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■事例１ 特定非営利活動法人北九州ホームレス支援機構 

 

１ 活動概要  

 ・基礎的支援事業（炊き出し、衣料の提供、風呂の提供等） 

 ・相談支援事業（医療相談、生活保護相談、年金相談等） 

・入院支援事業（入院時における必需品の差し入れ、年金相談等） 

・人権保護事業（人権侵害に対する権利回復への取り組み等） 

・情報提供事業（ホームレスへの情報提供及び地域社会への広報） 

 ・自立支援事業（住宅設定、入居支援、生活保護申請支援等） 

 ・自立後支援事業（自立者への訪問、連絡等） 

 ・就労支援（就労の相談、就労援助、就労の斡旋） 

 ・行政交渉及び行政とのパートナーシップ事業（行政との交渉、協力） 

 

２ 職員について 

 ・常勤（有給）55 名、非常勤（有給）21 名で活動を行っている。 

 ・常勤職員は、20 代から 60 代まで広範囲な人材になっており、その 6割は相談員として 

活動し、4割は事務局で活動している。 

 ・非常勤の 21 名（平均 40 代）は、各施設内での食事の世話と夜間の宿直として活動をし

ている。 

 

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・22 年度の収入は、2億 7,679 万円であり、21 年度は 2億 3,675 万円であった。  

 ・22 年度の会費及び寄附の割合は合計で約 15％であるが、今後はその割合を高めていきた
いと考えている。 

  
 

所在地 北九州市八幡東区荒生田 2丁目 1番 32 号 

主な活動分野 保健、医療又は福祉の増進 

認定の有無 認定あり（認定期間：平成 16 年 12 月 1 日～平成 25 年 11 月 30 日） 
 

特定非営利活動に係る事業収入総額 276,796,979 円（平成 22 年度） 

収入の内訳（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

0.9 

寄附

13.1 

補助金・

助成金

2.8 

委託金

63.6 

事業収入

15.8 

その他

の収入

3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４ 会費について 

 ・正会員は個人と法人を合わせて 67人・法人。 
・正会員は 125 人・法人で、会費は 10,000 円／年、賛助会員約 900 人・法人で、会費は

5,000円／年。 
・正会員については、自動引き落としでの支払いとしている。 
 ・会費の確保は、正会員は横ばい、賛助会員は減少傾向がある（特に 23年度は東日本大震

災の影響で例年の 6割程度まで減少）。 
  
５ 寄附について 

（１）現状 

 ・現在大口の支援者がおり、50万円、100万円単位の寄附がある。地元の企業の協力のも
と、店頭に募金箱を置かせていただいているだけでなく、募金額と同額を毎年寄附して

いただいている。 
 ・寄附は街頭募金をはじめ、講演会やコンサートなどあらゆる機会にパンフレットやチラ

シを配布して協力をお願いしている。また、2年間継続して寄附をいただいた方には、賛
助会員としての継続的な支援をお願いしている。一方で 3年以上寄附のない賛助会員には、
寄附のお願いをしながら連絡を中止することも検討している。 

 ・寄附者数に大きな変動がなく、概ね協力的な反応がみられる。 
 ・寄附者の 6割程度は継続して振り込みがある。 
（２）課題 

 ・寄附金に対する課題は、年度によって収入が不安定であること。 
 ・支援を受けていた人に支援する側になるための協力をお願いしているが、協力依頼が強

制と受け取られるのではないかという意見があることから、依頼の仕方に注意をしてい

る。 
（３）寄附募集の方法 

 ・駅前を中心に 2 カ所で街頭募金（年 6 回）を行うとともに、講演会（年 1 回）やチャリテ
ィコンサート（年 1～2回）などでチラシ・パンフレットを配布して寄附の呼びかけを行って
いる。 

 ・街頭募金は夏・冬のボーナス時期に合わせて実施し、実施に当たっては「1回の呼びかけを
15秒以内とする」、「趣旨が分かるように声をかけるため、ポジショニングを考える」、「風船
などの販促品を活用する」などの工夫をしている。 

