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～ＮＰＯの会計講座～

今回の増刊号は平成２４年９月～２５年３月の事業報告を中心にお届けします。

平成２４年度（９月～３



ＮＰＯ法人の「活動計算書」
日 時 ９月２日（日）

１部 １３：３０～１５：００
２部 １５：１０～１６：３０

場 所 パルトピアやまぐち ２Ｆ 大ホール

参加者 1 部：５０名（ＮＰＯ法人３１団体）

２部：２０名（ＮＰＯ法人１７団体）

講 師 白石 京子さん

（税理士、ＮＰＯ会計税務支援福岡副代表）

●１部 「ＮＰＯ法人会計
活動計

平成 24 年 4 月 1 日、改正

算書」が導入され、「ＮＰＯ法

を作成することになりました。

までの収支計算書とどこが違う

にどういった点に注意したらよ

●２部 グループに分かれ

１部の講義をもとに実際に自

計算書を作成するワークをしま

県内でＮＰＯ支援に関心の高い

迎え、作成する課程で出てくる

いながらすすめました。参加者

義ではよくわかったという人も

字で活動計算書を作成するのは

しいという感想が聞かれました

回活動計算書についての講座を

PartⅡ～「財務諸表の

（税理士、ＮＰＯ会計税務支援福岡副代表）

に

務

ばならないことを強調されました。また、参加者からの質問にも分かりやすく丁寧
ほしちゃん
さぽ～とメール
やまぐち県民活動支援センター【増刊号】2013 年 3 月
月）講座の報



のつくりか

基準」にそった
算書作成のための

ＮＰＯ法施行により

人会計基準」をもと

活動計算書とは何

のか、日々の会計

いのか、などを学び

活動計算書の作

分たちの会計書類

した。講師の白石税

税理士２名をサポ

疑問点にアドバイ

アンケートの回答

実際に自分たちの

、勘定科目の設定

。このため今年度

行うことになりま

注記」編

に答えていただきま
告

た

講義

「活動計

に決算書

か、これ

処理の際

ました。

成実習

から活動

理士と、

ーターに

スをもら

では、講

団体の数

などが難

はもう一

した。
～

日 時 ３月２３日（土） １３：３０～１６：３０

場 所 山口県教育会館 ３Ｆ 第４研修室

参加者 ４４名（ＮＰＯ法人３９団体）

講 師 白石 京子さん
昨年の９月の講座に続き、第２回目の「ＮＰＯのための会計講座」を行いました。

年度末の忙しい時期にもかかわらず、定員を上回る４４名もの参加があり、収支計算書から「活動計算書」

変わる会計報告書への関心の高さがうかがえました。講座では、活動計算書の特長についての説明や「財

諸表の注記」について、詳しい説明がありました。活動計算書には必ず「財務諸表の注記」をつけなけれ
した。
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～コミュニティ学習会２０１２～語り場「地域×学生」Ⅰ

