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まえがき 

 NPO 法人制度が 1998 年に成立し、NPO 法人に対する税の優遇措

置である認定 NPO 法人制度が 2001 年に成立しました。 
 NPO 法人は、10 年間で 3 万法人を超え、4 万法人に迫ろうかとし

ています。それに対して、税の優遇措置が受けられる認定 NPO 法人

は、いまだに 100 法人にも満たない状況です（平成 20 年 7 月現在）。 
 認定 NPO 法人は、公益性が高いかどうかを、行政などが判定する

のではなく、「広く一般市民から支援されているかどうかで判断す

る」という画期的な制度です。しかし、NPO 法人の１％にも満たな

いという状況ではこの制度が意図したとおりに機能しているとは言

えません。 
 認定NPO法人制度がこれだけ普及しない理由の一つとして、NPO
の方にとって、この制度が複雑すぎて、どういうメリットがあり、

自分たちの団体が取得の可能性があるのかもよくわからない、とい

う面があるのではないかと思います。 
 税理士の社会的使命の一つとして、この制度の普及に貢献して、

「制度のことが複雑でよくわからないから認定 NPO 法人を目指さ

ない」という法人はなくす、ということを目指しています。 
 平成 20 年度の税制改正で、認定 NPO 法人の大幅な要件緩和が図

られ、相当数の NPO 法人が認定の要件には該当するようになったと

思われます。この制度を普及させ、世の中のお金の動きを大きく変

える、そんなことに役に立てればと思い、この冊子を作成しました。 



内容 

第一章 認定 NPO 法人制度とは 
 １．認定 NPO 法人制度とはどんな制度ですか？ 

 ２．どのような NPO 法人が認定 NPO 法人になれるのですか？ 

 ３．認定 NPO 法人になるとどのような優遇措置が受けられますか？ 

 ４．個人が受けられる優遇措置は具体的にはどのようなものですか？ 

 ５．法人が受けられる優遇措置は具体的にはどのようなものですか？ 

 ６．相続人が受けられる優遇措置は具体的にはどのようなものですか？ 

 ７．寄付を受ける NPO 法人が受けられる優遇措置はどのようなものですか？ 

 ８．認定 NPO 法人を取得しようとすると、どのようなことが大変ですか？ 

 ９．認定 NPO 法人を取得するためにはどのような要件が必要ですか？ 

 

第二章 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄとは 
 10．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄとはどのようなものですか？ 

 11．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄはどのような基準を満たしていればいいですか？ 

 12．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子の寄付金にはどのようなものが入りますか？ 

 13．特定の人から多額の寄付を受けたときの扱いはどうなりますか？ 

 14．少額の寄付や匿名の寄付はどのような扱いになりますか？ 

 15．社員からの会費は寄付金等に算入できるのですか？ 

 16．「経常収入金額」とはどのようなものですか？ 

 17．国等からの補助金等などを控除するのはなぜですか？ 

 18．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄにはどんなﾊﾟﾀｰﾝのものがありますか？ 

 19．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの「補助金算入型」とはどのようなものですか？ 

 20．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの「小規模法人の特例」とはどのようなものですか？ 

第三章 その他の要件とは 
21．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ以外にはどのような要件が問題になりますか？ 

 22．共益性の排除とはどのようなものですか？ 

 23．「運営組織及び経理について適正であること」とは？ 

 24．「事業活動について一定の要件を満たしていること」とは？ 

 25．どのようなことを情報公開しなければいけないのですか？ 

 26・寄付者の名簿は情報公開の対象になるのですか？ 

 27．どのような NPO 法人が認定 NPO 法人になれますか？ 

 28．認定 NPO 法人になったら寄付は増えますか？ 

 

あとがき 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
第一章  

 
認定 NPO 法人制度とは 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 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」と国税庁長官が認めた法人を言います。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ます。 

１．認定 NPO 法人制度とはどんな制度で

すか？

 NPO 法人制度は、行政が公益性があると認定した法人に法人格を

与えるのではなく、公益性の判断を形式的なものにし、法律に定め

る要件を満たしていれば設立を認める「認証」という制度を採って

います。 
 これに対して、認定 NPO 法人制度は、税制上の優遇措置を与える

わけですので、NPO 法人よりもよりいっそう高い公益性が求められ

ます。 
 認定 NPO 法人になるためには、所定の書類を揃えた上で、所轄の

税務署を通じて国税庁に申請をすることになります。 
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 認定 NPO 法人には高い公益性が求められます。しかし、公益性を

判断することを行政が判断するのでは NPO 法の趣旨に反します。 

 

 NPO 法は、民間による自立的で多様な価値観に基づく公益的な活

動を育てていこうという意図がありますので、行政とは異なる価値

観を持った団体も認めていくものです。 
 そこで、公益性が高いかどうかを 
① 広く一般から支持を受けているかどうか 
② 活動や組織運営が適正に行われているかどうか 
③ より多くの情報を公開しているかどうか 
といった観点から判断することにし、極力行政の価値観が入り込

まないようにしています。 
公益性が高いということを広く薄い市民が支えていると考え、

そのような法人に税制上優遇を与えようと考えています 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２．どのような NPO 法人が認定 NPO 法

人になれるのですか？

３．認定 NPO 法人になるとどのような優

遇措置が受けられますか？

認定 NPO 法人になった場合の直接の優遇措置は以下の４つです 
① 個人が認定NPO法人へ寄付をした場合に寄付金控除が受けら

れる 
② 法人が認定NPO法人へ寄付をした場合に損金に算入する枠が

広がる 
③ 相続や遺贈により財産を取得した人が認定NPO法人へ寄付を

した場合に寄付をした財産が相続税の課税対象からはずれる 
④ 認定NPO法人が収益事業から得た利益を非収益事業に使用し

た場合に、この分を寄付金とみなして一定の範囲で損金にでき

る（みなし寄付金） 
また、間接的な効果として、認定 NPO 法人となったことにより

世間に対する信用力がアップするということも見逃せません。 
 

＜認定 NPO 法人→公益性高い＞ 
① 広く一般から支持を受けている 
② 活動や組織運営が適正に行われている 
③ より多くの情報が公開されている 

 
・ 認定 NPO へ寄付をした個人、法人、相続人が受けら

れる優遇措置（①～③） 
・ 認定 NPO 自身が受ける優遇措置（みなし寄付金）

・ 認定 NPO 法人になったことによる信用力のアップ

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 個人が認定 NPO 法人へ寄付をした場合に、確定申告をし、認定

