社会福祉法人種の会

役員等報 酬規程

（目 的）
第 １条

こ の規程 は、 社会福祉法人種の会（以下「当法人」という。）定款第八条及び第二十二条第一

項の規定に基づき、役員等の 報酬等について定めることを目的とする。
（定 義）
第 ２条

こ の規程 でいう 役員 等と は、理 事 、監 事及 び評 議員を いう。

２

役 員等 のうち 常時勤 務す る者 を常勤 役員等 とい う 。

３

役 員等 のうち 常勤役 員等 以外 の役員 等を非 常勤 役員 等とい う。

（ 報 酬 等の 支給）
第 ３条

役 員等に は 、勤 務形 態 等 に応じ て、次 の通 り報 酬等を 支給す る。

（１）当法人における常勤役員等のうち理事長及び常務理事については報酬、賞与及び
退 職手 当を 支給す る。
（２）非常勤役員等には、業務に応じた報酬を支給するものとし、賞与及び退職手当は
支 給し ない 。
２

常勤役員等に対する退職手当は、理事長又は常務理事として円満に任期を満了し、
理事を辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者に
つ いて は、 その遺 族に支 払う もの とする 。

３

当 法人 の理事 に対す る報 酬等 は各年 度の総 額 が 5,000 万 円を超 えな い範 囲とす る。
た だし 、退 職手当 を除く 。

４

当 法人 の監事 に対す る報 酬等 は各年 度の総 額 が 100 万円を 超えな い範 囲と する。

（ 常勤 役員 等の報 酬等 の 額）
第４条

常勤役員等に対する報酬等の額は次の各号に定める範囲内でそれぞれ支給する

も のと する 。なお 、各理 事へ の支 給額に ついて は理 事会 におい て決定 する 。
（ １） 報酬 につい ては、 別表 １に 定める 額 とす る。
（ ２） 賞与 につい ては、 別表 ２に 定める 額 とす る。
（ ３） 退職 手当に ついて は、 別表 ３に定 める算 式に より 算出さ れる額 とす る。
理事長であった期間と常務理事であった期間の両方がある常勤役員等については
そ れぞ れの 期間に ついて 計算 し、 合算し た額を 退職 手当 とする 。
（ ４ ） 通勤 交通費 につい ては 、 通 勤費支 給取扱 規程 の規 定に準 ずる額 とす る 。
（ ５ ） 常勤 役員等 が出張 した とき は 、出 張旅費 規程 に基 づき旅 費を支 給す る。
（ 非常 勤役 員等の 報酬等 の算 定方 法 ）
第 ５条

非 常勤役 員 等の 報酬 等の 額は次 の各号 に応 じて 定める ものと する 。

（１）非常勤役員等が理事会、評議員会その他の会議に出席したときは、別表４により
報 酬を 支払 うこと ができ る。

（２）非常勤役員等が理事会、評議員会その他の会議への出席以外で法人又は施設の業
務 にあ たっ た場合 は、別 表 ５ によ り報酬 を支払 うこ とが できる
（ ３） 非常 勤役員 等が出 張し たと きは、 出張旅 費規 程に 基づき 旅費を 支給 する 。
（ 当法 人職 員給与 との併 給）
第６条

