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◎ＮＰＯの基礎知識 
 

１．市民活動とＮＰＯとは？ 

 
市民活動とは、「営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する

ことを目的とし、自発的かつ継続的に行われる活動」を指します。ただし、宗教活動や

政治活動を主な目的とする活動は含みません。 

また、ＮＰＯとは、“Non-profit Organization”の略であり、「様々な非営利活動

を行う非政府、民間の組織」というアメリカの法人格付与制度や税制に由来する名称で

す。このハンドブックでは、その活動実態から、ＮＰＯを「市民が主体となって、自発

的、継続的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない組織の総称」と定義します。 

 

ＮＰＯの定義 

 
米国のジョンズ・ホプキンス大学 レスター・M・サラモン教授等によると、 

ＮＰＯとは、 

① 公益性 公益(不特定多数)の利益に寄与 

② フォーマル組織 会則や代表者を有する正式な組織 

③ 非政府性 制度的に政府から独立している民間組織 

④ 非営利性 利潤追求を目的としない（構成員に利益を配分しない） 

⑤ 自己統治性 自分たちの活動を自主的に管理できる能力を備えている 

⑥ 自発性 ボランタリーな要素を一定程度もつ 

以上の要素を満たす組織と定義されています。 

 

※台頭する非営利セクター／L.M.サラモン他著／ダイヤモンド社 
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ＮＰＯに含まれる団体の種類 

 
非営利活動を行っている団体にはいろいろな形態があります。非営利活動の最も広い

概念では、労働組合や生活協同組合なども当てはまります。アメリカでは、一般的に、

学校法人や財団法人、宗教法人なども含んだ概念として使われていますが、日本では、

特定非営利活動法人（ Ｎ Ｐ Ｏ 法 人）やボランティア団体を含む市民活動団体までの範

囲をＮＰＯと定義することが一般的です。 

このガイドブックにおいても、これと同じ範囲を「ＮＰＯ」とします。 

 

 

ＮＰＯの概念図 
 

 

 
※大阪府福祉基金補助事業『行政とボランティア協働の手引き』 

（「行政とボランティア・ＮＰＯの協働のあり方」研究会報告書、1999 を元に作成） 
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２．ＮＰＯの特徴は？ 

 
 

ＮＰＯは、柔軟性、機動性、専門性、先駆性、自主性、多元性、効率性、批判性など

様々な特性を持っており、公平・公正性を重んじる行政や利潤追求を目的とする企業が

持つ、それぞれの社会的価値観にとらわれず、地域の課題に対して、迅速で先駆的な取

り組みを行うことができます。 
 

ＮＰＯの特性 

 
・ 柔軟性 ～採算性を重視する企業や公平、公正を重んじる行政の行動原理とは異な

る多元的な価値観により、様々なニーズに合わせた柔軟なサービスが提供できます。 

 

・ 機動性 ～地域に密着した活動を行うため、フットワークが軽く、法律や予算など

に基づきサービスを提供する行政よりも、地域課題の解決に向けた素早い応対が可

能です。また、縦割りが多い行政組織に対し、ＮＰＯは、対応する課題により横断

的な組織形成も容易です。 

 
・ 専門性  ～企業や行政が手を出さない領域で、かつ、公益的なニーズがある隙間的

な領域がＮＰＯの得意とする活動分野です。ＮＰＯは、自らのネットワークを活か

した活動を通じて、その分野で他に先行してサービスを提供することで、様々な能

力を蓄積し、さらに専門性を高めることが可能です。 

 

・ 先駆性  ～地域課題の解決のため、独自の発想で前例や採算性にとらわれずに試行

的で先駆的な取組ができます。このため、新たな住民ニーズを喚起することも可能

です。 

 

・ 自主性   ～ミッション(社会的使命)実現のために自発的に活動に取り組むことがで

きます。 

 

・ 多 元 性   ～行政の提供するサービスは最大公約数的で画一的なものになりがちで

すが、ＮＰＯは専門的で特化した活動が得意であり、様々な価値観に対応した多元

的なサービスが提供できます。 

 

・ 効率性  ～企業と同様に競争原理が働くので、限られた資源を有効に活用できます。 

 

・ 批判性  ～地域社会のモニター装置として、地域課題を発見したり、問題点を指摘

し、改善策を提出していきます。 
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ＮＰＯの課題 

 
 「21．協働を実践する際に留意することは何ですか？」や「28．協働を進めていく

上での課題は何ですか？」とも重複するものもありますが、次の点が課題として考えら

れます。 

 

①活動基盤の強化 

ＮＰＯが様々な分野でサービスを提供し、地域社会を支える主体となる場合、受益者

に対する責務として、そのサービス提供の安定性や継続性が求められます。そのために

も、事業企画や経理・労務に係る組織の運営、事業を支える人材の育成、資金確保・経

営の効率化に係る財務管理など活動基盤の強化が最も急がれる課題と思われます。 

 

②専門性の向上 

ＮＰＯは、自らのネットワークを活かした活動を通じて、さらに専門的な能力を蓄積

し、人材育成にも力を注ぐことで、企画立案能力や業務遂行能力などを高めていくこと

も大切です。 

また、変化する社会環境への対応を含め、絶えず事業の組み立てや進め方を自ら点検

評価し、活動の改善に努めることで、「マンネリ化」や「独善化」を起こさないように

することも必要です。 

 