NPO 法人が発行した領収書を添付して「寄付金控除」の欄に金額

を記入すれば、税金の還付を受けることができます。医療費控除

のようなものです。 

 

 寄付金控除の金額は、「寄付をした金額－5 千円」です（ただし、

総所得金額の４０％が限度） 
 勘違いをしてはいけないのは、1 万円寄付をしたら、「1 万円－5
千円＝5 千円」が戻ってくるのではない、ということです。実際

に還付になるのは 5 千円×税率分です。従って、税率が高い人（高

額所得者）であればあるほど還付される金額は多くなります。 
 また、認定 NPO 法人のうち都道府県又は市町村が条例で指定し

た法人に寄付をした場合に、住民税でも寄付金控除が適用される

仕組みもできました。 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

４．個人が受けられる優遇措置は具体的

にはどのようなものですか？

５．法人が受けられる優遇措置は具体的には

どのようなものですか？ 
 企業が支払う寄付金は全額が損金（法人税上の経費）にはなら

ず、一定の枠を決めて、その枠の範囲でしか損金になりません。 
法人が支出する寄付金には、事業に関連性があるかどうかが微

妙なものが多くなります。そこで、法人税法では一つ一つの寄付

金について、事業との関連性をチェックするのではなく、一種の

割り切りで、一定の算式を作って、その算式で算出された金額の

範囲内の寄付金であれば損金とし、それを超える部分については

損金としない（損金不算入）という扱いになっています。 
 その、損金になる寄付金の限度額の計算が、認定 NPO 法人の場

合には、通常の NPO 法人などとは別枠でさらにプラスして設定さ

れています。つまり、認定 NPO 法人に対して寄付をすると、通常

の NPO 法人に寄付をした場合には損金にならなかった金額が損

金になる可能性があります。 
 企業からの寄付をたくさん受けたいと考えている NPO にとっ

ては、企業からの寄付が受けられやすくなります。 
・ 個人が通常の NPO 法人に寄付をした場合 

→優遇規定なし 
・個人が認定 NPO 法人に寄付をした場合 
  →確定申告で認定 NPO 法人が発行する領収書を添

付し、明細を記入すると寄付金控除が受けられ、支

払った寄付金の一部が還付される 

 
 
 
 

通常の NPO 法人への寄付

→一般の寄付金に係る損

金算入限度額（A） 

認定 NPO 法人への寄付 
→（A）＋認定 NPO 法人等に

対する寄付金に係る損金算

入限度額 



 
 
 
 

 

 相続や遺贈により財産を取得した相続人が、その財産を寄付す

る場合に、その寄付をした財産が相続税の課税の対象から除外さ

れるという優遇措置です。 
 3 億円の相続財産があった場合に、このうち 1 億円を認定 NPO
法人に寄付をすれば、相続税の計算上は 2 億と考えればよいので

す。 
 認定 NPO 法人になったことにより相続財産の寄付を受けた事

例はいくつもあります。逆に、認定を受けていないＮＰＯ法人で、

非課税なら相続財産を寄付したいという申し出を受けたが、非課

税にはならないと言って断られたという話もよく聞きます。 
相続財産の寄付は１件あたりの金額も大きくなりますので、そ

の可能性がある場合には、認定を受けるメリットは高いといえま

す。 
 

  

 

 

 

 

 
 
 

７．寄付を受ける NPO 法人が受けられる優遇

措置はどのようなものですか？ 

６．相続人が受けられる優遇措置は具体

的にはどのようなものですか？ 

 寄付を受ける NPO 法人自身には認定 NPO 法人になると、どの

ような優遇があるのでしょうか？ 
 認定 NPO 法人になると、「みなし寄附金」の適用を受けること

があります。 
 NPO 法人は、法人税法に定められている収益事業（NPO 法の

「その他事業」とは別の概念になります）によって得た利益（収

入から費用を引いたもの）には、法人税が課税されます。 
 「みなし寄附金」とは、収益事業から得た利益を非収益事業に

使用した場合に、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金（法

人税上の経費）に算入できるという制度です 
 法人税上の収益事業を行っており、収益事業で利益が生じる

NPO 法人にとっては、みなし寄付金を受けるメリットがあります。 
 
 
 
 
 
 
 

<法人税法の収益事業＞ 
① 政令等に定める 34 事業のいずれかに該当すること 
② 継続的に行われる事業であること 
③ 事業場を設けて営まれる事業であること 
の 3 つの要件をすべて満たしている事業 
 NPO 法の特定非営利活動であっても上記の要件を満たし

ていれば、収益事業(例：介護保険事業) 

相続人が認定

NPO 法人へ寄

付をした 

寄付をした財産が

相続税の課税対象

から除外される 

金額が多くなるため相続人にとっても

NPO 法人にとってもメリットが高い



 
 
 
 
 認定 NPO 法人をとるための作業の中で一番大変だと一般的に

言われているのは、「寄附者名簿の作成」です。 

 

