千葉市指定特定非 営利活動法人の指 定の基準、手続等 に関する条例施
行規則をここに公 布する。
平成２６年３月２ ０日
千葉市長

熊

谷

俊

人

千葉市規則第２３ 号
千葉市指定特定非 営利活動法人の指 定の基準、手続等 に関する条
例施行規則
（趣旨）
第１条

この規則 は、千葉市指定特 定非営利活動法人 の指定の基準、手

続等に関する条例 （平成２６年千葉 市条例第１８号。 以下「条例」と
いう。）の施行に 関し必要な事項を 定めるものとする 。
（指定の申出）
第２条

条例第３ 条第１項に規定す る申出書は、特 定 非営利活動法人指

定申出書（様式第 １号）によるもの とする。
（縦覧の場所）
第３条

条例第３ 条第３項の規定に よる公衆の縦覧は 、市民局市民自治

推進部市民自治推 進課において行う ものとする。
（寄附金等収入金 額に会費の一部を 加えることができ る特定非営利活
動法人の要件）
第４条

条例第４ 条第３号アに規定 する規則で定める 要件は、次の各号

のいずれにも該当 することとする。
（１）社員の会費 の額が合理的と認 められる基準によ り定められている
こと。
（２）社員（役員 並びに役員の配偶 者及び３親等以内 の親族並びに役員
と特殊の関係（第 １７条に規定する 関係をいう。以下 同じ。）のあ
る者を除く。）の 数が２０以上であ ること。
（総収入金額から 控除されるもの）
第５条

条例第４ 条第３号ア（ア） に規定する規則で 定めるものは、次

に掲げるものとす る。
（１）市民等から の寄附金以外の寄 附金
（２）国等（国、 地方公共団体、 法 人税法（昭和４０ 年法律第３４号）

別表第１に掲げる 国立大学法人、大 学共同利用機関法 人、地方独立
行政法人及び独立 行政法人をいう。 以下この項におい て同じ。）か
らの補助金その他 国等が反対給付を 受けないで交付す るもの （特定
非営利活動促進法 （平成１０年法律 第７号。以下「法 」という。）
第４５条第１項第 １号イ（１）に規 定する国の補助金 等をいう。）
（３）委託の対価 としての収入で国 等から支払われる もの
（４）法律又は政 令の規定に基づき 行われる事業でそ の対価の全部又は
一部につき、その 対価を支払うべき 者に代わり国又は 地方公共団体
が負担することと されている場合の その負担部分
（５）資産の売却 による収入で臨時 的なもの
（６）遺贈（贈与 者の死亡により効 力を生ずる贈与を 含む。）により受
け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったこ
とを知った日の翌日から１０月以内に当該相続により当該贈与者が
取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与（贈与者
の死亡により効力を生ずる贈与を除く。）により受け入れた寄附金
のうち、１者当た り基準限度超過額 に相当する部分
（７）実績判定期 間における同一の 者（市民等に限る 。）から受け入れ
た寄附金の額の合 計額が１，０００ 円に満たないもの
（８）寄附者の氏 名（法人にあって は、その名称）及 びその住所（法人
にあっては、主たる事務所の所在地）が明らかな寄附金以外の寄附
金
（同一の者からの 寄附金の額のうち １者当たり基準限 度となる金額）
第６条

条例第４ 条第３号ア（イ） に規定する規則で 定める金額は、 受

け入れた市民等か らの寄附金の額の 総額の１００分の ５（寄附者が法
人税法施行令（昭 和４０年政令第９ ７号）第７７条各 号に掲げる法人
又は認定特定非営 利活動法人である 場合にあっては、 受け入れた寄附
金の額の総額の１ ００分の２５）に 相当する金額とす る。
（受け入れた市民 等からの寄附金の 額の総額から控除 される寄附金の
額）
第７条

条例第４ 条第３号ア（イ） に規定する規則で 定める寄附金の額

は、次に掲げる金 額とする。

（１）受け入れた 市民等からの寄附 金の額のうち１者 当たり基準限度超
過額
（２）実績判定期 間における同一の 者（市民等に限る 。）から受け入れ
た寄附金の額の合計額が１，０００円に満たない場合の当該合計額
（３）市民等であ る寄附者の氏名（ 法人にあっては、 その名称）及びそ
の住所（法人にあ っては、その県内 の事務所（法人の 主たる事務所
が県内に所在する 場合は、当該主た る事務所を除く。 ）及び主たる
事務所の所在地） が明らかな寄附金 以外の寄附金の額
（役員が寄附者で ある場合の金額の 算出方法の特例）
第８条