③自発性の盲点 

ミッション(社会的使命)実現のために自発的に活動に取り組むことがＮＰＯの特性

の一つですが、活動に参加する市民にとっては、「どこまで頑張ればよいのか」という

基準はありません。 

それぞれのＮＰＯは、様々な組織・体制・形態を成しており、一般的に専従スタッフ

の人数など、規模は行政に比べ比較にならないほど小さいのが現状です。「何でも屋」

として、一人でいろいろな任務を担って活動する場合が多く見受けられ、「頑張る人ほ

ど疲れてしまう」という問題が起こることもあります。 
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営利組織とはどこが違うの？ 

 
株式会社や有限会社などの営利組織が自らの利益の分配を目的とし、出資者を募り出

資金を集めて活動しているのに対し、ＮＰＯはミッション（社会的使命）の実現を目指

し、不特定多数のものの利益のために自発的に社会的な公益活動を行うことを目的とし、

賛同者からの会費や寄付により活動したり、事業を行うところに特徴があります。 

ＮＰＯという言葉は、利益を目的とする組織を意味する、“For Profit Organizations”

に対し、利益を目的とした組織ではないという部分を強調し“Not-for-Profit 

Organizations”という場合もあります。 

 

 

ＮＧＯとは何が違うの？ 

 
ＮＧＯとは、"Non Governmental Organization"の頭文字を取ったもので、直訳

すれば「非政府組織」となります。１９４５年６月に調印された国連憲章によるところ

が大きく、国際問題を話し合う際に、政府以外の民間非営利組織の発言やオブザーバー

としての立場を認めたことに端を発します。このように、国際会議に参加する政府以外

の民間非営利組織をＮＧＯと呼ぶようになりました。広くは政府の政策や活動に関して

問題提起を行うことを基本的な活動としている団体を「非政府組織」と扱っています。 

なお、営利を目的とするか、政府でないことを強調するかの違いはありますが、ＮＰ

ＯもＮＧＯも非営利で非政府であるという点では同じものを指しています。ただ、日本

では、ＮＧＯというと国境を越える活動をしている組織を意味する言葉として使われ、

国内的な活動を中心としている団体のことは一般的にＮＰＯと呼ぶことが多いようです。 

 

 

今まで行われていた町内会活動とどう違うのか？ 

 
町内会や自治会などの地縁組織の活動は、共益性や地域性が強く、地区住民の相互

扶助活動が中心となっています。これらの活動から、環境を守る運動や老人会、子ど

も会、まちづくり協議会など、自発的で他益的な活動が生まれ、地縁組織が市民活動

団体となってくるとＮＰＯということができると思います。例えば、町内会を出発点

としてＮＰＯ法人格をとり、デイサービスを行うような地域も出てきています。 

これらを区別するために、これまでの地縁的組織のことを“地縁型コミュニティ”、

自発的に他益的な活動をする組織のことを“テーマ型コミュニティ”などと言うことも

あります。 



付録編 

協働５０ 148

 

３．ＮＰＯはどんな活動をしているのですか？ 

 

ＮＰＯ法人の場合、特定非営利活動として、次の 12 分野（※2003 年 5 月 1 日よ

り改正・次頁参照）の活動と位置付けられています。 

法人格を持たないＮＰＯであっても、これらに準じた活動をしています。 

※奈良ボランティアネット（http://www.nvn.pref.nara.jp/11npo/12.html）をもとに 

作成しました。 

活動内容 活動事例
1.　保健・医療又は福
祉の増進を図る活動

高齢者・障害者へのサービス、難病者の支援、高齢者への配食・弁当宅配サービス、
生活保護者の支援、共同作業所、障害者・高齢者の移送サービス、盲導犬の育成、視
覚障害者への声のボランティア、点字・手話サークル、老人相談室、自立生活の支
援、作業所への支援、障害者保育、福祉マップの作成、命の電話、病気の予防グルー
プ、医療に関するサービスの提供、高齢者への精神的サポート（誕生日カード・施設
訪問など）、障害者・高齢者への雇用紹介、母子家庭・寡婦（夫）への自立支援、公
衆衛生、エイズ患者の支援、救急医療の普及、安全な食べ物の普及

2.　社会教育の推進を
図る活動

消費者保護・教育、フリースクールの運営、高齢者の海外学習旅行の手助け、生涯学
習の推進

3.　まちづくりの推進
を図る活動

歴史的建造物の保存、過疎の村おこし、地域おこし、町並み保存、地域情報紙の発
行、花いっぱい運動、町の清掃活動、都市農村交流運動、高齢者・障害者・外国人等
への住宅のあっせん、地域議会ウォッチング、大規模開発に対する住民の提案活動、
自治体オンブズパーソン、公園の管理、地域産業の活性化、地域振興、コミュニティ
づくり、観光ボランティア、グリーンマップ作成

4.　文化、芸術又はス
ポーツの振興を図る活
動

民間博物館、歴史館、郷土資料館、おもちゃの博物館、スポーツ大会などの運営、伝
統文化の振興・継承、美術館の解説ボランティア、地域の少年・少女スポーツチー
ム、市民音楽団（市民オーケストラ）合唱団、学会、学術支援、スポーツ教室、ス
ポーツ指導、歴史の探究会、演劇鑑賞会、芸術家の支援・養成、映画の上映会

5.　環境の保全を図る
活動

熱帯雨林の保護、湿原の保護、野鳥の保護、樹林の観察、ホタル生息地復活、野生生
物の保護、森林保全、河川の浄化、わき水の保全、酸性雨調査、水質汚染調査、再生
紙利用、環境教育、オゾン層保護、地域生態系の調査、フロン回収、動物愛護、ナ
ショナル・トラスト、リサイクル運動の推進、牛乳パックの回収、公害防止、古着販
売・洋服のリフォーム、古本回収、自然エネルギーの推進、住環境の維持・保全

