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「今、考える…地域でできる防災へ

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

（山口市神田町１－８０）

☆自主防災会の立ち上げに至るまでの取

事例発表をしていただき、地域におけ

参加者のみなさんで情報・意見交換を

「ＮＰＯ法人会計基準」学習会

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

（下関市竹崎町４－４－２ ヴェルタワー下関２

講師 五百竹 宏明さん
（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
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これまでの講座・学習会の報告
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

認定ＮＰＯ法人になろう！

～チャレンジ講座～

を開催しました！！

山口県内には、まだ認定ＮＰＯ法人がなく県内のＮＰＯ法人にとって認定へのハードルは高いもので

したが、今年の６月、「ＮＰＯ法の改正」と「新寄附税制」が成立し、「新寄附税制」では、所得税の税額控

除制度により寄附金への減税額が拡大し、認定ＮＰＯ法人にとって寄附を集めやすくなりました。また、

認定ＮＰＯ法人になる条件の一つであるパブリックサポートテストに「３０００円以上の寄附者が年間平均

１００人以上」という新しい基準の導入がされたことや認定する機関が国税庁から都道府県に移管される

など、認定ＮＰＯ法人への道が大きく開かれました。

今回の講座では、認定ＮＰＯ法人制度とは何か、パブリックサポートテスト及びその他の認定要件、さら

に認定申請書類の作成の方法について、詳しく解説していただきました。

★認定ＮＰＯ法人とは

ＮＰＯ法人の中で「一定の要件を満たしている」と国税庁が認めた法人で、認定ＮＰＯ法人になると、

様々な税制上の優遇措置を受けることができる。

（2012 年 4 月 1日からは各都道府県等の所轄庁が行う）

★認定ＮＰＯ法人が受けられる４つ税制上の優遇措置

１．個人の寄附金が税額控除の対象になる

２．法人は損金算入限度額の枠が拡大される

３．相続人は寄附をした相続財産が非課税となる

４．認定ＮＰＯ法人自身は、みなし寄附金制度を利用できる

★パブリックサポートテスト（ＰＳＴ）

幅広く市民の支持を得ているかどうかのテストで、実績

判定期間において基準をみたしていればクリアできる。

これまでは相対値基準のみだったが、新しく絶対値基準

が加わり選択できるようになった。さらに、条例別個別指定や仮認定制度も導入されることになった。

・相対値基準（経常収入の中で寄附金等収入の占める割合が２０％以上）

・絶対値基準（３０００円以上の寄附者が年間平均１００人以上）

・条例別個別指定（地方自治体が条例で独自の基準を設け、指定することができる）

・仮認定制度（2012年4月１日以降、ＰＳＴ以外の要件をすべて満たしていれば申請できる。ただし、認

定の有効期間は３年で、１回限り）

◆使用テキスト

脇坂誠也著「とるぞ！認定ＮＰＯ法人」（Ｃ’ｓブックレット・シリーズ Ｎｏ．９）

認定とろう！委員会作成 「認定ＮＰＯ法人」パンフレット

日時：２０１１年１１月６日(日)９：３０～１２：３０

場所：パルトピアやまぐち ２Ｆ第一会議室

講師：脇坂 誠也さん（税理士・ＮＰＯ法人ＮＰＯ

会計税務専門家ネットワーク理事）



スタッフ向け「ＮＰＯ法人会計基準」学習会【報告】

日時：２０１１年７月２５日（月）１０：００～１５：００

場所：県庁内会議室

来年４月１日より改正ＮＰＯ法が施行され、ＮＰＯ法人の

会計書類である収支計算書が活動計算書に変更されます。

改正後は全ＮＰＯ法人に活動計算書の提出が求められるこ

ととなり、所轄庁や各支援センターでもその対応が必要な

ため、支援センタースタッフや認証窓口である県民局の担当者向けに学習会を開催しました。講師は、

会計基準の策定に専門家として中心になって関わってこられたＮＰＯ会計税務支援福岡副代表の白石

京子税理士。ＮＰＯ法人会計基準協議会策定の「ＮＰＯ法人会計基準」をベースに内閣府で研究会が進

められていた新しいＮＰＯ法人の会計の手引きは、１１月の報告で概ね会計基準に沿った内容となりまし

た。 （県民生活課、県民局のＮＰＯ法人担当者、支援センタースタッフ ２０名参加）

センター指定管理者ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１からのお知らせ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「大震災と寄附文化」＆最新「ＮＰＯ税制・法人制度」セミナー（ＰａｒｔⅡ）