生」Ⅰ日 時 １２月１９日（水）１８：００～２０：００

場 所 パルトピアやまぐち ３Ｆ 中ホール

参加者 ２０名（学生１０名）

・活動発表

発表者：遠藤 嵩大さん
（山口県立大学「ぶちボラＹＰ勇気」）

・「語り場」ワークショップ

コーディネーター：船﨑 美智子さん
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１理事）

地域住民と学生の出会いの場を設け、お互いに語り合ってもらうことで「コミュニティと学生の関係」につ

いて考え、つながりを持つ機会になれば…と開催しました。

前半は山口県立大学の遠藤さんの活動発表。被災地でのニーズを大切にした現地支援の活動や、地域防災の

活動から作成された「防災豆知識ＢＯＯＫ」について話していただきました。

「語り場」ワークショップは全員で輪になって「今困っていること、助けてほしいこと」をそれぞれの立場

で意見を出し合い、キーワードごとに分類し共有しました。立場は違っても、お互いに“つながる”ことの重

要性、交流の場・出会いの場の必要性を感じ、今後の展開に期待できる学習会になりました。

語り場「地域×学生」Ⅱ

日 時 ２月２８日（木）１８：３０～２０：３０

場 所 パルトピアやまぐち ３Ｆ 中ホール

参加者 １９名（学生３名）

・「語り場」ワークショップ

コーディネーター：船﨑 美智子さん
（ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１理事）

第１回目の参加者の「語り場」継続！の声を受けて、急遽２回目を開催しました。

全体のテーマは「つなぐ“場”づくり」事前に考えてきてもらった「防災について関心のあることは？」「子

どもに対して地域が、学生が一緒にできることは？」について４グループに分かれ意見を出し合い、全体で共

有しました。４～５名のグループに分かれ、少ない人数で膝をつき合わせて自由に話せる雰囲気に、具体的な

意見も多く、内容の濃い「語り場」になりました。

継続を望む声もあり、コミュニティに学生を巻き込んだ学習会を、今後も開催していきたいと思います。
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～意見交換会～

ＮＰＯの労務講座
日 時 １２月２日（日）１４：００～１６：００

場 所 周南市文化会館 練習室２

参加者 ９名

講 師 藤村 徹さん

（社会保険労務士、フジムラ経営労務管理事務所）

近年、その社会的な役割の重要性が認識され始めているＮＰＯですが、その一方で「働く場」としてはまだ

まだ未成熟といえます。ＮＰＯで働く従事者は流動的になりやすく、企業に比べると「ＮＰＯへの就職」はま

だまだ一般的ではありません。

そういった背景があるため、「人を雇い、働くことに関して管理する」いわゆる「労務」についての知識や

体制が十分でないＮＰＯが多いようです。そこで、ＮＰＯが苦手とする「労務」について初心者にもわかる基

礎的な講座を開催しました。

講師の藤村さんからは、具体的な事例を交えながら雇用・保険・就業規則などわかりやすく説明していただ

き、さらに質疑応答を通じて労務の基礎について学ぶことができました。

トーク！とーく！ＴＡＬＫ！

日 時 ３月５日（火）１９：００～２０：３０

場 所 やまぐち県民活動支援センター

交流コーナー

参加者 １７名（ゲスト５名）

毎年恒例のセンター意見交換会。今年は「トーク！とーく！ＴＡＬＫ！」と題し、ゲストにフリーペーパー

や地元新聞の記者さん、県の広報広聴課の方をお迎えして、「記事にしてもらうコツは何？」をテーマに開催

しました。

「取材に来てもらうには、どんなアプローチが必要なの？」「人目を引くタイトルの付け方は？」など次々

投げかけられる質問に、ゲストの方々は終始笑顔で、プロとして的確なアドバイスをくださり、一同思わず納

得！参加者同士で「こうしたらうまく行ったよ」と情報交換し合う場面もあり、活動団体間の交流の場にもな

りました。

取材する側とされる側、それぞれの甘口辛口取り混ぜた本音トークが繰り広げられる中、何よりも皆さんの

活動に懸ける熱い思いや意気込みが直に伝わってきて、元気をいっぱいいただけた会でした。
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発達につまずきのある子どもに対する教育や相談