6.　災害救援活動 地震・津波自然災害の救援、流出油火災等の事故災害の救援、被災者への支援、救援
物資の調達、災害時の炊き出し、災害の予防活動、それらの調査・研究

7.　地域安全活動 事故防止、交通安全活動、犯罪の防止活動、犯罪・事故被害者の救援・支援、犯罪を
行ったものの更正・援助、災害の予防、遺族の精神的サポート、犯罪者の社会復帰支
援・家族支援

8.　人権の擁護又は平
和の推進を図る活動

軍縮、核兵器反対、地雷の禁止を求める活動、国際紛争の予防、戦争資料館、差別に
反対する活動、ピースウォーク、人権啓発、子どもの虐待防止、家庭内暴力からの保
護、ＤＶシェルターの運営、ホームレスの生活保護支援、売春防止、法律相談

9.　国際協力活動 難民支援、開発協力、教育支援、飢餓撲滅、食料援助、国際的里親の紹介、国際交流
活動、国際ワークキャンプ、国内での開発教育、在日外国人のための通訳・翻訳サー
ビス、留学生支援、海外の市民活動の情報提供、文化交流、教室、ペンフレンドの募
集・紹介、日系外国人等の帰国者支援

10.　男女共同賛画社会
の形成を促進を図る活
動

性差別への反対、女性の自立支援、女性の地位向上、女性が働く環境をつくる運動、
女性経営者の支援、セクシャルハラスメントを防止する活動、女性の雇用均等を求め
る活動

11.　子どもの健全育成
を図る活動

遊び方の継承、子どもの売買春の禁止、非行防止、青年学級、読書会、自然体験学
校、ボーイスカウト、ガールスカウト、登校拒否児の親の会、いじめ問題110番、帰
国子女のサポート、保育所、地域の子ども会、地域の子育て支援、自主保育、学童保

12.　前各号に揚げる活
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

サポートセンター、市民活動への助成、ボランティアセンター、市民活動に対してイ
ンターネット利用を進める運動、情報収集・提供、ミニコミ紙の情報センター、市民
バンク、市民活動の映像記録作成、企業・自治体への市民活動の紹介、情報公開制度
による市民活動への情報提供サービス
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広がるＮＰＯの活動分野 

 
ＮＰＯの活動が注目される中、2003 年５月１日から施行されることとなった「改

正ＮＰＯ法」では 12 分野に加え、新たに５つの活動分野も追加されることになってい

ます。 

 

活 動 分 野 想定される主な活動例 

① 情報化社会の発展を図る活動 ＰＣ導入、インターネット環境整備 

② 科学技術の振興を図る活動 ＴＬＯ(※)立ち上げ、産学官連携の促進 

③ 経済活動の活性化を図る活動 ＮＰＯマネジメント講座、企業との交流会 

④ 職業能力の開発又は雇用機会の拡

充を支援する活動 
求職者のためのＮＰＯ起業講座 

⑤ 消費者の保護を図る活動 添加物究明、訪問販売被害者保護 等 

※ＴＬＯ＝technology licensing organization の略で、技術移転機関と訳されます。大学や研究

機関などの研究成果や特許を民間の製品開発等に供与する事を認定された機関のことです。 

 

ＮＰＯはこれらの活動分野において、サービスの提供、情報の収集・発信、行政への

提案、アドボカシーなど、様々な手法を用いて自らのミッション（社会的使命）を具体

化していきます。 
 
 
 

☆コラム ☆アドボカシーって何？ ☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

アドボカシーとは、問題提起、提言活動のことです。ある目的をもって活動する人や

グループを支持したり、力を持たない人を代弁し擁護する活動、アドボケイト活動とも

言えます。ＮＰＯでは、アドボカシーとして、行政への政策提言を行ったり、イベント

や講演会を開催したり、意識調査などを行ったりしています。インターネットを通じた

情報発信もその一つと言えます。 
 
☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 
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４．ＮＰＯの財源にはどのようなものがありますか？ 

 
 

ＮＰＯが組織として活動するためには様々な経費が必要です。事業にかかる経費だけ

でなく、組織運営のための維持費や管理費も確保しなければなりません。また、新しい

事業を始めるための開業資金なども必要になります。 

例えば、ＮＰＯ法人の場合、資金源は会費、寄付金、本来事業からの対価収入、非本

来事業（収益事業）からの対価収入、助成金、補助金、借入金、金利収入等の大きく 8

つに分類できます。 

これらの資金には、それぞれ利用する上で特徴があり、多くのＮＰＯ法人では活動や

事業の目的とこれらの資金の特性を照らし合わせて、複数の資金を組み合わせることに

よって、事業や組織運営を行っています。 

企業と比べて収入源が多様なことがＮＰＯの特徴の一つです。こうした資金を如何に

獲得し、効率よく活用するかが、ＮＰＯの知恵の見せどころとも言えます。 

 

 

 

＜多様なＮＰＯの資金源＞ 

会費、寄付金、本来事業からの対価収入、 

非本来事業（収益事業）からの対価収入、助成金、補助金、

借入金、金利収入等 
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資金源の性格 

 
・ 会費 ～組織を支える基本となる資金です。 

 多くのＮＰＯは会員による会費制度を設けています。 

会員から毎年（毎月）継続的に払われる会費は、団体にとって安定した収入源の一つ
であり、加えて使途の自由度が高い収入であるといえます。また、情報やサービスの受

益者として納める会費という意味合いよりも、特にその組織を支えることを意識して会

費を納める会員のことを賛助会員といいます。 

 