当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は別表 ６の定め

に よる もの とする 。なお 、役 員等 報酬に 係る賞 与は 支給 しない ものと する 。
（ 報酬 等の 支給方 法）
第７条

常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、毎月末日（支給日が銀行休業日の場

合は、前営業日）に支払う。ただし、その日が休日に当たるときは職員給与規程に準
じ た日 とす る。
２ 非常 勤役員 等に 対す る報 酬等 の支給 時期は 、そ の都 度支払 う。
３ 報酬 等は 、法 令の定 める とこ ろによ り控除 すべ き金 額及び 本人か ら申 し出 があっ たと
き には 、立 替金、 積立金 等を 控除 して支 給する 。
（ 報酬 等の 日割り 計算）
第 ８条 新たに 理事 長又 は常 務理 事 に就 任した 者に は、 その日 から報 酬を 支給 する。
２ 理事 長又は 常務 理事 が退 任し 、又は 解任さ れた 場合 は、前 日まで の報 酬を 支給す る 。
３ 月の 中途に おけ る就 任、 退任 、又は 解任の 場合 は、 日割り によっ て計 算す る。
４ 本条 第２項 の規 定に かか わら ず、 理 事長又 は常 務理 事 が死 亡によ って 退任 した場 合 、
そ の月 まで の報酬 を支給 する 。
（ 端数 の処 理）
第 ９条 この規 程 に より 、計 算金 額に １円未満 の端 数が 生じた ときに は、これ を１ 円に切
り 上げ る。
（ 公表 ）
第 10 条

当法 人は、こ の規 程を もって 、社会 福祉 法第 五十九 条の二 第一 項二 号に定 める

報 酬等 の支 給基準 として 公表 する 。
（改

廃）

第 11 条 こ の規 程の改廃 は、 評議 員会の 承認を 受け て行 う 。
（補

則）

第 12 条 こ の規 程 の実 施に 関し 必要な 事項は 、理 事長 が理事 会の決 議を 経て 、別に 定め
る こと とす る 。
附

則
この 規程 は 令和 ３年６ 月２ ５日 より施 行する 。

別表１

常 勤役員 等の報 酬（ 第４ 条関係 ）
役職名

報酬の上限額

理事長

月額 1,000,000 円

常務理事

別表２

別表３

月額

800,000 円

常 勤役員 等の賞 与（ 第４ 条関係 ）
7 月賞与（7 月末支給）

報酬月額×1 か月分

11 月賞与（11 月末支給）

報酬月額×1 か月分

3 月賞与（3 月末支給）

報酬月額×1 か月分

常 勤役員 等の退 職金 算定 式（第 ４条関 係）
最終 報酬月 額

×

在 任年 数

×

係数

※１

上記 係数は 、理事 長２ 、常 務理事 １とす る。

※２

上記 在任期 間は就 任の 月か ら退任 の月ま でと し、1 か月 未満の 端数 があ る場合 は切
り 上げ る。1 年未満 の在 任年 数は 月割計 算とす る。役職 に異動 が生じ た在 任年 数は異
動 の月 から 新役職 を適用 する 。

※３

在職 中特別 の功労 があ った 役員に は 、評 議員 会の 決議に よりこ の規 程で 定める 支
給 額の 他に 特別加 算金を 支給 する ことが できる 。

※４

退職 手当の 上限は 、特 別加 算金を 含め各 年度 の総 額が 5,000 万 円を 超え ない範 囲
と する 。

※５

退任 にあた り、法 人の 信用 を傷つ け又は 在任 中知 り得た 法人の 機密 を漏 らすこ と
に より 、法 人に損 害を与 えた 場合 や 在職 中不都 合な 行為 があり 、理事 会に おい て不
支 給を 適当 と認め たとき は退 職手 当を支 給しな いこ とが ある。

別表４ 非常勤役員の会議出席（第５条関係）
名 称

日額（源泉所得税控除後）

理 事会・評議員会・その他会議等への出席

10,000 円

別表５ 非常勤役員のその他法人・施設のための業務 （第５条関係）
名 称

日額（源泉所得税控除後）

法人・施設業務

10,000 円

監事の監事監査等への出席

20,000 円

別 表６

職 員給与 との併 給（ 第６ 条関係 ）

１．当法人の職員を兼務し、職員給与を支給している理事長及び常務理事に対しては
、 職員 給与 に加え て役員 報酬 等を 支給 し 、役員 等報 酬に 係る賞 与は支 給し ない 。
役職名

報酬の上限額

理事長

月額 700,000 円

常務理事

月額 500,000 円

２．当法人の職員を兼務し、職員給与を支給している理事長及び常務理事に対しては
、 役員 報酬 等と職 員給与 の合 計が 下記の 範囲内 にお いて 役員報 酬等を 支給 する 。
役職名

年次報酬等合算上限額

理事長

合算上限年額 17,000,000 円

常務理事

合算上限年額 12,000,000 円