条例第４ 条第３号ア（ア） 及び（イ）に掲げ る金額を算出する

場合において、役 員が寄附者であっ て、他の寄附者の うちに当該役員
の配偶者及び３親 等以内の親族並び に当該役員と特殊 の関係のある者
があるときは、こ れらの者は当該役 員と同一の者とみ なす。
（判定基準寄附者 について明らかに すべき事項）
第９条

条例第４ 条第３号イ及びウ に規定する規則で 定める事項は、寄

附者の氏名（法人 にあっては、その 名称）及びその住 所（法人にあっ
ては、その県内の 事務所（法人の主 たる事務所が県内 に所在する場合
は、当該主たる事 務所を除く。）及 び主たる事務所の 所在地）とする。
（実績判定期間の 月数の計算方法）
第１０条

条例第 ４条第３号イ及び ウの実績判定期間 の月数は、暦に従

って計算し、１月 に満たない端数を 生じたときは、こ れを１月とする。
（事業活動のうち にその対象が会員 等である活動等の 占める割合）
第１１条

条例第 ４条第４号に規定 する規則で定める 割合は、実績判定

期間において、当 該申出に係る特定 非営利活動法人の 行った事業活動
に係る事業費の額 、従事者の作業時 間数その他の合理 的な指標により
当該事業活動のう ちに同号ア、イ、 ウ又はエに掲げる 活動の占める割
合を算定する方法 により算定した割 合とする。
（会員に類するも の）
第１２条

条例第 ４条第４号アに規 定する会員に類す るものとして規則

で定める者は、次 に掲げる者とする 。
（１）条例第３条 第１項の申出に係 る特定非営利活動 法人から継続的に

若しくは反 復して 資産の譲渡 等を受 ける者又は相 互の 交流、連絡若
しくは意見 交換に 参加する者 として 当該申出に係 る特 定非営利活動
法人の帳簿 又は書 類その他に 氏名（ 法人にあって は、 その名称）が
記載された 者であ って、当該 申出に 係る特定非営 利活 動法人から継
続的に若し くは反 復して資産 の譲渡 等を受け、又 は相 互の交流、連
絡若しくは意見交 換に参加する者
（２）条例第３条 第１項の申出に係 る特定非営利活動 法人の役員
（特定非営利活動 法人の運営又は業 務の執行に関係し ない者）
第１３条

条例第 ４条第４号アに規 定する当該申出に 係る特定非営利活

動法人の運営又は 業務の執行に関係 しない者で規則で 定めるものは、
当該申出に係る特 定非営利活動法人 が行う不特定多数 の者を対象とす
る資産の譲渡等の 相手方であって、 当該資産の譲渡等 以外の当該申出
に係る特定非営利 活動法人の活動に 関係しない者とす る。
（その対象が会員 等である資産の譲 渡等から除かれる 活動）
第１４条

条例第 ４条第４号アに規 定する会員等を対 象とする活動であ

って資産の譲渡等 のうち対価を得な いで行われるもの 以外のものとし
て規則で定めるも のは、次に掲げる ものとする。
（１）当該申出に 係る特定非営利活 動法人が行う資産 の譲渡等で、その
対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね
１００分の１０程 度に相当する額以 下のもの及び交通 費、消耗品費
その他当該 資産の 譲渡等に付 随して 生ずる費用で その 実費に相当す
る額（次号 におい て「付随費 用の実 費相当額」と いう 。）以下のも
のを会員等から得 て行うもの
（２）当該申出に 係る特定非営利活 動法人が行う役務 の提供で、最低賃
金法（昭和 ３４年 法律第１３ ７号） 第４条第１項 の規 定により使用
者が労働者 に支払 わなければ ならな いこととされ てい る賃金の算定
の基礎とな る同法 第９条第１ 項に規 定する地域別 最低 賃金の額を会
員等が当該 申出に 係る特定非 営利活 動法人に支払 う当 該役務の提供
の対価の額 の算定 の基礎とな る額と みなして、こ れと 当該役務の提
供の従事者 の作業 時間数に基 づいて 算出される金 額に おおむね相当
する額以下 のもの 及び付随費 用の実 費相当額以下 のも のをその対価

