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今回のさぽ～とメール増刊号は２３年度



平成２４年４月１日から、改正特定非営

ＮＰＯ法の改正の背景として、地域社会で

担い手であるＮＰＯ法人への寄附や参画

の未普及があり、ＮＰＯ法人の健全な発展

＜改正のポイント＞

◆制度の使いやすさと信頼性向上

１．所轄庁の変更

２．活動分野の追加（１７分野か
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３．認証手続の簡素化・柔軟化

社員総会のみなし決議の導

４．未登記法人の認証取消し

５．会計の明確化

収支計算書から活動計算書

◆財政基盤の強化を支援するため

１．新たな認定制度の創設（所轄
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「ＮＰＯ法のどこが変わったの？」「私たちにも影響があるの？」「登記は必要？」「手続きは？」と疑

問を持っていらっしゃる団体も多いのでは…。

ＮＰＯ法改正に伴う定款変更や総会での決議を必要とする事項、また手続きなど、総会前に確認して

おきたいポイントについてお知らせします。

（１）法改正に伴い定款の変更をしなければいけない事項の確認

① 定款に法人の活動分野の号数が記載されている場合

② 理事の代表権の制限

③ 「定款の変更」の認証（届出）を要する事項

④ 字句の修正

・収益→利益
・収入支出→収益費用
・収支予算→活動予算
・収支計算書→活動計算書

（２）法改正でできるようになった事項の確認

① 「社員総会の※みなし決議」の導入

自分たちの法人に導入するかしないか選択をすることができます!
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※みなし決議とは？

社員全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思
表示をした時は、社員総
会の決議があったものと
みなされる。
－この機会に自分たちの定款を見直してみませんか？－

にも、何度も改正を行っています。その時の変更に対応していますか？

【事 業 】 「その他の事業」が「収益事業」のままではありませんか。

【任期等】 役員の任期の伸長規定が入っていますか（総会で役員の選任をする法人）

【解 散 】 解散事由(5)の「破産手続き開始の決定」が「破産」になっていませんか。

にあった定款になっていますか？

【権 能 】 法で定められている総会決議事項（定款変更、解散及び合併）以外の事項

は理事会等の議決事項にできます。総会と理事会の権能が自分たちの活動
形態にあったものになっていますか？

【表決権】 委任や書面による表決以外に、電磁的方法による表決をすることができま

す。

【予算管理】 予算管理を行うかどうかは各法人の任意事項です。予算管理をしない場合

や内規等で管理する場合は「予算」に係わる条項は記載しないことができま
す。
款の変更に係わる登記（通常総会後できるだけ早い時期に！）

事の代表権の制限の登記

法施行後６カ月以内（平成２４年９月３０日）

他の登記申請をする場合は、これらの登記申請と同時に登記をし

が終了する法人は、今期の通常総会後、資産総額の変更や（１）の

なります。）

２４年４月以降、最初に変更があった時

は、毎年事業年度の報告書等の提出時に、一緒に最新の役員名

要です。

動計算書」は、今年４月１日以降に始まる事業報告書からの適用に
詳しくは次ページを
ます。

「定款変更」と

簿と定款の提出

なります。



※団体により異なりますが、それぞれ下記内容が該当する場合は
下線部を追加します！

１．役員の「職務」の条項について

「第○条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する」という規定がある場合①又は②を選択

①代表権を制限する時

２項として「理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。」を付け加える

②代表権を制限しない時

第○条 理事長は、この法人の業務を総理する

２ （略）

３ 理事は、この法人を代表し、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この

法人の業務を執行する。

２．総会の「議事録」の条項について

今回の改正で導入された「社員総会のみなし決議」を活用する場合は、
議事録の記載事項が通常のものと異なります。

第○条 総会の議事録については（略）

２ （略）

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意

思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合に

おいては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

（４） 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

３．「定款変更」の条項について

所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる事項が追加され、「軽微な事項」という言葉
がなくなりました。

第○条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の【 】分の【 】以

上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項に該当する場合は、

所轄庁の認証を得なければならない。

●その他「山口県ＮＰＯ法人データベース」にて詳しく確認できます！！
http://npo.pref.yamaguchi.lg.jp/notice/000036.html

