
1 

 

０  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

アミーゴスは NPO法人化の議論を始めます 
「NPO」とは「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団

体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。このうち特定非

営利活動促進法に基づき法人格(注)を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO 法人)」

と言います。 

 

特定非営利活動法人(NPO 法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した

法人です。 

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体

名義での契約締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自

身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。 

 

NPO 法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要

です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。NPO 法人のうち

実績判定期間(直前の 2 事業年度)において一定の基準を満たすものとして所轄庁の「認定」

を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定 NPO 法人)となります。認定 NPO 法人に

なると、税制上の優遇措置を受けることができます。 

 

認定 NPO 法人等になることによるメリット 

①寄附者に対する税制上の措置 

 イ 個人が寄附した場合 

個人が認定 NPO 法人等に対し、その認定 NPO 法人等の行う特定非営利活動に係る

事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、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 NPO 法人等に個人が寄附した場合、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。 

ロ 法人が寄附した場合 

法人が認定 NPO 法人等に対し、その認定 NPO 法人等の行う特定非営利活動に係る

事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益

増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が

認められます。 
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ハ 相続人等が相続財産等を寄附した場合 

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限まで

に認定 NPO 法人（特例認定 NPO 法人は適用されません。）に対し、その認定 NPO

法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財

産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。 

 

② 認定 NPO 法人のみなし寄附金制度 

認定 NPO 法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で

特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみな

され、一定の範囲内で損金算入が認められます（特例認定 NPO 法人は適用されませ

ん）。 

 

★認定の基準---- 認定 NPO 法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります。 

① パブリック・サポート・テスト（PST）に適合すること。 

（特例認定 NPO 法人は除きます）。 

② 事業活動において、共益的な活動の占める割合が 50％未満であること。 

③ 運営組織及び経理が適切であること。 

④ 事業活動の内容が適正であること。 

⑤ 情報公開を適切に行っていること。 

⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること。 

⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 

⑧ 設立の日から１年を超える期間が経過していること。 

★ 欠格事由----次のいずれかの欠格事由に該当する NPO 法人は認定等を受けることがで

きません。 

① 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人 

イ 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実が

あった日以前１年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日

から５年を経過しない者 

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者 

ハ NPO 法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204 条等

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関

する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はそ

の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

ニ 暴力団又はその構成員等 

★ 認定等の有効期間等----認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年と

なります。 

特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります。 

なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定 NPO 法人として特定非営利活動を行

おうとする認定 NPO 法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります. 

（特例認定の有効期間の更新はありません） 
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暖かいお心のこもったご寄付等有難うございました。 
＜会費及び現金・物品等の寄付＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   今後の予定とお知らせ 
９月８日の話し合いで、NPO 法人化の話は、東部パレットのスタッフより、法人格取得の

メリット・デメリット、手続き、運営に当たっての問題点等を聞く会を持つことになりま

した。実施予定月日は、現状では、 

★１０月１７日、午後３時頃から１時間を考えています。 

 

 ９月２９日（金）、午後６時３０分から、アミーゴス９月定例会----カトリック三島教会 

 １０月１７日（火）、午後３時から、三島市民活動センター第３会議室 

 １１月４日（土）、県内４団体交流会「午後２時から、浜松市民共同センター」 

 

 

＜活動報告＞ 

① 観光ビザで入国、急な病気で多額な医療費で困惑 

 ８／６（日） 

午後１時半ころ、音渕リタさんからの紹介で、相談者は DA さん（フィリッピン籍日系３

世で、６年前から A 産業で派遣として働いている。本国に夫と子供がいて、日本では一人

住まい）。15 歳の娘が３週間前に来日、日本で働くためにビザ取得する目的だったが、来

日早々、盲腸になり 7/26 に病院に入院。腫れがひどくすぐには手術できず、現在、経過観

8/初旬 聖パウロ女子修道会 蛯名様 

8/06 渡邊 裕子様  

8/06  土屋 祐介様 

8/13  山田 芳子様 

7/20 志賀 賢子様  

7/28 平田 初枝様 

7/28 鈴木 透様  

7/28 佐々木 資郎様 

7/31  桂   正枝様  

731  梶   清光様 

7/31  遠藤 光子様  

8/01 大金 津義様 

 