 ・団体の支援活動を通して自立に至った方に対しては、自分が受けた支援を後の人に返す意味

（生きがいの発見など）を説明しながら、賛助会員としての支援を呼びかけている。 
 ・活動がマスコミに取り上げられると反響が大きいので、マスコミへの協力は積極的に行って

いる。 
 



 

 43

 

６ 支援者とのコミュニケーションについて 

・情報の発信としては、年 2 回の活動報告や会報、講演会、チャリティコンサート、チラ

シ・パンフレット等によるもののほかに、ゴーイングホームデ―と称した日を設けて、

職員、支援者、支援を受けている人とが一堂に会して、毎回工夫して運動会や学芸会等

のイベント（北九州市立大学の体育館を利用）を開催している。  

・毎回 300 人程度が参加し、参加者同士のよいコミュニケーションの場となっている。毎

回楽しみにしているとの声も聞かれることから、評価をされていると考えている。 

 

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

（１）認定取得について 

・申請に当たっては、会計処理（特に収支）について、寄附の位置づけや処理の方法、人

件費の算出方法などの審査が厳しいと感じた。 

・寄附者への税制上の優遇措置もメリットとして挙げられるが、社会的な信用が得られる

ことが認定を受ける最大のポイントになっている。特に認定後は、団体の活動に対する

理解が深まり、行政とのタイアップができるようになったことが大きい。 

・平成 25 年度には認定の更新事務を行うことになる。事務の煩雑さがあるものの、第三者

機関からのチェックを受けることは団体としてもよいことだと捉えている。 

（２）認定を受けるためのアドバイスについて 

 ・申請書類の作成が煩雑で、認定を受けるのは無理だと思っている団体が多いのではない

か。行政は、認定の意味やメリットを情報として提供する機会をつくることが重要であ

ろう。ＮＰＯも、今までは自団体の基準で評価していたものを、公が評価してくれると

前向きに考えるなど、意識改革を行うことが大事だと思う。 

 ・社会的な認知がなく小規模で活動を行っている現状から、信頼度を高めて行政とタイア

ップできる活動へと、ステップアップする機会と捉える必要がある。 

 

８ その他 

 ・今後の目標として、地縁、血縁、社会縁以外の第４の縁（地縁、血縁、社会縁のない人

に対して家族的なサポートをする団体）を模索し、行き場を失った方々を引き受ける場

所（人）をつくっていきたい。 
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■事例２ 特定非営利活動法人子どもの村福岡 

 

１ 活動概要  

 ・子どもの村の建設・運営事業 

 ・社会的養護の子どもと家庭への支援・システムの研究開発事業 

 ・子どもの社会的養護に関する情報提供・啓発事業 

 ・子どもに関わる個人・団体・企業・その他関係機関などとの連携 

 ・ＳＯＳ子どもの村インターナショナルとの連携 

 

２ 職員について 

 ・組織は大きく分けて事務局と子どもの村に分かれている。 

 ・常勤・非常勤を合わせて有給が 12 名で、役割分担は、事務局（子どもサポート部、広 

報部、財務部、国際部）に 6名、子どもの村の運営に 6名を配置。20 代から 70 代まで 

の広範囲な人材となっている。 

  

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・収入は年度によって大きな変動はなく、1.3 億円程度で推移している。 

