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１．はじめに 

■地域活動協議会の多くは、現在は法人格のない任意団体として活動しています。地域活

動協議会の活動範囲が広がるなかで、活動基盤をより充実させていくために、法人格の

取得を検討される団体もあるのではないかと考えられます。本冊子では、地域活動協議

会の法人化を考えるに際し、どのような法人の種類があるか、法人化の効果、法人の義

務、設立等の手続きの概略などをまとめています。 

 

２．法人の種類 

■法人とは、自然人以外で、法律に規定され、権利義務の主体になることのできるものの

ことです。一般的には、組織や団体などで、法的に権利義務の主体としての人格を認め

られたものを指します。 

■法人であれば、法人格による契約などの法律行為が可能です。一方、法人格のない任意

団体の場合は、団体名での法律行為はできませんので、たとえ団体名での契約等を行っ

ていたとしても、法的には団体代表者などの個人による契約として扱われます。 

■法人には、株式会社、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人など、法律で規定

された多くの種類がありますが、地域活動協議会に適する法人格としては、以下の 2 種

類が考えられます。 

ＮＰＯ法人 「特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」に基づき、市民が行う自由な

社会貢献活動としての特定非営利活動（ＮＰＯ活動）を行う団体に付

与される法人格です。「特定非営利活動を行うことを主たる目的とす

ること」などの設立要件が規定されており、それらの要件の基準に適

合すれば、ＮＰＯ法人になることができます。 

一般社団法人 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、営利（剰

余金の分配）を目的としない団体に付与される法人格です。非営利で

あれば、団体の事業目的や事業内容などに特に制限はなく、登記のみ

で簡便に法人格を取得することができます。 

（注）「非営利」とは、事業の剰余金を団体の設立者や社員等で分配しないという意味で、収益活動を

行わないという意味ではありません。ＮＰＯ法人、一般社団法人ともに収益活動を行うことがで

きます。 

 

＜参考：認可地縁団体について＞ 

※地域団体が取得できる法人格の 1 つに、地方自治法に規定された「認可地縁団体」があ

ります。これは、自治会、町内会など一定の区域に住所を有し、広く地域社会の維持、形

成を行い、地域的な共同活動を行っている団体（地縁団体）が、地域的な共同活動のため

の不動産または不動産に関する権利等を保有するための法人格です。地縁団体が不動産登

記における権利義務の帰属主体となることを可能にするために法人格を付与する制度で

あり、不動産などを保有する目的がない団体には、法人格の取得は認められません。 
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３．法人格の取得による効果など 

■法人格を取得することで、さまざまな効果を得ることができます。特に、次の点は大き

なメリットであると言えます。 

法人名義での銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能になる 

法人自体の名義で銀行口座の開設や不動産などの財産の登記、登録が可能にな

り、対外的な権利義務関係が明確になる。法人格のない任意団体の場合、たとえ名

義に団体名などが表示されていたとしても、名義の実態は団体代表者や構成員など

個人になるため、交替による名義の書き換えなどが必要になるほか、団体の固有財

産と代表者等の個人財産との区別が不明瞭になりやすい。 

私法上の取引主体としての地位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図

ることができる 

法人の存在が登記によって公示されることにより、私法上の取引主体としての地

位が確保され、法人と取引関係に立つ第三者の保護を図ることができる。法人格の

ない任意団体の場合、代表者の資格の確認方法などが明確でなく、相手方にとって、

団体との取引であるのか、代表者個人との取引であるのかが不分明となるおそれが

ある。 

■一方、法人格を取得することで、法人運営に必要なさまざまな事務が生じ、事務量が大

きく増えるといった点にも留意しておく必要があります。 

■以下に、ＮＰＯ法人、一般社団法人、法人格のない任意団体について、法人格の有無に

おける効果等について示します。 

 

①社会的な信用 

ＮＰＯ法人 

設立要件が厳しく、設立時の審査等もあることから、こうし

たプロセスを経て設立された法人の社会的な信用は高いと言え

ます。 

一般社団法人 

登記のみで簡便に設立できるため、ＮＰＯ法人ほどの信用はあ

りませんが、団体の存在が公示されていることから、社会的な

信用は得やすいと言えます。 

法人格のない団体 

団体の設立が公的に認められているわけではなく、第三者にお

いて団体基盤の確認などをしにくいことから、団体に関わりの

ない人も含めた社会的な信用を得ることは一般的には難しいと

言えます。 
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②資産の保有 

ＮＰＯ法人 

法人名義で資産を保有することが可能です。 

一般社団法人 

法人格のない団体 
団体名義での資産保有ができないため、資産を持つ場合は代表

者の個人名義や役員の共有などの形態となります。 

 