日時 ２０１２年１月２１日（土）

１４：００～１７：４５

場所 パルトピアやまぐち ３Ｆ 中ホール

講師 堀田 力氏（公益財団法人さわやか福祉財団理事長）

鈴木 歩氏（ＮＰＯ法人シーズ・コミュニケーションディレクター）

◆「市民一人ひとりの寄附がＮＰＯを支える」・「ファンドレイズの実践」についてお話しいただきます。

「新しい公共支援事業」～アドバイザー派遣事業とは？～

現在、全国の都道府県で「新しい公共支援事業」と呼ばれる事業が展開されています。

この「新しい公共支援事業」とは、「行政だけでなくＮＰＯや企業等の多様な存在が参画して地域社

会を支える体制（＝新しい公共）」をつくるための各種事業を指します。

山口県ではこの「新しい公共支援事業」の一環として「アドバイザー派遣事業」というものを設け、

今年から２年度限定の委託事業として、ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１（県民活動支援センター

運営者）が事業実施にあたることになりました。

まだまだ組織基盤が弱いＮＰＯを支援するため、県内で活躍する会計・税務・労務などの専門家に

アドバイザーとしてＮＰＯを支援していただけるような環境づくりを目標とし、現在取り組みを進め

ているところです。ＮＰＯ等のみなさんに活用していただける制度として準備ができ次第、改めて

広くお知らせする予定です。

参考資料：ＮＰＯ法人会計基準
〈完全収録版〉



やまぐち県民活動支援センター４月～１１月の動き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 月
１３日（金）～１５（日）

中国地方の支援力・合同強化合宿（防府市）

６月
２日（木）

県民活動ネットワーク会議（山口市）

１６日（木）
★山口市男女共同参画会議３０周年記念事業
（山口市男女共同参画会議・山口市）

７月
２５日（月）

スタッフ向けＮＰＯ法人会計基準学習会（山口市）

３０日（土）
★山口県内にある国際活動団体からお話しを聞こう！
～シャンティ山口～
（山口県国際交流協会・山口市）

８月
２４日（水）～２８日（日）

大学生インターン受入れ

２６日（金）
★地域防災を考える研修会
（山口市防災危機管理課／ＮＰＯ法人ぼうぼうネット・
山口市）

９月
１０日（土）

ＮＰＯ法・税制改正の動きをキャッチしよう～知ってて
ナンボ！新制度～＆ＮＰＯ支援センター関係者対象
「改正ＮＰＯ関連制度対策ゼミ」
（ＮＰＯ法人ふくおかＮＰＯセンター・福岡県）

１３日（火）
県民ボランティア活動支援センター訪問（長崎県）

１４日（水）～１８日（日）
大学生インターン受入れ

１５日（木）
ＩＳＯ２６０００時代の会社と地域の戦略セミナー
（ＮＰＯ法人市民活動さぽーとねっと／防府商工会議
所・防府市）

１７日（土）
★ＮＰＯ「これからの１０年を見つめる！」
（いわくに市民活動支援センター・岩国市）

１０月
１日（土）

おでかけ相談会（山陽小野田市）
★「女性が創る女性のためのチャレンジイベント」
（ケイトのクローバー・山陽小野田市）

１３日（木）
中国５県中間支援センター連絡会議
（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター・岡山県）

２５日～１１月１８日（金）
学生インターン受入れ

１１月
２日（水）

「プロボノ×地域づくり」フォーラム
（ＮＰＯ法人サービスグラント・東京都）

６日（日）
認定ＮＰＯ法人になろう！～チャレンジ講座～（山口
市）

７日（月）
★専門家対象「ＮＰＯ法人会計基準」セミナー
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１・山口市）

１９日（土）
★専門家対象ＮＰＯに対する「組織経営」助言セミナー
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１・山口市）

２３日（水・祝）
★第３回山口市男女共同参画センターフェスティバル
（山口市男女共同参画ネットワーク・山口市）

２４日（木）
★「市民コーディネーター養成塾」第２回ＮＰＯ法人会
計基準
（ＮＰＯ法人うべネットワーク・宇部市）

２４日（木）～２５日（金）
ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム全国大会ｉｎ奈良
（ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム全国大会ｉｎ奈良実
行委員会・奈良市）

２５日（金）
ＮＰＯ法人会計税務個別相談会（宇部市）

２７日（日）
★生涯学習ネットワーク研究会
（やまぐちネットワークエコー・山口市）

※次回の発行は３月の予定です

★印はイベント訪問です！

日本財団「東日本大震災支援基金」

やまぐち県民活動支援センターに設置しています募金箱の支援金を９月末に集計し、合計１３，８８６円を日
本財団へ振込みいたしました。 ご協力ありがとうございました！！

☆今後も継続してまいりますので引き続きご協力をお願い申し上げます。


