資料４

公益性要件の基準のたたき台と考え方
(1) 公益性要件～ 「ＰＳＴ基準を軽減」
要件の内容
※次のいずれかに適合すること。

他府県の設定状況

ア 実績判定期間における経常収入金額に占める寄附金等の収入金額の割合が
10％以上であること。

大分県、埼玉県

イ 実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000 円以上である寄
附者の数の合計数が年平均 50 名以上であること。

大分県、
（三重県）

【考え方】
条例個別指定により認定ＮＰＯ法人を目指す法人を支援する考え方から、
「寄附金」という形で
の道民からの支持実績がある法人を対象とする。具体的には、認定ＮＰＯ法人の基準を軽減した基
準を設定することとし、その軽減率は条例個別指定後、認定ＮＰＯ法人を目指すことが可能な水準
として、認定ＮＰＯ法人の基準の半分とする。

▼調査データ
○相対値基準
回答があった 688 法人のうち、認定基準を満たす法人は 86 法人（12.5%）
、指定基準を満たす法人
は 117 法人（17.0％） （↑4.5％）

○絶対値基準
３千円以上の寄附者がいる法人 326 法人のうち、 認定基準を満たす法人は 18 法人（5.5%）
、指定
基準を満たす法人は 33 法人（10.1％） （↑4.6％）

（第３回検討委員会 委員意見）
○パブリックサポートテストをきちんと行って申請した法人が認定を受けることが大事。
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(2) 公益を向上させる要件

ア 「道民からの認知」

要件の内容

他府県の設定状況

ア 道民からの共感や信頼を受け、その活動に一定の認知がなされているもの
として、次のいずれかに適合すること。
(ｱ) その事業活動に関する情報をマスメディアを通じて実績判定期間の各事業 大分県、
（三重県）
年度において２回以上提供していること。
(ｲ) その事業活動を掲載した会報誌等を実績判定期間の各事業年度において道 大分県、
（三重県）
内の公共施設等に５か所以上設置していること。
(ｳ) 道民を対象としたその事業活動に関する催物を実績判定期間の各事業年度 大分県、
（三重県）
において４回以上開催し、かつ一般参加者が延べ 100 人以上であること。
(ｴ) 特定非営利活動へのボランティアの参加数が実績判定期間の各事業年度に 埼玉県、
（鳥取県）
、
おいて延べ 100 人以上いること。ただし、実人数が 10 人以上であること。（三重県）
【考え方】
道民からの共感や信頼を受け、その活動が認知されているＮＰＯ法人を対象とするため、道民か
ら認知されるためにどれだけの周知活動を行ったか、又は、団体の活動にどれだけの道民が参加し
ているかをみる要件を設定する。
なお、団体の活動内容によって、
「道民からの認知」を測る指標として適当な要件には違いがあ
ることから、複数の要件の選択とする。
【要検討事項】
(1) 「ボランティア」の定義
「有償ボランティア」の扱い

▼調査データ
○直近終了事業年度 1 年間のマスメディアの利用回数
マスメディアを利用している団体 269 法人のうち、利用回数が２回以上の団体 239 法人（88.8%）
マスメディアの利用回数

○会報誌の設置箇所数
会報誌等を公共施設等に設置している法人 211 法人のうち、設置箇所数が５か所以上の法人 88 法人
（41.7％）
会報誌等の設置箇所数
●年間の平均設置箇所数
3,703 か所／211 法人＝17.5 か所
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○一般市民を対象としたセミナーやイベントの開催状況
一般市民を対象としたセミナーやイベントなどを開催している法人 426 法人のうち、
年 4 回以上開催し、
延べ参加人数が 100 人以上の法人数 130 団体 （30.5%）
① 一般市民を対象としたセミナーやイベント等の開催回数

② 一般市民を対象としたセミナーやイベント等の延べ参加人数

①開催回数
一般市民を対象としたセミナーやイベントなどを開催している法人 426 法人のうち、年間の開催数
が 4 回以上の法人 158 法人（37.1％）
②延べ参加人数
一般市民を対象としたセミナーやイベントなどを開催している法人 417 法人のうち、延べ参加人数
が 100 人以上の法人 267 法人（64.0％）
○無償ボランティアの参加状況
無償ボランティアを受け入れしている法人 431 法人のうち、年間の無償ボランティアの延べ人数が 100
人以上で、実人数が 10 人以上の法人 104 団体 （24.1%）
① 無償ボランティアの延べ人数

