千葉市特定非営利 活動促進法施行条 例 をここに公布す る。
平成２４年３月２ １日
千葉市長

熊

谷

俊

人

千葉市条例第６号
千葉市特定非営利 活動促進法施行条 例
（趣旨）
第１条

この条例 は、特定非営利活 動促進法（平成 １ ０年法律第７号。

以下「法」という 。）の施行に関し 必要な事項を定め るものとする。
（設立の認証申請 ）
第２条

法第１０ 条第１項の申請書 は、規則で定める 様式によるものと

する。
２

法第１０条第 １項第２号ハ（法 第３４条第５項に おいて準用する場
合を含む。）の書 面は、次の各号に 掲げる場合の区分 に応じ 、それぞ
れ当該各号に定め るとおりとする。

（１）当該役員が 住民基本台帳法（ 昭和 ４２年法律第 ８１号）の適用を
受ける者である場 合

同法第１２条 第１項に規定する 住民票の写し

（２）当該役員が 前号に該当しない 者である場合

当 該役員の住所又は

居所を証する権限 のある官公署が発 給する文書
３

前項の規定に かかわらず、 市長 が住民基本台帳法 第３０条の１０第
１項又は第３０条 の１２第１項 の規 定により地方公共 団体情報システ
ム機構（第５条に おいて「機構」と いう。））から当 該役員に係る 機
構保存本人確認情 報の提供を受ける ときは、第 １項の 申請書には、前
項第１号に掲げる 書面を添付するこ とを要しないもの とする。
（申請者が補正す ることができる軽 微な不備）

第３条

法第１０ 条第３項（法第２ ５条第５項及び 法 第３４条第５項に

おいて準用する場 合を含む。）に規 定する条例で定め る軽微な不備は、
客観的に明らかな 誤記又は脱字によ る不備であって、 当該不備を補正
したとしても提出 された申請書又は 当該申請書に添付 された書類の内
容の同一性を失わ ない範囲のものと する。
（認証又は不認証 の決定期間）

第４条

市長は、 正当な理由がない 限り、法第 １０条 第２項の期間を経

過した日から１月 以内に、法第１２ 条第１項の規定に よる認証又は不
認証の決定を行う よう努めなければ ならない。
２

前項の規定は 、法第２５条第３ 項及び法第３４条 第３項の規定によ
る認証又は不認証 の決定について準 用する。

（役員の変更等の 届出をする場合の 提出書類）
第５条

法第２３ 条第２項の規定の 適用を受ける場合 における第 ２条第

２項第１号に掲げ る書面については 、 市長が住民基本 台帳法第３０条
の１０第１項又は 第３０条の１２第 １項の規定により 機構から当該役
員に係る機構保存 本人確認情報 の提 供を受けるときは 、法第２３条第
２項の規定による 提出をすることを 要しないものとす る。
（定款の変更の認 証申請）
第６条

法第２５ 条第４項の申請書 は、規則で定める 様式によるものと

する。
（定款の変更の届 出）
第７条

法第２５ 条第６項の規定に よる届出は、規則 で定める 届出書を

提出して行うもの とする。
（事業報告書等の 提出期限）
第８条

法第２９ 条の規定による事 業報告書等の提出 は、毎事業年度初

めの３月以内に行 わなければならな い。
（事業報告書等の 閲覧等の場所）
第９条

法第３０ 条及び法第５６条 （法第６２条にお いて準用する場合

を含む。）の規定 による閲覧又は謄 写は、規則で定め る場所において
行うものとする。
（合併の認証申請 ）
第１０条

法第３ ４条第４項の申請 書は、規則で定め る様式によるもの

とする。
（認定等の申請）
第１１条

法第４ ４条第２項（法第 ５１条第５項、 法 第５８条第２項前

段（法第６３条第 ５項において準用 する場合を含む。 ）及び 法第６３

条第５項において 準用する場合を含 む。）の申請書は 、規則で定める
様式によるものと する。
（役員報酬規程等 の提出期限）
第１２条

法第５５条第１項（法第６２条において準用する場合を含

む。）の規定によ る書類の提出は、 毎事業年度初めの ３月以内に行わ
なければならない 。
２

法第５５条第 ２項（法第６２条 において準用する 場合を含む。）の
規定による書類の 提出は、助成金の 支給を行った後遅 滞なく行わなけ
ればならない。
（情報通信の技術 を利用する方法に よる手続）

