

理事が自己又は第 三者のために一般社団 法人と取引をしようとす るとき。

第八十四条
二

一般社 団法人が理事の 債務を保証することその 他理事以外の者との間 において一般社団 法人と当該理事との利 益が相反する取引 をし

民法（明治二十九年 法律第八十九号） 第百八条の規定は、前 項の承認を受けた同項 第二号の取引につ いては、適用しない。

ようとすると き。

三
２

社員 は、理事が一般社団法人 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

（社員によ る理事の行為の差止め ）
第八十八条

そ れがある場合におい て、当該行為によって 当該一般社団法人 に著しい損害が生ずる おそれがあるときは、当 該理事に対し、 当該行為を

監事設置 一般社団法人における 前項の規定の適用につ いては、同項中「 著しい損害」とあるの は、「回復することが できない損害」と

やめるこ とを請求すること ができる。
２
する。

理事 の報酬等（報酬、 賞与その他の職務執行 の対価として一般社団法 人等から受ける 財産上の利益をいう。以 下同じ。）は、

（理事の報 酬等）
第八十九条

定款にその額を定めて いないときは、社員 総会の決議によって 定める。
（理事会設 置一般社団法人の理事 の権限）
次に 掲げる理事は、理事会設 置一般社団法人 の業務を執行する。

代表理事

第九十一条
一
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２

二

代表理事以外の理事で あって、理事会の 決議によって理事会設 置一般社団法人の業 務を執行する理事とし て選定されたもの

前項各号 に掲げる理事は、三箇 月に一回以上、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。た だし、定款で毎事業年

度に四箇月を超 える間隔で二回以上その 報告をしなけれ ばならない旨を定めた場 合は、この限りで ない。

理事会設置一般社団法 人における第八十四条 の規定の適用につ いては、同条第一項中 「社員総会」とあ るのは、「理事会」と

（競 業及び理事会設置一般 社団法人との取引等の制 限）
第九十二条

理 事会設置一般社団 法人においては、第八 十四条第一項各号の取 引をした理事は、 当該取引後、遅滞なく、 当該取引につい ての重要な

する。
２
事実を理事 会に報告しなけ ればならない。
（招集権者）

理事会は、各理 事が招集する。た だし、理事会を招集す る理事を定款又は理事 会で定めたときは、 その理事が招集する。

前項ただ し書に規定する場合に は、同項ただし書 の規定により定められ た理事（以下この項及 び第百一条第二項 において「招集権者」

第九十 三条
２

前項の規定による請 求があった日から五日 以内に、その請求 があった日から二週間 以内の日を理事会の日 とする理事会の招 集の通知が

という。）以外 の理事は、招集権者に対 し、理事会の目 的である事項を示して、 理事会の招集を請求す ることができる。
３

発せられ ない場合には、そ の請求をした理事は、理 事会を招集するこ とができる。

理事会を招 集する者は、理事会の 日の一週間（これを下 回る期間を定款で 定めた場合にあっては、 その期間）前までに 、各理

（招集手続）
第九十 四条

前項の規定に かかわらず、理事 会は、理事及び監事の 全員の同意があるときは 、招集の手続を 経ることなく開催するこ とができる。

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。
２

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（こ れを上回る割合を定款 で定めた場合にあ っては、その割合以上

（理 事会の決議）
第九十五条

前 項の決議について 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 。

）が出席し、そ の過半数（これを上回る 割合を定款で定め た場合にあっては、そ の割合以上）をもって 行う。
２
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３

理 事会の議事については 、法務省令で定め るところにより、議事 録を作成し、議事 録が書面をもって作成さ れているときは、出席 した

理事（定款 で議事録に署名し、又 は記名押印しなけ ればならない者を当該 理事会に出席した代 表理事とする旨の定 めがある場合にあって

前項の議事録が電磁 的記録をもって作成さ れている場合にお ける当該電磁的記録に 記録された事項に ついては、法務省令で 定める署名

は、当該代表理 事）及び監事は、これに 署名し、又は記 名押印しなければならな い。
４

理事会の 決議に参加した理事で あって第三項の議事録 に異議をとどめな いものは、その決議に 賛成したものと推 定する。

又は 記名押印に代わる措置 をとらなければならない 。
５

理事会設置一般 社団法人は、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、 当該提案につき理 事（

（理 事会の決議の省略 ）
第九十六条

当該事項につい て議決に加わるこ 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（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 する旨の理事会の決議 があったものとみ なす旨を定款で定める ことができ
る。
（議事録等）

理事会設置 一般社団法人は、理事 会の日（前条の規 定により理事会の決議 があったものとみなさ れた日を含む。） から十年間

一

前項の 議事録等が電磁的記 録をもって作成され ているときは、当該電 磁的記録に記録さ れた事項を法務省令で 定める方法により表示

前項の議事録等が書 面をもって作成され ているときは、当該書 面の閲覧又は謄写 の請求

裁判所は 、前二項の請求に係る 閲覧又は謄写をす ることにより、当該理 事会設置一般社団法人 に著しい損害を及 ぼすおそれがあると認

請求 をすることができる。

債権者は、理事又は 監事の責任を追及 するため必要があると きは、裁判所の許可を 得て、第一項の議 事録等について前項各 号に掲げる

したものの閲 覧又は謄写の請求

二

社員は、その権 利を行使するため必要 があるときは、裁判所 の許可を得て、次 に掲げる請求をするこ とができる。

」という。） をその主たる事務所 に備え置かなければな らない。

、第九十 五条第三項の議事 録又は前条の意思表示を 記載し、若しく は記録した書面若しくは 電磁的記録（以下この 条において「議事 録等

第 九十七条

２

３
４

めるときは、前 二項の許可をすることが できない。
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理事、監事又は会計監 査人が理事及び監 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、 当該事項を理事会へ報

（理 事会への報告の省略）
第九十八条
前項の規定は、第九 十一条第二項の規定に よる報告について は、適用しない。

告することを要 しない。
２

監事は、 理事が不正の行為をし、 若しくは当該行為をす 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

（理事への 報告義務）
第百条

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（理事会設置 一般社団法人にあっては 、理事会）に報告 しなけれ
ばならない 。

監事は、理事が監 事設置一般社団法 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

（監事による理事の行 為の差止め）
第百三 条

するおそれ がある場合において、 当該行為によって 当該監事設置一般社団 法人に著しい損害が生 ずるおそれがある ときは、当該理事に対

前項の場合において 、裁判所が仮処分をも って同項の理事に 対し、その行為をやめ ることを命ずるときは 、担保を立てさせ ないものと

し、当該行為を やめることを請求するこ とができる。
２
する。

第七十七条第 四項及び第八十一条の 規定にかかわらず、監 事設置一般社団法 人が理事（理事であった 者を含む。以下この 条にお

（監事設置一般社団 法人と理事との間の 訴えにおける法人の代 表）
第百四 条

いて同じ。 ）に対し、又は理事 が監事設置一般社団 法人に対して訴えを提 起する場合には、 当該訴えについては、 監事が監事設置一般社

監事設置一 般社団法人が第二百八十 条第三項の訴訟告 知（理事の責任を追及 する訴えに係るものに 限る。）並びに第 二百八十一条第

監事設置一般社団法人 が第二百七十八条第 一項の訴えの提起の請 求（理事の責任を追及 する訴えの提起の 請求に限る。）を受け る場

第七十七条第四項の 規定にかかわらず 、次に掲げる場合には 、監事が監事設置一般 社団法人を代表す る。

団法人を代表す る。
２
一
合
二

二 項の規定による通 知及び催告（理事の責 任を追及する訴えに係 る訴訟における和 解に関するものに限る。 ）を受ける場合
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（監事の報 酬等）
監事の 報酬等は、定款にその額 を定めていない ときは、社員総会の決議 によって定める 。

