
まちづくり応援！連続講座2020

ボランティア・NPOの事務局おたすけ講座

宇都宮市まちづくりセンター
まちぴあ

第１回 組織作り
～やりたいことにあった組織をつくろう

話し手 宇都宮市まちづくりセンター長 小倉 克洋

令和2年11月10日



宇都宮市まちづくりセンター
まちぴあ

本日の資料は、ウェブ上に公開
しています。

まちぴあブログ

に、リンクがあります！



18：00 開会・挨拶

18：05～19：00

講話① 組織づくりの必要性

講話② 法人について（設立／スケジュール等）
講話③ 注意点など

19:00～19:10 休 憩

19:10～ 質疑応答

20：00 閉会

【本日のスケジュール】



★なぜ、組織が必要なのか？

・一人だと、さみしい（泣）

・3人寄れば、文殊の知恵

・個人にはないメリット



★組織（団体の種類）

①任意団体
法人格をもっていない団体。サークルや同好会
なども広い意味で含まれる。責任や契約の主体
は個人（代表者）に帰属する。

・会則、名簿、登録シート等で団体であることを

証明する書類が必要となる。

・代表者に不幸があると活動自体がなくなる。



★組織（団体の種類）

②法 人
一定の法律に従い、一定の手続きを経たもの
に認められる組織。特定非営利活動法人、一般
社団／財団、株式会社などなど・・・・。

法人格を取得すると、団体名義で契約を結ん
だり財産を所有できるようになる。

・定款、会員名簿、活動計算書等提出が義務。

・代表者が変わっても事業を継続しやすい。



★組織（できること）

①任意団体
・公共施設（市民センター）などの使用申請が

しやすくなる。活動内容が当てはまれば、減免

対象にもなりうる。

・助成金にも申請可能。少額または地域限定の

助成制度もある。



★組織（できること）

②法 人
・法人名義で契約を結ぶことができる。

・大きい額の助成金にエントリーできるなど、

選択できる候補が増える。

・会費を含めた寄付を受付やすくなる。認定

NPO法人など、さらに寄付を受けやすい

法人へと変革することができる。



★注意点①

熱意、やる気の温度差がある。



★注意点②

子どもを対象
にした
音楽活動

よく分裂する。

子どもを対象にした、
各種支援活動

音楽の文化的向上
を目的にした活動



★組織の作り方（NPO法人）

特定非営利活動推進法（1998年12月施行）に従い、一
定の手続きを経たものに認められる組織。

（目 的：第一条）
この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を
付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正で
あって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認
定に係る制度を設けること等により、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としての
特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の
増進に寄与することを目的とする。



• 認証主義：設立のための要件が緩く、主務官庁は要件

の確認と認証を行うだけ。主務官庁に裁量権無し
・・・NPO法人、宗教法人など

• 準則主義：法律上の要件を満たしている限り、主務官
庁の関与を経ることなく、当然に設立を認める。
・・・営利法人、一般社団・財団法人など

設立について

★組織の作り方（NPO法人）



★NPO法人設立までの流れ

お手元のフローチャートを
参照下さい。

宇都宮市（みんなでまちづ
くり課）のHPも参考に



宇都宮市 NPO法人 手続き



栃木県 NPO法人 手引き



県内NPO法人の資料閲覧

とちぎボランティアNPOセンター２F（県庁西側）



ＮＰＯ法人設立手続きの流れ

ＮＰＯ法人になるための要件確認

申請書類の作成

設立総会開催

法務局で設立登記申請 認証書受理から2週間以内

（不）認証決定まで2ヶ月以内（うち縦覧１ヶ月）

ならびに公告又はインターネットで公表

設立登記完了届出書提出登記事項証明書、財産目録添付

申請書類提出

設立手続きに費用はかからない
（印鑑等は別）

☆



特定非営利活動法人になるための要件（１）

１）特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
20の活動分野に該当し、かつ「不特定かつ多数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。
特定非営利活動に支障がない限り、「その他の事業」を行うことができる。ただし、
会計は区分し、利益は特定非営利活動のために使用する。

特定非営利活動の20分野
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動 ②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動 ④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
⑦環境の保全を図る活動 ⑧災害救援活動
⑨地域安全活動 ⑩人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑪国際協力の活動
⑫男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
⑬子どもの健全育成を図る活動 ⑭情報化社会の発展を図る活動
⑮科学技術の振興を図る活動 ⑯経済活動の活性化を図る活動
⑰職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
⑱消費者の保護を図る活動
⑲前各号に掲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
⑳前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 ☆



特定非営利活動法人になるための要件（２）

２）営利を目的としないこと（＝非営利）
非営利とは、利益を社員（法人を構成し、総会における議決権を有する者）で分配
したり、財産を還元することを目的としない。

３）特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的
として事業を行わないこと

５）社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
誰でも社員になることができ、自由に退会できる

４）10人以上の社員を有するものであること

６）役員として理事を３人以上、監事を１人以上置くこと

７）会計は、会計の原則に従って行うこと
正規の簿記の原則、真実性・明瞭性の原則、継続性の原則 ☆



特定非営利活動法人になるための要件（３）

８）宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
９）特定の政党のために利用しないこと
10）特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対
することを目的としないこと

11）暴力団又は暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過
しない者を含む）の統制にある団体でないこと