ご不明な点は、山口県県民生活課 県民活動推進班（０８３－９３３－２６１４）へ

★法第２５条第３項に規定する事項

・名称

・目的

・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

・主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁変更を伴うものに限る）

・社員の得喪に関する事項、役員に関する事項（役員の定数に関する事項を除く）

・会議に関する事項

・その他の事業を行う場合における、その種類その該当その他の事業に関する事項

・残余財産の帰属すべき事項

・定款の変更に関する事項

定款変更

まずは、自分
の団体の定款
を確認してみ
なければ・・・

http://npo.pref.yamaguchi.lg.jp/notice/000036.html


平成２３年度（１２月～３月）の講座・学習会の報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～ＮＰＯの会計税務講座～

「ＮＰＯ法人会計基準」
学習会

●参考ウェブサイト「みんなで使おう！ＮＰＯ法人会計基準」http://www.npokaikeikijun.jp/

ＮＰＯ会計税務個別相談会

日時 ２０１１年１２月２２日（木） １８：３０～２１：００

場所 しものせき市民活動センター 大会議室

講師 五百竹
い お た け

宏明
ひろあき

さん（ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員・

県立広島大学経営情報学部准教授）

参加者 ２０名

これまで県センターでは「ＮＰＯ法人会計基準」に関する学習

会を何度か開催してきましたが、今回は県西部の団体を対象に、

下関で開催しました。

ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員の五百竹宏明さんにわか

りやすく丁寧な解説をしていただき、透明性の高い情報開示の

重要性についてもお話いただきました。参加された方からは、

概ね会計基準の概要が理解できたとの声が寄せられ、加えて

「実際に自分たちの団体でも会計基準を導入してみたい」という

声も少なくなく、熱心に質疑応答が交わされていました。

日時 ２０１２年３月３０日（金） １３：３０～１６：３０

場所 パルトピアやまぐち２Ｆ 大ホール

講師 白石 京子さん（税理士、ＮＰＯ会計税務支援福岡副代表・

ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員）

参加者 ６０名

年度末という忙しい時期の開催でしたが、当初の予定人数（３０名）を大きく超える参加

者となりました。改正ＮＰＯ法の施行を間近に控え、「ＮＰＯ法人会計基準」や「活動計算

書」への関心の高さがうかがえました。

講座では、「ＮＰＯ法人会計基準」の概要と重要なポイントについて、また日常の会計

処理の方法や帳簿の付け方、部門別管理、さらに活動計算書など財務諸表の作成方法に

ついて、講師の白石さんからわかりやすく具体的な説明がされました。

ｉｎ下関

ｉｎ山口

日時 ２０１２年３月３１日（土） １０：００～１６：２０

会場 パルトピアやまぐち３Ｆ 第２会議室 

相談員 白石 京子さん（税理士、ＮＰＯ会計税務支援福岡副代表

ＮＰＯ法人会計基準協議会専門委員）

「ＮＰＯ法人会計基準」学習会に引き続き、税理士の白石さんによる「ＮＰＯ会計税務個別相談

会」を行いました。限定５団体ということもあり、締切りを待たずに予約が埋まりました。

団体からの相談は、消費税・源泉徴収・減価償却など税務に関わる内容が多く、年度末の報告

や次年度の活動に向けて専門家のアドバイスをいただきました。

改めてＮＰＯの会計税務に詳しい専門家の必要性を痛感しました。





J

などが重要だということです。

参加者みなさんが納得の３時間半でした！！

今回の広報講座では、団体が発行する情報紙や会報に焦点

をあて、まず団体を知ってもらい、さらにファンになってもらえ

るような広報物をつくることを目標に開催しました。

広報の基本についての講義のあとパソコンを使って、ワード

の「文字パレット」など便利なツールの使い方を学びました。イ

シハラさんからは、最近注目のプレゼンテーションツール「Ｐｒｅ

ｚｉ」の紹介があったりインターネットの活用の重要性なども教わ

ったりしました。

最後は、個人個人が作業をしながら、実際に作成した広報紙

について個別のアドバイスをいただきました。

伝えたいことがたくさんあってどうしても紙面一杯に詰め込

みすぎてしまいがちですが・・・

どんな人に支持されたいかターゲットを絞る（絞ったからと

いって他の層が見ないわけではない）

意味のある表現をする（たくさん言い過ぎない、お説教をし

ない、うそを言わない、意味と雰囲気を統一する）

～
Ｎ
Ｐ
Ｏ
広
報
講
座
～

「
フ
ァ
ン
を
増
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す
情
報
紙
の
つ
く
り
か
た
。
」日時 ２０１２年１月２３日（月）