のニーズが高まっている中、子育て支援・発達支援の

活動の充実を図り、穏やかな気持ちで子育てができる

場所となればと思い立ち上げました。

発達に遅れや障がいのある乳幼児（０～６歳）に対

し、一人ひとりの年齢や発達に応じ日常生活における

基本的な動作の獲得、集団生活への適応能力を育てる

援助をしています。

 基本情報 

代表者：吉村 靜馬

法人認証：2008 年 8 月

〒747-1221 山口市鋳銭司 2535

ＴＥＬ/ＦＡＸ 083-986-2772

Ｅメール s-kids@c-able.ne.jp

ＮＰＯ法人

子育て支援センターしらさぎキッズ

障害のある人が住みなれた地域で安心した暮らし

を送られるように、障害者保健福祉の普及・啓発、障

害者福祉施策の充実を目指して活動しています。「山

口地区精神保健家族会」を前身とし、2005年にNPO

法人ふれあいの家鴻の峯を設立しました。現在は在宅

の精神障害者や知的障害者の仕事の場を提供してい

ます。このほか、地域活動支援センター「ふれんず大

歳」、グループホーム「おおとし荘」、憩いの家「里楽

巣」を運営しています。

 基本情報 

代表者：杉山 節子

法人認証：2005 年 11 月

〒753-0871 山口市朝田 941-1

ＴＥＬ/ＦＡＸ 083-924-5561

Ｅメール konomine@c-able.ne.jp

ＮＰＯ法人 ふれあいの家鴻
こう

の峯
みね

東京電力福島第一原発の事故により、東日本各地か

ら山口県へ避難・移住してきました。長引く避難生活

により数々の不安を覚えている避難者同士が経験や

悩みを共有することで、避難先で落ち着いた生活を取

り戻すきっかけになればと願っています。

避難者同士の交流・情報交換や、避難者の実情を広

く知ってもらうための広報活動などを行っています。

 基本情報 

代表者：浅野 容子

団体発足：2012 年 9 月

〒758-0611 阿武町大字福田下 2854

ＴＥＬ 090-2942-1364

E メール nadja@ah.wakwak.com

山口県避難移住者の会

東日本大震災の被災者の中でも、自閉症など発達障

がいの子どもたちには支援の手が届かないのではと、

30 年以上「自閉症親の会」に関わってきた夫婦の呼

びかけで数人が集まり、2011 年 3 月末に会が発足

しました。安心・安全な地で過ごしてもらおうと、自

閉症の子どもを持つ家族を保養に受け入れたり、福島

から移住した家族の生活支援を続けています。

 基本情報 

代表者：木下 文雄

団体発足：2011 年 3 月

〒755-0029 宇部市新天町 1-2-36

宇部市民活動センター「青空」気付

ＴＥＬ 0836-36-9555

ＦＡＸ 0836-39-2272

福島の子どもたちとつながる宇部の会

登録団体紹介
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認定 NPO 法人とは、NPO 法人のうち「一定の要件を満たしている」と所轄庁が認めた法人です。「広く

一般市民から支援されているかどうか」といった公益性の観点で判断します。

認定 NPO 法人には様々な税制上の優遇措置が与えられるため、NPO 法人よりもよりいっそう高い公益性

が求められ、所轄庁の審査を経て、団体の運営が適正であると認められる必要があります。

フェアトレード（発展途上国の原料や製品を適正

な価格で継続的に購入することを通じ、立場の弱い

途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す

運動）が身近で、すぐにできる国際協力のひとつの

形であることを多くの人に伝え、消費者の意識や行

動を変えるための一助になるような情報を提供して

います。

フェアトレードについての勉強会なども開催して

います。

 基本情報 

やまぐちフェアトレードネットワーク

代表者：松浦 和子

団体発足：2008 年 10 月

〒747-0037 防府市八王子 2-11-20-704

ＴＥＬ 090-9503-7300

ＦＡＸ 0835-23-6738

精神障がい者の人たちが、地域社会の中で自分本来

の姿を取り戻していくこと、社会参加の道を模索して

いくことを支援するために2005年に発足しました。

地域住民が精神障がいについて考え、互いに支え合

うことのできる共生のまちづくりを目指し、精神障が

いを持っていても社会の中で意義のある人生を送る

ことができるように共に歩んでいます。

日中一時支援やデイサービス、ナイトケアなどの活

動の他、支える方々の勉強会なども行っています。

 基本情報 

ＮＰＯ法人 ふらっとコミュニティ

代表者：山根 俊恵

法人認証：2006 年 3 月

〒755-0032 宇部市寿町 2-2-18

ＴＥＬ/ＦＡＸ 0836-21-1552

Ｅメール f-hidamari@navy.plala.or.jp

山口県初の認定ＮＰＯ法人が誕生しました！！！！！！！

法人認証：２００１年２月 ／ 認定：２０１３年２月

〒７５３―００４７

山口市道場門前２－４－２０
ＴＥＬ／ＦＡＸ ０８３－９２５－１４８６

子どもたちの心ゆたかな成長を願って、良質の芸術文化に親しむこ
と、また人とのつながりの中で社会体験や創造活動の機会を広げる
ことを目的としています。生の舞台鑑賞の他、子どもまつり・キャ
ンプなど、子どもたちの自主性を活かす企画も行っています。