③事業受託・契約行為など 

ＮＰＯ法人 
法人が取引主体となり、事業を受託したり、契約などの法律行

為が可能です。 
一般社団法人 

法人格のない団体 

法的には団体は取引主体となることはできません。形式上、団

体名での事業受託や契約行為となっている場合も、法的には、

代表者個人による契約等とみなされます。 

また、助成金などで、法人格のあることが応募条件になってい

るものが少なくありませんが、こうしたものに応募することが

できません。 

 

④税金面 

ＮＰＯ法人 税法上の収益事業を行う場合、いずれの形態でも、収益事業の

所得についてのみ、法人税および法人住民税が課税されます。 

収益事業を行わない場合、いずれも法人税はかかりません。法

人住民税も基本的にはかかりません（ＮＰＯ法人、一般社団法

人の非営利型法人は、申請すれば法人住民税均等割の減免が受

けられます）。 

一般社団法人 

法人格のない団体 

※一般社団法人で、非営利型（後述）でない法人の場合は、全所得課税となります。 
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＜参考：収益事業とは＞ 

■収益事業とは、広い意味では利益を生む事業全般のことですが、法人税で規定する「収

益事業」とは、次の 34 種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。

この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行わ

れる行為も含まれます。 

（収益事業の 34 種類） 

(1)物品販売業  (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業  (4)物品貸付業 

(5)不動産貸付業 (6)製造業  (7)通信業  (8)運送業 

(9)倉庫業  (10)請負業  (11)印刷業  (12)出版業 

(13)写真業  (14)席貸業  (15)旅館業  (16)料理飲食業 

(17)周旋業  (18)代理業  (19)仲立業  (20)問屋業 

(21)鉱業  (22)土石採取業 (23)浴場業  (24)理容業 

(25)美容業  (26)興行業  (27)遊技所業  (28)遊覧所業 

(29)医療保健業 (30)技芸･学力教授業 (31)駐車場業  (32)信用保証業 

(33)無体財産権の提供業   (34)労働者派遣業 

 

■なお、同じような事業で、収益事業になるものとならないものがありますので、注意が

必要です。 

（地域活動協議会の行う事業で、収益事業に該当する可能性のある事業） 

 ・有料イベント・講座（実費以上の料金設定がされているもの） 

 ・貸館事業、駐輪場、駐車場 

 ・広告事業（会館への看板設置など） 

 ・行政や企業からの業務の受託 など 

（地域活動協議会の行う事業で、収益事業に該当しないと考えられる事業） 

 ・地域で暮らす高齢者等が集い交流することで、健康増進と地域社会との交流を深める

ことを目的として開催される「ふれあい喫茶」など 

 ・実費程度の参加費をとるイベント・講座など 

 ・地域の祭りやイベントの模擬店・バザー・フリーマーケット 

 ・イベントのパンフレット・チラシ等への協賛企業等の広告掲載など 
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４．法人の設立方法 
 
（１）ＮＰＯ法人 
①法人として認定される条件 

■ＮＰＯ法人は、社会貢献活動としての特定非営利活動（ＮＰＯ活動）を行う団体に付与

される法人格であり、各種の認定条件が設定されています。団体の活動目的等が、以下

の条件に合致していなければなりません。 

【活動分野】 

■団体の行う活動が、次の 20 項目の活動分野のいずれかに含まれる必要があります。 

１． 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

２． 社会教育の推進を図る活動 

３． まちづくりの推進を図る活動 

４． 観光の振興を図る活動 

５． 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

６． 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

７． 環境の保全を図る活動 

８． 災害救援活動 

９． 地域安全活動 

１０． 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

１１． 国際協力の活動 

１２． 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

１３． 子どもの健全育成を図る活動 

１４． 情報化社会の発展を図る活動 

１５． 科学技術の振興を図る活動 

１６． 経済活動の活性化を図る活動 

１７． 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

１８． 消費者の保護を図る活動 

１９． 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

２０． 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 
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【活動目的】 