として会員等から 得て行うもの
（３）法別表第１ ９号に掲げる活動 を主たる目的とす る特定非営利活動
法人が行う その会 員等の活動 （公益 社団法人若し くは 公益財団法人
である会員 等又は 認定特定非 営利活 動法人である 会員 等が参加して
いるものに限る。 ）に対する助成
（その便益の及ぶ 者が特定の範囲の 者である活動から 除かれる活動）
第１５条

条例第 ４条第４号イに規 定する規則で定め るものは、前条第

３号に規定する特 定非営利活動法人 が行うその会員等 の 活動とする。
（特定の者の数の 役員の総数のうち に占める割合の基 準の適合に関す
る判定）
第１６条

条例第 ４条第５号アに掲 げる基準に適合す るか否かの判定に

当たっては、当該 特定非営利活動法 人の責めに帰する ことのできない
事由により当該基 準に適合しないこ ととなった場合に おいて、その後
遅滞なく当該基準 に適合していると 認められるときは 、当該基準に継
続して適合してい るものとみなす。
（特殊の関係）
第１７条

条例第 ４条第５号ア（ア ）に規定する規則 で定める特殊の関

係は、次に掲げる 関係とする。
（１）婚姻の届出 をしていないが事 実上婚姻関係と同 様の事情にある関
係
（２）使用人であ る関係及び使用人 以外の者で当該役 員から受ける金銭
その他の財産によ って生計を維持し ている関係
（３）前２号に掲 げる関係のある者 の配偶者及び３親 等以内の親族でこ
れらの者と生計を 一にしている関係
（特定の法人との 関係）
第１８条

条例第 ４条第５号ア（イ ）に規定する規則 で定める関係は、

一の者（法人に限 る。）が法人の発 行済株式又は出資 （その有する自
己の株式又は出資 を除く。以下この 条において「発行 済株式等」とい
う。）の総数又は 総額の１００分の ５０以上の数又は 金額の株式又は
出資を保有する場 合における当該一 の者と当該法人と の間の関係（以
下この条において 「直接支配関係」 という。）とする 。この場合にお

いて、当該一の者 及びこれとの間に 直接支配関係があ る１若しくは２
以上の法人又は当 該一の者との間に 直接支配関係があ る１若しくは２
以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の１００分の
５０以上の数又は 金額の株式又は出 資を保有するとき は、当該一の者
は当該他の法人の 発行済株式等の総 数又は総額の１０ ０分の５０以上
の数又は金額の株 式又は出資を保有 するものとみなす 。
（役員又は使用人 である者との特殊 の関係）
第１９条

条例第 ４条第５号ア（イ ）に規定する規則 で定める特殊の関

係は、第１７条第 ２号中「役員」と あるのを「役員又 は使用人である
者」と読み替えた 場合における同条 各号に掲げる関係 とする。
（取引の記録並び に帳簿及び書類の 保存）
第２０条

条例第 ４条第５号ウの規 定による取引の記 録並びに帳簿及び

書類の保存は、法 人税法施行規則（ 昭和４０年大蔵省 令第１２号）第
５３条から第５９ 条までの規定に準 じて行うものとす る。
（不適正な経理）
第２１条

条例第 ４条第５号エに規 定する規則で定め る経理は、当該特

定非営利活動法人 の経理でその支出 した金銭の費途が 明らかでないも
のがあるもの、帳 簿に虚偽の記載が あるものその他の 不適正な経理と
する。
（役員、社員、職 員、寄附者等との 特殊の関係）
第２２条

条例第 ４条第６号イに規 定する規則で定め る特殊の関係は、

第１７条第２号中 「役員」とあるの を「役員、社員、 職員若しくは寄
附者又はこれらの 者の配偶者若しく は３親等以内の親 族」と読み替え
た場合における同 条各号に掲げる関 係とする。
（特定の者と特別 の関係がないもの とされる基準）
第２３条

条例第 ４条第６号イに規 定する規則で定め る基準は、次の各

号のいずれにも該 当することとする 。
（１）当該役員の 職務の内容、当該 特定非営利活動法 人の職員に対する
給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事
業規模が類 似する ものの役員 に対 す る報酬の支給 の状 況等に照らし
て当該役員 に対す る報酬の支 給とし て過大と認め られ る報酬の支給