監事が二人以上ある 場合において、各監事 の報酬等について 定款の定め又は社員総 会の決議がないと きは、当該報酬等は、 前項の報酬

第百五条
２

監事は、 社員総会において、監 事の報酬等について意 見を述べることが できる。

等の 範囲内において、監事 の協議によって定める。
３

監 事がその職務の 執行について監事設置一 般社団法人に対して次 に掲げる請求をし たときは、当該監事設 置一般社団法人は 、当

（費 用等の請求）
第百六条

二

一

負担し た債務の債権者に対す る弁済（当該債務 が弁済期にない場合に あっては、相当の担保 の提供）の請求

支出した費用及び支出 の日以後における その利息の償還の請求

費用の前払の請求

該請求に係る費 用又は債務が当該 監事の職務の執行に必 要でないことを証明した 場合を除き、こ れを拒むことができない 。

三

前条第一項の責 任は、総社員の同意がな ければ、免除す ることができない。

（ 一般社団法人に対す る損害賠償責任の免除 ）
第百十二 条

前条の規定 にかかわらず、役員等 の第百十一条第一項の 責任は、当該役員 等が職務を行うにつき善 意でかつ重大な過失 がない

（責任の一部免除）
第百十 三条

ときは、第 一号に掲げる額から 第二号に掲げる額（ 第百十五条第一項にお いて「最低責任限 度額」という。）を控 除して得た額を限度と
一

当該役員等がその在職 中に一般社団法人か ら職務執行の対価とし て受け、又は受けるべ き財産上の利益の 一年間当たりの額に相 当す

賠償の責任を負う 額

して、社員総会 の決議によって免除 することができる。
二

る額とし て法務省令で定める方 法により算定される額 に、次のイからハ までに掲げる役員等の 区分に応じ、当該 イからハまでに定める
代表理事

六

数を乗じて得 た額
イ
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ロ

ハ

代表理事以外の理事 であって、次に掲 げるもの

四

二

に掲げる 理事を除く。）

理事会 の決議によって一般社団 法人の業務を執 行する理事として選定さ れたもの
当該一般社団 法人の業務を執行した 理事（
当該一般社団法人 の使用人

理事（イ及びロに掲 げるものを除く。）、監 事又は会計監査人

一

前項の規定により 免除することができる 額の限度及びその算定の 根拠

責任の原因 となった事実及び賠償の 責任を負う額

前項の場 合には、理事は、同項 の社員総会において次 に掲げる事項を開 示しなければならない 。

二
責任を 免除すべき理由 及び免除額

監事設置一般 社団法人において は、理事は、第百十一 条第一項の責任の免除 （理事の責任の免 除に限る。）に関する議 案を社員総会に

第 一項の決議があった場 合において、一般 社団法人が当該決議後 に同項の役員等に対し 退職慰労金その他の 法務省令で定める財産 上の

第百十二条の規 定にかかわらず、監事設 置一般社団法人 （理事が二人以上ある場 合に限る。）は、第 百十一条第一項の責 任に

前条第三項の 規定は、定款を変 更して前項の規定によ る定款の定め（理事の責 任を免除するこ とができる旨の定めに限 る。）を設ける

第一項の 規定による定款の定め に基づいて役員等 の責任を免除する旨の 同意（理事会設置一般 社団法人にあって は、理事会の決議）を

行ったときは、 理事は、遅滞なく、前条 第二項各号に掲げ る事項及び責任を免除 することに異議がある 場合には一定の期 間内に当該異議

３

を得 る場合及び当該責任の 免除に関する議案を 理事会に提出する場合 について準用する。

議案を社員総会に提出 する場合、同項の規 定による定款の定め に基づく責任の免除（ 理事の責任の免除 に限る。）についての 理事の同意

２

で定めるこ とができる。

任を 負う理事を除く。） の過半数の同意（理 事会設置一般社団法人に あっては、理事 会の決議）によって免除 することができる旨を 定款

行の状況その他の事 情を勘案して特に必 要と認めるときは、前 条第一項の規定に より免除することがで きる額を限度として理 事（当該責

ついて、役員 等が職務を行うにつ き善意でかつ重大な過 失がない場合にお いて、責任の原因とな った事実の内容、当該役 員等の職務の執

第百十四 条

（ 理事等による免除に 関する定款の定め）

利益を与え るときは、社員総会の 承認を受けなけれ ばならない。

４

提出するには、監事（ 監事が二人以上あ る場合にあっては、各 監事）の同意を得なけ ればならない。

３

三

２

(1)

を述 べるべき旨を社員 に通知しなければなら ない。ただし、当該 期間は、一箇月を下 ることができない。
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(3) (2) (1)

４

総 社員（前項の責任を負 う役員等であるも のを除く。）の議決権 の十分の一（これ を下回る割合を定款で定 めた場合にあっては、 その

割合）以上 の議決権を有する社員 が同項の期間内に 同項の異議を述べたと きは、一般社団法人 は、第一項の規定に よる定款の定めに基づ

前条第四項の規定は 、第一項の規定による 定款の定めに基づ き責任を免除した場合 について準用する 。

く免除をしては ならない。
５

第百 十二条の規定にかかわら ず、一般社団法人は、 理事（業務執行理 事（代表理事、代表理 事以外の理事であ って理事会の決

（責任限定 契約）
第百十五条

議に よって一般社団法 人の業務を執行する理 事として選定されたもの 及び当該一般社 団法人の業務を執行した その他の理事をい う。次項

及び第百四 十一条第三項に おいて同じ。）又は当該 一般社団法人の使用人 でないものに限る 。）、監事又は会計監 査人（以下この条 及び

第三百一条第二 項第十二号におい て「非業務執行理事等 」という。）の第百十一 条第一項の責任 について、当該非業務執 行理事等が職務

を行うにつき善意でか つ重大な過失がな いときは、定款で定め た額の範囲内であらか じめ一般社団法人 が定めた額と最低責任 限度額との

前項の契 約を締結した非業務執 行理事等が当該一 般社団法人の業務執行 理事又は使用人に就任 したときは、当該 契約は、将来に向かっ

いず れか高い額を限度とす る旨の契約を非業 務執行理事等と締結する ことができる旨を定款 で定めることがで きる。
２

第百十三条第三項の 規定は、定款を変更し て第一項の規定に よる定款の定め（同項 に規定する理事と契約 を締結することが できる旨の

てその効力を失 う。
３

第一項の 契約を締結した一般社 団法人が、当該契約の 相手方である非業 務執行理事等が任務を 怠ったことにより損害 を受けたことを知

定めに限 る。）を設ける議 案を社員総会に提出する 場合について準用 する。
４
一

当該契 約の内容及び当該契 約を締結した理由

第百十三条第二項第 一号及び第二号に掲 げる事項

ったときは、その後 最初に招集される社 員総会において次に掲 げる事項を開示し なければならない。
二

第百十一条 第一項の損害のうち 、当該非業務執行理 事等が賠償する責任を負 わないとされた 額

第百十三条第四項の 規定は、非業務執 行理事等が第一項の契 約によって同項に規定 する限度を超える 部分について損害を賠 償する責任

三
５

を負 わないとされた場合に ついて準用する。

第八十四条 第一項第二号の取引（ 自己のためにした 取引に限る。）をした 理事の第百十一条第一項 の責任は、任務 を怠ったこ

（理事が自己の ためにした取引に関する 特則）
第百十 六条
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前三条の 規定は、前項の責任に ついては、適用し ない。

とが 当該理事の責めに帰す ることができない 事由によるものであるこ とをもって免れる ことができない。
２
（贈与又は遺贈に関す る規定の準用）

生前の処分で 財産の拠出をするときは 、その性質に反 しない限り、民法の贈与 に関する規定を準 用する。

遺言で財 産の拠出をするときは 、その性質に反しない 限り、民法の遺贈 に関する規定を準用す る。

第百五 十八条
２
（財 産の帰属時期）

生前の処分で 財産の拠出をしたときは 、当該財産は、一般財 団法人の成立の時 から当該一般財団法人 に帰属する。

遺言で財産の 拠出をしたときは 、当該財産は、遺言が 効力を生じた時から一 般財団法人に帰属 したものとみなす。

第百六十四条
２
（議 事録）

評議員会の議事につ いては、法務省令 で定めるところにより 、議事録を作成しなけ ればならない。

一般財団法人 は、評議員会の日から十 年間、前項の議 事録をその主たる事務所 に備え置かなければ ならない。

第百九十三条
２

一般財団法人は、評 議員会の日から五年間 、第一項の議事録 の写しをその従たる事 務所に備え置かなけれ ばならない。ただ し、当該議

一

第一項 の議事録が電磁的記 録をもって作成され ているときは、当該電 磁的記録に記録さ れた事項を法務省令で 定める方法により表示

第一項の議事録が書 面をもって作成され ているときは、当該書 面又は当該書面の 写しの閲覧又は謄写の請 求

評議員及び債権 者は、一般財団法人の 業務時間内は、いつで も、次に掲げる請 求をすることができる 。

の措置として 法務省令で定めるも のをとっているときは 、この限りでない 。

事録が電 磁的記録をもって 作成されている場合であ って、従たる事 務所における次項第二号 に掲げる請求に応じる ことを可能とする ため

３

４
二

したものの閲 覧又は謄写の請求

一般社団法人又は 一般財団法人は、 他の一般社団法人又は 一般財団法人と合併を することができる 。この場合においては

（合 併契約の締結）
第二百四十二 条

、合併をする法 人は、合併契約を締結し なければならない 。
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（合 併の制限）

次の各号に掲げる 場合には、合併後 存続する一般社団法人 若しくは一般財団 法人又は合併により設 立する一般社団法人若

一
合併をする法人が一般 財団法人のみである場合

合併をする法人が 一般社団法人のみであ る場合
一般財団法人

一般社団 法人

前項各号 に掲げる場合以外の場 合において、合併をす る一般社団法人が 合併契約の締結の日ま でに基金の全額を 返還していないときは

二

しくは一般財団 法人は、それぞれ当該各 号に定める種類 の法人でなければならな い。

第二百四十三 条

２

、合併後存続す る法人又は合併により設 立する法人は、一般社 団法人でなければ ならない。

一般社団法人又は 一般財団法人が吸収合 併をする場合には、吸 収合併契約におい て、次に掲げる事項を定 めなければなら

（吸収合併 契約）
第二百四十四条

吸収合併が その効力を生ずる日（以 下この節におい て「効力発生日」という 。）

人又は一 般財団法人（以下「吸 収合併消滅法人」 という。）の名称及び 住所

吸収合併後存続する一 般社団法人又は一 般財団法人（以下「吸 収合併存続法人」という 。）及び吸収合併 により消滅する一般社 団法

ない。
一
二
（吸収合 併の効力の発生等 ）

吸収合併消滅法 人の吸収合併による解 散は、吸収合併の登記 の後でなければ、 これをもって第三者に 対抗することができ ない。

吸収合併存続法人 は、効力発生日に、吸 収合併消滅法人の 権利義務を承継する。

２

前 二項の規定は、第 二百四十八条若しくは 第二百五十二条の規定 による手続が終了 していない場合又は吸収 合併を中止した場合 には、

第二百四十五 条
３
適用しない 。

（吸収合併契約に関 する書面等の備置き及 び閲覧等）

吸収合併消 滅法人は、吸収合 併契約備置開始日から 効力発生日までの間、吸 収合併契約の内容 その他法務省令で定め る事

一般社団法人であ る吸収合併消滅法人に あっては、次条の社 員総会の日の二週間 前の日（第五十八条第一 項の場合にあっ ては、同項

前項に規定す る「吸収合併契約備置開 始日」とは、次 に掲げる日のいずれか早 い日をいう。

項を記載し 、又は記録した書面又 は電磁的記録をその 主たる事務所に備え 置かなければならない 。

第二百 四十六条
２
一
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３

二
三

の 提案があった日）

一般財 団法人である吸収合併 消滅法人にあって は、次条の評議員会の 日の二週間前の日（ 第百九十四条第一項 の場合にあっては、同
項の提案があ った日）
第二百四十八条第 二項の規定による公告 の日又は同項の規 定による催告の日のい ずれか早い日

吸 収合併消滅法人の社員 、評議員及び債権者は、 吸収合併消滅法 人に対して、その業務時 間内は、いつでも 、次に掲げる請求をす るこ

とができる 。ただし、社員及び債 権者が第二号又は第四 号に掲げる請求を するには、当該吸収合 併消滅法人の定めた 費用を支払わなけれ

三

二

一

第一項の電磁的記 録に記録された事 項を電磁的方法であっ て吸収合併消滅法人の 定めたものにより 提供することの請求又 はその事項

第一項の電 磁的記録に記録さ れた事項を法務省令で 定める方法により表示し たものの閲覧の 請求

第一項 の書面の謄本又 は抄本の交付の請求

第一項の書面の閲 覧の請求

ばならない。

四
を 記載した書面の交付の 請求

吸収合 併消滅法人は、効力発 生日の前日までに 、社員総会又は評議員 会の決議によって、吸 収合併契約の承認 を受けなけ

（吸収合併契約 の承認）
第 二百四十七条
ればなら ない。
（債権者の異議）

吸収合 併消滅法人の債権者は 、吸収合併消滅法人に 対し、吸収合併に ついて異議を述べること ができる。

吸収合併 消滅法人は、次に 掲げる事項を官報に公 告し、かつ、知れてい る債権者には、各 別にこれを催告しなけ ればならない。ただ し

第二百 四十八条
２
一

吸収合併存続法人の名 称及び住所

吸収合併をする旨

、第四号の期間 は、一箇月を下るこ とができない。
二

吸収合 併消滅法人及び吸収合 併存続法人の計算書 類（第百二十三条第 二項（第百九十九条に おいて準用する場 合を含む。）に規定す
債権者が一定の期 間内に異議を述べるこ とができる旨