・ 寄付金 ～見返りを期待せずに拠出される金銭や財産のことです。 

 ＮＰＯのミッション（社会的使命）またはその事業に対して賛同したものから、見返
りを期待せずに拠出される金銭や財産のことで、継続性はありません。 

そのＮＰＯの活動の全体に対して受けた寄付金であれば使途の自由度は高いのです

が、一定の事業や活動などを指定されて受けた寄付金は使途が限られます。  

 

・ 助成金  ～事業や研究など特定のプロジェクトを支援するために提供される資金

のことです。 

ＮＰＯが主体となって行う事業や研究に対して、その意義を認めた民間の基金や財団
などが事業の遂行の手助けとして資金を提供するものです。 

多くは一定の審査を経て助成が決定されます。 

例：(特活)北海道ＮＰＯ越智基金、北海道ろうきん社会貢献助成制度 

 

・ 補助金 ～助成金とほぼ同じです。 

 一般的に、国や地方自治体が、特定の事業などに対して支援する目的で提供される見
返りを求めない金銭のことです。 

これらは、助成金、奨励金、給付金、交付金などと呼ばれることもあります。NPO

にとっては、期待度が大きい資金ですが、対象経費が限定されることが多く、事業によ

っては使いにくい場合もあります。 （※補助と助成の違い 2６Ｐ参照） 

 

・ 本来事業収入、非本来事業収入 ～物品を売って受け取った代金や、サービスの提

供で得た料金、労力を提供して得た賃金などによる収入のことです。 

これらはＮＰＯの本来の目的達成のための「本来事業」による収入と、本来事業を行う

ために収益を得ることを目的として行われる「非本来事業」による収入に分けられます。 

近年、国や自治体の事務や事業をＮＰＯに委託する事例が増えてきていますが、委託

業務とは、国や地方自治体、企業などがその権限に属している事務や事業を、企業やＮ
ＰＯなどの団体、または特定の人に依頼することです。受託した事業者は事業を遂行す

ることによって対価を得ることとなります。委託業務の内容によって、ＮＰＯとしての

本来事業、非本来事業に区別されます。 

※ここでの本来事業とは、特定非営利事業、非本来事業とは、収益事業のことです。 
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・ 借入金 ～いわゆる借金。 

 最近はＮＰＯを対象にした融資の仕組みも徐々にできつつあります。 

例：(特活)北海道ＮＰＯバンク、北海道労働金庫 

 

・ 金利収入 ～資金の運用益。  

 

※シーズ「市民活動を支える制度を作る会」（http://www.npoweb.gr.jp/） 

※（特活）とは、特定非営利活動法人、つまりＮＰＯ法人のことです。 

 

 

５．ボランティア活動とＮＰＯ(法人)活動はどう違うのですか？ 

 
  

ボランティアとは、活動へのかかわり方について自主性や無償性といった活動する

「個人」に注目した言葉であり、一方、ＮＰＯとは、組織が社会（コミュニティ）のた

めに何かを取り組み、人々の生活や環境を改善し、そのあり方を変えようとする非営利

の原則で運営される「団体」に注目した言葉です。 

しかし、ボランティアは、個人が何か好きなことをやるという意味ではなく、ルール

にしたがって規則的に取り組まれるもので、バスに乗り合わせたとき体が辛そうな高齢

者等に席を譲るのがボランティアの一般的理解ではありません。ボランティア活動のポ

イントは、コーディネーターが活動を取り仕切り、活動に参加する人々と活動によって

サポートを受ける人々を結びつけ、よりスムーズに活動が推進され、組織的に解決でき

る仕組みを持つところにあります。それはボランティアセンターや大きなボランティア

団体における活動を例として見るとわかりやすいでしょう。 

ボランティア活動に取り組む人々が悩むのは、①資金不足、②活動に専念できる人の

減少、③打ち合わせ場所の不足、④メンバー参集の難しさ、⑤大きな資金管理は困難な

どがあります。このようなことから、以前は大きな組織になる場合は、財団法人や社団

法人といった公益法人を苦労しながら組織しました。 

一方、ＮＰＯ法人は、地域課題の解決に取り組む市民同士が結びついた団体などが、

特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得し、組織としての目的を定款などに掲げ

るとともに、財政や組織運営の透明性を高めて、活動を展開していることが一般的です。

つまりＮＰＯ法人は、ボランティア団体が法人格を取得しようとする際の有力な選択肢

となるものです。 

また、ＮＰＯ法人は、活動運営を行う専従スタッフや専門家などがその組織内にいる

ことで、ボランティアとして参加する人々は余裕を持って活動をすることができ、また

組織としても安定した高度な専門性を持った活動ができるという特徴があります。基本

的にはボランティアが中心であることには変わりありませんが、公益を目的とし、活動

の実態がそれを追求したものであるならば、必ずしも無償というコンセプトに固定され

ない柔軟な組織運営ができます。 
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有給の専従スタッフ、ボランティアではあるが市場より安い報酬で活動する人、まっ

たく報酬を受け取らないボランティアというように、組織の構成メンバーが多様である

ことを可能にするのがＮＰＯ法人であり、この点が新しい雇用の場としてもＮＰＯ法人

が期待されるところです。 

その他、ボランティアとＮＰＯ法人の違いをあげると、ボランティアが活動に参加す

る側であるのに対して、ＮＰＯ法人はボランティアの参加する場をつくる、参加を求め

る側であるともいえます。 

 