を行わない ことそ の他役員等 （役員 、社員、職員 若し くは寄附者若
しくはこれ らの者 の配偶者若 しくは ３親等以内の 親族 又はこれらの
者と前条に 規定す る特殊の関 係のあ る者をいう。 以下 同じ。）に対
し報酬又は給与の 支給に関して特別 の利益を与えない こと。
（２）役員等又は 役員等が支配する 法人に対しその対 価の額が当該資産
のその譲渡 の時に おける価額 に比し て著しく過少 と認 められる資産
の譲渡を行 わない ことその他 これら の者と当該特 定非 営利活動法人
との間の資産の譲 渡等に関して特別 の利益を与えない こと。
（３）役員等に対 し役員の選任その 他当該特定非営利 活動法人の財産の
運用及び事業の運 営に関して特別の 利益を与えないこ と。
（４）営利を目的とした事業を行う者、条例第４条第６号ア（ア）、
（イ）若し くは（ ウ）に掲げ る活動 を行う者又は 同号 ア（ウ）に規
定する特定 の公職 の候補者若 しくは 公職にある者 に対 し、寄附を行
わないこと。
（特定非営利活動 に係る事業費の額 の占める割合に準 ずる割合）
第２４条

条例第 ４条第６号ウに規 定する規則で定め る割合は、実績判

定期間において、 当該申出に係る特 定非営利活動法人 の行った事業活
動に係る従事者の 作業時間数その他 の合理的な指標に より当該事業活
動のうちに特定非 営利活動が占める 割合を算定する方 法により算定し
た割合とする。
（合併特定非営利 活動法人に関する 条例第３条及び第 ４条の規定の適
用）
第２５条

指定の 申出をしようとす る特定非営利活動 法人が合併後存続

した特定非営利活 動法人で条例第３ 条第１項の申出書 を提出しようと
する事業年度の初 日においてその合 併の日以後１年を 超える期間が経
過していないもの である場合におけ る同条及び条例第 ４条の規定の適
用については、条 例第３条第２項第 １号中「の末日」 とあるのは「の
末日（当該末日の 翌々日以後に合併 をした場合にあっ ては、その合併
の日の前日。以下 この号において同 じ。）」と、「各 事業年度」とあ
るのは「当該特定 非営利活動法人又 は合併によって消 滅した各特定非
営利活動法人の各 事業年度」と、同 項第４号中「各事 業年度」 とある

のは「当該特定非 営利活動法人又は 合併によって消滅 した各特定非営
利活動法人の各事業年度」と、条例第４条第１０号中「その設立の
日」とあるのは「 当該申出に係る特 定非営利活動法人 又は合併によっ
て消滅した各特定 非営利活動法人の 設立の日のうち最 も早い日」とす
る。
２

前項に規定す る場合において、 当該特定非営利活 動法人の合併前の
期間につき条例第 ４条第３号、第４ 号、第６号ウ及び エ並びに第１１
号に掲げる基準に 適合するか否かの 判定は、次の各号 に掲げる基準に
応じ、当該各号に 定めるところによ り行うものとする 。

（１）条例第４条 第３号、第４号並 びに第６号ウ及び エに掲げる基準 ・
当該特定非 営利活 動法人及び 合併に よって消滅し た各 特定非営利活
動法人を一の法人 とみなして判定す ること。
（２）条例第４条 第１１号（同条第 ７号イに係る部分 を除く。）に掲げ
る基準

当 該特定 非営利活動 法人及 び合併によっ て消 滅した各特定

非営利活動法人の それぞれについて 判定すること。
（３）条例第４条第１１号（同条第７号イに係る部分に限る。）に掲げ
る基準

当該特定 非営利活動法人及 び合併によって消 滅した各特定

非営利活動法人（ いずれも実績判定 期間中に条例第２ 条第１項の指
定を受けていた期 間が含まれるもの に限る。）のそれ ぞれについて
判定すること。
３

前２項の規定 は、条例第２条第 １項の指定を受け ようとする特定非
営利活動法人が合 併によって設立し た特定非営利活動 法人で条例第３
条の指定の申出書 を提出しようとす る事業年度の初日 においてその設
立の日以後１年を 超える期間が経過 していないもので ある場合におけ
る同条及び条例第 ４条の規定の適用 について準用する 。この場合にお
いて、第１項中「 当該末日の翌々日 以降に合併をした 場合にあっては、
その合併」とある のは「前項の申出 書を提出しようと する日の前日に
おいて、設立後最 初の事業年度が終 了していない場合 にあっては、そ
の設立」と、同項 中「当該特定非営 利活動法人又は合 併」及び「当該
申出に係る特定非 営利活動法人又は 合併」とあり、並 びに前項各号中
「当該特定非営利 活動法人及び合併 」とあるのは「合 併」と、同項中