る計算書類を いう。以下同じ。）に関 する事項として法務 省令で定めるもの

三
四
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３

前 項の規定にかかわらず 、吸収合併消滅法 人が同項の規定による 公告を、官報のほ か、第三百三十一条第一 項の規定による定めに 従い

債権者が第二 項第四号の期間内に異議 を述べなかった ときは、当該債権者は、 当該吸収合併に ついて承認をしたものと みなす。

、同項第二 号又は第三号に掲げる 方法によりすると きは、前項の規定によ る各別の催告は、す ることを要しない。
４

債権者が第二項第四 号の期間内に異議を述 べたときは、吸収 合併消滅法人は、当該 債権者に対し、弁 済し、若しくは相当の 担保を提供

前 各項の規定は、基 金の返還に係る債権の 債権者については、適 用しない。

信託しなければ ならない。ただし、当該 吸収合併をしても当該 債権者を害するお それがないときは、こ の限りでない。

営等に関す る法律（昭和十八年法 律第四十三号）第一条 第一項の認可を受 けた金融機関をいう。 ）をいう。以下同じ 。）に相当の財産を

し、 又は当該債権者に弁済 を受けさせることを目的 として信託会社 等（信託会社及び信託業 務を営む金融機関 （金融機関の信託業務 の兼

５

６
（吸収合併の効 力発生日の変更）

吸収合 併消滅法人は、吸 収合併存続法人との合 意により、効力発生日 を変更することが できる。

第一項の規定 により効力発生日を変更 したときは、変 更後の効力発生日を効力 発生日とみなして、 第二百四十五条及び この款の規定を

、当該変更 後の効力発生日）の前 日までに、変更後 の効力発生日を公告し なければならない。

前 項の場合には、吸収合 併消滅法人は、変 更前の効力発生日（変 更後の効力発生日が変 更前の効力発生日前 の日である場合にあっ ては

第二百四十九条
２
３
適 用する。

吸収 合併存続法人は、吸収 合併契約備置開始日か ら効力発生日後六 箇月を経過する日まで の間、吸収合併契約 の内容その他

（吸収合併契 約に関する書面等の 備置き及び閲覧等）

三

二

一

吸 収合併存続法人の 社員、評議員及び債権 者は、吸収合併存 続法人に対して、その 業務時間内は、いつでも 、次に掲げる請 求をするこ

第二百五十 二条第二項の規定による 公告の日又は同項 の規定による催告の日 のいずれか早い日

は、同項 の提案があった日）

一般財団法人である吸 収合併存続法人にあ っては、次条第一項 の評議員会の日の二週間 前の日（第百九十 四条第一項の場合にあ って

、同項の提案があっ た日）

一般社団法 人である吸収合併存 続法人にあっては、 次条第一項の社員総会の 日の二週間前の 日（第五十八条第一項の 場合にあっては

前項に規 定する「吸収合併 契約備置開始日」とは 、次に掲げる日のいず れか早い日をいう 。

法務 省令で定める事項を 記載し、又は記録し た書面又は電磁的記録 をその主たる事務 所に備え置かなければな らない。

第二百五十条
２

３
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とが できる。ただし、社員 及び債権者が第二 号又は第四号に掲げる 請求をするには、当 該吸収合併存続法人の 定めた費用を支払わな けれ

三

二

一

第一項 の電磁的記録に記録さ れた事項を電磁的方法 であって吸収合併 存続法人の定めたもの により提供すること の請求又はその事項

第一項の電磁的記録に 記録された事項を法務省 令で定める方法 により表示したものの閲 覧の請求

第一項の書面の謄 本又は抄本の交付の請 求

第一項の書 面の閲覧の請求

ばならない 。

四
を記載した書面 の交付の請求
（吸収合併 契約の承認）

吸収合併存続法人 は、効力発生日の前日 までに、社員総会又は 評議員会の決議に よって、吸収合併契約の 承認を受けなけ

吸 収合併存続法人が承継 する吸収合併消滅 法人の債務の額として 法務省令で定める額が 吸収合併存続法人が 承継する吸収合併消滅 法人

ればならない。

第二百五十一条
２

の資産の額 として法務省令で定め る額を超える場合 には、理事は、前項の 社員総会又は評議員会 において、その旨 を説明しなければなら
ない。
（債権者 の異議）

吸収合併存続法人 の債権者は、吸収合併 存続法人に対し、 吸収合併について異議 を述べることができる 。

三

二

一

債権者が一定の期間内 に異議を述べること ができる旨

吸収合併存続法人 及び吸収合併消滅法 人の計算書類に関す る事項として法務省令 で定めるもの

吸収合併消 滅法人の名称及び住 所

吸収合 併をする旨

債 権者が第二項第四 号の期間内に異議を述 べなかったときは 、当該債権者は、当該 吸収合併について承認を したものとみな す。

、同項第二号又 は第三号に掲げる方法に よりするときは、 前項の規定による各別 の催告は、することを 要しない。

前項の規 定にかかわらず、吸収 合併存続法人が同 項の規定による公告を 、官報のほか、第三百 三十一条第一項の 規定による定めに従い

四

、第 四号の期間は、一箇 月を下ることができ ない。

吸収合併存続法 人は、次に掲げる事項 を官報に公告し、かつ 、知れている債権 者には、各別にこれを 催告しなければなら ない。ただし

第二百五十二 条
２

３
４
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５

６

債 権者が第二項第四号の 期間内に異議を述 べたときは、吸収合併 存続法人は、当該 債権者に対し、弁済し、 若しくは相当の担保を 提供

し、又は当 該債権者に弁済を受け させることを目的 として信託会社等に相 当の財産を信託しな ければならない。た だし、当該吸収合併を
しても当該債権 者を害するおそれがない ときは、この限 りでない。
前各項の規定は、基 金の返還に係る債権の 債権者については 、適用しない。

吸収合併存続法人は、効 力発生日後遅滞なく、 吸収合併により吸 収合併存続法人が承継 した吸収合併消滅 法人の権利義務

（吸収合併 に関する書面等の備置 き及び閲覧等）
第二百五十三条
２

吸収合併存続 法人の社員、評議 員及び債権者は、吸収 合併存続法人に対して 、その業務時間内 は、いつでも、次に掲げ る請求をするこ

吸収合併 存続法人は、効 力発生日から六箇月間、 前項の書面又は電磁的 記録をその主たる 事務所に備え置かなけ ればならない。

その 他の吸収合併に関 する事項として法務省 令で定める事項を記載 し、又は記録した 書面又は電磁的記録を作 成しなければなら ない。
３

とができる。ただし、 社員及び債権者が 第二号又は第四号に掲 げる請求をするには、 当該吸収合併存続 法人の定めた費用を支 払わなけれ

三

二

一

第一 項の電磁的記録に 記録された事項を電磁的 方法であって吸 収合併存続法人の定めた ものにより提供するこ との請求又はその 事項

第一項の電磁的記 録に記録された事項を 法務省令で定める 方法により表示したも のの閲覧の請求

第一項の書 面の謄本又は抄本の交付 の請求

第一項 の書面の閲覧の請求

ばな らない。

四
を記載した書 面の交付の請求

新設合併により消 滅する一般社団法人 又は一般財団法人（ 以下「新設合併消滅法 人」という。）の 名称及び住所

二以上の一般 社団法人又は一般財団 法人が新設合併をする 場合には、新設合 併契約において、次に 掲げる事項を定めな け

（新 設合併契約）
第二百五十四 条
一

新設合併により設立す る一般社団法人又は 一般財団法人（以下 「新設合併設立法人」と いう。）の目的、 名称及び主たる事務所 の所

ればならない。
二
三

新設合併設立法人 の設立に際して理事と なる者の氏名

前号に掲げ るもののほか、新設合併 設立法人の定款で 定める事項

在地
四
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新設合併設立法人が会 計監査人設置一般 社団法人又は会計監査 人設置一般財団法人 であるときは、その設 立に際して会計監査人 とな
新設合併設 立法人が監事設置一般社 団法人であると きは、設立時監事の氏名

五
六

新設合併設立法人 が一般財団法人である ときは、設立時評 議員及び設立時監事の 氏名

る者の氏 名又は名称
七

新設合併設立法人は、そ の成立の日に、新設合 併消滅法人の権利 義務を承継する。

（新設合併 の効力の発生）
第二百五十五条

新設合併消滅法人 は、新設合併契約備置 開始日から新設合併設 立法人の成立の日 までの間、新設合併契約 の内容その他法

（新設合併 契約に関する書 面等の備置き及び閲覧等 ）

三

二

一

新設合併消滅法 人の社員、評議員及び 債権者は、新設合併消 滅法人に対して、 その業務時間内は、い つでも、次に掲げる 請求をするこ

第二百五 十八条第二項の規定 による公告の日又は同 項の規定による催 告の日のいずれか早い 日

項の提案 があった日）

一般財団法人であ る新設合併消滅法人に あっては、次条の 評議員会の日の二週間 前の日（第百九十四条第 一項の場合にあ っては、同

の提案があっ た日）

一般社 団法人である新設合併 消滅法人にあって は、次条の社員総会の 日の二週間前の日（第 五十八条第一項の 場合にあっては、同項

前 項に規定する「新設合 併契約備置開始日 」とは、次に掲げる日 のいずれか早い日をい う。

務省令で定める事項を 記載し、又は記録 した書面又は電磁的記 録をその主たる事務所 に備え置かなけれ ばならない。

第二百五十六条
２

３

とが できる。ただし、社 員及び債権者が第二 号又は第四号に掲げる 請求をするには、 当該新設合併消滅法人の 定めた費用を支払わな けれ

三

二

一

第一項 の電磁的記録に記録さ れた事項を電磁的方 法であって新設合併 消滅法人の定めたもの により提供するこ との請求又はその事項

第一項の電磁的記録に 記録された事項を法 務省令で定める方法 により表示したものの閲 覧の請求

第一項の書面の謄 本又は抄本の交付の 請求

第一項の書 面の閲覧の請求

ばならない 。

四

を記載した書 面の交付の請求
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新設合併消滅法人 は、社員総会又は 評議員会の決議によっ て、新設合併契約 の承認を受けなければ ならない。

