
NPO 法が変わって、山口県の NPO 法人に求められること
やまぐち県民活動支援センター（2017.６）

この４月に NPO 法人の法律が変わった（改正法の施行）ことを受け、当センターでは５月に

「改正法ミニ説明会」を県内各地で緊急開催しました。

改正法の内容は、３月に所轄庁から各 NPO 法人に送付された関連文書に詳細が書かれていま

した。ただし、今回は一部ややこしい内容を含んでいるので、一部「？」と思われた方もいら

っしゃるかもしれません。そこで、上記のとおりミニ説明会を実施した次第です。

今回は、その説明会でご説明申し上げたことを中心に、やや情報を補足して、記事をアップし

てみたいと思います。

「まだこの件について対応していない」「そもそもこの件で何をどうすればよいのかわからなか

った」という NPO 法人のみなさん、まだ対応はこれからでも十分間に合います。

本稿がご参考になれば幸いです。

※以下の記事では、「事業年度が４～３月」のＮＰＯ法人を主に想定しています。

※このたびの「法改正への対応」は、所轄庁によって扱いに若干異なる部分があります。

以下の説明は、「山口県の場合」であることをご了承ください。

※今回の記事は「平易に説明」するため、厳密な言い方は省いています。

厳密な法改正の内容や「Q&A」は、下記のリンク先記事をご参照ください。

いずれも、内閣府 HP 内にある資料ページです。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-guide-fornpo.pdf

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201703-kaisei-qa.pdf

------------------------------------------------------------------------------------

■目次 今後 NPO 法人が対応しなければならないこと

その１：とりあえず「定款変更」の手続きが必要

その２：実際に「貸借対照表」の公告を行う

その３：「法人の資産総額」の変更登記は、まだ必要！

以下、上記３つの事項について細かく見ていきます。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-guide-fornpo.pdf
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201703-kaisei-qa.pdf


