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これを機に、八王子の市民活動を活性化させましょう！ 
少子高齢化社会を迎え、自由な発想による市民の社会貢献活動に期待が高まっています。市民活動

がより発展し、そのミッションが達成できるよう、ＮＰＯ法は改正されました。また情報開示によっ

て、市民による監査が可能になり公益性も強化されます。改めてどのような点が改正されたのか、「新

寄付税制」と共に整理してみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★所轄庁の一本化 

認証、認定機関が都道府県・政令指定都市に一本化

されました。より身近な自治体での認証、認定が可能

になりました。 
 
★認証制度の柔軟化・簡素化 

ＰＳＴ(※)要件を緩和し、仮認定制度も導入され、「認

定ＮＰＯ」が取得しやすくなりました。認定ＮＰＯに

寄付した場合、新寄付税制における税額控除の導入に

より、確定申告で寄付者に最高約半額近い額が税額控

除になります。 
 
★活動計算書作成の義務づけ 

新しい会計基準である「活動計算書」がＮＰＯ法で

採用され、全てのＮＰＯ法人がこの計算書で報告する

必要があります。但し、収支計算書での提出も当分は

認められます。収支計算書は、資金収支ベースの計算

書類ですが、活動計算書は、損益ベースの書類で、株

式会社などで使用されている会計基準に近くなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★活動範囲追加 

従来の１７分類に、新たに３分類追加されました。 

・観光の振興を図る活動 

・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

・法第２条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動と

して、都道府県又は政令指定都市の条例で定める

活動 
 

★社員総会決議の省略化 

社員総会は、Ｅメールや書面により議決項目に全 

員が賛成すれば、社員総会の決議が成立されたとみ 

なされることになりました。 
 
★解散公告の簡素化 

従来３回必要であった解散公告が「解散後、遅滞 

なく、少なくとも１回」に簡素化されました。 

 

※ ＰＳＴ（パブリックサポートテスト） 

幅広く市民の支持を得ているかどうかのテスト。 

主な改正項目について 

新寄付税制について 

★新たに税額控除方式が導入 

現行の所得控除方式との選択制となります。所得税における控除率は寄付金額の４０％。控除上限は所得税額

の２５％。税額控除方式は認定ＮＰＯだけでなく、ＰＳＴと情報公開の要件を満たす公益社団、財団法人、学校

法人、社会福祉法人、更生保護法人にも適用されます。 

税額控除方式の計算式：（寄付金額-２,０００円）×４０％を所得税額から控除 

地方税での寄付金税額控除１０％（都:４％、市:６％）と合わせて、寄付金額の最大５０％程度の税額控除が可能です。 

★認定ＮＰＯ法人の認定要件の緩和 

新たに「絶対値基準」が設けられ、「各事業年度中の寄付金額が３,０００円以上である寄付者の数が、年平均 

１００人以上」であれば、ＰＳＴをクリアしたことになります。 
 

  詳しいことは内閣府ＮＰＯホームページをご覧ください。 
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市民活動団体の運営実務を系統的に学び、実務能力の向上を目指します。修了後は、受講生のフォローアップ

や、受講団体同士または地域のネットワークへとつなげます。受講希望される団体には、個別に事前説明・相談
会を行います。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

 
対 象  ：ＮＰＯ法人、市民活動団体 

定 員  ：15 団体（1 団体につき２名まで参加可） 

参加費  ：1 団体１５，０００円 

会 場  ：八王子市市民活動支援センター 

申込先  ：八王子ＮＰＯパワーアップ事業実行委員会（八王子市民活動協議会内） 

      メール power802@shiminkatudo-hachioji.jp  電話 042-646-1626 

 

 

東京都新しい公共支援事業のモデル事業「八王子ＮＰＯパワーアップ事業」 

八王子ＮＰＯパワーアップ講座受講受付開始!! 