（新 設合併契約の承認）
第二百五十七 条
（債権者の異議）

新設合併消 滅法人の債権者は、新設 合併消滅法人に 対し、新設合併について 異議を述べること ができる。

三

二

一

債権者が一定の期 間内に異議を述べ ることができる旨

新設合併消 滅法人の計算書類 に関する事項として法 務省令で定めるもの

他の新 設合併消滅法人 及び新設合併設立法人の 名称及び住所

新設合併をする旨

前 項の規定にかかわらず 、新設合併消滅法 人が同項の規定による 公告を、官報のほか、 第三百三十一条第一 項の規定による定めに 従い

四

、第四号の期間 は、一箇月を下ることが できない。

新設合併 消滅法人は、次に掲げ る事項を官報に公告し 、かつ、知れてい る債権者には、各別に これを催告しなけ ればならない。ただし

第二百 五十八条
２

３

債権者が第二 項第四号の期間内に異議 を述べなかった ときは、当該債権者は、 当該新設合併につい て承認をしたものと みなす。

、同項第二 号又は第三号に掲げる 方法によりすると きは、前項の規定によ る各別の催告は、する ことを要しない。
４

債権者が第二項第四 号の期間内に異議を述 べたときは、新設 合併消滅法人は、当該 債権者に対し、弁済し 、若しくは相当の 担保を提供

前各項の規定は 、基金の返還に係る債 権の債権者については 、適用しない。

しても当該債 権者を害するおそれ がないときは、この限 りでない。

し、又は 当該債権者に弁済 を受けさせることを目的 として信託会社 等に相当の財産を信託し なければならない。た だし、当該新設合 併を

５

６
（設立の特 則）

第二章第一節（第 十一条（第一項第四号 を除く。）、第十二条、 第十四条、第十 六条、第四款及び第五款 を除く。）の規

新設合併設立 法人の定款は、新設合併 消滅法人が作成 する。

百六十条、 第五款並びに第百六十 三条を除く。）の規 定は、一般財団法人 である新設合併設立法 人の設立について は、適用しない。

第 三章第一節（第百五十 三条第一項第一号 から第三号まで及び第 八号から第十号まで並び に第三項、第百五 十四条、第百五十六条 、第

定は、一般社団法人で ある新設合併設立法 人の設立については 、適用しない。

第二百五十九条
２
３
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（一 般社団法人等の組織に 関する行為の無効 の訴え）

次の各号に掲げる 行為の無効は、当 該各号に定める期間に 、訴えをもっての み主張することができ る。

一般社団法 人等の設立
吸収合併の 効力が生じた日か ら六箇月以内

第二百六十四 条
一
一般社団法人等の 吸収合併
新設合併の効力が 生じた日から六箇 月以内

一般社団法 人等の成立の日 から二年以内

二
一般社団法人等の新設 合併
前項第一号 に掲げる行為

当該行為の効力が生 じた日において吸収合 併をする一般社団 法人等の社員等であっ た者又は吸収合併 存続

設立する 一般社団法人等の社員 等（社員、評議員 、理事、監事又は清算 人をいう。以下こ の款において同

次の各号 に掲げる行為の無効の 訴えは、当該各号に定 める者に限り、提 起することができる。

三
２
一
前項第 二号に掲げる行 為

じ 。）
二
前項第三号に掲げ る行為

当該行為 の効力が生じた日にお いて新設合併をする一 般社団法人等の社 員等であった者又は新 設合併設立

法人の社員等 、破産管財人若し くは吸収合併について 承認をしなかった債権者
三

法 人の社員等、破産管財 人若しくは新設合 併について承認をしなか った債権者
（責任追及の訴 え）

社員は 、一般社団法人に対し 、書面その他の法 務省令で定める方法に より、設立時社員、設 立時理事、役員等 （第百十一

第一項及 び第二項の規定にかか わらず、同項の期 間の経過により一般社 団法人に回復すること ができない損害が 生ずるおそれがある場

を提 起しない理由を書面そ の他の法務省令で定 める方法により通知 しなければならない。

同項の設立時社員、設 立時理事、役員等若 しくは清算人から請 求を受けたときは、当 該請求をした者に 対し、遅滞なく、責任 追及の訴え

一般社団法人 は、第一項の規定 による請求の日から六 十日以内に責任追及の訴 えを提起しない 場合において、当該請求 をした社員又は

人のために 、責任追及の訴えを 提起することができ る。

一 般社団法人が前項 の規定による請求の日 から六十日以内に責任 追及の訴えを提起 しないときは、当該請求 をした社員は、一般 社団法

人に損害を加えるこ とを目的とする場合 は、この限りでない。

という。）の 提起を請求すること ができる。ただし、責 任追及の訴えが当 該社員若しくは第三者 の不正な利益を図り又は 当該一般社団法

条第一項 に規定する役員等 をいう。第三項において 同じ。）又は清 算人の責任を追及する訴 え（以下この款におい て「責任追及の訴 え」

第 二百七十八条

２
３

４

合には、第一項 の社員は、一般社団法人 のために、直ちに 責任追及の訴えを提起 することができる。た だし、同項ただし 書に規定する場
合は 、この限りでない 。
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５

社員が責 任追及の訴えを提起し たときは、裁判所 は、被告の申立てによ り、当該社員に対 し、相当の担保を立て るべきことを命ずるこ

第 二項又は前項の責任追 及の訴えは、訴訟 の目的の価額の算定に ついては、財産権 上の請求でない請求に係 る訴えとみなす。

被告が前項の申立て をするには、責任追及 の訴えの提起が悪 意によるものであるこ とを疎明しなけれ ばならない。

とができる。

６
７

責任追及の訴えは、一般 社団法人の主たる事務 所の所在地を管轄 する地方裁判所の管轄 に専属する。

社 員又は一般社団法 人は、共同訴訟人とし て、又は当事者の一方 を補助するため、 責任追及の訴えに係る訴 訟に参加するこ

（訴えの管 轄）
第二百七十九条
（訴訟参加 ）
第二百八十条

とができる。ただし、 不当に訴訟手続を 遅延させることとなる とき、又は裁判所に対 し過大な事務負担 を及ぼすこととなると きは、この
限り でない。

監事設置 一般社団法人が、理事 及び清算人並びに これらの者であった者 を補助するため、責任 追及の訴えに係る 訴訟に参加するには、

社員は、責任追及の 訴えを提起したときは 、遅滞なく、一般 社団法人に対し、訴訟 告知をしなければなら ない。

２
３

一般 社団法人は、責任追 及の訴えを提起したとき 、又は前項の訴 訟告知を受けたときは、 遅滞なく、その旨を 社員に通知しなけれ ばな

監事（監事が二 人以上ある場合にあって は、各監事）の 同意を得なければならな い。
４
らない。
（和 解）

民事訴訟法第 二百六十七条の規定は 、一般社団法人が責任 追及の訴えに係る 訴訟における和解の当 事者でない場合には 、

第 二十五条、第百十 二条（第二百十七条第 四項において準用 する場合を含む。）及 び第百四十一条第五項（ 同項ただし書に 規定する超

たものとみなす 。

一般社団 法人が前項の期間内に 書面により異議を 述べなかったときは、 同項の規定による通知 の内容で社員が和 解をすることを承認し

に異 議を述べるべき旨を催 告しなければならな い。

前項に規定する場合 において、裁判所 は、一般社団法人に対 し、和解の内容を通知 し、かつ、当該和 解に異議があるときは 二週間以内

当該訴訟におけ る訴訟の目的につい ては、適用しない。 ただし、当該一般社団法 人の承認がある 場合は、この限りでない 。

第二百八十一 条
２
３
４
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過額 を超えない部分につい て負う責任に係る 部分に限る。）の規定 は、責任追及の訴え に係る訴訟における和 解をする場合には、適 用し
ない。
（費用等の請求）

責任追及の 訴えを提起した社員が勝 訴（一部勝訴を 含む。）した場合におい て、当該責任追及 の訴えに係る訴訟に関 し、

責任追及の訴えが 提起された場合に おいて、原告及び被告 が共謀して責任追及の 訴えに係る訴訟の 目的である一般社団法

前二項の規定 は、第二百八十条 第一項の規定により同 項の訴訟に参加した社 員について準用す る。

よって生じ た損害を賠償す る義務を負わない。

責 任追及の訴えを提 起した社員が敗訴した 場合であっても、悪意 があったときを除 き、当該社員は、当該一 般社団法人に対 し、これに

その費用の額の 範囲内又はその報酬額の 範囲内で相当と認めら れる額の支払を請 求することができる。

必要な費用 （訴訟費用を除く。） を支出したとき又は弁 護士若しくは弁護 士法人に報酬を支払う べきときは、当該一 般社団法人に対し、

第二百 八十二条

２
３
（再 審の訴え）
第二百八十三 条

人の権利を害す る目的をもって判決をさ せたときは、一 般社団法人又は社員は、 確定した終局判決に対 し、再審の訴えを もって、不服を
前条 の規定は、前項の再 審の訴えについて準用す る。

申 し立てることができ る。
２

理事、 監事又は評議員（以下 この款において「役員 等」という。）の 職務の執行に関し不正の 行為又は法令若しく は定款

（一般社団法人等の 役員等の解任の訴え ）
第二百 八十四条

に違反する 重大な事実があった にもかかわらず、当 該役員等を解任する旨 の議案が社員総会 又は評議員会において 否決されたときは、次

総社員（当該請求 に係る理事又は監事 である社員を除く。 ）の議決権の十分の一 （これを下回る割 合を定款で定めた場合 にあっては

に掲げる者は、 当該社員総会又は評 議員会の日から三十 日以内に、訴えをもって 当該役員等の解 任を請求することができ る。
一
評議員

、 その割合）以上の議決 権を有する社員（当該 請求に係る理事又は 監事である社員を除く 。）
二
（被 告）
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第二百 八十五条