今回の認定ＮＰＯ法人の申請、認定を通じてわかったことは、「認証」と「認定」のちがいでした。書類

に不備がなければ概ね合格となるのが認証、団体として適正に活動しているかどうか、団体そのものを審査

されるのが認定ということです。

寄付者名簿はもちろんのこと、会計が適正に処理されているか、職員の労働条件等法律に違反していない

かなどの調査があります。これから認定ＮＰＯ法人の申請をする団体は、申請書類の準備だけではなく、会

計の各書類や職員勤務規程・旅費規程等の整備をしておくことが大切だと思います。

審査に 5 か月かかり、煩雑な部分もありました。が、これからがスタートです。寄付してくださった方に

感謝するとともにいっしょに事業をやっていくという姿勢で、社会により信頼される団体でありたいと思い

ます。認定ＮＰＯ法人申請を考えている団体のみなさん、寄付社会を築く小さな一歩だと思っていっしょに

がんばりましょう。（理事・蔵重さん）

認定ＮＰＯ法人こどもステーション山口さんにお話をうかがいました♪

認定ＮＰＯ法人こどもステーション山口
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☆１０日（土）

ＮＰＯの花道 労務の基礎

（山口市市民活動支援センター さぽらんて／山口市）

☆２２日（木）～２３日（金）

市民セクター全国会議２０１２（東京都）

☆２３日（金）

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／光市）

２３日（金）

おでかけ相談会（光市）

１１日（木）

専門家との協働等による相談会（山口市）

１２日（金）

専門家との協働等による相談会（宇部市）

☆１３日（土）

ＮＰＯの花道 税務の基礎

（山口市市民活動支援センター さぽらんて／山口市）

１６日（火）

専門家との協働等による相談会（岩国市）

１７日（水）

中国５県中間支援センター連絡会議（岡山県）

☆１８日（木）

陸前高田市長 戸羽 太氏 講演会

（陸前高田市長講演会実行委員会／山口市）

☆２５日（木）

ブログサロンｉｎさぽらんて

（山口市市民活動支援センター さぽらんて／山口市）

１日（金）

県民活動ネットワーク会議（山口市）

５日（火）

意見交換会（山口市）

☆１８日（月）

山口県中山間地域づくりシンポジウム

（山口県中山間地域づくり推進室／山口市）

２３日（土）

ＮＰＯ会計講座Ⅱ（山口市）

☆２４日（日）

トネリコ図書館活用わくわく講座

（山口市立中央図書館友の会「トネリコ」／山口市）

３１日（日）

ＮＰＯの会計税務個別相談会（山口市）

☆１日（土）

大規模災害時における外国人支援研修会

～東日本大震災に学ぶ～

（公益財団法人 山口県国際交流協会／山口市）

２日（日）

ＮＰＯ会計講座（山口市）

☆８日（土）

平成２４年度「安全・安心な地域づくりセミナー」第３回

（山口県ひとづくり財団 生涯学習推進センター／山口市）

☆９日（日）

がんばれ自衛隊まつり

（公益社団法人 全国自衛隊父兄会／山口市）

☆２９日（土）

男女共同参画フェスティバル

（山口市・山口市男女共同参画ネットワーク／山口市）

☆３日（日）

市民活動カフェ２０１３

（市民活動カフェ実行委員会／岩国市）

３日（日）

おでかけ相談会（岩国市）

☆９日（土）

第１回ハートフォーラム

（ＮＰＯ法人ふらっとコミュニティ／山口市）

２８日（木）

コミュニティ学習会Ⅱ（山口市）

２日（日）

ＮＰＯの労務講座（周南市）

☆１６日（日）

平成２４年度山口市人権ふれあいフェスティバル

（山口市人権推進課／山口市）

１９日（水）

コミュニティ学習会（山口市）

やまぐち県民活動支援センター ９月～３月の動き

発行 やまぐち県民活動支援センター
〒753-0064 山口県山口市神田町 1－80 防長青年館（パルトピアやまぐち）２階

ＴＥＬ ０８３－９３４－４６６６ ＦＡＸ ０８３－９３４－４６６７

Ｅ－mail yamas@mbs.sphere.ne.jp

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

☆マークは、スタッフが参加したイベントです！

１２月・・・山口市２件

１月・・・宇部市２件

２月・・・下関市２件、周南市２件 防府市１件、山口市１件

ＮＰＯ法人ヒアリング

☆２３日（日）

中国５県中間支援センター連絡会議（鳥取県）

１０月

１１月

９月 １２月

１月

２月

３月