八王子市市民活動支援センターファンド事業 

ゆめおりファンド 

          

             

パソコン基本知識・Word/Excel・インターネットの見方・メールの扱い方 
日 時：7 月１２日(木)・１９日(木)・２６日(木) (三日間連続講座) 
対 象：IT の基本を学びたい方 １５名限定 
参加費：３,０００円/1 人 
会 場：八王子市市民活動支援センター 
受 付：６月より受付 

 

 
  

 

皆様からご提供いただいた経営資源を、地域で活躍している市民団体へつなぐ仕組みです。 
 
ゆめおりファンドは 3 年が経過し、支援センターの呼びかけによる CANPAN の参加登録団体は３２、市民活動団

体等への提供・頒布実績は延５１件となりました。現在は「物の支援」を中心に進めていますが、これまでに、企業・

大学・団体・個人の方々から、たくさんの物品提供を頂き、深く感謝しております。 

平成２３年度の主な実績としては、文具類・事務机・会議用テーブル・椅子・掃除機・ 

デジカメ・プリンター等の支援をいただき、これらを登録団体に無償提供しました。 

今後の課題としては、物品の提供者の更なる拡大、市民活動団体のニーズに応えた 

物品をタイムリーに提供していくことが、大切だと考えております。 

不要な物品をお持ちの団体、個人の方はぜひ支援センターまでご連絡ください。 

また社会貢献の一助として、企業・大学等で不要になったパソコンや什器備品、 

文具類等ございましたらご提供ください。 

ゆめおりファンドは、支援センターの大きな事業として、市民活動団体や企業、 

町会自治会、大学等の協力を得ながら、内容の充実に務めていきます。 

ぜひ、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

頒布会の 
様子です。 

提供された物品 

公開講座予告！！ 「ＩＴ」の基本 

組織体質を見直し、より強化するためのステップアップ講座です 

日時 講義内容 講師 

６月 ７日（木） 組織のミッションの明確化 

組織運営の基本・組織のミッションの明確化・活動目的の明確化 

山岡 義典 

前法政大学教授 日本ＮＰＯセンター代表理事 

特定非営利活動法人八王子市民活動協議会顧問 
 

６月１４日（木） 
事業計画と評価 

事業計画の設計・事業結果の評価項目・評価方法・結果を改善アクションに結びつける 
 

川北 秀人 

ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際研究所]代表 
 

６月２１日（木） 事務局の役割 

事務局の役割・仕事を円滑に進める方法 
 

梅本 和比己 

（株）チーム医療代表  ＩＣＮＬＰ認定トレーナー 

ＩＣＣ認定国際コーチ 
 

６月２８日（木） 助成金申請 

申請書作成のポイント・事業計画立案・実施効果表現他 
 

和田 真 

日本財団 広報グループ  地域活動プロジェクト 

助成事業担当 
 

７月 ５日（木） 
情報発信 

ＩＴコミュニケーション・ホームページの知識・メディアの活用 

ブログ・ツイッターの活用 
 

大熊 雅樹 

地域ブログ「たまりば」等運営 

（株）ジェイ・ライン チームプランナー 

９月 ６日（木） 広報活動 

人の集まるイベントの組み立て・キャッチコピーのポイント・チラシ作成の実習 
 

川久保 美紀子 

八王子市市民活動支援センター イベント・企画担当 

９月１３日（木）・２０日（木） 
２７日（木） 

会計業務 

新会計基準について・会計業務の基礎・会計業務の実務（日常業務、決算業務） 
 

板垣 力 

税理士 板垣税理会計事務所所長 
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名 称：6 月アクティブ市民塾 
テーマ：音楽で心も身体もハッピー♪ 

音楽療法でできるイキイキ健康法 
日 時：6 月 23 日（土）10：30～12：30 

会 場：市民活動支援センター 

講 師：八王子音楽療法研究会 代表 新井 幹さん 

内 容：音楽を聞くと楽しい気持ちになったり、思い出

が蘇ったりしますよね。そんな音楽の持つ効果

を生かして心身を健康にする活動が「音楽療

法」です。歌を歌ったり、楽器を使ったり、身

体を動かしたりして、心も身体も元気に、脳の

活性化も期待できます。 

参加費：無料  

定 員：３０名（申込み先着順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金情報 
 
 
 

◆木下財団 障害者福祉関係助成 
―民間社会福祉事業に関する助成― 
助成金額/上限３０万円 
実施団体/社会福祉法人木下財団 
締切り日/5 月 31 日（木）必着 
問合せ先/電話：０３－３３７５－１５１１    

◆地域ささえあい助成事業 
―つながり地域の活動を応援します― 
助成金額/上限１５万円 
実施団体/社会福祉法人八王子市社会福祉協議会  
締切り日/5 月 15 日（火） 
問合せ先/電話：０４２－６２０－７３３８ 

◆公益信託オラクル有志の会ボランティア基金 
―社会的な貢献活動を行う市民活動― 
助成金額/上限１００万円 
実施団体/公益信託オラクル有志の会ボランティア基金  
締切り日/5 月 31 日（木）必着 
問合せ先/電話：０３－６２１４－６２７１ 
 