■対応しなければいけないこと その１

★とりあえず「定款変更」の手続きが必要

→ ・ほぼ全ての NPO 法人が「貸借対照表を公告する」

ことについて、新たに定款で規定することが必要。

（法人によってはその他の変更事項もアリ）

・シンプルな「定款変更」の手続きは以下の通り。

①この春の通常総会で「定款変更」を決議する

②決議のあと、県民局で手続きをする
【説明】

（１）定款変更をしなければいけない期限
○今回の定款変更手続きは、「関連する法律が施行される時」までに完了しておくことが

必要です。

○その「法律が施行される年月日（＝期限）」はまだ確定していませんが、遅くとも平成３０

年の１０月１日までには期限がやってきます。

○「直ちに変更手続きしないと大変」というわけではありませんが、定款変更の「期限」は、

今後の法律に関する動き（法の施行）によって前倒しになる可能性も一応残っています。

○したがって、なるべく早いうちに定款変更の手続きを済ませておくと安心、といえます（た

とえば、事業年度が４月～３月の法人であれば、この春の通常総会で定款変更について決

議する、など）。

（２）定款変更しなければいけない内容
○今回の定款変更の内容は、各 NPO 法人の事情によって変わってきます。

A：全ての NPO 法人が対応必須なこと

・上述したとおり、毎年度、県民局へ事業報告の時に提出していた「貸借対照表」

は、別途「公告」することも義務付けられました。

・どのように「公告」するか、各法人がその方法を選ぶことができます。

・今回の定款変更では、その「貸借対照表の公告方法」を新たに条文に書き込む

ことになります。

・詳細は、後に出てくる「（３）定款変更の実務」をご覧ください。

B：平成２３年の法改正への対応が完了していない NPO 法人に必須なこと

・今回の法改正とは別に、平成２３年・１４年にも大幅な法改正がありました。



・その時も、定款変更の手続きが必要となったのですが、法人によってはその際の

変更に十分対応できていないところもあります。

・上記の場合に該当する NPO 法人は、今回まとめて定款変更するよう、所轄庁

が求めています。

・したがって、今回は上記①で記している「今年度の定款変更」と「それ以前の定

款変更」の両方の変更が必要となります。

・「それ以前の定款変更」の内容は、「別紙１」をご参照ください。

（「別紙１」参照）

（３）定款変更の実務
○「定款変更の手続き」の具体的な実務は、以下の通りです。

①「貸借対照表を公告」する方法を決める

・以下の方法から選んで、定款で規定することになります。

（方法によって公告にかかる期間が異なります。カッコ書きの部分を参照）

→ a.「官報」に掲載する（掲載一回で OK）

b.「日刊新聞紙」に掲載する（掲載一回で OK）

c.「内閣府ポータルサイト」に掲載する（５年間ほど情報掲載）

d.「自分の法人のホームページ」に掲載する（５年間ほど情報掲載）

e.「法人の掲示場」に掲示する（１年間ほど情報掲載）

・定款を規定する具体的なやり方としては、定款の「公告」について定めた条文

の文言を書き加える形をとります。

詳細は、下掲のリンク先ページをご参照ください。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-kouk

oku-ex.pdf

②「総会」を開いて、定款変更の審議を行う

・多くのＮＰＯ法人は、４月～５月が「総会シーズン」になりますが、この時期

に開催する通常総会で今回の「法改正にともなう定款変更」について審議して

ください。

③手続きに必要な書類をそろえて、各地の県民局へ提出する

→ 定款変更の手続きで実際に提出する書類については、「別紙２」をご参照ください。

（「別紙２」参照）

------------------------------------------------------------------------------------

■対応しなければいけないこと その２

★実際に「貸借対照表の公告」を行う。

https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf
https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/201702-kaisei-bs-koukoku-ex.pdf