■団体の行う活動が、次の項目にすべて合致していなければなりません。 

・不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること 

・営利を目的としないこと 

・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

のでないこと 

・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでない

こと 

・特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は

政党を推薦し、 支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと 

・特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと 

・特定の政党のために利用しないこと 

・暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過

しない者の 統制の下にある団体でないこと 

（注）「営利を目的としない」とは、事業の剰余金を団体の設立者や社員等で分配しないという意

味で、収益活動を行わないという意味ではありません。ＮＰＯ法人も収益活動を行うことが

できます。 

【活動の事業内容】 

■ＮＰＯ法人は、本来事業（特定非営利活動）に支障がない程度でその他の事業を行うこ

とができますが、その他の事業に係る費用が全体費用の５割以内であるなどの必要があ

ります。 

■なお、本来事業/その他の事業の区分と、税法上の収益事業かどうかは関係がありません。

非営利である本来事業が収益事業に該当する場合もあります。 

【組織の要件】 

■組織は次の要件を満たしている必要があります。 

・社員が 10 人以上いること 

・社員の資格を得たり、脱退したりすることに不当な条件をつけないこと 

・社員総会を年１回以上開催すること 

・役員は理事３人以上、監事１人以上を置くこと 

・役員は規定された欠格事由（成年被後見人等）に該当していないこと 

・役員のうち、親族が総数の３分の１以下であること 

・役員のうち、報酬を受ける者の数が総数の３分の１以下であること 

（注）「社員」とは、従業員のことではなく、団体を構成するメンバーという意味です。 
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②設立手順 

■ＮＰＯ法人は、設立申請を行い、認証を受け、登記をして設立されます。おおむね以下

の手続きとなります。 

１ 設立準備会（発起人会）の開催 

発起人が集まって、団体目的、定款の起草、事業計画・予算案の作成などを行

います。 

２ 認証申請書類の作成 

設立準備会での検討内容をふまえて、認証申請に必要となる設立趣意書、定款、

事業計画書、活動予算書等の書類を作成します。 

３ 設立総会の開催 

設立時の社員が集まって、設立総会を開催し、役員の選任、定款や事業計画、

活動予算等の重要事項を議決します。 

４ 認証申請書類の提出 

所管庁に、認証申請書類を提出します。事業所が大阪市内のみにある場合は、

大阪市が所管庁となります。提出書類は以下の 11 種類です。 

・設立認証申請書 

・設立趣意書 

・定款 

・設立年度及び翌年度の事業計画書 

・設立年度及び翌年度の活動予算書 

・役員名簿（役員の役名、氏名、住所、報酬の有無を記載。押印不要） 

・役員就任承諾及び誓約書のコピー 

・役員住所を証する書面（通常は住民票を提出。役員全員分が必要） 

・10 名以上の社員の名簿（氏名、住所を記載、押印不要） 

・宗教、政治、暴力団関係等でないことの確認書 

・設立総会の議事録 

 

申請が受理されたら、所管庁はＮＰＯ法人が申請中であることを公告します。

この公告期間は２か月と定められており、その間は誰でも設立趣意書、定款、

事業計画書、活動予算書、役員名簿を縦覧することができます。 

縦覧期間終了後、所管庁により審査が行われます。審査期間は２か月以内と定

められており、認証されるまでに縦覧期間と合わせて少なくとも４か月を要し

ます。審査の結果、認証されれば認証書が交付されます。 
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５ 登記 

認証書が交付されたら、２週間以内に、所管の法務局で設立登記をすることで

法人が成立します。なお、登記の際に法人の印鑑登録も行います。 

設立登記が完了したら、所管庁に「設立登記等完了届出書」と、登記したこと

を示す「登記事項全部証明書」（法務局で取得）を提出します。 

※主たる事業所が大阪市内にある場合は、大阪法務局（本局）が所管の法務局となります。 

＜申請・登記の所管先＞ 

認証申請先 大阪市市民局 市民部地域活動課 市民活動グループ NPO 認証担当 

大阪市北区中之島 1 丁目 3 番 20 号 

電話：06－6208－9864 

登記先 大阪法務局（本局） 

大阪市中央区谷町 2 丁目 1 番 17 号 大阪第２法務合同庁舎 

電話：06－6942－9484 

 

③設立にかかる費用 

■ＮＰＯ法人は、定款認証料、定款印紙代、法人登記にかかる登録免許税等はすべて無料

で、設立に費用はかかりません。（書類作成等を代行業者に委託した場合は、その費用

はかかります。） 

 

④法人税、法人住民税に関する届出 

■大阪府税事務所、大阪市税事務所にそれぞれ、「法人設立届」を提出する必要がありま

す。また、収益事業を行わない場合は、法人事業税の均等割について「減免申請書」も

あわせて提出します。 

■収益事業を行う場合、所管の税務署に「収益事業開始届出書」を提出します。 

 