8/01  前田 千鶴子様 

8/02 勝又 美代子様 

8/02 田中 謙吉様 

8/04  関根 たか子様 

8/07 高橋 芳野様 

8/07  鈴木 百合子様 

8/08  覚本 直人様 

8/08  覚本 雅世様 

8/08  内村 慎史様 

8/15  岡本 美子様 

8/15 野田 陽子様 

9/07  浅川 隆子様 

9/09  菊池 博様 
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察、手術準備中。8/4 時点で入院費が 40 万円にもなる。保険は何もなく病院費用は実費支

払いで、手術後には 100 万円を超しそうだとのこと。現在、支払いについて病院と交渉中

だが、15 日に支払いを求められている。分割支払いについては交渉中。現在、月収は 25

万円位で、毎月、分割支払いをするので 20 万円位貸して欲しいとのこと。アミーゴスで相

談して返事することにしたが、病院側と返済交渉するのが先ではとの意見であった。 

 

② 派遣先で労働災害、派遣会社では、社会保険無し、労災保険は無いと言われた 

８／６（日） 

午後４時から御殿場のブラジル系Ｍさんの労働相談、 

４月頃より、御殿場にある派遣会社Ｓから、派遣先の大手バルブの製造会社である N 株

式会社で働いていた。８月２日、午後、５名１組のチームで大型の物品を工場内で運んで

いた。それを床に下ろす時、左手指を床との間に挟んだ。その時は暑くて汗が吹き出し痛

みはあまり感じなかった。４人の同僚もそれにはあまり気づかなかった。 

ところが自宅に帰り、痛みがだんだん増して、手の指が腫れ上がってきた。翌日、手が

痛いので仕事は休んだ。お金が無いので病院には行かなかった。 

８月４日、派遣会社の社長に労災だと伝えて、取りあえず社長から１万円を受け取り、

病院に行った。診断書は左母指靱帯損傷、背筋挫傷との診断で、約２週間の安静加療の診

断を受けた。治療費は２万数千円かかり、不足分は社長が支払った。しかし、労災事故と

認めるような姿勢は見せなかった。 

会社は労災保険や社会保険等は未加入で、労働契約もなく、会社からは毎月の給料明細

だけが発行されている。同居している彼女も同じ派遣会社で、別の派遣先に勤務している

が、６ヶ月以上勤務しているのに「うちの会社は有給休暇が無い」と言って有給を与えて

いない。 

また、本人の給料支払いに間違えがあり減額されている。本人は労災扱いで怪我が治れ

ば、この派遣会社は辞めたいとのことである。 

 ・労災保険、健康保険、年金保険等の社会保険は全て未加入 

 ・派遣先の N 株式会社の安全管理に問題がありそうだ 

 ・労働契約書を発行しておらず、時給額、年休等が不明 

 ８月３０日、三島ふれあいユニオンで会社側と団体交渉実施、社会保険の加入、労働災

害の申請を認め、労災補償金が出るまでの間、一時立替払いを約束させた。 

 

★外国人労働者は、自己負担分が差し引かれ、健康保険、年金保険への加入を嫌がるからと言って、会

社が加入手続きをしないのは間違いです。雇用した場合、会社はきちんと加入手続きをしないと違法

行為となります。 

 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 

安倍首相の突然の解散総選挙。森友・加計学園疑惑問題で一時急落した支持率に衝撃を受け、傲

慢な姿勢を国民に詫びたのだったが、内閣改造、北朝鮮のミサイル・核実験で緊張が急増する中、

再び安倍政権の支持率が回復した。民進党の混乱、小池新党の船出前、森友・加計学園疑惑をう

やむやにするためか、臨時国会もまともに開かず、ここぞとばかりに、臨時国会冒頭解散。首相

の都合で６００億円が消えてしまう。格差に苦しむ庶民はどう思う？ 

 

 