→ ・ただし、実際に公告を行わなければならなくなるのは、

まだ先のことになる。

・厳密には、関連する法律が施行される時に実施。

（施行日は、遅くても平成３０年１０月１日）

・平成３０年１０月１日から施行が前倒しになれば、

その時点で公告を実施することになる。

・施行日をむかえる前の時点で、法人が自主的に公告

を行い始めても問題はない。
【説明】

○貸借対照表の公告を実際に行うのは、下記の２つのタイミングのいずれかです。

①関連法が施行された時

・最も遅い場合で「平成３０年１０月１日」に施行されると言われています。

・実際に施行された場合、「その日以降遅くならないうちに」公告することが必要です。

・その時に公告するのは、その日から「直近の事業年度の貸借対照表」になります。

（施行日が最も遅い場合、平成３０年春の総会時に確認された貸借対照表、のこと）

・その後は毎年、春の総会時に確認された貸借対照表を、その都度公告していきます。

②定款変更後～関連法が施行される時までの間

・関連法の施行はいつ行われるか確定していませんが、施行される前の時点で公告を

行ってもかまいません。

○貸借対照表の公告と、試算総額の変更登記を行うスケジュールのイメージは下掲の表と、

「別紙３」を参考にしてください。

＜ケース１：事業年度が４月～３月の法人の場合＞

貸借対照表の公告 資産総額の変更登記

平成２９年の通常総会時

（４月～６月ごろ）

公告の実施はまだ。

まずは、通常総会で公告に

関する定款変更を決議して、

その後定款変更の手続きを

行う。

まだ登記は必要。

通常総会後、法務局で登記変

更の手続きを行う。

（事業年度末日から３ヶ月

以内に登記完了）

平成３０年の通常総会時

（４月～６月ごろ）

下記のいずれかのタイミング

で公告を実施する。

Ａ：通常総会後から、

やがて法が施行される

日までの間に実施。

Ｂ：通常総会後、やがて法

まだ登記は必要。

通常総会後、法務局で登記変

更の手続きを行う。

（事業年度末日から３ヶ月

以内に登記完了）



が施行された日以降

に、遅滞なく実施。

（施行日は遅くとも

１０月１日）

平成３１年の通常総会時

（４月～６月ごろ）

通常総会後、遅滞なく実施。

（以降、毎年同様）

必要なし。

（以降、毎年同様）

＜ケース２：事業年度が１０月～９月の法人の場合＞

貸借対照表の公告 資産総額の変更登記

平成２９年の通常総会時

（１０月～翌年１月ごろ）

・まずは、通常総会で公告に

関する定款変更を決議し

て、その後定款変更の手続

きを行う。

・定款変更後、下記のいずれ

かのタイミングで公告を実

施する。

Ａ：定款変更後から、

やがて法が施行される

日までの間に実施。

Ｂ：定款変更後、やがて法

が施行された日以降

に、遅滞なく実施。

（施行日は遅くとも

１０月１日）

※変更した定款は、その変

更手続きが「届出」か「認

証申請」かに分かれて、

その変更後の定款が効力

を発揮する時点が変わっ

てきます。

Ｘ：「届出」の場合

効力を発揮するのは、

定款変更を決議した総

会終了時

Ｙ：「認証申請」の場合

効力を発揮するのは、

認証申請後２～３ヶ月

後に認証された時

まだ登記は必要。

通常総会後、法務局で登記変

更の手続きを行う。

（事業年度末日から３ヶ月

以内に登記完了）



平成３０年の通常総会時

（１０月～翌年１月ごろ）

通常総会後、遅滞なく実施。

（以降、毎年同様）

必要なし。

（以降、毎年同様）

平成３１年の通常総会時

（１０月～翌年１月ごろ）

通常総会後、遅滞なく実施。

（以降、毎年同様）

必要なし。

（以降、毎年同様）

------------------------------------------------------------------------------------

■対応しなければいけないこと その３

★「法人の資産総額」の変更登記は、まだ必要！

→ ・今回「貸借対照表を公告する」ことが必要となった

代わりに、「資産総額の変更登記」が不要に。

・しかし、不要となるのはまだ先の話。

H２９・３０年はまだ「資産総額の変更登記」必要！

・ただし、「資産総額の変更登記」の期限が伸長。

事業年度末日から２か月以内 → ３か月以内に。
【説明】

○従来、NPO 法人は基本的に毎年、法務局に対して「資産総額の変更登記」の手続きを

する必要がありました。

○今回の法改正で、この「資産総額の変更登記」が不要になる、という情報を見聞きされた

方も多いと思います。

○しかし、実際この手続きが不要となるのは、まだ先の話（！）です。

「手続きが不要となるのはいつか」というと、本件についての関連法の施行がされてから、

ということになります。

○ややこしいのは、上記の「施行日」が現時点ではまだ決まっていない点です。

遅くとも「平成３０年１０月１日」には施行される、ということしか決まっていません。

○したがって、少なくともこの春の総会シーズンでは、まだ「資産総額の変更登記」は

必須です。

○仮に、実際施行されるのが、上記の「最も遅いパターン＝平成３０年１０月１日施行」の

場合ならば、来春の総会シーズン（平成３０年４～５月）での定款変更手続きでも間に合



います。

------------------------------------------------------------------------------------