 ・現在は寄附金がメインだが、バランスの取れた収入構造とするため、短期的な目標とし

て「補助金」の額を伸ばしたい。現在、厚生労働省の「ファミリーホーム制度」（補助事

業）に申請し、里親と子どもたちが暮らす「家族の家」5 棟のうち１棟を補助金で賄え
るようにできればと考えているところである。長期的には、事業収入の獲得も考えてい

きたい。 
 ・融資については特段の考えはない。 
 

所在地 福岡市中央区今川 2丁目 14－3 サンビル 3階 

主な活動分野 子どもの健全育成 

認定の有無 認定あり（認定期間：平成 21 年 7 月 1日～平成 26 年 6 月 30 日） 
 

特定非営利活動に係る収入総額 130,357,145 円（平成 22 年度） 

（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

1.3 

寄附

76.8 

補助金・

助成金

9.0 

委託金 事業収入

0.1 

その他

の収入

12.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４ 会費について 

 ・正会員は個人と法人を合わせて 74人・法人 
・会費は、個人会員は 5,000 円／口、法人会員は 50,000 円／口で設定。（口数は個々に異
なる） 

 ・会員は法人設立の際に、活動の趣旨に賛同し、支援を申し出ていただいた方でほぼ固定

しており、実際に活動していただける方を対象としているため、やみくもな数の拡大は

目指していない。 
 

５ 寄附について 

（１）現状 

 ・協力会員からの支援金を「寄附金」として計上している。 
 ・会員数は、平成 22年度時点で 1,860 人・法人（個人：1,536人、企業・団体：324法人）

であり、毎年右肩上がりに増加中。 
（２）課題 

 ・寄附金は、社会情勢に左右される側面があるので、継続的な寄附を獲得すること、また、

年齢の高い層が中心となっているため、若い層のライフスタイルを見極めて、寄附がし

やすい環境をつくることなどが課題である。 
 ・協力会員による寄附の継続率は約 8 割程度であるが、継続的に寄附をしていただけるよ

うに、また単発で寄附していただいた方に協力会員に移行していただけるように、支援

者とのコミュニケーションの取り方を考えていく必要がある。 
（３）寄附募集の方法 

 ・会員の人脈を活用して寄附の呼びかけを行っているほか、研修会や講演会など様々な業界の

方が集まる場で講演を行っている。また、地下鉄、公共の施設などにパンフレットを配架し

ているほか、街頭での募金活動や定期的なチラシの配布を行っている。 
 ・自組織でのホームページでの呼びかけはもちろんのこと、外部の寄附サイト（チャリティプ

ラットフォーム、Give One）に登録して寄附を呼びかけている。これらの寄附サイトを通
じて、毎月 2万円程度が継続的に寄附されている。 

 ・このほか、団体独自でオンライン寄附の仕組みを構築中である。 
 

６ 支援者とのコミュニケーションについて 

・広報誌、報告会、ホームページ、公開フォーラム、チャリティコンサートなどのあらゆ

る機会を捉えて実施。 

 ・広報誌は年 4回発行し、支援者に送付することで支援の必要性を伝えている。 

 ・会員に広報誌を送付する際、手紙を添えて納付書を送付している。 

納付の時期が会員によって異なるため、そのタイミングを把握しておき、適切な時期に

納付書が届けられるよう気をつけている。 

 ・平成 23 年度の新たな取組として、支援会員に対する報告会を開催したころ、個人会員は

約 120 人、法人会員は約 50～60 の企業に参加いただいた。 
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・今後も、例えば子どもの村に見学に来ていただく機会を設けるなど、支援者と双方向で

コミュニケーションが図れるような仕掛けを検討していきたい。 

 

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

（１）認定取得について 

・申請までに 3～4か月、申請から認定まで約 6か月程度かかり、約１年がかりで取り組ん

だ。 

 ・まず申請に当たって会計的な整理が必要だったので、会計事務所と契約し、実務的なサ

ポートを受けた。（現在は事務局の会計担当者で対応） 

  このほか苦労したのは、支援者情報管理のためのデータベースの構築で、構築に当たっ

ては、支援者ごとに寄附金の額、入金の時期、支援者の属性、団体とのつながりなどが

整理でき、必要な時に必要な情報を引き出して、すぐに分析が行えるものを目指した。 

（２）認定のメリット、その他 

 ・認定ＮＰＯ法人になってからは大口の寄附が増えた印象を持っている。寄附控除が受け

られるというメリットがあるため、法人からの反応が大きかったと思われる。（認定ＮＰ

Ｏ法人になった際、会員に対する周知は 1～2回実施） 

 ・自団体が認定ＮＰＯ法人であることは、ホームページはもちろんのこと、チラシやリー

フレット等にも記載してＰＲしているところだが、寄附控除の仕組みやメリットがもっ

と周知されていくといいと思う。寄附することの意味をもっと社会に訴えていく必要が

ある。 
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■事例３ 特定非営利活動法人サイエンス・アクセシビリティ・ネット 

 