第１３条

法第７ ４条に規定する手 続を、同条の規定 により読み替えて

適用する行政手続 等における情報通 信の技術の利用に 関する法律（平
成１４年法律第１ ５１号）第３条か ら第５条までの規 定により、電子
情報処理組織を使 用する方法その他 の情報通信の技術 を利用する方法
により行わせ、又 は行う場合におい て必要な事項は、 規則で定める。
（電磁的記録によ る保存）
第１４条

法第７ ５条の規定により 読み替えて適用す る民間事業者等が

行う書面の保存等 における情報通信 の技術の利用に関 する法律（平成
１６年法律第１４ ９号。以下「読替 え後の電子文書法 」という。）第
３条第１項の条例 で定める保存は、 法第１４条（法第 ３９条第２項に
おいて準用する場 合を含む。）、法 第２８条第１項及 び第２項、法第
３５条第１項、法 第５４条第１項（ 法第６２条（法第 ６３条第５項に
おいて準用する場 合を含む。）及び 法第６３条第５項 において準用す
る場合を含む。） 並びに法第５４条 第２項及び第３項 （これらの規定
を法第６２条にお いて準用する場合 を含む。）の規定 による書面の 備
置きとする。
２

特定非営利活 動法人が、 読替え 後の電子文書法第 ３条第１項の規定
により、前項に規 定する書面の備置 きに代えて当該書 面に係る電磁的
記録の保存を行う 場合は、規則で定 める方法により行 わなければなら
ない。

３

特定非営利活 動法人が、前項の 規定により電磁的 記録の保存を行う
場合は、必要に応 じ電磁的記録に記 録された事項を出 力することによ
り、直ちに明瞭か つ整然とした形式 で使用に係る電子 計算機その他の
機器に表示し、及 び書面を作成する ことができなけれ ばならない。
（電磁的記録によ る作成）

第１５条

読替え 後の電子文書法 第 ４条第１項の条例 で定める作成は、

法第１４条（法第 ３９条第２項にお いて準用する場合 を含む。）、 法
第２８条第１項及 び法第３５条第１ 項並びに法第５４ 条第２項及び第
３項（これらの規 定を法第６２条に おいて準用する場 合を 含む。）の
規定による書面の 作成とする。
２

特定非営利活 動法人が、 読替え 後の電子文書法第 ４条第１項の規定
により、前項に規 定する書面の作成 に代えて当該書面 に係る電磁的記
録の作成を行う場 合は、規則で定め る方法により行わ なければならな
い。
（電磁的記録によ る縦覧等）

第１６条

読替え 後の電子文書法 第 ５条第１項の条例 で定める縦覧等は 、

法第２８条第３項 、法第４５条第１ 項第５号（法第５ １条第５項及び
法第６３条第５項 において準用する 場合を含む。）、 法第５２条第４
項（法第６２条に おいて準用する場 合を含む。）及び 法第５４条第４
項（法第６２条に おいて準用する場 合を含む。）の規 定による書面の
閲覧とする。
２

特定非営利活 動法人が、 読替え 後の電子文書法第 ５条第１項の規定
により、前項に規 定する書面の閲覧 に代えて当該書面 に係る電磁的記
録に記録されてい る事項又は当該事 項を記載した書類 の縦覧等を行う
場合は、規則で定 める方法により行 わなければならな い。

（委任）
第１７条

この条 例に定めるものの ほか、法及びこの 条例の施行に関し

必要な事項は、規 則で定める。
附
１

則

この条例は、 平成２４年４月１ 日から施行する。

２

この条例の施行の日の前日までに特定非営利活動促進法施行条例
（平成１０年千葉 県条例第３６号） の規定によりなさ れた手続その他
の行為で、この条 例の施行の際現に 効力を有するもの は、それぞれこ
の条例の相当規定 によりなされたも のとみなす。
附

則（平成 ２７年９月１８日 条例第６９号）

この条例は、平 成２７年１０月５ 日から施行する。
附

則（平 成２９年３月２１ 日条例第１５号）

この条例は、平 成２９年４月１日 から施行する。