「合併前」とある のは「設立前」と 、それぞれ読み替 えるものとする。
（指定があったと きの周知事項）
第２６条

条例第 ７条第２項第５号 に規定する規則で 定める事項は、次

に掲げる事項とす る。
（１）当該指定特 定非営利活動法人 に対する寄附金が 個人の市民税の税
額控除の対象とな る期間
（２）その他市長 が必要と認める事 項
（指定の更新の申 出）
第２７条

条例第 ９条第１項に規定 する規則で定める 期間は、指定の効

力を生じた日の属 する月の翌月の初 日（同項に規定す る申出をし、指
定の更新を受けた 場合にあっては、 当該更新後の指定 の効力を生じた
日）から起算して ５年を経過する日 の９月前から７月 前までの間で市
長が別に定める期 間とする。
２

条例第９条第 ２項の規定により 準用する条例第３ 条第１項に規定す
る申出書は、指定 特定非営利活動法 人指定更新申出書 （様式第２号）
とする。

３

第４条から前 条までの規定は、 条 例第９条第１項 の指定の更新の申
出について準用す る。この場合にお いて、第２５条第 １項中「と、条
例第４条第１０号 中「その設立の日 」とあるのは「当 該申出に係る特
定非営利活動法人 又は合併によって 消滅した各特定非 営利活動法人の
設立の日のうち最 も早い日」とする 」とあるのは、「 とする」と、第
２５条第２項第１ 号中「条例第４条 第３号、第４号並 びに第６号ウ及
びエ」とあるのは 「条例第９条第２ 項において準用す る 条例第４条第
３号、第４号並びに第６号ウ及びエ」と、同項第２号及び第３号中
「条例第４条第１ １号」とあるのは 「条例第９条第２ 項 において準用
する条例第４条第 １１号」と読み替 えるものとする。
（役員の変更等の 届出）

第２８条

条例第 １０条第１項の規 定による届出は、 指定特定非営利活

動法人変更届出書 （様式第３号）に 次の各号に掲げる 場合の区分に応
じ、当該各号に定 める書類を添付し て行わなければな らない。ただし、
条例第７条第２項 第２号に掲げる事 項の変更による届 出にあっては、

書類を添付するこ とを要しない。
（１）役員名簿の 変更による場合
ア

変更後の役員 名簿

イ

条例第６条第 １号に該当しない 旨を説明する書類

（２）定款の変更 による場合
ア

変更後の定款

イ

当該定 款の変 更を議決し た社員 総会の議事録 の謄 本（法第２５
条第３項の規定に より所轄庁の認証 を受けなければな らない事項
に係る定款の変更 をした場合を除く 。）

ウ

当該定款の 変 更に係る法第２ ５ 条第３項の規定 に よる所轄庁の
認証を受けたこと を証する書類の写 し（同項の規定に より所轄庁
の認証を受けなけ ればならない事項 に係る定款の変更 をした場合
に限る。）

エ

登記事項証明書（定款の変更に係る登記をした場合に限
る。）

（インターネット 公表の方法）
第２９条

条例第 １０条第４項及び 条例第１２条第５ 項に規定するイン

ターネット公表は 、指定特定非営利 活動法人が自ら行 わなければなら
ない。
（名称等に関する 変更の届出）
第３０条

条例第 １１条第１項の規 定による届出は、 指定特定非営利活

動法人変更届出書 （様式第３号）に 次に定める書類を 添付して行わな
ければならない。
（１）変更後の定 款
（２）当該定款の 変更を議決した社 員総会の議事録の 謄本（法第２５条
第３項の規 定によ り所轄庁の 認証を 受けなければ なら ない事項に係
る定款の変更をし た場合を除く。）
（３）当該定款の 変更に係る法第２ ５条第３項の規定 による所轄庁の認
証を受けた ことを 証する書類 の写 し （同項の規定 によ り所轄庁の認
証を受けなければならない事項に係る定款の変更をした場合に限
る。）