 

１ 活動概要  

 ・情報アクセシビリティを考慮した科学技術処理システムの開発・普及事業 

 ・障害者のための科学文書電子化・出版事業 

 ・障害者のための科学情報アクセシビリティに関するコミュニティ活動・広報事業 

 ・障害者支援機器・ソフトなどの紹介・販売事業 

 

２ 職員について 

 ・非常勤（有給）1名で主に事務を行っている。 

  他にアルバイトが 1名おり、ＳＥ開発の手伝いをしてもらっている。 

 

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・平成 22 年度の収入は約 540 万円で、主な収入は寄附と委託金であるが、23 年度は事業 

収入の割合が高くなっている。 

・助成金は収入にはつながるが活動の運営費がでないので、基盤強化としては自主事業を

充実させることを考えている。 

・金融機関からの融資については、特に考えていない。 

 

４ 会費について 

 ・正会員は個人と法人を合わせて 26人・法人で、個人会員は 5,000円／年、学生会員 1,000
円／口（1口以上）、営利団体会員（2団体）は 20,000円／年、非営利団体は 1,000円／
口（10口以上）で設定している。 

 ・会員は代表者の人脈を中心に、ボランティア関係者で構成されている。 
 ・会員には活動に賛同していただける人を求めており、積極的に増加させようとは考えて

いない。 

所在地 福岡市早良区百道浜 3丁目 4番 11－103 号 

主な活動分野 科学技術の振興 

認定の有無 認定あり（認定期間：平成 23 年 6 月 1日～平成 28 年 5 月 31 日） 
 

特定非営利活動に係る事業収入総額 5,432,777 円（平成 22 年度） 

収入の内訳（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

5.0 

寄附

53.0 

補助金・

助成金
委託金 事業収入

42.0 

その他

の収入

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ 寄附について 

（１）現状 

 ・21 年度の寄附金収入は 0円であったが、22 年度は認定を受けるために寄附の依頼をした

結果、約 290 万円を確保することができた。 

 ・このうち、3,000 円以上の寄附がほとんどとなっている。（なるべく 3,000 円以上の寄附

を依頼している。） 

 ・認定後の寄附金額への影響は、まだそれほど見られない。 

（２）課題 

 ・ＩＴ企業を中心に訪問して寄附の依頼をしているが、円高不況の折、協力を求めるのが

心苦しいことも多いので、今後は事業の関係者や団体に引き続き寄附を依頼するととも

に、ペイパル（PayPal：インターネットを利用した決済システムを持つ香港の企業）を

通して、業務の受注を含めて世界各国から賛同者を募ることにトライしている。効果は

未知数であるが、入会金、登録費用等が不要（入金があった際の手数料のみ）のため、

寄附がなかったときの費用がかからないことが魅力である。 

（３）寄附募集の方法 

 ・活動報告（年 1回）の送付時に寄附の依頼を行っている。 

 ・そのほか、人脈の活用、情報公開、ダイレクトメール、ポスター掲示、ホームページ，企

業訪問などへの依頼を行っている。 

・特に、人脈の活用やイベント参加者からの協力が大きく、自主事業である「科学へジャ

ンプ・サマーキャンプ」（合宿型のイベントで年 1回開催）、「科学へジャンプ地域ミニ版」

（日帰り型のイベントで全国各地で開催）、講習会などの参加者やスタッフに依頼をして

いる。 

 ・フリーソフト（無料提供のソフト）を発行しており、利用者に寄附を依頼することも 1

つの方法として試してみる価値があると考えている。 

 

６ 支援者とのコミュニケーションについて 

・寄附者に対しては、お礼状やパンフレットの送付を行っている。 

 ・会員・支援者とのコミュニケーションは、事業成果として目に見えるものがあるので、

それをもって支援に応えていると認識している。 

  

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

（１）認定取得について 

・提出書類の作成では、作業自体は大変だったが国税局から内容に関する説明やアドバイ

スを受けており、要領が分かれば特に問題はなかった。審査がある程度厳しいのは当然

であると受け止めている。 

（２）認定のメリット、その他 

 ・認定を受けたことによって信用（信頼）が高まり、活動に対する理解が得られやすくな

った。 
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・申請時にチェックを受けた会計処理、就業規程などの整備がその後の運営に役立ってい