 寄附者名簿には、氏名、住所、金額を記載しなければならず、さ

らに、1 人 1 人ではなく、1 件 1 件作成しなければいけません。 
 特定の銀行口座からしか寄付を受けない場合などはそれほどで

もありませんが、郵便局、ネット、現金でもらうなど複数のとこ

ろから入金があると管理が大変です。 
 また、申請をしてから認定がおりるまでの間に、国税庁から調

査があります。具体的には主要ドナーの確認、細かい寄附者（ネ

ット募金などをしていた）の確認などがあるということです。 
 このときの調査で、認定 NPO の要件の調査だけではなく、法令

に則って運営されているのかもチェックされます。法人税の収益

事業の申告をしていなくて問題になった例や消費税の申告漏れを

指摘された例などが報告されています。 
 認定を取る際には、法令どおりにきっちり運用されているかど

うかが問われますので注意が必要です。 
 
 
 

 
 
 
認定 NPO 法人を取得するための要件は、以下の８つです 

８．認定 NPO 法人を取得しようとするとどの

ようなことが大変ですか？ 

９．認定 NPO 法人を取得するためにどのよう

な要件を満たしている必要がありますか？ 

① 経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合（いわゆるﾊﾟﾌﾞ

ﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ）が一定の基準以上であること 
② 活動の対象が会員などをメインとした共益的な活動ではない

こと 
③ 運営組織及び経理について適正であること 
④ 事業活動について、一定の要件を満たしていること 
⑤ 情報公開が適正にされていること 
⑥ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと 
⑦ 設立後一定の期間を経過していること 
⑧ 所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を

受けていること 
このうち、最大の難関は、①の「ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄが一定の基準

以上であること」というところです。 
まずは、ご自身の NPO がﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの要件を満たしてい

るかどうかをチェックして、満たしていればそれ以外の要件を見

ていくというような順序で考えていくのがいいと思います。 
・寄附者名簿の作成が大変 
・国税庁の調査で法令通り運営されているかを問われる 

 
 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄを満たしているかﾁｪｯｸ→それ以外の要件をﾁｪｯｸ 



 
＜まとめ＞ 

 
 
 
「法律に定める要件を満たしていれば設立を認める認証主義」 

 
 
 
「NPO法人のうち一定の要件を満たしていると国税庁長官が認め

た法人に様々な税制上の優遇措置を与える」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

第二章  
 

認定 NPO 法人制度

① ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄをｸﾘｱ 

② 活動のﾒｲﾝが共益的な活動

でない 

③ 組織運営等が適正 

④ 事業活動について一定の要

件を満たしている 

⑤ 情報公開が適正 

⑥ 法令違反等がない 

⑦ 設立後一定期間経過 

⑧ 所轄庁から証明書の交付を

受けている 

① 認定 NPO 法人に寄付をし

た個人が寄付金控除を受け

られる 

② 認定 NPO 法人に寄付をし

た法人の損金算入限度額の

枠が拡大される 

③ 認定 NPO 法人に寄付をし

た相続人が寄付をした財産

が非課税になる 

④ NPO 法人自身がみなし寄

付金を受けられる 

NPO 法人制度 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄとは 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄのﾊﾟﾌﾞﾘｯｸは「公衆」「一般市民」、ｻﾎﾟｰﾄは支援、

ﾃｽﾄは「審査」、つまり、「一般市民からの支援度を審査する」のがﾊﾟ

ﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄです。「公益性が高いかどうか」を「一般市民から支

援されている度合いで審査しよう」というのが基本の考え方です。 
 では、どのように「一般市民からの支援度を審査するのか？」と

いうと、基本となる考え方は、収入のうちに寄付金が占める割合が

一定の基準額以上である場合に、「一般市民から支援がされている」

と考えます。 
 それなら「寄付金収入金額／総収入金額」で考えればよさそうな

ものですが、そうは単純ではありません。 
① 特定の人から多額の寄付を受けている場合に、「一般市民から支

援がされている」といえるのか？ 
② 少額の寄付や寄付者がわからない寄付も認めていいのか？ 
③ 「公益性が高いかどうか」ということを「寄付金収入」だけで

判断するのが適切なのか？ 
といった問題があるため、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄは大変複雑になります。 
 
 
 

 
 
 

10．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄとはどのようなものです

か? 

11．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄはどのような基準を満たし

ていればいいですか？ 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの標準型は次の算式で示されます 
  
 
 

 
 

 

実績判定期間における 
    寄付金等収入金額 
   （寄付金・社員の会費） 

     経常収入金額 
  （総収入金額から国の補助金等を引いた金額） 

≧  1/5 

 実績判定期間とは、その法人の直前に終了した事業年度終了の日

以前 5 年内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の

日から終了の日までの期間のことをいます 
 事業年度を途中で変更するなどしていなければ、通常は直前 5 事

業年度ということになります 
 つまり、直前 5 事業年度の上記算式の割合が 5 分の 1 以上であれ

ば、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄはｸﾘｱということになります。 
 ただし、設立以後 5 年未満のため実績判定期間が 5 事業年度存在

しない場合には、設立の日から直前に終了した事業年度終了の日ま

での期間が実績判定期間になります。 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ＝公益性が高いかどうかを、「一般市民から

どれだけ支援されているかどうかで判断する 
 実績判定期間 

 事業年度の変更をしていない→直前 5 事業年度 
 設立以後 5 年未満→設立の日から直前事業年度まで 

 



  
 
 
 
 

 

 寄付金とは、お金や物を提供しようとする者が、強制されること

なく自由に提供するか否かなどを決められるもの（任意性がある）

であって、直接の反対給付がない（それを提供することで商品やサ

ービスなどを得るようなことがない）お金や物などの供与と考えら

れるものをいいます。 
 従って、金銭の寄付だけでなく、現物の寄付も含まれます。 
 企業からの助成金という名称であっても、支出する側に任意性が

あり、直接の反対給付がない経済的利益の供与であれば寄付金とし

て取り扱います。 
 また、総会での議決権のない、賛助会員から受領する会費につい

ては、定款や規約等から実質的に判断して明らかに贈与と認められ

る場合には寄付金となる場合があります。賛助会員の会費を寄付金

とするためには定款や規約等で賛助会費が実質的な寄付であること

がわかるようにしておく必要があります 
 また、任意団体から NPO 法人になった場合に、任意団体から引き

継いだ財産についても、任意団体からの寄付と考えます。 
 
 