◆スミセイコミュニティスポーツ推進助成 
―コミュニティスポーツによる健やかなひと・社会づくりに 

向けた調査・研究助成および実践助成― 
助成金額/ １件あたり５０万円以上４００万円以下 
実施団体/公益財団法人住友生命健康財団 
締切り日/５月１５日（火）必着 
問合せ先/ 電話：０６－６９４７－３１４０ 

 

◆公益信託富士フイルム・グリーンファンド 
―自然環境保全・自然とのふれあい活動―  
助成金額/総額８５０万円 ４件程度募集 
実施団体/公益信託富士フイルム 
締切り日/ 5 月 21 日（月） 同日消印有効 
問合せ先/電話：０３－５８２４－０９６０ 

 ◆高齢社会における先駆的事業助成 
―共に生きる地域コミュニティづくり― 
助成金額/上限７００万円 
実施団体/公益財団法人日本生命財団  
締切り日/5 月 31 日（木）必着 
問合せ先/電話：０６－６２０４－４０１３ 

 

◆当事者団体助成事業 
―障がい・難病のある方の団体―  
助成金額/上限 4 万円 
実施団体/社会福祉法人八王子市社会福祉協議会 
締切り日/ ５月１５日（火） 
問合せ先/電話：０４２－６２０－７３３８ 
 

名 称：5 月アクティブ市民塾 
テーマ：楽しく楽にパソコン講座 

WORD で作るステキな葉書 
日 時：５月２６日（土）14：00～16：30 

会 場：クリエイトホール 10 階第 7 会議室 

講 師：わかば 会員の皆さん 

内 容：パソコンが身近になると、いろいろな情報を

検索したり、コミュニティに参加したり、様々

様々なことができるようになります。今回は

パソコンに親しんでもらうための第一歩とし

して、word でハガキを作ります。 

参加費：無料  

定 員：２０名（申込み先着順） 

持ち物：USB メモリー 

ノートパソコンをお持ちの方はご持参くださ

い。無くても参加できます。 

 

 

 

アクティブ市民塾 

    

センターからのお知らせ 
 

『ＳＵＰＰＯＲＴ８０２』をよろしく！ 

『市民活動通信』は、リニューアルしました！ 
 

八王子市市民活動支援センターの広報紙は、創刊号以来「市民活動通信」として皆様に親しまれて９年目になります

が、このたび、新たに「ＳＵＰＰＯＲＴ８０２」（サポート はち・まる・に）として､新デザインのもと、カラー印刷

でスタートしました。 

広報紙名でもある「ＳＵＰＰＯＲＴ８０２」は､新しく採り入れた八王子市市民活動支援センターの愛称です。支援

センターが皆様から愛称名でも覚えてもらえるように、そんなスタッフの願いを込め、愛称名をそのまま支援センター

の広報紙名としました。また、題名の脇の「蜂」のキャラクターは､八王子の「はち」をイメージしたもので、支援セ

ンターの女性スタッフがデザインしました。名前は「サポハチ」と言います。今後支援センターのマスコットとして、

色々な場面で登場します。八王子市市民活動支援センターの広報紙「ＳＵＰＰＯＲＴ８０２」をよろしくお願いします。 

 

 

申し込みは市民活動支援センターへ 
電 話：０４２－６４６－１５７７ ＦＡＸ：０４２－６４６－１５８７ 
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名 称：参加事業者募集!! 
グランドワーク・インターンシップＯＪＴ研修    

日 時：７月２０日～９月末日まで学生の夏休み期間中。 
会 場：ＯＪＴ受入れ団体の指定場所 
内 容：若年者に「社会人基礎力」や「コミュニケーシ 

 ョン力」を培うための地域事業者・市民活動団 
体におけるインターンシップ。 

参加費：０～４万円 
定 員：学生のインターンシップ申込者を各団体に随時 
申込方法：志事塾 グランドワーク・インターンシップ係 
 〒192-0911 八王子市打越町 2013-2-501 

 電話・080-5541-6555（平井） 
 E メール shigotojyuku@s3.spaaqs.ne.jp 
主 催：志事塾 

名 称：第 4 回スポーツ吹矢八王子交流大会 
日 時：6 月 3 日（日） 9：30～ 
会 場：八王子市民体育館 分館競技場 
内 容：八王子レクリエーション協会加盟の「八王子市 