（２）一般社団法人 

①設立手順 

■一般社団法人は、設立の登記をすることにより成立します。法人の事業内容等について

は適法であれば特に定めはなく、どのような団体であっても以下の手続きを行えば法人

格を取得することができます。 
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１ 設立時社員による定款作成 

設立時社員は２名以上が必要です。設立時社員が共同で定款を作成し、定款に

は設立時社員全員が署名または記名・押印します。 

２ 公証人による認証 

公証人役場で、定款の認証を受けます。 

３ 理事の設置および設立手続きの調査 

一般社団法人において、理事は必ず設置する必要があります。通常は定款に設

立時理事を定めます。理事は設立手続きが法令や定款に違反していないことを

調査します。 

４ 設立登記 

一般社団法人は、法人を代表する者（代表理事）が上記の調査を終了するか、

設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から２週間以内に、所管の法務局で設

立登記をすることで成立します。なお、登記の際に法人の印鑑登録も行います。 

※主たる事業所が大阪市内にある場合は、大阪法務局（本局）が所管の法務局となります。 

＜登記の所管先＞ 

登記先 大阪法務局（本局） 

大阪市中央区谷町 2 丁目 1 番 17 号 大阪第２法務合同庁舎 

電話：06－6942－9484 

 

②設立にかかる費用 

■公証人役場での定款認証料５万円、定款印紙代４万円、法人登記にかかる登録免許税６

万円等がかかり、約 15 万円を要します。（書類作成等を代行業者に委託した場合は、

その費用もかかります。） 

 

③非営利型法人の要件 

■一般社団法人で、法人住民税均等割の減免を受けるためには、法人が非営利型である必

要があります。非営利型法人の場合、理事は３名以上置く必要があります。また、以下

のいずれかの類型で、それぞれの要件すべてを満たすことが条件となります。 
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類型 要   件 

非営利性が徹底さ

れた法人 

１． 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること 

２． 解散したときは、残余財産を国、地方公共団体や一定の

公益的な団体に贈与することを定款に定めていること 

３． 上記１および２の定款の定めに違反する行為を行うこと

を決定し、または行ったことがないこと 

４． 各理事について、理事とその親族等である理事の合計数

が、理事の総数の３分の１以下であること 

共益的活動を目的

とする法人 

１． 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的として

いること 

２． 定款等に会費の定めがあること 

３． 主たる事業として収益事業を行っていないこと 

４． 定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を行うこと

を定めていないこと 

５． 解散したときにその残余財産を特定の個人または団体に

帰属させることを定款に定めていないこと 

６． 上記１から５までおよび下記７の要件に該当していた期

間において、特定の個人または団体に特別の利益を与え

ることを決定し、または与えたことがないこと 

７． 各理事について、理事とその親族等である理事の合計数

が、理事の総数の３分の１以下であること 

 

④法人税、法人住民税に関する届出 

■大阪府税事務所、大阪市税事務所にそれぞれ、「法人設立届」を提出する必要がありま

す。また、収益事業を行わない場合は、法人事業税の均等割について「減免申請書」も

あわせて提出します（非営利型法人の場合）。 

■収益事業を行う場合、所管の税務署に「収益事業開始届出書」を提出します。 

 

５．法人の運営 

（１）ＮＰＯ法人 

①情報公開が必要な書類等 

■ＮＰＯ法人は、定款や役員名簿等を事業所に常時据え置かなければなりません。また、

事業年度ごとの計算書類（財務諸表）、事業報告を作成し、事業所に３年間備え置く必

要があります。社員、債権者から請求があった場合は開示しなければなりません。 
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■計算書類を作成する際の規定は NPO 法に定められており、①正規の簿記の原則（複式

簿記など正規のルールに従った会計）、②真実性の原則・明瞭性の原則（正確であり、

わかりやすい会計）、③継続性の原則（一度決めた会計ルールをむやみに変更しない）

に基づき、「財産目録」「貸借対照表」「活動計算書」を作成すべきとされています。

なお、会計基準については「NPO 法人会計基準」が策定・公表されており、これらの基

準を活用することができます（この会計基準を使わなければならないという義務はあり

ません）。 

 