前条の訴え （次条及び第三百 十五条第一項第一号ニ において「一般社 団法人等の役員等の解任 の訴え」という。）に つい

一般社団法 人等の役員等の解任の訴 えは、当該一般 社団法人等の主たる事務 所の所在地を管轄 する地方裁判所の管轄 に専

ては、当該 一般社団法人等及び前 条の役員等を被告 とする。
（訴えの管轄）
第二百 八十六条
属する。

この法律の 規定による非訟事件（次 項に規定する事件を除 く。）は、一般社 団法人等の主たる事務 所の所在地を管轄 する

（非 訟事件の管轄）

（略）

この法律の規定による許 可の申立てをす る場合には、その原因と なる事実を疎明しな ければならない。

地方裁判所の管 轄に属する。

第二百八十七 条
２
（疎明）
第二百八十八条

裁判所は、この法 律の規定による非訟事 件についての裁判 のうち、次の各号に掲 げる裁判をする場合に は、当該各号に定

（陳述の 聴取）
第二百八十九 条

める者の陳述を聴か なければならない。 ただし、不適法又は理 由がないことが明 らかであるとして申立 てを却下する裁判をす るときは、

当 該一般社団法人等

第七十五条第二項 （第百七十七条にお いて準用する場合を 含む。）、第七十九条 第二項（第百九十 七条において準用する 場合を含む。

ての裁判

この法 律の規定により一般 社団法人等が作成し 、又は備え置いた書面 又は電磁的記録に ついての閲覧又は謄写 の許可の申立てについ

この 限りでない。
一
二

） 若しくは第百七十五条 第二項の規定により選 任された一時理事 、監事、代表理事若しく は評議員の職務を 行うべき者、清算人、 第二

当該一般社団

百十条第 四項において準用する 第七十五条第二項若し くは第二百十四条 第七項において準用す る第七十九条第二 項の規定により選任さ

れた一時清算 人若しくは代表清算人の 職務を行うべき者、 検査役又は第二百六 十二条第二項の管理人 の報酬の額の決定

法 人等（報酬を受け る者が監事を置く一般 社団法人等を代表する 者である場合にお いて、他に当該一般社団 法人等を代表す る者が存し
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三

な いときは、監事）及び 報酬を受ける者
第百三 十七条第七項の規定に よる裁判

当該一 般社団法人（一般社団 法人の成立前にあっ ては、設立時社員） 及び現物拠出財産を給

清算人の解任につ いての裁判

付する者
四
第二百六十一条第一項 の規定による裁判

当該清算 人

五
第二百 七十五条第四項の申立 てについての裁判

同 項に規定する行為 をした一般社団法人等

当該 一般社団法人等

六

この法律の規 定による非訟事件につい ての裁判には、理由を 付さなければなら ない。ただし、次に掲 げる裁判について は、

（理 由の付記）
第二百九十条
一
第二百九十三条各号に 掲げる裁判

前条第二号に掲げ る裁判

この限りでない 。
二
（即時抗告）
利害関係人

次の各 号に掲げる裁判に対し ては、当該各号に 定める者に限り、即時 抗告をすることができ る。

第二 百六十二条第一項 の規定による保全処分に ついての裁判

第 二百九十一条
一
第二百八 十九条各号に掲げる 裁判

申立人及び当該 各号に定める者（ 同条第二号及び第三号 に掲げる裁判にあっては 、当該各号に定

二
める者）

前条の即時抗告は 、執行停止の効力を有 する。ただし、第二百八 十九条第二号か ら第四号までに掲げる裁 判に対するもの

（原裁判の 執行停止）
第二百九十二条

については、この限り でない。

この法律の規定による非 訟事件について は、非訟事件手続法（平 成二十三年法律第五十 一号）第四十条及 び第五十七条第

（非訟事件 手続法の規定の適用除 外）
第二百九十四条

二項 第二号の規定は、 適用しない。
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（最高裁判 所規則）

この法律に定めるものの ほか、この法律 の規定による非訟事件の 手続に関し必要 な事項は、最高裁判所規 則で定める。

公益法人は、 次に掲げる財産（以下 「公益目的事業財産」 という。）を公益 目的事業を行うために使 用し、又は処分 しなければ

公益社団 法人及び公益財団法人 の認定等に関する法律 （平成十八年法律 第四十九号）（抄）

第二百九十五条

○
第十八 条
一

公益認定を受けた 日以後に交付を受 けた補助金その他の財 産（財産を交付した者 が公益目的事業以 外のために使用すべき 旨を定めた

公益認定を 受けた日以後に寄 附を受けた財産（寄附 をした者が公益目的事業 以外のために使 用すべき旨を定めたもの を除く。）

ならない。 ただし、内閣府 令で定める正当な理由が ある場合は、この限り でない。
二

五

四

三

第五 条第十六号に規定 する財産（前各号に掲げ るものを除く。 ）

前各号に掲げる財 産を支出することによ り取得した財産

公益認定を 受けた日以後に行った収 益事業等から生 じた収益に内閣府令で定 める割合を乗じて得た 額に相当する財産

公益認 定を受けた日以後に行 った公益目的事業 に係る活動の対価とし て得た財産

も のを除く。）

六

公益認定 を受けた日の前に取 得した財産であって同 日以後に内閣府令 で定める方法により公 益目的事業の用に供する ものである旨を

前各号に掲げるもの のほか、当該公益法 人が公益目的事業を行 うことにより取得 し、又は公益目的事業を 行うために保有してい ると

表示した財産

七
八

認められ るものとして内閣府令 で定める財産

行政庁が前条第一 項若しくは第二項 の規定による公益認定 の取消しをした場合又は 公益法人が合併に より消滅する場合（そ の権

（公益認定の取消し等 に伴う贈与）
第三十 条

利義務を承 継する法人が公益法人 であるときを除く。 ）において、第五条 第十七号に規定する定 款の定めに従い、 当該公益認定の取消し

の日又は当該合 併の日から一箇月以内に 公益目的取得財産 残額に相当する額の財 産の贈与に係る書面に よる契約が成立し ないときは、内

閣総 理大臣が行政庁で ある場合にあっては国 、都道府県知事が行 政庁である場合にあ っては当該都道府県が当 該公益目的取得 財産残額に
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相当 する額の金銭について 、同号に規定する 定款で定める贈与を当 該公益認定の取消し を受けた法人又は当該 合併により消滅する公 益法

人の権利義 務を承継する法人（第 四項において「認 定取消法人等」という 。）から受ける旨の 書面による契約が成 立したものとみなす。

当該公益認定の 取消しの日又は当該合併 の日から一箇月 以内に当該公益目的取得 財産残額の一部に 相当する額の財産につ いて同号に規定

する定款で定める贈与 に係る書面による契約 が成立した場合に おける残余の部分につ いても、同様とする 。

前 項に規定する「公益目 的取得財産残額」とは、 第一号に掲げる 財産から第二号に掲げる 財産を除外した残 余の財産の価額の合計 額か

前 項に規定する額の算定 の細目その他公益 目的取得財産残額の算 定に関し必要な事項は 、内閣府令で定める 。

２
ら第三号に 掲げる額を控除して得 た額をいう。

当該公益法 人が取得したすべての公 益目的事業財産（第十 八条第六号に掲げ る財産にあっては、公 益認定を受けた日 前に取得したも

当該公 益法人が公益認 定を受けた日以後に公益 目的事業を行うために 費消し、又は譲渡 した公益目的事業財産

一
二

公益目的事 業財産以外の財産 であって当該公益法人 が公益認定を受けた日以 後に公益目的事 業を行うために費消し、 又は譲渡したも

の を除く。）
三
３

行政庁は 、第一項の場合には、 認定取消法人等に 対し、前二項の規定に より算定した公益目的 取得財産残額及び 第一項の規定により当

の及び同日以後に公 益目的事業の実施 に伴い負担した公租公 課の支払その他内閣府 令で定めるものの 額の合計額
４

該認定取消法人 等と国又は都道府県との 間に当該公益目 的取得財産残額又はその 一部に相当する額の金 銭の贈与に係る契 約が成立した旨
５

金 融機関の信託業務 の兼営等に関する法律 （平成十八年法律第四 十三号）（抄）

公益 法人は、第五条第十 七号に規定する定款の定 めを変更するこ とができない。

を 通知しなければなら ない。

○

銀行その他の金 融機関（政令で定 めるものに限る。以下 「金融機関」という。 ）は、他の法律の 規定にかかわらず、内 閣総理大臣

（兼営の認可）
第一条

の認 可を受けて、信託業法 （平成十六年法律第 百五十四号）第二条 第一項に規定する信託業 及び次に掲げる業 務（政令で定めるもの を除
一

信託受益権売買等 業務（信託受益権の売 買等（金融商品取引 法（昭和二十三年法 律第二十五号）第六十五 条の五第一項に 規定する信

信託業法第 二条第八項に規定する信 託契約代理業

く。以下「 信託業務」という。） を営むことができる 。
二
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託 受益権の売買等をいう 。）を行う業務を いう。次条第三項及び 第四項において同じ。 ）

財産の 管理（受託する信託財 産と同じ種類の財 産について、次項の信 託業務の種類及び方 法に規定する信託財 産の管理の方法と同じ
財産に関する遺言 の執行

三
四
会計の検査

方法により管 理を行うものに限る。）
五
財産の 取得、処分又は貸借に 関する代理又は媒介
第三号に掲げる 財産の管理

六
イ
財産 の整理又は清算

次に掲げる 事項に関する代理事務
ロ
債権の取 立て

七

ハ
債務の履行

（ 略）

ニ
２
（略）

会社 分割に伴う労働契約 の承継等に関する法律（ 平成十二年法律 第百三号）（抄）

３

○

会社（株式会社 及び合同会社をいう。 以下同じ。）は、会社 法第五編第三章及 び第五章の規定による分 割（吸収分割又は新 設分割

（労働者等への通知 ）
第二条

をいう。以 下同じ。）をすると きは、次に掲げる労 働者に対し、通知期限 日までに、当該分 割に関し、当該会社が 当該労働者との間で締

結している労働 契約を当該分割に係 る承継会社等（吸収 分割にあっては同法第七 百五十七条に規 定する吸収分割承継会社 、新設分割にあ

っては同法第七百六十 三条第一項に規定す る新設分割設立会社 をいう。以下同じ。） が承継する旨の分 割契約等（吸収分割に あっては吸

収分 割契約（同法第七百五 十七条の吸収分割契 約をいう。以下同じ 。）、新設分割にあって は新設分割計画（ 同法第七百六十二条第 一項

の新設分割 計画をいう。以下同じ 。）をいう。以下同 じ。）における定め の有無、第四条第三項 に規定する異議申 出期限日その他厚生労

当該会社が雇用す る労働者であって、承 継会社等に承継され る事業に主として従 事するものとして厚生労 働省令で定める もの

働省令で定める 事項を書面により通知し なければならない 。
一
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２

３

二

当該会社が雇用する労 働者（前号に掲げ る労働者を除く。）で あって、当該分割契 約等にその者が当該会 社との間で締結してい る労
働契約を 承継会社等が承継する 旨の定めがあるも の