１３：３０～１７：００

場所 防府市地域協働支援センター研修室２

講師 イシハラ タツヤさん

（ＮＰＯ法人遠足計画代表・
ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター）

参加者 ２１名

イシハラさんからレイアウト

わんポイントアドバイス

写真は思い切って大きく使う。

余白を大切に。空間にメッセー
ジがある

漢字１文字使いはインパクトが
ある

あなたが

最もメッセージを届けたい人の

気持ちを想像することが大切・・・。



～コミュニティ学習会２０１１～「今、考える・・・地域でできる防災への取組み」

日時 ２０１２年１月２８日（土） １３：３０～１６：３０

場所 パルトピアやまぐち３Ｆ 中ホール

♣ コーディネーター 光安 信介さん（山口災害救援）

♣ 事例発表 土肥 俊峯さん（上東地区自主防災会）

参加者 ３３名（自治会、町内会、コミュニティ組織２６名／県民活動団体
３名／施設、事業所２名／学生２名）

東日本大震災後、今まで以上に「地域防災」の必要性・関心が高まっている今、山口県内でも様々な

人や組織とのつながりや各地域の取組みを知り、自分たちの現在の問題点・課題を考え、みつけてもら

う機会にしたいと開催しました。

防災のセミナーが多い時期の開催で参加者が集まるのか…と思われましたが、思った以上にたくさん

の方にご参加いただき、改めて関心の高さを感じました。

前半は、学習会全体のコーディネートをお願いした光安さんに、「自助・共助（互助、協働）・公助」につ

いてお話しいただき、土肥さんに自主防災組織の体制づくりや自然災害に対する危機管理について、

問題点・課題を含め具体的な話をしていただきました。

後半は、グループに分かれ「今日から何ができるか？」チェックシートで現状確認をし、それぞれの立

場での意見交換をしてもらいました。

「自主防災組織立上げの具体的な話が聞けた」「他の地域との情報交換が有益だった」などという感

想が寄せられたり、その後地域にもどって自治会で地域防災を考える会を開催したということを聞いた

り、今後も地域防災の学習会を継続していきたいと思いました。Ù

その地域に暮らす一人ひとりが

“地域のスペシャリスト”へ・・・



ブログ、ツイッター、フェイスブック・・・。次々に登場する

新しい情報発信ツールをうまく使い分けて日々の活動に活かしている方達のお話を聞いて、それぞれ

の特性を知り、まだ使いこなしていない方にも初めの一歩を踏み出すきっかけをつかんでもらうことを

目的に、「IT」と「Tea time」をかけてネーミングした“i Tea たいむ”を開きました。

講師を務めていただいたＮＰＯ法人市民プロデュース副理事長の平田隆之さんが、自らフェイスブッ

クを使って広報してくださったおかげで、予想以上に参加者が集まり、講座の前にフェイスブック効果を

実感することができました。

参加者の皆さんからは「ツイッターやフェイスブックがどんなものなのかわかった」「知らない機能の

ことが聞けてよかった」等、好意的な声が多く聞かれ、主催者としても一安心。レベルがばらばらだった

ので、皆さんに大満足という訳には行かなかったかも知れませんが、お茶やお菓子を楽しみながら、和

やかに情報交換、意見交換ができる場になりました。





～意見交換会～ “ｉ Ｔｅａたいむ”

日時 ２０１２年２月２９日（水） １８：３０～２０：３０

場所 パルトピアやまぐち２Ｆ 第一会議室

講師 平田 隆之さん
（ＮＰＯ法人市民プロデュース副理事長） ¤¤¤¤

参加者 ２５名（県民活動団体・コミュニティ関係者等）

２３年度事業を終えて・・・ひと言
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成２３年度より、県民活動支援センターの指定管理が第２期に突入しました。当センター第２期