② 無償ボランティアの実人数

①延べ人数
 無償ボランティアを受入れしている法人 431 法人のうち、延べ人数が 100 人以上の法人 126 法人（29.2％ ）
 年間の平均受入延べ人数 89,197 人／431 法人＝207.0 人
②実人数
 無償ボランティアを受入れしている法人 445 法人のうち、実人数が 10 人以上の法人 250 法人（56.2％）
 年間の平均受入実人数 15,960 人／445 法人＝35.9 人
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（第３回検討委員会 委員意見）
○成果指標を個別の指定要件に盛り込むことは難しく、
「道民からどの程度認知されているか」
ではなく、
「道民からの認知を得るためにＮＰＯ側がどれだけ周知活動をしたか」ということに代替せざるを得な
い。そのＮＰＯが成果をどう感じているのかというのを、具体的には考えたい。
○「寄附金」だけではなく、
「ボランティア」という形の地域住民のサポートの指標として「ボランティ
アスタッフの参加人数」を加えるべき。

(3) 公益を向上させる要件

イ 「他主体との協働」

２ 公益性を向上させる要件
他府県の設定状況
イ 地域課題の解決に向けて、国、地方公共団体、企業、大学、研究機関等と 神奈川県、
道内において協働した実績が実績判定期間の各事業年度において１回以上 大分県、埼玉県、
（鳥取県）
、
（三重
あること。
県）

【考え方】
人々の支え合いや地域の絆によって多様化するニーズを充足しようとする取組を支援するため、行
政をはじめ、企業、大学、研究機関等との協働によって地域課題の解決に取り組むＮＰＯ法人を対象
とする。ここで言う「協働」とは、ＮＰＯ、企業、行政など社会的立場や目的の異なる組織が、共通
の社会的な目的を果たすため各々がもつ資源（人材、物資、ノウハウ等）を持ち寄り、対等な立場で
協力し合うことを指す。
また、協働の取組の確認方法は、客観性を担保するため、協定書等の書面で確認できるものを対象
とする。

▼調査データ
○道内ＮＰＯ法人の協働実績
回答があった 892 法人のうち、行政、企業等との協働の年間の実績件数が 1 回以上ある法人 407 法人
（45.6％）

（第３回検討委員会 委員意見）
○協働の内容として、共催でイベントをすることが協働なのか、協働で事業をしていることなのか、あ
るいはその中間的に何かあるのか、イメージがつきにくい。
○「自治体からの委託」
、
「補助の実績」については明確だが、
「その他の主体との連携・協働した活動実
績」は、何をもって１回と数えるのかが不明。協定書等の書面を交わしたもの以外にもあるのかもしれ
ない。
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(4) 公益を向上させる要件

ウ「活動を支える組織の成熟」

２ 公益性を向上させる要件
ウ 事業を実施するための組織体制を有していること。
次のいずれかに適合すること。
(ｱ) 常勤の事務局スタッフを 1 名以上配置していること。

他府県の設定状況

【考え方】
事業を実施するための組織体制を確保するために必要な事務局機能として、常勤のスタッフを有し
ているＮＰＯ法人を対象とする。
【要検討事項】
(1) 「常勤」に無給、有給とも含めるべきか。
(2) 「常勤」の定義
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 11 年 9 月 7 日付け厚
生省通知）
（３）「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間
数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）に達していることをいうものである。

▼調査データ
○事務局スタッフの状況
回答があった 892 法人のうち、常勤の事務局スタッフを 1 名以上配置している法人 476 法人（53.4％）

常勤の職員数（無給、有給）

●1 法人あたりの常勤職員の平均人数
2,055 人／476 法人＝4.3 人

常勤の職員数（有給のみ）

（第３回検討委員会 委員意見）
○事務局機能の充実度をみる場合は、人がそこに張り付いているか等、外形的な判断でしかできないの
か。
○事務局が成熟しているかしていないかは、申請事務をやる人がいればできるし、次に更新するときに
申請事務をやる人がいなければ、申請ができないということになる。
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