前項の分割を する会社（以下「分割会 社」という。） は、労働組合法（昭和二 十四年法律第百 七十四号）第二条の労働 組合（以下単に

「労働組合」という。 ）との間で労働協約を 締結しているとき は、当該労働組合に対 し、通知期限日まで に、当該分割に関し 、当該労働

当該株主 総会（第

協約 を承継会社等が承継す る旨の当該分割契約等に おける定めの有 無その他厚生労働省令で 定める事項を書面 により通知しなければ なら

吸収 分割契約が締結さ れた日又は新設分割計 画が作成された日から 起算して、二週間 を経過する日

株式会社が 分割をする場合で あって当該分割に係る 分割契約等について株主 総会の決議によ る承認を要しないとき又 は合同会社が分

四条第三 項第一号において 「承認株主総会」とい う。）の日の二週間前 の日の前日

株式会社が分割を する場合であって当該 分割に係る分割契約等 について株主総会 の決議による承認を要す るとき

前二項及び第 四条第三項第一号の「通 知期限日」とは、次の 各号に掲げる場合 に応じ、当該各号に定 める日をいう。

ない。
一
二
割をする場合

前条第一 項第一号に掲げる労働者 が分割会社との 間で締結している労働契 約であって、分割契 約等に承継会社等が 承継する旨の定

（承継され る事業に主として従事 する労働者に係る 労働契約の承継）
第三条

め があるものは、当該 分割契約等に係る分割 の効力が生じた日 に、当該承継会社等に 承継されるものとする。

第二 条第一項第一号に掲げ る労働者であって、分 割契約等にその者 が分割会社との間で締 結している労働契約を 承継会社等が承継

一

第二条 第三項第二号に掲げる 場合

第二条第三項第一号に 掲げる場合

同号の吸収分 割契約又は新設分割 計画に係る分割の効力 が生ずる日の前日 までの日で分割会社が

通知期 限日の翌日から承認 株主総会の日の前日まで の期間の範囲内で 分割会社が定める日

第 一項に規定する労 働者が同項の異議を申 し出たときは、会 社法第七百五十九条第 一項、第七百六十一条第 一項、第七百六 十四条第一

定める日

二

前二項の「異議申出 期限日」とは、次 の各号に掲げる場合に 応じ、当該各号に定め る日をいう。

ければならない 。

分割会社 は、異議申出期限 日を定めるときは、第 二条第一項の通知がさ れた日と異議申出 期限日との間に少なく とも十三日間を置か な

等に 承継されないことに ついて、書面により 、異議を申し出ること ができる。

する旨の定めがない ものは、同項の通知 がされた日から異議申 出期限日までの間 に、当該分割会社に対 し、当該労働契約が当 該承継会社

第四条

２
３

４
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項又 は第七百六十六条第一 項の規定にかかわ らず、当該労働者が分 割会社との間で締結 している労働契約は、 分割契約等に係る分割 の効
力が生じた 日に、承継会社等に承 継されるものとす る。

第二条第一項第二号 に掲げる労働者は、同項 の通知がされた 日から前条第三項に規定 する異議申出期限 日までの間に、分割会 社に

（その他の労働者に係 る労働契約の承継）
第五条

対し、当該 労働者が当該分割会社 との間で締結している 労働契約が承継会 社等に承継されること について、書面によ り、異議を申し出る
２

第一項に 規定する労働者 が同項の異議を申し出た ときは、会社法第七百 五十九条第一項、 第七百六十一条第一項 、第七百六十四条 第一

前 条第二項の規定は 、前項の場合について 準用する。

ことができる。
３

項又は第七百六 十六条第一項の規 定にかかわらず、当該 労働者が分割会社との間 で締結している 労働契約は、承継会社等 に承継されない
ものとする。
（労働協約 の承継等）

分割会社 は、分割契約等に、当該 分割会社と労働 組合との間で締結されて いる労働協約のうち 承継会社等が承継す る部分を定める

前項に定 めるもののほか、 分割会社と労働組合と の間で締結されている 労働協約について は、当該労働組合の組 合員である労働者と 当

一項 の規定により、分割 契約等の定めに従い 、当該分割の効力が生 じた日に、当該承 継会社等に承継されるも のとする。

たときは、当該合意 に係る部分は、会社 法第七百五十九条第一 項、第七百六十一 条第一項、第七百六十 四条第一項又は第七百 六十六条第

部分の全部又 は一部について当該 分割会社と当該労働組 合との間で分割契 約等の定めに従い当該 承継会社等に承継させる 旨の合意があっ

分割 会社と労働組合との 間で締結されている労働 協約に、労働組 合法第十六条の基準以外 の部分が定められて いる場合において、 当該

こ とができる。

第六条
２

３

該分割会社との 間で締結されている 労働契約が承継会社 等に承継されるときは、 会社法第七百五 十九条第一項、第七百六 十一条第一項、

第七百六十四条第一項 又は第七百六十六条 第一項の規定にかか わらず、当該分割の効 力が生じた日に、 当該承継会社等と当該 労働組合と

の間 で当該労働協約（前項 に規定する合意に係 る部分を除く。）と 同一の内容の労働協約が 締結されたものと みなす。

分割会社は、当 該分割に当たり、厚生 労働大臣の定める ところにより、その雇 用する労働者の理解と協 力を得るよう努 めるものと

（労働者の理解 と協力）
第七条
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する 。
（指針）

厚生労働大臣は 、この法律に定めるも ののほか、分割会 社及び承継会社等が講 ずべき当該分割会 社が締結している労働 契約及び労

則

商 法等の一部を改正 する法律（平成十二年 法律第九十号）（抄）

働協 約の承継に関する措置 に関し、その適切な実施 を図るために必 要な指針を定めることが できる。

第八条

○
附

会社法（平成十七年 法律第八十六号） の規定に基づく会社分 割に伴う労働契約の承 継等に関しては、会 社分割をする会社は、 会社

（労働契約の取扱いに 関する措置）
第五条

分割に伴う 労働契約の承継等に関 する法律（平成十 二年法律第百三号）第 二条第一項の規定によ る通知をすべき日 までに、労働者と協議
２

民法（明治二十 九年法律第八十九号） （抄）

前項に規定するもの のほか、同項の労働契 約の承継に関連し て必要となる労働者の 保護に関しては、別に 法律で定める。

をするものとす る。

○

前二項の場合 には、根抵当権設定者は 、担保すべき元 本の確定を請求すること ができる。ただし、前 項の場合において 、その債務者が

よって設立 された法人が合併後に 負担する債務を担保 する。

元 本の確定前にその債務 者について合併が あったときは、根抵当 権は、合併の時に存する 債務のほか、合併 後存続する法人又は合 併に

る法人又は合併によっ て設立された法人が 合併後に取得する債 権を担保する。

根
( 抵当権 者又は債務者の合併 )
第三百九十八条の 九 元本の確定前 に根抵当権者について 合併があったときは、根 抵当権は、合併 の時に存する債権のほか 、合併後存続す
２
３

根抵 当権設定者である ときは、この限りでな い。
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５

４

第三項の 規定による請求は、根 抵当権設定者が合 併のあったことを知っ た日から二週間を 経過したときは、する ことができない。合併

前 項の規定による請求が あったときは、担 保すべき元本は、合併 の時に確定したも のとみなす。
の日から一箇月 を経過したときも、同様 とする。

根
( 抵 当権者又は債務者の会 社分割 )
第三百九十八 条の十 元本の確定前 に根抵当権者を分割を する会社とする分 割があったときは、根 抵当権は、分割の 時に存する債権のほか

、分割をした会 社及び分割により設立さ れた会社又は当該分割 をした会社がその 事業に関して有する権 利義務の全部又は 一部を当該会社
から 承継した会社が分 割後に取得する債権を 担保する。

元本の確 定前にその債務 者を分割をする会社とす る分割があったときは 、根抵当権は、分 割の時に存する債務の ほか、分割をした 会社

前 条第三項から第五項ま での規定は、前二 項の場合について準用 する。

２

及び分割により 設立された会社又 は当該分割をした会社 がその事業に関して有す る権利義務の全 部又は一部を当該会社か ら承継した会社
３

会社法（平成十七年 法律第八十六号）（抄 ）

が分割後に負担する債 務を担保する。

○

清 算持分会社は、条件付 債権、存続期間が不確 定な債権その他そ の額が不確定な債権に 係る債務を弁済する ことができる

（条件付債権 等に係る債務の弁済 ）
第六百六十二条
２

第一項の鑑定 人の選任の手続に 関する費用は、清算持 分会社の負担とする。当 該鑑定人による 鑑定のための呼出し及び 質問に関する費

前項の場 合には、清算持分 会社は、同項の鑑定人 の評価に従い同項の債 権に係る債務を弁 済しなければならない 。

。こ の場合においては、 これらの債権を評価 させるため、裁判所に 対し、鑑定人の選 任の申立てをしなければ ならない。
３

用についても、同様と する。

清算持分会社は、当該清 算持分会社の債 務を弁済した後でなけれ ば、その財産を社員に 分配することがで きない。ただし

（債務の弁 済前における残余財産 の分配の制限）
第六百六十四条

、そ の存否又は額につ いて争いのある債権に 係る債務についてそ の弁済をするために 必要と認められる財産を 留保した場合は 、この限り
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でな い。