■Q&A

問１．そもそも公告とは？

答１．法律上の義務から、ある事柄を広く社会に知らせることです。

問２．すべての NPO 法人が定款変更しなければならないのか？

答２．ほぼすべての NPO 法人が定款変更することになります。

ただし、ほとんどの法人は現行の定款で「当法人は公告を官報で行う」と規定している

ため、「貸借対照表の公告も官報で行う」という法人については、改めて今回定款を

変えなくても構いません。

問３．定款変更の手続きは、いつまでにしなければならない？

答３．「関連する法律が施行される日」までには、定款変更の手続きを完了させておく必要があ

ります。

その「施行日」は遅くとも平成３０年１０月１日までにはやってきますが、前倒しにな

る可能性もあるため、早いうちに定款変更しておいた方が「無難」といえます。

問４．「法人の掲示場」での公告って、具体的にどのような形なら OK なの？

答４．公告の趣旨から、「関係者でない一般の人が公告情報にアクセスできるかどうか」がポイ

ントになるようです。

具体的には、下記のケース判断を目安にしてください。

（×）事業所の「スタッフオンリー」の部屋にある掲示板に貸借対照表を貼っておく

→ 第三者がアクセスできないので望ましくない

（○）事務所の中にあるだれでも出入りできるスペースの掲示板に貸借対照表を貼っ

ておく

→ 関係者でなく、一般の方がだれでも立ち寄れる空間での公告であれば

問題ないそうです。

（×）法人の事務所にしている理事長の自宅がマンションにあり、その自宅となる部

屋の出入り口やマンション内のエントランスに貸借対照表を貼っておく

→ これも、公告情報がマンションの中に入らないと確認できないため、

望ましくないそうです。

（×）地元の市民活動センターの掲示板に貼らせてもらう

→ 各法人の事務所住所に設けられたスペースでの掲示であることが求めら

れるため、適当でないと判断されるそうです。

（○）法人の事務所がある住所の敷地に、複数の施設・団体が事務所等を構えている

環境で、その敷地全体の掲示板がある。

その掲示板はＮＰＯ法人の物ではないが、その掲示板を使わせてもらって、

貸借対照表を公告する。

→ 掲示板がＮＰＯ法人のものでなくても構わないそうです。



（○）「法人の事務所の外にある掲示板や、入り口付近」に貸借対照表を張っておく

問５．「インターネットを用いた公告」でも OK らしいが、現在「山口県 NPO 法人データベー

ス」で毎年度の事業報告文書が閲覧できるようになっている。このサイトページで貸借

対照表が閲覧できるようになっていればよい・・・ということにはならない？

答５．今回の「貸借対照表の公告」は、これまでＮＰＯ法人が行ってきた「資産総額の変更登

記」の代わりに義務付けられたものです。

その点では、法人が「自主的に」変更登記申請を行ってきたのと同じように、今回の公

告も「法人が自らの手で行う」ことが求められています。

一方、「山口県 NPO 法人データベース」で報告した文書が公開されているのは、所轄庁

が行政サービスの一環として行っているものです。

したがって、上記データベースで今回の公告に代えることは、適当でないとされていま

す。

問６．「自分たちのホームページで貸借対照表が閲覧できるようにする」というのでも OK ら

しいが、どの媒体でもよいのか？

答６．踏まえるべき前提として、上述の答４にもあるとおり、ネットへの掲載情報が「不特定

多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態」であることが求め

られます。

したがって、「有料でないと十分に閲覧できない」「登録していないと十分に閲覧できな

い」という掲載状況であると、適当でないとみなされます。

また、ネットを活用した公告の場合、閲覧可能な状態が５年間必要なので、第三者が貸

借対照表を閲覧しようとしてもなかなか閲覧できない掲載状況が続く・・・といったこ

とがあれば、きちんと公告できていないとみなされる可能性があります。

問７．たとえば、インターネット公告の場合、ＬＩＮＥはＯＫ？

答７．答６の趣旨から、ＬＩＮＥは未登録の第三者が閲覧するのは難しいため、適当でないと

見なされます。

また、LINE 以外の形であっても、インターネット上での公告については、答６で触れ

た内容に加えて、下記の２つの事項を満たすことが求められます。

①公告した情報について、公告した NPO 法人によって随時（修正の必要が生じた

時など）更新・修正できるような環境にあること。

②過去５年間にわたる貸借対照表が閲覧できる環境にあること。

したがって、どのような形で情報を掲載するとしても、上記①・②を満たさない形だと

望ましくないと判断されます。

問８．では、FaceBook やブログによる公告は OK？

答８．FaceBook の場合でも、答６・７を満たす必要があります。たとえば、ログインしない

と貸借対照表の全容が見られないようであれば、適当でないと判断されます。

ブログについては、非公開の設定がされていない一般的なページ構成であればＯＫと思

われます。

問９．では、法人のブログに貸借対照表を直接掲載するのではなく、公告情報を含めた諸情報

を他のサイトに掲載したうえで、ブログでは当該サイトへのリンクが貼る・・・という



方法ではどうか？

答９．リンク先ページで５年間分の貸借対照表が閲覧できる環境となっていれば、OK です。

問１０．「県内で刊行されている新聞に貸借対照表を掲載する」というのでも OK らしいが、

どんな新聞でもよい？フリーペーパーは OK？また、掲載の仕方に条件はあるか？

答１０．「日刊」の新聞であることが必要です。したがって、山口県内で刊行されている日刊新

聞であれば問題ありませんが、フリーペーパーなどについても「日刊」で発行されてい

るものでないと条件を満たしていないことになります。

------------------------------------------------------------------------------------