 
 
 

12．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子の寄付金には、現

物の寄付や企業からの助成金も入りますか？

13．特定の人から多額の寄付を受けたときの扱

いはどうなるのですか？ 
 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの趣旨は、「ひろく一般から支持を受けている法

人は公益性が高い」というものでした。そうすると、寄付金の額が

多くても、特定の人から多額の寄付を受けている場合には、「広く一

般から支持を受けている」とは言いにくい場合があります。 
 そこで、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄでは、「基準限度額」というものを設け

て、同一の人（注１）からの寄付金のうち、基準限度額を超える金

額（「基準限度超過額」といいます）については、分子の、受入れた

寄付金の総額から除外することにしています。 
 そして、基準限度額は、「受入寄付金総額の１０％（注２）」です。

受入寄付金総額が 1000 万円、特定の人から 800 万円とすると、1000
万円×１０％＝100 万円が基準限度額であり、800 万円を寄付して

も、800 万円―100 万円＝700 万円は基準限度超過額として、分子の

受入寄付金総額から除外されます。 
 (注１)役員からの寄付金はその親族からの寄付金を合算します 
(注２)認定 NPO 法人等からの寄付金は 10%ではなく 50%になります 

  
 
 

① 寄付金の合計額（1000 万円） 

② ①×１０％（＝基準限度額）（1000 万円×10%＝100 万円） 

③ 同一者からの寄付金合計－②（基準限度超過額） 

（800 万円－100 万円＝700 万円） 

④ ①―③＝寄付金等収入金額（受入寄付金総額－基準限度超過額） 

（1000 万円―700 万円＝300 万円）

・ 現物寄付 
・ 企業からの助成金 
・ 賛助会費 
・ 任意団体から引き継いだ財産 

任意性があり、直

接の反対給付がな

ければ寄付金 



  
 
 
 
 
 同一の者からの寄付金の実績判定期間での合計額が 1,000 円未満

の少額の寄付金や、氏名、名称が明らかでない寄付金（匿名の寄付

金）は、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子から除かれます。 

 

 匿名の寄付金とは、寄付者についての確認（寄付者の特定）がで

きない寄付金のことをいい、寄付者を特定するためには少なくとも

氏名のほかに住所又は電話番号が必要になります 
 したがって、例えば口座振込みによる寄付金で氏名しかわからな

い場合には、寄付者が特定されているとは言えず、匿名の寄付金に

該当することになり、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子からも分母からも控除

がされます（「小規模法人の特例」では分子に算入できますが後述し

ます）。 
 従って、分子に算入できる金額は「受入寄付金等総額」から「基

準限度超過額」と「少額寄付」「匿名寄付」を控除した金額です。 
  
  
 
 
 

 
 
 
 社員とは、NPO 法人の構成員として、社員総会の議決権を持つ者

のことで、一般には「正会員」と言われています。次の要件を満た

している社員の会費は、分子に算入することができます。 

14. 少額の寄付や匿名の寄付はどのような扱い

になりますか？ 

15. 社員（正会員）からの会費は分子に算入

できるのですか？ 

 
 
 
 
ただし社員の会費の全額が分子に算入できるわけではありません。 
 
 
 
 
  

①社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること 

②社員の表決権が平等であること 

③役員とその親族等を除いた社員の数が 20 人以上であること 

①社員の会費のうち、分子に算入できるのは、共益的活動等に係る部分の

金額を除いた金額です 

②分子に算入できる会費は、前頁の「受入寄付金総額－基準限度額－匿

名・少額寄付金」が限度です 

例えば、受入寄付金総額（基準限度額等はない）が 1000 万円、社員

の会費が 2000 万円、共益的な活動の割合が 30%とすると、分子に

算入できる社員の会費は、2000 万円×70%(100%－30%)＝1400 万

円＞1000 万円  ∴1000 万円ということになります。 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子から控除される寄付金等 
①基準限度超過額（同一の者からの寄付金のうち、受入寄

付金総額の 10%を超える部分の額）

②少額寄付金（同一の者から実績判定期間の合計額が

1,000 円未満の寄付金） 
③匿名寄付金（寄付者の特定ができない寄付金）

 ① 社員の会費×（１－共益的活動等に係る部分の割合） 

② 受入寄付金総額－基準限度超過額－少額・匿名寄付金 

③ ①、②の小さい金額が分子に算入できる 



  
 
 
 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの標準型は次の算式で示されます 

 

 
 
 
  
分子の「寄付金等収入金額」には、通常の寄付金以外にも、一定

の金額の範囲内で社員からの会費も含まれるということでした。 
 分母の「経常収入金額」は、「総収入金額」とはどう違うのでしょ

うか？ 
 「経常収入金額」は「総収入金額」から次に掲げる金額を控除し

た金額です 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16．分母の「経常収入金額」とはどのようなも

のですか？ 

17．国等からの補助金等や匿名寄付金等を分母

から控除するのはなぜですか？ 
 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄでは、分子の「寄付金等収入金額」は大きければ

大きいほど、分母の「経常収入金額」は小さければ小さいほど有利

になります 実績判定期間における 
 寄付金等収入金額  

  経常収入金額 
≧ 1/5 

①国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大

学法人、大学共同利用機関法人、わが国が加盟している国際機関（以

下「国等」とします）からの補助金等 

②国等からの委託事業の対価 

③資産の売却による収入で臨時的なもの 

④1,000 円未満の少額寄付金 

⑤匿名寄付金 

⑥その他 

 国等からの補助金等や委託事業の対価は分母から控除することが

認められています。行政からの補助金や委託事業が多い NPO は、分

母にこれらの収入を入れなくてもいいので、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄが通り

やすくなります。 
 また、少額寄付金や匿名寄付金が分母から控除されるのは、これ

らの寄付金が分子からも控除されるので、そのバランス上分母から

も控除するということです。 
 ただし、基準限度超過額については、遺贈等によるものを除いて、

分母からは控除できません。特定の人から多額の寄付を受取り、基

準限度額を超えるような場合には、分子からは基準限度超過額は控

除されますが、分母からは控除されません。 
 
 
 