12）役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下
であること

13）役員が法に定める欠格事由に該当しないこと
14）役員のうちには、各役員について、その配偶者若しくは３親等
以内の親族が１人を超えて含まれ、又は各役員並びにその
配偶者若しくは３親等以内の親族が、役員総数の３分の１を
超えて含まれていないこと

戻り

☆



所轄庁と書類の提出先

１．栃木県内の一つの市町のみに事務所がある場合：栃木県知事

ただし、書類等の提出先は各市町担当課

２．栃木県内の二つ以上の市町に所在する法人：栃木県知事

書類等の提出先は栃木県県民文化課

３．二つ以上の都道府県に所在する法人

：主たる事務所が所在する都道府県知事

宇都宮市の場合：市役所前の告示板に、団体名、代表者氏名、
主たる事務所の所在地、目的を掲示、さらにみんなでまちづくり課
で書類を縦覧

申請書受理後の公告又はインターネットの利用による
公表及び縦覧

戻り

☆



ＮＰＯ法人設立認証に係る提出書類

１．設立認証申請書

２．定款

３．役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員の報酬の有無を記載した

名簿）

４．誓約及び就任承諾書の謄本

５．各役員の住所又は居所を証する書面（交付された住民票そのもの等）

６．社員のうち１０人以上の者の名簿（氏名及び住所又は居所を記載した名簿）

７．確認書（宗教活動・政治活動を主目的としないこと、選挙活動を目的としないこと、

暴力団でないこと）

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（設立総会議事録）の

謄本

１０．設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書（２ヵ年分）

１１．設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書（２ヵ年分）

戻り

☆



設立時のワンポイント

手引きや参考資料があるので、自力で要件、書類
をそろえることもできます。また、法律の専門家の手
を借りれば、手続きの代行（書類作成等）をしてもら
うこともできるかもしれません。

が、設立を志した場合には、事前に所轄庁（市役
所等）に相談することをおススメします！

※少し時間がかかることも想定されるので、事前
に来庁のご連絡をしておくとよいでしょう。



おススメの設立時期

法人設立および設立後の事業報告、変更には、

・所轄庁（市などの役所担当課）
・法務局
・税務署

などの各種公共機関に出向く必要があります。

特に、設立時は全てがはじめてなので

意外に緊張します。



おススメの設立時期

なので・・・・・・

活動（会計）年度を4月開始、翌年3月にした場合

法人の設立を12月までに済ませ、新年1月～3月
までを初年度とすると、各種報告書、事務処理を3か
月分だけこなした状態で、1年度が終了となります。

まずは、3か月程度で事務処理の流れを覚え、次

年度の計画をつくり、総会を開くというスケジュール
を約半年で体験することができます。



設立の必要性

①実行委員会型
イベント開催など、年数回の催事を主催する活動団体。

②受け皿型
公共セクターが行っていた事業を民間組織が受託するため

に組織される団体。

③継続支援型
生活支援など、対象者の人生に寄り添って活動する団体。



①実行委員会型
イベントの規模の拡大（経費の多額化、参加
費の管理、協力機関からの寄付の受付、保険
の加入など）で法人化の必要を問われる。

会員等協力者のモチベーション維持、イベン
トの継続性、拡大する意義・・・など、法人化し
てまで行う必要があるのか？の議論が必須。

法人の会員となったメンバーの役割分担や
、どこまで協力を求めるのかといったマネジメ
ントが重要。

設立の必要性と注意点



②受け皿型
公共性セクターからの支援や、事業目的が
はっきりしている場合が多い。

一方で、下請け的存在になる場合もあり、法
人としての自立性や独自性を生み出していく
ことに腐心する場合がある。

委託金がなくなった場合などにピンチになる
こともある。

設立の必要性と注意点



設立の必要性と注意点

②生活支援型
社会的弱者、貧困、高齢者支援など、支援対
象者の人生に寄り添う形での活動が必要とな
るため、個人よりも法人の方が継続性が高い。
（代表が交代できるなど）

安価で安定した事業実施が求められるため、
寄付や助成の後方支援が欠かせない。啓発を
はじめとした広報体勢も大切。



法人化＝信用獲得ではない。

義務化されているか否かに関わらず、自ら
活動実績を開示するなど、透明性の高い組
織運営を通して、信用を築くことが重要。

設立の必要性と注意点

義務でない任意団体時代に
どれだけ習慣づけられるか？



★会 計
活動に必要な資金の把握をし、他の人が見て納得で
きる明解なお金の流れ。

★助成金
自分達のやりたいことを説明し、協力を得るための方
法。PRと管理、実働が必ず必要になる。

★広 報
自分達のやりたいことを発信するだけでなく、経過を含
めた報告のツールとなる。記録の大切さ。

団体としての信用獲得ツール



団体としての信用獲得ツール

★SNSの活用
宇都宮市まちづくり応援事業～活動と募集



団体としての信用獲得ツール

★SNSの活用
CANPAN（ブログ等）～活動状況と報告



団体としての信用獲得ツール

★会則の見直し（→ 定款）

★定例ミーティング（→ 理事会、総会）

★年間スケジュールの整理
・事業実施のタイミング
・予算、財政状況の管理、把握
・活動報告の有無



団体としての信用獲得ツール

P（プラン、計画）
D（ドゥ、実行）
C（チェック、評価）
A（アクト、改善）

を繰り返し、義務のあるなしに発信（報告）するこ
とで、団体の評価を高めることができます。

これは、法人になってからではなく、任意団体の
内で習慣づけておくことが大切です。



ご静聴、ありがとうございました！