②所管庁への書類等の提出 

■ＮＰＯ法人は、事業年度初めの３か月以内に、所管庁に前年度の事業報告書等を提出す

る必要があります。提出書類は所管庁により公開されます。 

（提出書類） 

・事業報告書 

・計算書類（活動計算書、貸借対照表及び注記） 

・財産目録 

・年間の役員名簿 

・社員名簿（10 人以上で全員でなくてもよい） 

■事業報告を怠ると 20 万円以下の過料が課せられます。また、３年間事業報告を提出し

なければ、NPO 法人の認証が取り消されます。 

 

③役員変更等の手続き 

■役員の交代、住所異動、役員の増減員など、役員に各種の変更があった場合は、所管庁

に届出をする必要があります。役員変更等届出書、変更後の役員名簿、役員就任承諾及

び誓約書のコピー、新任の役員住所を証する書面（通常は住民票）を提出します。 

■団体名称、事業所所在地、事業目的・内容など、法人の重要事項に関する定款変更を行

う場合は、所管庁の認証を受ける必要があります。また、重要事項にあたらない変更に

ついては、所管庁への届出が必要です。 

■団体名称、事業所所在地、定款に記載する事業目的・内容、代表者の変更などがあった

場合は、所管の法務局で変更登記を行う必要があります。代表者の変更については、交

代だけではなく、任期満了に伴う再任の場合も変更登記が必要です。なお、登記は代表

者のみとなります（その他の役員は所管庁への届出は必要ですが、登記事項ではありま

せん）。 

 

（２）一般社団法人 

①組織形態 

■理事は必ず置く必要があります。理事（複数の場合は代表理事）は法人を代表し、業務
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を執行します。 

■社員総会を必ず置く必要があります。社員総会は法人の一切の事項について決議し、理

事を選任します。 

■理事会、監事の設置は任意です。 

 

②情報公開が必要な書類等 

■事業年度ごとの計算書類（財務諸表）、事業報告を作成し、事業所に備え置く必要があ

ります。社員、債権者から請求があった場合は開示しなければなりません。 

■計算書類のうち、貸借対照表については公告（一般公開）する必要があります。 

■計算書類を作成する際の会計基準等については特に定めはありません。 

６．法人の廃止等 

（１）ＮＰＯ法人 

■ＮＰＯ法人は、定款で定めた存続期間の満了または解散事由の発生、社員総会の決議、

目的とする特定非営利活動の事業ができなくなった場合、認証が取り消された場合などに

より廃止・解散となります。解散にあたっては、清算人を選任し、財産処分などの精算事

務を行う必要があります。 

■法人の解散には、まず、所管庁に解散届出書を提出し、解散の認証を受けます。また、

法務局に解散の登記を行います。所管庁からは、債権者等に対して法人が解散する旨が

公告されます。 

■解散認証を受けた後に精算事務を開始します。精算事務の内容は、実施中の事業の終了、

債権・債務の整理、残余財産の処分となります。残余財産については社員に分配するこ

とはできず、帰属先（譲渡先）は法により、以下の法人のみに規定されています。個人

や法人格のない任意団体に譲渡することはできません。なお、定款に帰属先の定めがな

く、国または地方公共団体に残余財産を譲渡する場合には、所管庁に財産譲渡認証申請

をする必要があります。 

（ＮＰＯ法人の残余財産の帰属先） 

・他のＮＰＯ法人 

・国または地方公共団体 

・公益社団法人または公益財団法人 

・私立学校法に規定する学校法人 

・社会福祉法に規定する社会福祉法人 

・更生保護事業法に規定する更生保護法人 

■精算が完了すれば所管庁に精算結了届出書を提出、法務局に精算結了の登記を行い、解
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散が完了します。なお、解散にあたって、解散登記の登録免許税等の費用はかかりませ

ん。 

 

（２）一般社団法人 

■一般社団法人は、定款で定めた存続期間の満了または解散事由の発生、社員総会の決議

等により廃止・解散となります。解散にあたっては、清算人を選任し、実施中の事業の

終了、債権・債務の整理、残余財産の処分などを行ったうえで、法務局に解散の登記を

することで解散完了となります。解散登記の登録免許税等に約４万円が必要となります。 

■一般社団法人では、残余財産を社員に分配することはできません。また、非営利型一般

社団法人では、残余財産の帰属先が、国、地方公共団体や一定の公益的な法人に制限さ

れています。個人や法人格のない任意団体に譲渡することはできません。 

■なお、最後の登記から５年を経過した法人で、この間に必要な役員変更登記などがない

と、法人が休眠状態とみなされ、法務局から２か月以内に事業を廃止していない旨の届

出をするように催告があります。その催告に廃止していない旨の届出をしない場合は、

２か月の期間満了時に解散したものとみなされるので、注意が必要です。 
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≪参考≫認定ＮＰＯ法人等への寄付者に対する税法上の優遇措置 