 
 

国等からの補助金、委託事業収入を分母から控除 
 →行政等からの補助金や委託事業が多い NPO に有利 
少額寄付、匿名寄付は分子からも分母からも控除 



 
＜標準型まとめ＞ 

 
実績判定期間における 
 
 
 
 
 
 
 
 

（受入寄付金総額－基準限度超過額－少額・匿名寄付金）＋社員の会費 
総収入金額－国等からの補助金等・委託事業の対価－少額・匿名寄付金等 

  １ 
   ５ 

 

 

 

 

 

 

Aの金額=受入寄付金総額－基準限度超過額－少額・匿名寄付金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜例題１＞（行政からの委託事業がある場合） 

 NPO 法人甲の実績判定期間の収入の内訳は以下のとおりです。

なお甲は、共益的な活動は行っていません。 

① 社員からの会費収入 200 万円 

② 行政からの委託事業収入 1000 万円 

③ 自主事業としての事業収入 700 万円 

④ 寄付金収入 100 万円（1,000 円未満の寄付、匿名寄付、基

準限度額を超える寄付金はない） 

⑤ 収入合計 2000 万円 

 
＜ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ＞ 
  100 万円（会費収入（注））＋100 万円（寄付金収入） 

 2000 万円（収入合計）－1000 万円（国等からの委託事業収入）

＝20%≧20% ∴ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄをｸﾘｱ 

 (注)200 万円×100%＝200 万円＞100 万円 ∴100 万円 

・会費収入は、共益的活動に係る部分を除いた金額（＝200 万円

×100%＝200 万円）について、受入寄付金総額－基準限度超過

額等（100 万円）を限度として分子に算入できる 

・国等からの委託事業収入（1000 万円）は分母から控除すること

ができる 

  

現物寄付・企業からの助成金・賛助会費・任意団体から引き継いだ財

産等も任意性があり、直接の反対給付がなければ含まれる 

同一の者（役員の親族等は合算）からの寄付金のうち、受入寄付金総額の 10%

（認定 NPO 法人等からの寄付金は 50%）を超える部分の額

1,000 円未満 寄附者が特定できない

≧

社員の会費×（１－共益的活動等に係る部分の割合）。ただし 

A の金額を限度とする 

国・地方公共団体・一定の独立行政法人・国立大学法人等

原則 5 事業年度



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ここまで述べたﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄを「標準型」と呼ぶことにします。 
 認定 NPO 法人制度ができた当初はこの標準型のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ

しかありませんでしたが、後に、２つのﾊﾟﾀｰﾝが加わりました。 
「補助金算入型」と「小規模法人の特例」です。（「小規模法人の特

例」はさらに補助金算入型と補助金不算入型に分かれます） 
「補助金算入型」とは、分子と分母にともに国等からの補助金を算

入してよいというものです。「標準型」では、分子に補助金を算入す

ることは認めていません（分母から控除することを認めている）の

で、国等からの補助金等が多い NPO にとって認定がとりやすくなり

ます。 
 また、「小規模法人の特例」は、「標準型」では分子から控除され

る「匿名寄付」や「少額寄付」を分子から除かなくても良いという

もので、小規模法人の申請手続きに係る負担を軽減するための特例

です。 
 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの類型 
標準型（補助金不算入型） 補助金算入型 
小規模法人の特例 
（補助金不算入型） 

小規模法人の特例 
（補助金算入型） 

＜例題２＞（基準限度超過額がある場合） 

 NPO 法人乙の実績判定期間の収入の内訳は以下のとおりです。な

お、乙の共益的な活動を 30%行っている。 

① 社員からの会費収入 100 万円 

② 行政からの委託事業収入 1000 万円 

③ 自主事業としての事業収入 700 万円 

④ 寄付金収入 200 万円（1,000 円未満の寄付、匿名寄付はない

が、同一の者からの寄付金が 100 万円ある） 

⑤ 収入合計 2000 万円 

 ＜ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ＞ 
  70 万円（注 1）＋200 万円（寄付金収入）－80 万円（注 2）

 2000 万円（収入合計）－1000 万円（国等からの委託事業収入）

＝19%＜20% ∴ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄをｸﾘｱできず 

 (注 1)100 万円×(1-30%)＝70 万円＜200 万円－80 万円＝120 万円

     ∴70 万円 

   ・正会員の会費収入のうち共益的活動を除いた部分（=100 万

円×(1-30%)＝70 万円）について、受入寄付金総額－基準限

度超過額等（200 万円－80 万円＝120 万円）を限度として分

子に算入できる 

 (注 2)基準限度超過額：同一の者からの寄付金(100 万円)のうち、

受入寄付金総額（200 万円）の 10%(200 万円×10%＝20 万円)

を超える部分の額（100 万円－20 万円＝80 万円） 

18. ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄには他にどんなﾊﾟﾀｰﾝ

のものがありますか？ 



 
 
 
 

＜補助金算入型まとめ＞ 19.ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの「補助金算入型」とはど

のようなものですか？ 
実績判定期間における 
 

国等の補助金等のうち、A の金額を限度とする
   ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの標準型は、国等からの補助金は分母から控除

されることで、他の収入よりも有利な扱いを受けましたが、分子に

はカウントされませんでした 
 
（受入寄付金総額－基準限度超過額－少額・匿名寄付金）＋社員の会費＋国等の補助金等 

 総収入金額－国等の補助金等・委託事業の対価－少額・匿名寄付金等＋国等の補助金等  「補助金算入型」は、国等からの補助金等を分母にも、分子にも

算入するものです。     １ 
 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの補助金算入型は次の算式で示されます 
  