における支援事業の目標として「県民活動団体の根付き」を当初に掲げました。以下、このテーマに

沿って２３年度事業を簡単に振り返ってみたいと思います。

「県民活動団体の根付き」のためには、たとえば「しっかりとした組織運営」「団体やその活動の効

果的な外部へのＰＲ・情報開示」を行い、社会的な信頼性を獲得することが必須となってきます。特

にＮＰＯの会計報告については前々から不透明性が指摘されており、その点で２３年度も「ＮＰＯ法

人会計基準」を学ぶ会を県下２会場で開催しました。

また、加えてセミナー形式だけでなく団体が抱える個別の課題に対応すべく「個別相談会」や「専

門家との出張相談」なども実施し、きめ細かい相談対応を行いました。

また、運営や活動の実態を効果的に外部へ伝える観点から、「ファンを増やす情報紙のつくりか

た。」講座を実施。その他、近年注目されるフェイスブックなど情報ツールの活用をテーマとした「意

見交換会」を行い、情報開示の仕方を多角的に学ぶ機会を設けました。

さて、平成２４年度は、全国的にも「改正ＮＰＯ法」への対応が求められてきます。県内ＮＰＯ法人

による改正法への円滑な対応を支援するとともに、活動団体の「根付き」につながる各種支援業務

を今後も進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

やまぐち県民活動支援センター長 伊藤 彰



やまぐち県民活動支援センター １２月～３月の動き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～１２月～

３日（土）
★「大震災と寄附文化」＆最新「ＮＰＯ税制・法人制度」
セミナーＰａｒｔⅠ
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１・山口市）

４日（日）
おでかけ相談会（周南市）

★しゅうなん元気もの交流フェスタ
（周南地域市民活動団体等交流会実行委員会・
周南市）

１１日（日）
★人と人とのマッチング講座
（いわくに市民活動支援センター・岩国市）

１２日（月）
★「伝わる・つながる・響くチラシの作り方」
（ＮＰＯ法人シニアネット光・光市）

１６日（金）
しものせき市民活動センタースタッフ基礎研修会
（下関市）

２２日（木）
「ＮＰＯ法人会計基準」学習会（下関市）

～１月～

２１日（土）
★「大震災と寄附文化」＆最新「ＮＰＯ税制・法人制度」
セミナーＰａｒｔⅡ
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１・山口市）

２３日（月）
ＮＰＯ広報講座（防府市）

２８日（土）
コミュニティ学習会（山口市）

２９日（日）
おでかけ相談会（岩国市）

★岩国市民活動カフェ２０１２
（市民活動カフェ実行委員会・岩国市）

★印はイベント参加です！

～２月～

１日（水）～３日（金）
高校生インターン受入れ

２３日（木）
ＮＰＯ法人ヒアリング（山陽小野田市）

★ＮＰＯと行政の対話フォーラム 2012
（認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター・神奈川県）

２９日（水）
意見交換会（山口市）

～３月～

１５日（木）
★ＮＰＯ法等改正説明会
（山口県県民生活課・山口市）

１６日（金）
★中国５県中間支援センター連絡会議（広島県）

１８日（日）
★日本ＮＰＯ学会第１４回年次大会
（日本ＮＰＯ学会・広島県）

２２日（木）
県民活動ネットワーク会議（光市）

２３日（金）
★ＮＰＯ法等改正説明会
（山口県県民生活課・下関市）

２７日（火）
専門家によるおでかけ相談会（山口市）

２９日（木）
専門家によるおでかけ相談会（周南市）

３０日（金）
★専門家向け「認定ＮＰＯ法人」講座
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１・山口市）

「ＮＰＯ法人会計基準」学習会（山口市）

３１日（土）
「ＮＰＯの会計税務個別相談会」（山口市）

編集後記♪

さぽ～とメール増刊号を読んでいただきありがとうございました。新年度がはじまり事業計画も
かたまってきました。今年度は少し早めに講座を開催していく予定なので、どうぞ県民活動スー
パーネット（http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/）の情報をお見逃しなく！！（オカベ）

**********************************************************************************

【今年度の講座の予定】

◆ＮＰＯ法人登記講座・・・５月～６月 ◆「ＮＰＯ法人会計基準」学習会・・・７月

◆「ＮＰＯの情報発信セミナー」・・・６月 ◆認定ＮＰＯ法人講座・・・１０月

※あくまでも予定なので変更になる場合があります

実施・参加

http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/