『ＮＰＯとボランティアの違い』 
定  義 ＮＰＯ ボランティア 

収益・報酬の関係 自発的な非営利の組織･団体～ボランテ
ィアが活動する場・ボランティアの受け皿 

自発的な活動を行う個人～自発的な
活動 

収益・報酬との関

係 
収益をあげるが非営利、報酬を受けるス

タッフもいる場合も多い 
原則的に無報酬。収益を目的としない 

自律性・自発性 自発的で、民間活動としてあるので、自
主性や自立性が問われる 

自発的だが、行政のためのボランティ
アもあるので、自立的とは必ずしもい
えない 

対象・目的との関

係／評価 
目的達成を第一義とする。目的の到達度

がその評価軸 
自己実現や自己満足のための活動も可 

マネジメント 必要かつ重要 個人として見たときは不要。グループ
あるいは団体としてあるがＮＰＯと
比べると単純 

収益活動の必要性 組織維持のため必要な場合が多い。重要 原則として無し。あっても付随的 
参加に関して 参加を促す側 参加する側 

（「ＨＮＷ 研究会主催 ＮＰＯ 法自主研究会」

http://village.infoweb.ne.jp/̃fwgl2260/npo4.htm 

 

６．無償性と非営利性とはどう違いますか？ 

 
 

ボランティア活動の特徴には、「無償性」があります。これは、個人が活動に対する

市場の対価を求めない、ということです。むろん現在は、まったくの無償を前提として

行われるものは少なくなり、例えば毎週のように施設で活動するボランティアに交通費

や食事を提供して協力に対するお礼をする場合もあります。したがってすべてを手弁当

で、自分たちの持ち出しで行う人々をボランティアとイメージすることは、誤解を生み

やすいといえます。イベントに協力して皆で鍋を囲むと無償性が失われるというような

発想になると困るわけです。 
一方、ＮＰＯ法人の活動の特徴は、「非営利性」にあります。非営利性というのは、

団体として、活動経費や管理費などを稼ぐけれど、そこで余ったお金（利益）を構成員

で分配しない（個人の懐にいれない）で、活動を拡大する目的に使うことを意味してい

ます。よって、ＮＰＯ法人が職員を雇っている場合の給料は、組織の経費であり、利益

の分配には当たりません。無償性というのは個人の活動に対するもので、非営利性とは

組織の活動目的に使われるものです。 
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７．ＮＰＯ法とはどういう法律ですか？ 

 
 

「ＮＰＯ法」とは、「特定非営利活動促進法（平成 10 年 12 月 1 日施行）」の通称

です。これは、議員立法によってできた法律であり、ボランティア団体をはじめとする

ＮＰＯに法人格を与え、その団体が法人として、法律行為が可能となるようにし、市民

による社会貢献活動を支援することが目的です。 

また、平成 14 年 12 月 11 日、ＮＰＯ法改正案が国会で可決され、平成15 年５月

１日から施行されることになりました。新たに五つの活動分野の追加、予算準拠規定の

削除、暴力団の排除などが主な改正項目となっています。 

 

 

ＮＰＯ法の目的とその経緯は？ 

 
少し詳しくＮＰＯ法の目的を説明すると、次のとおりです。 

近年、文化や福祉、環境保全、国際交流、まちづくりなど様々な分野において、社会

的な課題に自主的・自発的に取り組む民間の非営利組織、いわゆるＮＰＯの活動が活発

になってきています。少子高齢化の進行や、環境問題の拡大など社会の抱える問題も多

岐にわたっており、様々な課題にきめ細かく対応し、地域の活力を生み出し豊かな社会

を創造していくためには、こうした団体の活動が今後、重要な役割を果たしていくもの

と思われます。 
 ＮＰＯ法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランテ

ィア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、そのこ

とによって公益の増進に寄与することを目的としています。 

 ＮＰＯ法ができるまでは、法人格がないことにより、事務所や電話の契約の際、団体

として契約ができない、不動産所有名義を団体の名にできない、行政からの委託事業を

受託しにくいといった事態が発生していました。そのため、株式会社や有限会社を設立

して活動を行っていたケースも多かったのですが、営利法人にしているために寄付がも

らえなくなったり、外国でＮＰＯと認められず、受け入れてもらえなかったなどの障害

も起きていました。 

 こうしたことを踏まえ、日本でもＮＰＯ法人制度をつくるべきとの声が市民からも高

まり、議員立法による「ＮＰＯ法」が提出されたのです。 
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ＮＰＯ法人になるための要件とは？ 

 
ＮＰＯ法人格を取得するためには、①組織要件、②活動要件の２つを満たすことが必要です。 

１．組織要件 

 ＮＰＯ法により法人格を取得することが可能な団体は、「特定非営利活動」を主たる

目的とし、次の要件を満たす団体です。 

(１)営利を目的としないこと。 

(２)社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付けないこと。 

(３)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員報酬の 1/3 以下であること。 

(４)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。 

(５)特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするも

のでないこと。 

(６)暴力団でないこと又は暴力団若しくはその構成員(構成員ではなくなった日から 

5 年経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと。 

(７)10 人以上の社員を有するものであること。 

２．活動要件 

 次にあてはまる「特定非営利活動」を行う必要があります。 

(１)ＮＰＯ法別表に基づく 17 分野のいずれかの活動であること。 

(２)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ものであること。 

☆コラム ☆ＮＰＯ法における社員とは？ ☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム

☆ 

「社員」とはＮＰＯ職員やＮＰＯに雇用され働いている人という意味ではなく、総会

で議決権を持つ会員、いわゆる正会員のことです。ＮＰＯの意思決定機関の「総会」で

議決権を持つ人を意味します。「理事」と「監事」は普通の会社の取締役や監査役に当

たります。 
また、ＮＰＯの社員が活動の拠点とする法人の「主たる事務所」は、きちんとしたオ

フィスではなく、一般の住宅の部屋でも可能です。 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

 