 
 
 

 ただし、上記の算式で、分子と分母に算入される国等の補助金は

違います。分母に算入されるのは、国等の補助金等の全額ですが、

分子に算入される国等の補助金等は、社員の会費と同様に、「受入寄

付金総額－基準限度超過額、少額・匿名寄付金」です。従って、国

等からの補助金が 500 万円あった場合で、受入寄付金総額から基準

限度超過額等を控除した金額が 300 万円であったとすれば、分母に

は 500 万円、分子には 300 万円が算入されることになります。 
 
 

    ５ 
 
 
 
 
 
Aの金額=受入寄付金総額－基準限度超過額－少額・匿名寄付金 

 
 
 
 
 
 
 

国等からの補助金等：国、地方公共団体、一定の独立行政法人、国立大

学法人、大学共同利用機関法人、我が国が加盟している国際機関から

の補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの 

≧ 

国等の補助金等は総収入金額から一旦引いて、その後、足しているため、

結果的に、国等の補助金等は分母の金額に含まれる（総収入金額から引

かない）ということになる 

実績判定期間における 
 寄付金等収入金額＋国等の補助金 
  経常収入金額＋国等の補助金 

≧1/5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

20．ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの「小規模法人の特例」と

はどのような制度ですか？ 

＜例題３＞（補助金算入型） 

 NPO 法人丙の実績判定期間の収入の内訳は以下のとおりです。な

お甲は、共益的な活動は行っていません。 

① 社員からの会費収入 100 万円 

② 自主事業としての事業収入 1300 万円 

③ 地方公共団体からの補助金 400 万円 

④ 寄付金収入 200 万円（1,000 円未満の寄付、匿名寄付、基準限

度額を超える寄付金はない） 

⑤ 収入合計 2000 万円 

 
＜ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ＞ 
 標準型 

  100 万円（会費収入）＋200 万円（寄付金収入） 

 2000 万円（収入合計）－400 万円（国等からの補助金収入） 

＝18.75%＜20% ∴ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄをｸﾘｱせず 

 補助金算入型 

   100 万円＋200 万円+200 万円（注 1） 

 2000 万円（収入合計）-400 万円＋400 万円(注 2) 

＝25%≧20% ∴ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄをｸﾘｱ 

(注 1)400 万円（補助金収入）＞200 万円（寄付金収入）∴200 万円

（受入寄付金総額－基準限度超過額等の範囲内で分子に算入） 

(注 2)補助金収入 400 万円全額を分母に算入 

 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの「小規模法人の特例」は、基本的には小規模法

人の申請手続きに係る負担が軽くなるための特例です。 
 「標準型」「補助金算入型」とは以下の 2 点が違います。 
 
 
 
 
 

① ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子の基準限度額の計算で「役員からの寄付

金はその親族からの寄付金を合算する」計算が不要になる 

② 「ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄの分子、分母から少額寄附金、匿名寄付金を

控除する」計算が不要になる 

 少額の寄付金や匿名の寄付金が多い NPO にとっては、事務手数も

軽減されるし、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄが通りやすくもなります。ただし、

特定の人から寄付が多い場合に適用される「基準限度超過額」の計

算は「小規模法人の特例」でも必要です。 
小規模法人とされるには、次の要件を満たす必要があります。 

 
 
 
 

① 実績判定期間における年間平均収入額(注)＜800 万円 
② 実績判定期間において受け入れた寄付金の合計額が 3,000
円以上である寄付者（役員・社員を除く）の数≧50 人 

(注) 実績判定期間の総収入金額 
    実績判定期間の月数 

×12 



 
＜小規模法人の特例まとめ＞ 

 

（補助金不算入型）  

実績判定期間における  

 
 
 
 
 

（受入寄付金総額－基準限度超過額）＋社員の会費   １ 
総収入金額－国等からの補助金等・委託事業の対価等    5 

   
 
 
 
（補助金算入型） 
実績判定期間における 
 
（受入寄付金総額－基準限度超過額）＋社員の会費＋国等の補助金等    １ 

総収入金額－国等からの補助金等・委託事業の対価等＋国等の補助金等    ５ 

Aの金額＝受入寄付金総額－基準限度超過額 

 
→いずれも「少額寄附金・匿名寄付金」を分子からも分母からも控除しない 

 

 同一の者からの寄付金のうち、受入寄付金総額の 10%（認定 NPO

法人等からの寄付は 50%）を超える部分の額

第三章  
 ≧

役員の親族等からの寄付金を合算する必要なし

社員の会費×（１－共益的活動等に係る部分の割合）。ただし

A の金額を限度とする その他の要件とは 
 
 
 
 
 

国等の補助金等のうち、A の金額を限度

≧
 
 
 
 



 
 
 
 
 認定 NPO 法人を取得する要件として、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ以外には

次のようなものがあります。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
このうち、②は共益性の排除と呼ばれるもので、重要なものです。 
③と④は、組織の活動の適正性を判断するものです。 
⑤は、閲覧させる書類として、事業報告書等や役員報酬、従業員給

与の支給に関する規定などが掲げられています。 
⑦は、設立登記の日から 1 年を超えていることが要件であり、かつ、

2 事業年度の実績が必要です。従って、1 年と 1 ヶ月でも 2 事業年度

があれば要件を満たします。 
⑥と⑧は法律違反などに関する要件です。 

 
 
 

21. ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ以外にはどのような要件

が問題になりますか？ 

22. 共益性の排除とはどのようなことです

か？ 
 団体には、大きく分けると、①公益を目的とした団体 ②共益を

目的とした団体 ③利益を目的とした団体の３つがあります。 
 このうち、③の利益を目的とした団体というのは株式会社などの

営利企業のことです。共益とは、その団体の内部の人たちなど、あ

る限られた人だけのための役に立つようなもののことです。それに

対して、公益とは、その団体の外部の、不特定多数の人たちの役に

立つようなものです。 

②活動の対象が会員などをﾒｲﾝとした共益的な活動ではないこと

③運営組織及び経理について適正であること 
④事業活動について、一定の要件を満たしていること 
⑤情報公開が適正にされていること 
⑥法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと 
⑦設立後一定の期間を経過していること 
⑧所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受

けていること 

 共益的な活動を排除するために、活動全体に占める次の 4 つの活

動の合計が 50%以上であってはならないとしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%以上であるかどうかの判定は、金額によらず活動時間等でカ

ウントしても構いません。 

① 会員等（単なる顧客は除外する）に対する資産の譲渡等

（対価を得る活動） 
② 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動（地縁活動やサービス

の提供を受ける者が特定の人、企業である活動） 
③ 特定の著作物又は特定の者に関する活動（誰かの貢献を

称える活動など） 
④ 特定の者の意に反した活動（反対活動など） 



 
 
 
 
 具体的な要件は以下のようなものです。 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
①と②は、特定の人が組織を牛耳っていないのかを見るものです。 

 ③については、青色申告と同等の帳簿等の保存をしていれば、公

認会計士等の監査を受ける必要はありません。 
 青色申告と同等の帳簿とは、仕訳帳（現金出納帳や伝票は仕訳帳

の一種）や総勘定元帳（勘定科目ごとに取引の年月日や相手方勘定

科目、金額が記載されているもの）などのことです。取引の発生順

に記帳された現金出納帳や預金出納帳（あるいは伝票）があり、そ

れらの出納帳と収支計算書や貸借対照表の科目を紐付けした総勘定

元帳が必要になってきます。これらの帳簿を 7 年間整理保存するこ

とが必要です。 

 
 
 
 以下の要件を満たしている必要があります 

23.「 運営組織及び経理について適正であるこ

と」とは具体的にどういうことですか？ 

24.「事業活動について、一定の要件を満たして

いること」とはどのようなことですか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 役員のうち親族（三親等以内）等の最も大きなグループの

人数が 3 分の１以下であること 
② 役員のうち特定の法人の役員等の人数が 3 分の 1 以下で

あること 
③ 公認会計士若しくは監査法人の監査を受けているか、青色

申告と同等の帳簿等の保存を行っていること 
④ 不適正な経理を行っていないこと 

① 宗教活動、政治活動、選挙活動等を行っていないこと 
② 特定の者に特別の利益を供与していないこと 
③ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動

に係る事業費の割合が 80%以上であること 
④ 実績判定期間における受入寄付金総額の 70%以上を特定非

営利活動に係る事業に充てていること 
⑤ 助成金を支給する場合は事後にその内容を記載した書類を

提出すること 
⑥ 200 万円超の海外送金等は事前にその内容等を記載した書

類を提出すること（災害援助等の場合には事後提出も可） 

①は、宗教も布教をﾒｲﾝでなければ宗教的精神があるのは構いません。 
③は、事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の割合です

ので、管理費は除いて判定がされます。 
④は、寄付金が収入の大部分であるような法人によってはこれをク

リアするのが関門になる場合もあります。 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 認定 NPO 法人は、各事業年度終了の日の翌日から 3 ヶ月以内

に次に掲げる書類を所轄の税務署長を経由して国税庁長官に提出

しなければなりません。国税庁長官に提出された書類は、③の寄

付金の明細を除き、所轄税務署において閲覧の対象になります。 

 前頁のように、国税庁長官に提出する書類の中には、③の寄付

金の明細があります。寄付金の明細とは、「寄付者の氏名又は名称

及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄付金の額及び受領

年月日を記載した書類」です。しかし、この「寄付金の明細」は

閲覧の対象からはずされています。  
 一方、事業年度中、20 万円以上の寄付をした役員、社員又はこ

れらの親族等については、閲覧の対象となっています。逆に言う

と、寄付者が、役員、社員又はこれらの親族等でなければ、いく

ら寄付をしても、閲覧の対象とはなりません。 

 
 
 
 
  閲覧項目は、氏名、寄付金の額及び受領年月日で、住所などは

閲覧対象ではありません。  
  
  
  
  
  
  
  
  

25．どのようなことを情報公開しなければい

けないのですか？ 

① 事業報告書等、役員名簿等、定款等 
② 役員報酬又は従業員の給与の支給に関する規定 
③ 寄付金の明細 
④ 年間 20 万円以上の寄付者の氏名等（役員等に限る）

⑤ 収入金額の源泉別の明細、借入金の明細等 
⑥ 財やサービスの提供に関する事業の料金、条件等 
⑦ 収入及び支出のそれぞれ上位 5 位までの取引等 
⑧ 役員関係者との取引等 
⑨ 給与を得た従業員の総数及び給与の総額 
⑩ 給与を得た役員及び従業員（社員、役員及びその親族

等に限る）の氏名及びその金額 
⑪ 支出した寄付金の額、その相手先、支出年月日 
⑫ 助成金、海外送金に関し国税庁長官へ提出した書類等

26．寄付者の名簿は情報公開の対象になるの

ですか？ 

・ 寄付金の明細→提出書類ではあるが閲覧対象ではない 
・ 役員・社員又はこれらの親族等のうち事業年度中に 20 万

円以上寄付をした人は閲覧対象 
・ 寄付をした人が役員・社員又はこれらの親族等でなければ

閲覧対象にはならない 
・ 閲覧項目は氏名、寄付金の額及び受領年月日



 
 
 
 
 認定 NPO 法人になるためには、ある程度の人たちからの寄付金

収入があることが絶対条件です。寄付金が 0 円で認定 NPO 法人に

なることはできません。 

 