 ※認定ＮＰＯ法人とは、広く市民から支持を得ている等の基準を満たしていることを 
所轄庁から認定された特定非営利法人を言います。 

１．個人が寄附をする場合 

個人が認定（仮認定）ＮＰＯ法人に寄附をすると、所得税（国税）の計算において、寄

附金控除（所得控除）又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。 

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定（仮認定）ＮＰＯ法人に個人が寄附

をすると、個人住民税（地方税）の計算において、寄附金税額控除が適用されます。 

 

・・・・国税と地方税あわせて、寄附金額の最大50％が税額から控除されます。・・・・ 

①得税額の控除額（税額控除を選択した場合）⇒（寄附金額－2,000 円）×40% 

②住民税額の控除額（都道府県と市区町村双方が指定した場合）⇒（寄附金額－2,000 円）×10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．法人が寄附をする場合 

法人が認定（仮認定）ＮＰＯ法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額とは別

に、別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。 

 

 

【例】所得税の税額控除を選択 年収300 万円の方が、1 万円寄附した場合 

 

 

 

 

 

 

所得税 （10,000 円－2,000 円）×40%＝ 3,200 円 

個人住民税 （10,000 円－2,000 円）×10%＝ 800 円 合計4,000 円が税額から控除 

（注１）寄附金の額の合計額は所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。 

（注２）所得控除の場合には控除税額は1,200 円となります（所得税率5%）。 

所得税 （10,000 円－2,000 円）× 5%＝ 400 円 

個人住民税 （10,000 円－2,000 円）×10%＝ 800 円 合計1,200 円 

 

※「寄附金控除」を受けるためには、確定申告を行う必要があります。その際に、寄附金控

除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体などから交付を受けた受領書などを

添付して提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。 

 

寄付した金額 

１０，０００円 

－２，０００円 

所得税 

×４０％ 

 

個人住民税 

×１０％ 

３，２００円 

 

 ８００円 

控除される金額 

４，０００円 
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≪法人設立にかかる根拠法等一覧表≫ 
 

 

 

 

法人名 
特定非営利 

活動法人 

認定特定非営

利活動法人 

一般社団法人 一般財団法人 

非営利型 その他 非営利型 その他 

根拠法 
特定非営利活動促進法 

（通称：ＮＰＯ法） 

一般社団法人及び 

一般財団法人に関する法律 

一般社団法人及び 

一般財団法人に関する法律 

性 格 非営利 非営利 非営利 

目的事業 

特定非営利活動（ＮＰO法別

表の20分野）を主目的 

 目的や事業に制約はなく、公

益事業、収益事業、共益事業

など可 

目的や事業に制約はなく、公

益事業、収益事業、共益事業

など可 

設立方法 

所轄庁の認定

後に登記して

設立 

ＮＰＯ法人のう

ち要件を満た

していれば所

轄庁が認定 

公証人役場で

の定款（非営

利性が徹底し

た定款）認証

後に登記して

設立（準則主

義） 

公証人役場で

の定款認証後

に登記して設

立（準則主義） 

公証人役場で

の定款（非営

利性が徹底し

た定款）認証

後に登記して

設立（準則主

義） 

公証人役場で

の定款認証後

に登記して設

立（準則主義） 

設立要件 社員１０人以上（常時） 社員２人以上 拠出財産３００万円以上が必要 

最 高 

議決機関 
社員総会 社員総会 評議員会 

 

役 員 
理事３人以上 

監事１人以上 
 

理事３人以上 

監事不設置も

可、大規模は

会計監査人が

必要 

理事１人以上 

監事不設置も

可、大規模は

会計監査人が

必要 

理事３人以上 

監事１人以上 

評議員３人以上 

税制等 収益事業課税 

収益事業課税 

寄付金の税額

控除、みなし

寄付金などが

適用 

収益事業課税 全所得課税 収益事業課税 全所得課税 

法人設立

費 用 
無 料 １５万円 ３１５万円 
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認定ＮＰＯ法人、一定の要件を満たす公益社団・財団法人、 

生野区まちづくりセンター支部（区役所４Ｆ） 

     電 話：０６－６７１１－０８８８ 

ＦＡＸ：０６－６７１１－０９９１ 

e-mail：ikuno-machikyou@arion.ocn.jp 

 