どういう手続きをすればＮＰＯ法人になれるのでしょうか？ 

 
ＮＰＯ法人になるためには、所定の申請書に、ＮＰＯ法第１０条で定める必要書類（詳

細は次ページのフロー図を参照のこと）を添えて北海道（他の都道府県にも事務所を置

く場合は、内閣府）に提出します。 
申請は、道環境生活部生活振興課又は、各支庁地域政策部環境生活課で随時受け付けて

います。申請書の受理後、４か月以内に認証・不認証の決定を行い、認証後、２週間以

内に法務局において、設立登記を行うことで法人として成立することになります。 
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ＮＰＯ法人設立までの流れは？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類 

① 認証申請書 

② 定款 

③ 役員の氏名及び住所と報酬の有無を

記載した名簿 

④ 就任承諾書及び誓約書の謄本 

⑤ 役員の住民票 

⑥ 社員のうち 10 人以上の者の名簿 

⑦ 確認書 

⑧ 設立趣旨書 

⑨ 設立についての意思の決定を証する

議事録 

⑩ 設立の初年及び翌年の事業計画書 

⑪ 設立の初年及び翌年の収支予算書 

 

（※平成 15 年 5 月 1 日から施行される

改正ＮＰＯ法での書類） 

申
請
書
類
の
作
成 

受
理 

公
告 

縦覧する書類 

・ 定款 

・ 役員名簿 

・ 設立趣旨書 

・ 事業計画書 

・ 収支予算書 

認
証 

不
認
証 

設
立
登
記
（
法
務
省
）

所轄庁

に申請 

所
轄
庁
へ
届
出 

2 週間以内

（認証通知）

内
閣
府
が
所
轄
庁
の
場
合
は
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
で
も
登
記
す
る
。 

登記に必要な書類 
・ 登記申請書及び委任状 
・ 登記用紙 
・ 印鑑届書 
・ 認証書 
・ 定款 
・ 理事の就任承諾書 
・ 設立当初の財産目録 
・ 代表者個人の印鑑証明書 
・ 設立総会の議事録 

審査 

4ヶ月以内 

法人設立 Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
で
き
ま
し
た 
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内閣府認証と都道府県認証とは、何が違うの？ 

 
認証を受ける監督庁は、事務所の所在地で決まります。事務所が複数の都道府県にま

たがる場合には内閣府から認証を受けることとなりますが、それ以外の場合は各都道府

県から認証を受けることになります。 
 

 

ＮＰＯ法人格取得に伴い求められることは？ 

 
 ＮＰＯ法人格の取得に伴い求められることには、大きく以下の点があげられます。 
 
収益事業に関して（その他の事業の区分経理）  
 ＮＰＯ法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活

動に係る事業に支障がない限り、収益を目的とする事業が行えます。この場合、その他

の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。 

 

会計原則に関して（納税）  
 ＮＰＯ法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するな

ど、ＮＰＯ法第２７条に定められた原則に従い会計処理を行なわなければなりません。

また、法人として、いろいろな税金（法人税・地方税等）も課せられます。 
 
情報公開（法に沿った法人運営）  
 ＮＰＯ法人は、毎年（毎事業年度）の事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算

書、役員名簿等の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人

に閲覧させなければなりません。また、これらの書類は所轄庁においても一般公開され

ます。 
 
残余財産の帰属先の制限  
 ＮＰＯ法人が解散した場合の残余財産は、他のＮＰＯ法人、公益法人、学校法人、社

会福祉法人、更生保護法人、国又は地方公共団体の何れかに帰属させる必要があり、個々

人には分配されません。 
 
 
所轄庁によるＮＰＯ法人への監督は？ 

 
 ＮＰＯ法人が法律や定款などに違反する疑いがあると認められる相当な理由がある

ときは、所轄庁は、その法人に報告や必要な改善措置を求めたり、設立の認証を取り消

すことがあります。 
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８．ＮＰＯの法人化には 

どんなメリットとデメリットがありますか？ 

 
 

ＮＰＯには、法人格を取得したＮＰＯ法人と、法人格を有さない任意団体のＮＰＯが

あります。ＮＰＯの法人化に伴い、メリットとデメリットが発生するため、各団体によ

って形態を選んでいると言えます。スタッフを雇用し、活動を行う際や不動産を購入し

たい場合などは、法人格が有効ですが、反対に会計書類作成などの事務作業にこれまで

よりも手間やコストがかかる場合もあります。 

 

ＮＰＯの法人化のメリットとデメリット 

メリット デメリット 
・不動産や重要な財産の登記・登録 

・賃貸借や預金の契約の主体となること

ができる 

・取引や委託契約の主体となることがで

きる 

・寄付金や助成金の受入主体となること

ができる 

・社会的信用が高まる 

・寄付や公的援助が受けやすくなる 

・意思決定や行動が法的なルールをもっ

て行われる 

・行政からの委託業務がうけやすくなる 

・メンバーの意識、行動の高揚 

・税制上の優遇措置等の期待 

・官公庁への届出や保険などの支払いに手

間とコストがかかる 

・法人税・地方税がかかる 

・若干だが行政の監督を受ける 

・残余財産が戻ってこない 

・ ルールに則った運営をしなければならな

いため手続きが繁雑になる 

・情報公開の仕方を誤ると、誤解されて逆

に社会的信用が損なわれる恐れがある 

・不特定多数の会員の入退会が自由であ

り、会の運営が安定しない恐れがある 

※市民活動団体の基盤強化に向けて／市民活動団体基盤強化検討委員会報告書／北海道 
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☆コラム ☆ＮＰＯ法人は社会的に信用できるのでしょうか？ ☆コラム☆コラム☆ 