 しかし、一般にイメージされているように、総収入のうち寄付金

が占める割合が 20%以上であるというような必要はありません。そ

れは、以下のような理由からです。 
① 分子には、一定の範囲内で、社員の会費も算入できます 
② 企業からの助成金や賛助会費等も一定の要件を満たせば寄付金

とされます（ただし、助成金は基準限度額に引っかかる可能性が

あります） 
③ 分母からは国等からの補助金や委託事業収入等が除かれるため、

これらの収入が多い NPO は、ハードルがぐっと下がります 
④ さらに、一定の範囲内で、分子に国等の補助金等を算入すること

もできますので、国等からの補助金等が多い NPO はさらにハー

ドルが下がります。 
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ以外の要件は、事前に準備をすればｸﾘｱできる法

人が多いと思います。 
「うちは寄付金がそれほど多くないので認定 NPO 法人は無理

だ」と思っていても、ぜひ一度検討してみてください。 

 
 
 
 認定 NPO 法人になると、寄付をする人たちにとっては、寄付金控

除が受けられる、損金（経費）になる枠が広がる、相続税が軽減さ

れるなどのメリットがあります。また、NPO 法人に対する信用力も、

大幅にアップします。しかし、認定 NPO 法人になったからといって、

すぐに寄付が増えるかどうかはその法人の努力次第です。 

27. 結局、どのような NPO 法人が認定 NPO

法人になれますか？ 

28. 認定 NPO 法人になったら寄付は増えます

か？ 

 認定 NPO 法人を目指す理由として、自分たちの法人の信用力を高

めること、寄付を集めやすくすること、ということは当然あると思

いますが、まず最初に考えるべきことは、「寄付をしてくれる人たち、

自分たちの活動を応援してくれる人たちに対して、感謝の気持ちを

込めること」ではないでしょうか。なぜなら、認定 NPO 法人をとる

ことによって直接的なメリットがあるのは、「寄付をしてくれる人」

であるからです。 
認定 NPO 法人を目指し、取得することを通じて、まずは、現在、

支援してくれている人に対して、「自分たちの活動を支援してくれて

ありがとう」という気持ちを伝えることが必要ではないでしょうか。

その後に、認定 NPO 法人という信用力を活かしながら、新たな寄付

先を開拓していくというのが順序ではないかと思います。 
この制度を使って多くの NPO が活動を広げ、日本社会を変えてい

くような活動をしてもらいたい、と思います。 



あとがき 

 私は昭和 41 年生まれの 41 歳（平成 20 年 7 月現在）です。今か

ら 17 年前に国際協力事業団の青年海外協力隊に参加し、西アフリカ

のｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ（象牙海岸）で 2 年間過ごしました。25 歳のときです。

よく人から「いい経験をしたねえ」と言われるのですが、私は言葉

がありません。協力隊の 2 年間は、仕事の面では空回りだったとい

うのが正直なところです。そこで実感したことは、「人の役に立つに

は力が必要なのだ」ということです。 
 行く前は「アフリカの人の役に立ちたい」など粋がっていました

が、大学を卒業したてで、日本での実績もない自分が、言葉もろく

に話せない海外で、本当の意味でその国の役に立つことなど無理で

した。 
 途上国での技術援助を中心とした協力隊では、手に職がある人が

圧倒的に重宝されました。「自分も手に職をつけて、人の役に立てる

ようなことができるようになりたい、でも、今から職人になるわけ

にもいかない・・」。そこで思い立ったのが「資格を取る」というこ

とでした。 
「資格を取る」ことで人の役に立つ力をつけたい。当時、「統計隊員」

として参加しており、数字を扱う仕事は自分の性にあっているな、

と考えると、「税理士」という資格が思い浮かびました。 
 私は父が税理士です。しかし、協力隊に参加する前に、税理士に

なろうと思ったことは一度もありませんでした。簿記も勉強したこ

とがありませんでした。その、身近にありながら、考えもしなかっ

た「税理士」という仕事を思い浮かべたときに、私は運命的なもの

を感じました。父と私と、親子二代にわたってお世話になっている

この「税理士」という職業を活かして社会に役に立つようなことが

していきたい、そう思いました。 
 私が認定 NPO 法人制度の発展に力を入れたいと思ったことには

いくつか理由があります。 
 １つは、数年前、NPO 会計税務専門家ﾈｯﾄﾜｰｸへのさんかをきっか

けに、NPO 法人の会計税務を支援する活動をいくつか行ってきて、

公益的な法人を対象にするということに関心を持ち始めたことです。

もともと国際協力を入口に職業人生に入ったことも関係しているで

しょうし、性格的なこともあるかもしれません。 
 2 つ目は、この認定 NPO 法人制度の発展を支援していくというこ

とが税理士という仕事の本筋の一つではないか、と思うからです。

税理士は税務に関する専門家として、独占的な地位が与えられてい

ます。認定 NPO 法人制度は租税特別措置法という税法の一部です。

認定 NPO 法人制度の発展に本格的に外部から支援できるのは税理

士しかいません。日々改定される難しい税法という法律が適正に機

能するように支援していくというのが税理士業務の本道ではないか、

と思うのです。 
 3 つ目は、この制度が持つ思想の力に非常に魅了されます。お上

が公益性を決めるのではなく、「多くの人から支持をされた団体が公

益性が高い」と考えて、そのような団体を認め、税制上の優遇措置



 認定 NPO 法人制度の思想は素晴らしく、この制度には、日本社会

を変える力があると思います。しかし、なかなか制度が軌道に乗ら

ず、認定法人が増えません。まだ私自身、認定をすでに取得した NPO
法人に直接関与したことはなく、「役立ち力」は充分でありませんが、

この制度を利用して、日本社会を変えるような、そんな法人がたく

さんでてくる、そうしたことの一助になれればと思っています。 

をつけて伸ばしていく。この考え方はとっても先進的だし、この考

え方は大事にしていきたい、この考え方を伸ばしていきたい、と思

います。 
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