社債権 者集会においては、そ の決議によって、 当該種類の社債の総額 （償還済みの額を 除く。）の千分の一以 上に当たる

（代表社債権者 の選任等）
第七百三十六条

社債 を有する社債権者の中 から、一人又は二人以上 の代表社債権者 を選任し、これに社債権 者集会において決 議をする事項について の決
（略）

定を委任す ることができる。
２・３
（社債権者 集会の決議の執 行）
（略）

第七百五条第一項か ら第三項まで、第 七百八条及び第七百九 条の規定は、代表社債 権者又は前項ただ し書の規定により定め られた社債

第七百三十七条
２

権者 集会の決議を執行する 者（以下この章に おいて「決議執行者」 という。）が社債権者集 会の決議を執行す る場合について準用す る。

この法 律の規定による非訟事 件（次項から第六 項までに規定する事件 を除く。）は、会社の 本店の所在地を管 轄する地方

（非訟事件の管 轄）
第 八百六十八条
（略 ）

この法律の規 定による非訟事件につ いての裁判には、理由 を付さなければな らない。ただし、次に 掲げる裁判について は

裁判所の 管轄に属する。
２～６
（理 由の付記）
第八百七十一 条
一

第八百七十四条各号に 掲げる裁判

第八百七十条第一 項第一号に掲げる裁 判

、この限りでな い。
二

次に掲 げる裁判に対しては、 不服を申し立てる ことができない。

（不服申立ての 制限）
第八百 七十四条
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一

第八百七十条第一項第 一号に規定する一 時取締役、会計参与、 監査役、代表取締役 、委員、執行役若しく は代表執行役の職務を 行う

べき者、 清算人、代表清算人、 清算持分会社を代 表する清算人、同号に 規定する一時清算人若 しくは代表清算人 の職務を行うべき者、

検査役、第五 百一条第一項（第八百二 十二条第三項に おいて準用する場合を含 む。）若しくは第六 百六十二条第一項の 鑑定人、第五百

八条第二項（第八百 二十二条第三項におい て準用する場合を 含む。）若しくは第六 百七十二条第三項の帳 簿資料の保存をす る者、社債
（ 略）

管理 者の特別代理人又は 第七百十四条第三項の事 務を承継する社 債管理者の選任又は選定 の裁判
二～四

この法律の 規定による非訟事件につ いては、非訟事件手続 法第四十条及び第 五十七条第二項第二号 の規定は、適用し ない。

（非 訟事件手続法の規 定の適用除外）
第八百七十五 条
（最高裁判所規則）

この法律に 定めるもののほか 、この法律の規定によ る非訟事件の手続に関 し必要な事項は、最 高裁判所規則で定める 。

地域における医療及 び介護の総合的な確保 の促進に関する法 律（平成元年法律第六 十四号）（抄）

第八百 七十六条

○

この法律に おいて「地域包括ケア システム」とは、地域 の実情に応じて、 高齢者が、可能な限り 、住み慣れた地域で その有する能

（定義）
第二条

力に 応じ自立した日常生 活を営むことができ るよう、医療、介護、 介護予防（要介護 状態若しくは要支援状態 となることの予防又は 要介

護状態若し くは要支援状態の軽 減若しくは悪化の防 止をいう。）、住まい 及び自立した日常 生活の支援が包括的に 確保される体制をいう 。
（略）

暴力団員 による不当な行為の防 止等に関する法律 （平成三年法律第七十 七号）（抄）

２～４

○
（定義 ）
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暴力団の構成員をいう。

この法律において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、それぞ れ当該各号に定め るところによる。
（ 略）

暴力団員
（略）

地方自治法（ 昭和二十二年法律第六十 七号）（抄）

七・八

六

一～五

第二条

○
（公の施設 の設置、管理及 び廃止）
（略）

（略）

第二百四十四条の 二
２

普 通地方公共団体は、公 の施設の設置の目 的を効果的に達成する ため必要があると認め るときは、条例の定 めるところにより、法 人そ

- 57 -

３

の他の団体 であつて当該普通地方 公共団体が指定す るもの（以下本条及び 第二百四十四条の四に おいて「指定管理 者」という。）に、当
（略）

該公の施設の管 理を行わせることができ る。
４～

社会福祉法（昭 和二十六年法律第四十 五号）（抄）
（施設の設 置）
（略 ）

国、都道府県、市町 村及び社会福祉法 人以外の者は、社会福 祉施設を設置して、第 一種社会福祉事業 を経営しようとすると きは、その
（略 ）

事業 の開始前に、その施設 を設置しようとする 地の都道府県知事の 許可を受けなければなら ない。
３～６

２

第六十二条

○

11

○

刑 法（昭和四十年法律第 四十五号）（抄）
（すべての者の 国外犯）

三

二

一

第百四十八条（通 貨偽造及び行使等）の 罪及びその未遂罪

第八十一条 （外患誘致）、第八十二 条（外患援助）、第八 十七条（未遂罪） 及び第八十八条（予備 及び陰謀）の罪

第七十 七条から第七十九条ま で（内乱、予備及び陰 謀、内乱等幇助） の罪

削除

この法律は、日 本国外において次に掲 げる罪を犯したす べての者に適用する。

四

第百五 十四条（詔書偽 造等）、第百五十五条（ 公文書偽造等）、第百 五十七条（公正証 書原本不実記載等）、 第百五十八条（偽 造公

六

第百六十二条（有 価証券偽造等）及 び第百六十三条（偽造 有価証券行使等）の罪

精神保健及び精 神障害者福祉に関する 法律（昭和二十五年法 律第四十五号）（ 抄）

第 百六十四条第二項 、第百六十五条第二項 及び第百六十六条 第二項の罪の未遂罪

第百六十四 条から第百六十六条まで （御璽偽造及び 不正使用等、公印偽造及 び不正使用等、公記号 偽造及び不正使用 等）の罪並びに

的記録不 正作出準備、未遂罪） の罪

第百六十三条の二から 第百六十三条の五 まで（支払用カード電 磁的記録不正作出等、不 正電磁的記録カー ド所持、支払用カード 電磁

八

七

文書行使等） 及び公務所又は公 務員によって作られる べき電磁的記録に係る第 百六十一条の二 （電磁的記録不正作出及 び供用）の罪

五

第二条

○

（ 略）

（指定の取 消し）

（略）

会）の意見 を聴かなければならな い。

議会 が置かれていない都道 府県にあつては、医 療法（昭和二十三年 法律第二百五号）第七十 一条の二第一項に 規定する都道府県医療 審議

都道府県知事は、前 項の規定によりそ の指定を取り消そうと するときは、あらかじ め、地方精神保健 福祉審議会（地方精神 保健福祉審

第十九条の九
２

３
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○

租税特別 措置法（昭和三十二年 法律第二十六号） （抄）

認定医療 法人（地域における医療 及び介護の総合 的な確保を推進するため の関係法律の整備 等に関する法律（平成 二十

（医療法人の持分に係 る経済的利益について の贈与税の納税猶 予及び免除）
第七十 条の七の五

六年法律第 八十三号）附則第一条 第二号に掲げる規定の 施行の日（以下第 七十条の七の九までに おいて「平成二十六 年改正医療法施行日

」という。）か ら起算して三年を経過す る日までの間に厚生労 働大臣認定を受け た医療法人に限る。） の持分を有する個 人（第四項にお

いて 「贈与者」という 。）が当該持分の全部 又は一部の放棄をした ことにより、当該 認定医療法人の持分を有 する他の個人（以 下この条

において「 受贈者」という 。）に対して贈与税が課 される場合には、当該 受贈者の当該放棄 があつた日の属する年 分の贈与税で相続 税法

第二十八条第一 項の規定による期 限内申告書（当該期限 内申告書の提出期限前に 当該受贈者が死 亡した場合には、当該受 贈者の相続人（

包括受遺者を含む。以 下この条において 同じ。）が提出する同 法第二十八条第二項の 規定による期限内 申告書を含む。以下第 七十条の七

の七 までにおいて「贈与税 の申告書」という 。）の提出により納付 すべきものの額のうち、 当該放棄により受 けた利益（以下第七十 条の

七の七まで において「経済的利益 」という。）の価 額で当該贈与税の申告 書にこの項の規定の適 用を受けようとす る旨の記載があるもの

に係る納税猶予 分の贈与税額（当該経済 的利益の価額を 当該受贈者に係る当該年 分の贈与税の課税価格 とみなして、同法 第二十一条の五

及 び第二十一条の七の 規定（第七十条の二の 三及び第七十条の 二の四の規定を含む。 ）を適用して計算した金 額をいう。以下 この条にお

いて同じ 。）に相当する贈 与税については、政令で 定めるところに より当該年分の贈与税の 申告書の提出期限まで に当該納税猶予分 の贈

与税額に相当 する担保を提供した 場合に限り、同法第三 十三条の規定にか かわらず、認定移行計 画に記載された移行期限 まで、その納税
を猶予する。
（略）

第一項の 規定の適用に係る 認定医療法人が認定移 行計画に記載された移 行期限までに基金 拠出型医療法人への移 行をする場合におい て

２～５
６

、同項の規定の 適用を受ける受贈者 が有する当該認定医 療法人の持分の一部を財 務省令で定める ところにより放棄し、そ の残余の部分を

当該基金拠出型医療法 人の平成十八年医療 法等改正法附則第十 条の三第二項第一号ハ に規定する基金（ 以下この項及び第十一 項第二号に

おい て「基金」という。） として拠出したとき は、当該受贈者の納 税猶予分の贈与税額のう ち基金として拠出 した額に対応する部分 の金

額として政 令で定めるところによ り計算した金額に相 当する贈与税につい ては、第一項の規定に かかわらず、当該 基金拠出型医療法人へ

の移行のための 定款の変更に係る医療法 第五十条第一項の 規定による都道府県知 事の認可があつた日か ら二月を経過する 日（当該認可が

あつ た日から当該二月 を経過する日までの間 に当該受贈者が死亡 した場合には、当該 受贈者の相続人が当該受 贈者の死亡によ る相続の開
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沖 縄の復帰に伴う特別措 置に関する法律（昭和四 十六年法律第百 二十九号）（抄）