「ＮＰＯ法人は社会的に信用できるのでしょうか？」という質問をよく受けますが、

ＮＰＯ法では、一定の要件を満たす書類を提出すれば認証されることとなっており、そ

の事業活動が全ての人に受け入れられるかどうかを審査する仕組みにはなっていません。 
一方、ＮＰＯ法人は毎年活動情報の公開が求められています。きちんと活動している

ということを会計面、組織面、事業面などの情報を自ら公開し、その内容をもって信用

を積み重ねる、そんな思想がＮＰＯ法には込められています。 
 最近、全国的には、ＮＰＯ法人を名乗ったり、設立内容とは異なる事業を行うケース

が出ています。従ってＮＰＯの信用は法人格の有無に関係なく、活動実績やその内容を

評価することで判断されるべきであり、この点は一般の会社と同様に考えるべきです。 

☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆コラム☆ 

 
 

９．公益とは？ 

 
 

公益とは、不 特定多数のものの利益のことで、これまでは行政が担うものと考えられ

てきました。しかし、価値観やニーズの多様化とともに、新しい公益のニーズが生まれ

てきています。 
日本では、行政だけが公益の担い手であり、民間組織が担い手となることは私益目的

と見られがちでしたが、市民も公益の担い手であることが再認識されてきていることに

よりＮＰＯへの注目が高まってきています。また、ＮＰＯが活躍するためには公益の担

い手として社会的な責任を負うことが必要となっています。激変する社会環境や自治体

財政の悪化などを背景に、行政だけでは公益を担いきれなくなり、ＮＰＯが新たな市民

社会の実現に向け活躍し始めています。 
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10．ＮＰＯ法人に関する情報 

 
 
ＮＰＯに関する情報 

 
ＮＰＯに関する情報は、基本編（33～38Ｐ）を参照ください。 

ここでは、ＮＰＯ法人に関する情報源を紹介します。 
 
 
 
ＮＰＯ法人の認証数はどのくらい？ 

 
内閣府のホームページで、各所轄庁に認証されたＮＰＯ法人数、認証申請数、不認証

および解散法人数が公開されています。 

URL：http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/index.html  

 
 
 
北海道のＮＰＯ法人の認証数はどのくらい？ 

 
北海道環境生活部生活文化・青少年室生活振興課のホームページで、北海道で認証さ

れたＮＰＯ法人数、認証申請数などが公開されています。 

URL：http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-bssbk/npo.index.htm 
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用語集 

Ａ～ 

ＮＰＯ 

 

Organization ） 

 「様々な非営利活動を 行う非政府、民間の組織」というアメ

リカの法人格付与制度や税制に由来する名称です。 

 日本では、一般的にＮＰＯ法人やボランティア団体を含む市

民活動団体をＮＰＯの範囲としてることが多いようです。この

ハンドブックでもＮＰＯと呼ぶ範囲については、これと同様に

扱うこととし、「市民が主体となって、自発的、継続的に社会貢

献活動を行う、営利を目的としない組織の総称」と定義するこ

ととします。 

ＮＰＯ法  特定非営利活動促進法の通称です。ボランティア活動などを

行う団体に法人格を付与し、市民が行う自由な社会貢献活動が

より活動しやすく支援するために、設けられた法律です。1998 

年（平成 10 年度）制定。（154Ｐ参照） 

改正ＮＰＯ法  特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を

追加し、設立の認証申請手続きを簡素化するとともに、暴力団

を排除するための措置を強化する等の改正が行われました。平

成 15 年 5 月１日より施行されます。 

ＰＦＩ  プライベート-ファイナンス-イニシアチブの頭文字を並べた

ものです。これまでの公的部門による社会資本の整備・運営に

民間資本や経営ノウハウを導入し、民間主体で効率化を図ろう

という政策手法のことです。 

 

あ～ 

委託  本誌では、本来行政が行うべき事務や事業などを他の機関や

個人に依頼することを指しています。 

覚書  通常、自分や相手の言ったことを忘れないように必要な事柄

を書き付けた文章のことです。また、正式文書のうち、略式で

やりとりされる文書のことを指す場合もあります。一般に、署

名がない会議や交渉での論旨の要録、希望や意見の伝達、付帯

事項や補足などに用いられます。 

共益  限定された範囲の中での利益のことであり、サービスの対象

が限定されます。 → 会員制(生協、町内会など) 

協議会  催しなど事業実施について、その内容や方法を協議する会の

ことです。 

共催  一つの催しを二つ以上の団体が共に事業主体となって、共同

して短期間のイベントなどの取組をすることをいいます。 

協定書  両者の間で協議して決められた内容を書き留めたものです。 

（N o n-profit  
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協 働  主体同士が相互の信頼と理解に立って、共通する一つの目的

に向かって協力して働くことです。 

契約書  契約の条項を記し、契約の成立を証明する文書のことです。 

合意書  当事者の意思の一致を明文化したものです。 

後 援  後ろ盾となってうまくことが運ぶように支援することです。 

事業協力・協定  一つの事業に対して、いくつかの団体が共同して行うこと、

またその際に内容や役割分担を協議してきめることです。 

実行委員会  催しなどの事業実行の責任を担う人々が集まり組織された団

体のことです。 

市 民  自発的意思と自己責任の下で、地域社会の課題解決に携わり、

「助け合い、支え合う地域社会」を築く主体のことです。 

 例えば、分別ゴミの排出ルールを守ることから、町内会の清

掃活動への参加を通じて、あるいはボランティアやＮＰＯ活動

に参加するなど様々な形で「市民」として地域の課題解決に携

わる主体となります。 

市民活動  営利を目的とせず、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し、自発的かつ継続的に行われる活動のこ