（４）登記事項証 明書
（申出書の添付書 類及び役員報酬規 程等の備置き）
第３１条

条例第 １２条第１項（条 例第１５条第４項 において準用する

場合を含む。）の 規定による条例第 ３条第２項第２号 及び第３号に掲
げる書類の備置き は、条例第１２条 第４項の規定によ る閲覧の請求が
あった場合におい て、直ちに閲覧さ せることができる 状態で行わなけ
ればならない。同 条第２項及び第３ 項の規定による書 類の備置きにつ
いても、同様とす る。
（指定特定非営利 活動法人がその事 務所に備え置くべ き書類 等）
第３２条

条例第 １２条第２項第３ 号に規定する規則 で定める事項は、

次に掲げる事項と する。
（１）収益の源泉 別の明細、借入金 の明細その他の資 金に関する事項
（２）資産の譲渡 等に係る事業の料 金、条件その他そ の内容に関する事
項
（３）次に掲げる 取引に係る取引先 、取引金額その他 その内容に関する
事項
ア

収益の 生ずる 取引及び費 用の生 ずる取引のそ れぞ れについて、
取引金額の最も多 いものから順次そ の順位を付した場 合における
それぞれ第１順位 から第５順位まで の取引

イ

役員等との取 引

（４）寄附者（当 該指定特定非営利 活動法人の役員、 役員の配偶者若し
くは３親等 以内の 親族又は役 員と特 殊の関係（第 １７ 条に規定する
特殊の関係 をいう 。）のある 者で、 前事業年度に おけ る当該指定特
定非営利活 動法人 に対する寄 附金の 額の合計額が ２０ 万円以上であ
るものに限る。） の氏名並びにその 寄附金の額及び受 領年月日
（５）給与を得た 職員の総数及び当 該職員に対する給 与の総額に関する
事項
（６）支出した寄 附金の額並びにそ の相手先及び支出 年月日
（７）海外への送 金又は金銭の持出 しを行った場合 に おけるその金額及
び使途並びにその 実施日
２

条例第１２条 第２項第４号に規 定する規則で定め る書類は、条例第

４条第１号、第２ 号、第５号（イに 係る部分を除く。 ）、第６号（ウ
及びエに係る部分 を除く。）、第７ 号及び第９号に掲 げる基準に適合
している旨並びに 条例第６条各号の いずれにも該当し ていない旨を説
明する書類とする 。
３

条例第１２条 第５項に規定する 規則で定めるもの は、同条第２項第
２号に掲げる書類 及び同項第３号に 掲げる書類のうち 第１項第２号及
び第５号に掲げる 事項を記載したも のとする。
（役員報酬規程等 の提出）

第３３条

条例第 １３条第１項の規 定によ る書類の提 出は、毎事業年度

初めの３月以内に、指定特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書
（様式第４号）に 当該書類を添付し て行わなければな らない。
２

条例第１３条 第２項の規定によ る書類の提出は、 当該書類の作成後 、
遅滞なく、助成金 の支給を行ったと きは指定特定非営 利活動法人助成
金支給書類提出書 （様式第５号）を 、海外への送金又 は金銭の持出し
（その金額が２０ ０万円以下のもの を除く。）を行う ときは指定特定
非営利活動法人海 外送金計画等提出 書（様式第６号） を添付して行わ
なければならない 。
（役員報酬規程等 の公開）

第３４条

第３条 の規定は、条例第 １４条の規定によ る閲覧又は謄写に

ついて準用する。
（合併申請の届出 ）
第３５条

条例第 １５条第１項の 規 定による届出は、 指定特定非営利活

動法人合併申請届 出書（様式第６号 ）に法第３４条第 ３項の認証の申
請をしたことを証 する書類を添付し て行わなければな らない。
（指定特定非営利 活動法人の合併に ついての指定に関 する技術的読替
え等）
第３６条

条例第 １５条第４項の規 定による必要な技 術的読替えについ

ては、次の表の左 欄に掲げる条例の 規定中同表の中欄 に掲げる字句は、
それぞれ同表の右 欄に掲げる字句に 読み替えるものと する。
第３条

前項の申出書

第１５条第１項の 規定によ

第２項

る届出
当該特定非営利活 動法人

合併後存続する特 定非営利
活動法人又は合併 によって
消滅する各特定非 営利活動
法人（合併によっ て特定非
営利活動法人を設 立する場
合にあっては、合 併によっ
て消滅する各特定 非営利活
動法人）