（略 ）

始が あつたことを知つた日 の翌日から六月を 経過する日）をもつて 第一項の規定による 納税の猶予に係る期限 とする。
７～

○
ほ

（略）

（介輔）
第百条
（略 ）
ほ

医療法第 五条、第七十二条 第一項及び第二項、第 七十三条並びに第七十 四条並びに前項後 段の規定は、介輔が公 衆又は特定多数人の た

れぞ れ「介輔」とする。

ほ

及び第七十二条第一 項中「医師、歯科医 師」とあり、同法第十 四条の二第一項第 二号及び第三号中「医 師又は歯科医師」とあ るのは、そ

修了歯科医師 」とあり、同法第十 条中「臨床研修等修了 医師」とあり、同 法第六条の五第一項第 六号、第十二条第二項、 第十五条第一項

）」とあ り、同条第二項中 「臨床研修等修了医師、 臨床研修等修了 歯科医師」とあり、同法 第八条中「臨床研修等 修了医師、臨床研 修等

厚 生労働大臣の命令を 受けた者にあつては、 同条第二項の規定 による登録を受けた者 に限る。以下「臨床研修 等修了歯科医師 」という。

及び歯科医師法 （昭和二十三年法律第二 百二号）第十六 条の四第一項の規定によ る登録を受けた者（同 法第七条の二第一 項の規定による

る厚生労働 大臣の命令を受けた者 にあつては、同条 第二項の規定による登 録を受けた者に限る。 以下「臨床研修等 修了医師」という。）

第一 項中「医師法（昭和二 十三年法律第二百 一号）第十六条の四第 一項の規定による登録を 受けた者（同法第 七条の二第一項の規定 によ

医療法の診療所に関す る規定（第三条第 一項、第六条の三及び 第六条の四の規定を除 く。）を適用する 。この場合において、 同法第七条

介輔が病院及 び診療所以外の場 所において公衆又は特 定多数人のためその業 務を行う場合にお いては、当該場所を診療 所とみなして、

２～５
６

７

め往診のみによ つてその業務を行う 場合に準用する。こ の場合において、次の表 の上欄に掲げる 同法の規定中同表の中欄 に掲げる字句は
第五 条第二項

沖 縄の復帰に伴う特別 措置に関する法律第百 条第七項において 準用する第五条第二項

、それぞれ同表の下欄 に掲げる字句に読み 替えるものとする。
第七 十二条第一項

沖縄の復 帰に伴う特別措置に 関する法律第百条第七 項において第五条 第一項の規定を準

沖縄の復帰に伴う特 別措置に関する法律 第百条第七項において 第五条第一項の規 定を準

用することによ り適用される第六条の五 第三項

第六条の 五第三項
第八条

第七十三 条第一号
第七 十四条第一号
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16

８～

○

（略）

第九条か ら第十二
用することによ り適用される第九 条

沖縄の復帰 に伴う特別措置に 関する法律第百条第七 項において第五条第 一項の規定を準

用す ることにより適用される 第八条
条まで

医師法（昭和 二十三年法律第二百一号 ）（抄）

厚生労働大臣は 、前条第二項第一号若し くは第二号に掲げる処 分を受けた医師又 は同条第三項の規定に より再免許を受け よう

（略 ）

厚生労働 大臣は、第十六条の二 第一項の規定によ る臨床研修を修了した 者について、その申請 により、臨床研修 を修了した

厚 生労働大臣は、前項の 規定による再教育 研修を修了した者につ いて、その申請により 、再教育研修を修了 した旨を医籍に登録す る。

「再教育研修」という 。）を受けるよう 命ずることができる。

とする者に対し 、医師としての倫 理の保持又は医師とし て具有すべき知識及び技 能に関する研修 として厚生労働省令で定 めるもの（以下

第七条の二

２
３～５
第 十六条の四
２

歯科医師 法（昭和二十三年 法律第二百二号）（抄 ）

（略）

旨を医籍 に登録する。

○

厚生労働大 臣は、前条第二項 第一号若しくは第二号 に掲げる処分を受けた 歯科医師又は同条 第三項の規定により再 免許を受け

厚生労働大臣 は、前項の規定による再 教育研修を修了 した者について、その申 請により、再教育研修 を修了した旨を歯 科医籍に登録す

るもの（以 下「再教育研修」とい う。）を受けるよう 命ずることができる 。

よう とする者に対し、歯科 医師としての倫理の 保持又は歯科医師と して具有すべき知識及び 技能に関する研修 として厚生労働省令で 定め

第七条の二

２
る。
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10

３～５

厚 生労働大臣は、第十六条 の二第一項の規 定による臨床研修を修了 した者について 、その申請により、臨床 研修を修了した

（略）

第十六条の四
２

組 織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等 に関する法律（平成十 一年法律第百三十 六号）（抄）

（ 略）

旨を歯科医籍に登録す る。

○
（定義）
（略）

財産上の不正な利益を 得る目的で犯した 別表に掲げる罪の犯罪 行為（日本国外でした行 為であって、当該 行為が日本国内におい て行

この法律において「 犯罪収益」とは、 次に掲げる財産をいう 。

第二条
２
一

われたと したならばこれらの罪 に当たり、かつ、 当該行為地の法令によ り罪に当たるものを含 む。）により生じ 、若しくは当該犯罪行

（略）

（略）

為により得た 財産又は当該犯罪行為の 報酬として得た 財産
二 ～四
３～７
（犯罪収益等の没収 等）
（略）

前項各号 に掲げる財産が犯 罪被害財産（次に掲げ る罪の犯罪行為により その被害を受けた 者から得た財産又は当 該財産の保有若しく は

第十三 条
２

処分に基づき得 た財産をいう。以下 同じ。）であるとき は、これを没収すること ができない。同 項各号に掲げる財産の一 部が犯罪被害財
産である場合において 、当該部分について も、同様とする。
（略）
（略）

別表第 四十一号、第五十二号 、第六十五号、第七 十一号、第七十六号 又は第七十八号に掲げ る罪

一～ 五
六
３～５
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裁判所は、別表若しく は第二条第二項第 二号イからニまでに掲 げる罪、同項第三 号若しくは第四号に規 定する罪又は第九条第

（没 収保全命令）
第二十二条

一項から第三項 まで、第十条若しくは第 十一条の罪に係 る被告事件に関し、不法 財産であってこの 法律その他の法令の規 定により没収す

ることができるもの（ 以下「没収対象財産」 という。）に当た ると思料するに足りる 相当な理由があり、 かつ、これを没収す るため必要

があ ると認めるときは、検 察官の請求により、又は 職権で、没収保 全命令を発して、当該没 収対象財産につき 、この節の定めるとこ ろに
（略）

より、その 処分を禁止することが できる。
２～６

裁判 所は、別表若しく は第二条第二項第二号 イからニまでに掲げる 罪、同項第三号若 しくは第四号に規定する 罪又は第九条第

（追徴保全 命令）
第四十二条

一項から第三項まで、 第十条若しくは第 十一条の罪に係る被告 事件に関し、この法律 その他の法令の規 定により不法財産の価 額を追徴す

べき 場合に当たると思料す るに足りる相当な 理由がある場合におい て、追徴の裁判の執行を することができな くなるおそれがあり、 又は

その執行を するのに著しい困難を 生ずるおそれがあ ると認めるときは、検 察官の請求により、又 は職権で、追徴保 全命令を発して、被告
（略）

人に対し、その 財産の処分を禁止するこ とができる。
２ ～５

外国の 刑事事件（麻薬特例法 第十六条第二項に規定 する薬物犯罪等に 当たる行為に係るもの を除く。）に関して 、当該外国か

（共助の実施 ）
第五十九条

ら、 没収若しくは追徴の 確定裁判の執行又は 没収若しくは追徴のた めの財産の保全の 共助の要請があったとき は、次の各号のいずれ かに

共助犯罪（ 共助の要請において 犯されたとされてい る犯罪をいう。以下この 項において同じ 。）に係る行為が日本国 内において行わ

該当する場 合を除き、当該要請 に係る共助をするこ とができる。
一

れたとした場合にお いて、当該行為が別表 若しくは第二条第 二項第二号イからニま でに掲げる罪、同 項第三号若しくは第四 号に規定す
（ 略）

る 罪又は第九条第一項か ら第三項まで、第十条 若しくは第十一条 の罪に当たるものでない とき。
二～七

別表（ 第二条、第十三条 、第二十二条、第四十 二条、第五十九条 関係）
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○

（略）

医療 法（昭和二十三年法律 第二百五号）第七 十一条の七から第七十 一条の十まで（役員 の特別背任、代表社 会医療法人債権者等の

一～ 十八
十九
（略）

特別背任、未 遂罪、虚偽文書行使等） 又は第七十一条 の十二第一項（社会医療 法人債権者の権利の 行使に関する収賄） の罪
二十～八十五

構造改革特別 区域法（平成十四年法律 第百八十九号）（抄）

（略）

（医療法等 の特例）
第十八条
（略）

第 一項の規定により医療 法第七条第一項の 許可を受けて病院又は 診療所を開設する株式 会社（以下この条及 び別表第八号において 「病

２・３
４

院等開設会 社」という。）につい ては、同法第五十 二条第一項（同項第一 号に係る部分に限る。 以下この項におい て同じ。）、第六十三

条及び第六十四 条、第六十六条の二（同 法第六十四条第 一項及び第二項に係る部 分に限る。）、第六十 七条（同法第六十 四条第二項に係

る 部分に限る。以下こ の項において同じ。） 並びに第七十六条 （同法第五十二条第一 項、第六十三条第一項及 び第六十四条第 二項に係る

部分に限 る。）の規定を準 用する。この場合におい て、同法第五十 二条第一項中「医療法人 」とあるのは「構造改 革特別区域法第十 八条

第一項の規定 により第七条第一項 の許可を受けて病院又 は診療所を開設す る株式会社（以下「病 院等開設会社」という。 ）」と、「毎会

計年度」とあるのは 「毎事業年度」と、 「事業報告書等」とあ るのは「事業報告 書、財産目録、貸借対 照表及び損益計算書」 と、同法第

六十 三条第一項及び第六 十四条第一項中「医 療法人の」とあるのは 「病院等開設会社 が開設する病院若しくは 診療所の」と、「、定 款若

しくは寄附 行為」とあるのは「 若しくは定款」と、 「その運営」とあるの は「その開設する 病院若しくは診療所の 運営」と、「当該医療

法人」とあるの は「当該病院等開設 会社」と、同法第六 十三条第一項中「その業 務」とあり、同 法第六十四条第二項中「 業務」とあるの

は「その開設する病院 若しくは診療所の業 務」と、同項中「医 療法人」とあるのは「 病院等開設会社」 と、同項及び同条第三 項並びに同

法第 六十七条第一項中「役 員」とあるのは「取 締役、執行役若しく は監査役」と、同法第七 十六条中「医療法 人の理事、監事又は清 算人
（略）

」とあるの は「病院等開設会社の 取締役、執行役又は 監査役」と読み替え るものとする。
５～８

- 64 -

○

国家戦略 特別区域法（平成二十 五年法律第百七号 ）（抄）

国家戦略特別区域 会議が、第八条第二項第 二号に規定する 特定事業として、国家戦 略特別区域高度医 療提供事業（国家戦略 特別

（医療法の特例）

（略）

て、 当該申請に対する許可 に係る事務を行う ことができる。

当該医療計画において 定められた同条第 二項第十四号に規定す る基準病床数に次項の 病床数を加えて得 た数を、当該基準病床 数とみなし

高度医療提供事 業に係る必要な病 床を含む病院の開設の 許可の申請その他の政令 で定める申請が あった場合においては、 当該申請に係る

画が公示さ れた後に、当該 国家戦略特別区域高度医 療提供事業の実施主体 として当該区域計 画に定められた者から 当該国家戦略特別 区域

、都 道府県は、医療法 （昭和二十三年法律第 二百五号）第三十条の 四第十五項の規定 により当該都道府県の同 条第一項に規定す る医療計

表の二の項にお いて同じ。）を定めた区 域計画について、内閣 総理大臣の認定を 申請し、その認定を受 けたときは、当該 認定の日以後は

区域におい て、世界最高水準の高 度の医療であって、国 内においてその普 及が十分でないものを 提供する事業をいう 。以下この条及び別

第十四 条

２
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