とです。ただし、宗教活動や政治活動を主な目的とする活動は

含みません。 

市民参加  行政目標を実現するための特定のプロセスにおいて、多様な

価値観を持つ市民の参加を得ようとする（行政）手法です。 

助成金  個人、団体の事業、活動を経済面から支援するために民間の

基金や財団などから給付される支援金のことです。 

政策提言  あらゆる政策に対して、ＮＰＯや諸団体など行政以外の団体

から意見や考えが提示されることです。近年、政治への市民参

加の高まりとともに、政策提言の場とその提言が取り込まれた

政策展開が多くなり、政策提言の重要性が高まっています。 

特 活  特定非営利活動法人の略として使用しています。 

入 札  売買や請負などで最も有利な条件を示す者と契約するため、

複数の事業者に入札金額を書いた文書の提出を求め、予定価格

以下で最も安価な入札金額を提出した事業者を契約者として決

定する契約手法の一つです。 

非営利  株式会社のように事業収入から人件費等の経費を差し引いた

利益を株主等の構成員に分配する行為を行わないことです。つ

まり、利潤追求を目的としないことです。 

 ＮＰＯの場合は、自分たちの次の活動や独自事業に利益を充

てています。 
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ア～ 

アウトソーシング  業務を組織外の団体などに発注することです。「外部委託」と

訳されます。 

アダプトプログラム 

 

 個人・団体と行政の間で覚書を交わし、行政が管理する道路

や公園などの維持活動を、ボランティアにより定期的かつ継続

的に行うものです。 

アドボカシー  「主張」、「弁護」と訳されます。特に、「権利擁護の主張」を

指す場合が多いようです。 

オブザーバー  「陪席者」と訳されます。会議などで、議決権や発議権はない

出席者のことです。その会議によって発言権を有する場合とな

い場合があります。 

パートナーシップ  それぞれの主体が自己を確立し、相互の認識と理解のうえに

たって、共通の目的をもち、「対等性」、「公開性」が確保されて

いることです。 

プロポーザル方式  透明性、客観性及び競争性をより高めることを目的に、価格

以外の業務内容の優位性を企画提案により審査し、受託者とな

る事業者を選定する手法であり、随意契約の一つに位置付けら

れています。 

ボランティア  自発的に個人の自由な意思で利他的な活動をすることです。 

ボランタリー  「自発的な」とか「自由意志で」という意味。 
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協働 50 検討委員会 
 

１．検討委員会構成 

所属・肩書き 氏 名 

北星学園大学社会福祉学部 教授 （委員長） 杉  岡   直 人 

(特活)ＮＰＯ推進北海道会議 理事・事務局長 佐  藤    隆 

(特活)旭川ＮＰＯサポートセンター 代表理事 森  田   裕  子 

札幌ボランティア活動研究会 事務局長 伊  藤   規久子 

総合企画部政策室構造改革推進課 課長補佐 柴  田   達  夫 

総合企画部地域振興室地域政策課 課長補佐 棟  方   裕  昌 

環境生活部生活文化・青少年室生活振興課 課長補佐 小  池   健  一 

 

２．今までの検討委員会開催状況 

 

 第 1 回検討委員会：７月１０日(水) 

・ 事業概要の説明 

・ マニュアル基本構成の検討 

 

第 2 回検討委員会：７月３１日（水） 

・ マニュアル構成の検討(ユーザー(配布先)は道・支庁・２１２市町村、市民
団体と承認) 

・ 協働に関する課題や解決策の検討 

・ アンケート調査票の検討 

・ 協働事例の検討 

 

第３回検討委員会：１２月１２日（木） 

・ 協働事例の取りまとめ結果に関して(アンケート、インタビュー調査報告) 

・ 協働に関する課題及び解決策についての検討 

・ 協働の拡大に向けた基本的な考え方について 

・ マニュアル素案の検討 

 

第４回検討委員会：１月２７日（月） 

・ 協働５０前提条件の確認 

・ 協働推進基本指針(素案)の検討 

・ 協働５０(素案)内容の検討 

・ 検討期間延長に関して 

 

 ◎第５回検討委員会：３月２５日(火) 

・ 『協働５０(案)』の最終確認 
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編集後記 
 

 多様化する住民ニーズや地域課題に的確に対応するためには、これまで考えられてき

た「公共性」にとらわれることなく、ＮＰＯをはじめとする市民と行政が協働し、自律

した地域社会を創り上げていくことが求められています。協働を実践していくためには

市民と行政が相互に理解し合い、信頼と自律によって、対等なパートナーシップを構築

することが必要です。 
 この協働５０では、市民と行政との協働の取組が今後一層拡大することを目指して、

実際に協働を進めていく際に役立つと考えられるポイントを５０の質問に答える形で

まとめました。 
 この作成に当たっては、協働の取組を実践し、活躍されている任意団体、ＮＰＯ法人、

ワーカーズ・コレクティブ、自治体職員の方々、また、杉岡委員長をはじめ検討委員の

皆様に、ひとかたならぬご協力を賜りました。 
 この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 
 
 

平成１５年３月 

ＮＰＯ法人 ＮＰＯ推進北海道会議 
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