第１号から第３号 までに掲

当該書類のうち当 該千葉市

げる書類

認証法人に係る第 ４号から
第６号までに掲げ る書類を
除いたもの

第３条

指定を受けようと する特定

合併後存続する特 定非営利

第２項

非営利活動法人の

活動法人又は合併 によって

第１号

消滅する各特定非 営利活動
法人（合併によっ て特定非
営利活動法人を設 立する場
合にあっては、合 併によっ
て消滅する各特定 非営利活
動法人）の各事業 年度のう
ち
５年（指定を受け たことの

２年

ない特定非営利活 動法人が
指定を受けようと する場合
にあっては、２年 ）
各事業年度

合併後存続する特 定非営利
活動法人又は合併 によって
消滅する各特定非 営利活動
法人（合併によっ て特定非

営利活動法人を設 立する場
合にあっては、合 併によっ
て消滅する各特定 非営利活
動法人）の各事業 年度
第３条

次条各号

第２項

次条各号（第１０号を除
く）

第２号
第３条

各事業年度

合併後存続する特 定非営利

第２項

活動法人又は合併 によって

第４号

消滅する各特定非 営利活動
法人（合併によっ て特定非
営利活動法人を設 立する場
合にあっては、合 併によっ
て消滅する各特定 非営利活
動法人）の各事業 年度

第４条

前条第１項の申出 書を提出

第１５条第１項の 規定によ

した

る届出に係る合併 後存続す
る特定非営利活動 法人又は
合併によって設立 した

と認める

と認める場合で、 第２条第
１項に規定する条 例に定め
る事項を変更する 必要があ
る

第６条

当該特定非営利活 動法人に

当該条例に定める 事項の変

ついて、指定

更

該当する特定非営 利活動法

該当する合併後存 続する特

人

定非営利活動法人 又は合併
によって設立した 特定非営
利活動法人

指定のために

第２条第１項に規 定する条
例に定める事項の 変更のた

めに
第 １ ２ 指定特定非営利活 動法人

合併後存続する特 定非営利

条第１

活動法人又は合併 によって

項

設立した特定非営 利活動法
人
指定を受けた

法第３９条第１項 の規定に
よる登記をした

２

条例第１５条 第４項の規定によ り条例第４条第１ １号の規定を準用
する場合において 合併後存続する特 定非営利活動法人 及び合併によっ
て消滅する各特定 非営利活動法人（ 合併によって特定 非営利活動法人
を設立する場合に あっては、合併に よって消滅する各 特定非営利活動
法人。以下この項 において同じ。） の実績判定期間に つき条例第１５
条第４項において 準用する条例第４ 条第１１号に掲げ る基準に適合す
るかどうかの判定 は、次の各号に掲 げる基準に応じ、 当該各号に定め
るところにより行 うものとする。

（１）条例 第１５ 条第４項に おいて 準用する条 例第４ 条第１１号 （ 同条
第１号及び第２号に掲げる基準に係る部分に限る。）に掲げる基準
・合併後存 続する 特定非営利 活動法 人及び合併 によっ て消滅する 各
特定非営利活動法 人を一の法人とみ なして判定するこ と。
（２）条例第１５ 条第４項において 準用する条例第４ 条第１１号（ 同条
第１号 、第 ２号 及 び第７ 号に 掲げ る 基準に 係る 部分 を 除く。 ）に掲
げる基 準

合併 後 存続す る特 定非 営 利活動 法人 及び 合 併によ って消

滅する各特定非営 利活動法人のそれ ぞれについて判定 すること。
（３）条例第１５ 条第４項において 準用する条例第４ 条第１１号（ 同条
第７号に掲 げる基 準に係る部 分に限 る。）に掲げ る基 準

合併後存

続する特定 非営利 活動法人及 び合併 によって消滅 する 各特定非営利
活動法人（ いずれ も実績判定 期間中 に指定を受け てい た期間が含ま
れるものに限る。 ）のそれぞれにつ いて判定すること 。
（合併申請の届出 についての指定に 関する規定の準用 ）
第３７条

第３条 、第１１条から第 ２４条まで及び第 ３１条の規定は、

条例第１５条第１ 項の規定による届 出について準用す る。

（提出書類の規格 ）
第３８条

条例及 びこの規則の規定 により市長に対し て提出する書類の

規格は、日本工業 規格Ａ列４番とす る。ただし、官公 署が発給した文
書については、こ の限りでない。
（委任）
第３９条
附

この規 則の施行に関し必 要な事項は、 市長 が別に定める。
則

この規則は、条例 の施行の日から施 行する。
附

則（平 成２９年３月３０ 日規則第２１号）

この規則は、平 成２９年４月１日 から施行する。