在勤在住の個人で、協会公認用具を所有し、基 
本動作が出来る選手が出場し、級段位に応じた 
距離で挑戦する。興味のある方に体験コーナー 
を用意してお待ちします。 

参加費：1,000 円 （体験会は無料です。） 
定 員：200 名 
問合せ：042-662-5342（堤） 
主 催：八王子スポーツ吹矢協議会 

名 称：子どもたちの未来と自然エネルギーを考える   
    八王子市民講座「原発なしでいこう！」 
日 時：5 月 5 日（土祝・子どもの日）13：30～ 
会 場：北野市民センター・ホール 
内 容：原発に頼らない持続可能なエネルギー社会を、 

飯田哲也さんを迎え、我々の社会の具体像につ 
いて学び、考える。 

参加費：資料代として 500 円 
定 員：297 名 
申込方法：予約等不要。（中学生以下無料、障害をお持ちの 

方と介助者無料）、託児あり（要申込）。 
主 催：子どもたちの未来と自然エネルギーを考える八 

王子市民講座  http://843koza.info 

名 称：簡単洋裁で拡がれ心の和・手作りの輪 
日 時：5 月中旬～10 月まで、月・火・水・金コース 

各 2 時間×10 コマ 
会 場：八王子市横山町 19-7 菊屋ビル 3 階 

八王子服飾センター 
内 容：初級者向けのジャージィ生地の洋裁教室です。 

10 コマ（1 コマ 2 時間）でパンツとＴブラウ
ス2着を作ります。月曜日は午後（月2回程度）、
火曜・金曜日は午前（月 2 回程度）、水曜日は
午前と午後（月 1 回） 

参加費：15,000 円（10 コマ、生地込） ５回分割払 
別途・共益費 500 円／月 

定 員：各コース 10 名 
申込方法：電話にて 042-627-6653 
主 催：ＮＰＯ法人 八王子服飾センター 

名 称：4 月から《世界歴史》に挑戦 
日 時：毎月第 2・第 4 木曜日 10：00～11：45 
会 場：クリエイトホール学習室など。 
内 容：新会員募集。 

中国の中学 3 年生（九年級）が学ぶ《世界歴史》
を訳読・史実検証など。“中国語と歴史”学習に
関心と興味のある方、是非ご参加ください。 
教科書（北京）人民教育出版社 九年級《世界歴
史》 

参加費：1,000 円／月 
申込方法：電話・042-644-0703（高橋） 
主 催：日本中国友好協会八王子支部 

《中国歴史教科書》を読む会 

名 称：中国人奥様向け日本料理教室 
日 時：6 月２３日（土）17：00～18：00 
会 場：八王子市クリエイトホール ９階 料理教室 
内 容：日本で生活する中国人家庭や日本の旦那さんを 

持つ中国人奥様向けに、日本ならではのおふく
ろの味の料理を作ります。 

参加費：日本人 1,500 円 
        中国人 1,000 円 
定 員：15 名 
申込方法：電話・ＦＡＸ 042-648-3534 

Ｅメール enkyou@8show.jp 
主 催：八王子市日中友好協会 

名 称：八王子国際友好クラブ２５周年記念講演会 
日 時：６月１７日（日）13：30～15：30 
会 場：八王子スクエアビル １２階  

学園都市センター 第１セミナー室 
内 容：「日本は孤独死の道を歩むのか 
       ～国際ボランティアへの期待～」 
講 師：青木 盛久氏（元ケニヤ・ペルー大使） 
参加費：無料 
定 員：60 名 
申込方法：連絡先・メールアドレス  hifc@hiug.jp 

電話・090-2810-5174（井田） 
主 催：八王子国際友好クラブ 

名 称：ＪＯＹ☆パーク 
日 時：５月１３日（日） 10：00～15：00 
会 場：富士森公園だんだん広場あたり。 
内 容：高校生や大学生と元気よく外遊びをしよう！ 

集団遊び・ゲーム・ロープワーク・昔遊びや 
工作などで仲間づくり。 

参加費：無料（教材費のかかるものあり） 
定 員：なし 
申込方法：現地集合 
問合せ先：042－645－1739 
主 催：ＮＰＯ法人 八王子子ども劇場 

編集後記 

若葉の季節を迎え、外で過ごす時間が気持ちの良い季節になり

ました。今年度リニューアルしました広報紙「ＳＵＰＰＯＲＴ

802」を担当します、植村・辻村です。９年間担当しました杉

田より、丁寧な紙面作り、広報紙に向き合う真摯な姿勢のバト

ンを受け取りました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 