る。 

（３）活動を支えるために必要なこと 

・ＮＰＯ法人としての認知度と活動内容への理解を深めてもらうことが必要。 

 

８ 行政に期待する支援 

・認定のしくみや申請の仕方、認定によるメリットなど、個々の相談を受ける場の確保が

必要。 

・ＮＰＯ法人の場合は、活動に対する思いは強いものの経理を含めた書類の作成・整理が

弱いので、不明な点を気軽に相談できる場を提供してほしい。 
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■事例４ 特定非営利活動法人子どもとメディア 

 

１ 活動概要  

 ・子どもとメディアに関する調査・研究 

 ・メディア・リテラシーに関する教材・カリキュラムの開発 

 ・子どもとメディアに関するシンポジウム、講演、出版などの啓発活動 

 ・子どもとメディアに関する情報提供及び地域活動のサポート 

 ・子どもとメディアに関する政策提言 

 

２ 職員について 

 ・非常勤（有給）3名体制（40 代～50 代） 

 ・役割分担は、経理、事業担当（メディアインストラクター）、連絡・発送業務 

 

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・平成 22 年度の収入は約 1,500 万円、21 年度は 1,900 万円であった。 

 ・助成金を受けた件数や金額によって収入が増減するため、22 年度は少し減少している。 

・収入の主なものは事業収入で全体の 77％を占めている。その内訳は、官公庁の受託事 
業、福岡市との共働事業のほか、シンポジウムや講演、出版などの自主事業による収入 
で構成されている。 

 ・収入のバランスを考えると、助成金や委託事業は現状維持、出版事業の増加は考えられ 

る。 

 

４ 会費について 

 ・正会員は個人会員 68人。事業計画に携わりたいという考えの方には、議決権のある正会
員になっていただくよう依頼している。 
会費は、10,000 円／年で、6 月の総会開催時に納付の依頼をしている。振込の方法は、
口座振り込みや持参による納付としている。 

所在地 福岡市中央区赤坂 1丁目 2番 7 号 みずほビル 703 号 

主な活動分野 子どもの健全育成 

認定の有無 認定なし 
 

特定非営利活動に係る事業収入総額 15,138,762 円（平成 22 年度） 

（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

6.3 

寄附

10.0 

補助金・

助成金

6.6 

委託金 事業収入

77.1 

その他

の収入

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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・研究・協力会員は、個人会員約 50名。会費は 5,000円／年で、資金提供だけでなく、一
緒に活動をしていただける方を対象としている。臨床心理士や精神科医など職種に広が

りがでてきている。 
・このほか、支援会員が約 200 人・団体で、会費は個人 3,000 円／年、団体 10,000 円／
年としている。 

・研究・協力会員は、ともに活動を行う仲間として、法人が持つ各種情報やデータを提供

しており、それが大きな魅力となっていると思われる。今後はさらに人数を増やしてい

きたい。 
 

５ 寄附について 

（１）現状 

 ・会員および事業の協力者からの寄附が多い。 
・一般からの寄附は多くはないが、活動の趣旨に賛同する医師、保育園、子どもを持つ親

などから不定期的な寄附がある。 
（２）課題 

 ・今までは、団体のリーフレット等でも寄附の呼びかけをしておらず、一般からの寄附に

あまり力を入れてこなかったが、これからは啓発活動の一環として、その点も工夫しな

がら積極的な働きかけを行い、啓発と寄附が相互に広がっていくようにしたい。 
 そのためにも、本会の活動の意義と合わせて活動を広げるために、寄附が必要なことを

きちんと伝えていくことが課題である。 
 ・また、メディアを媒体として事業展開を行っている企業（例：携帯電話会社、ゲームソ

フトなどのコンテンツ企業）に対する働きかけにも力を入れていきたい。 
（３）寄附募集の方法 

 ・各地で活動している当法人のメディアインストラクターに、寄附を呼びかけている。 
 

６ 支援者とのコミュニケーションについて 

・年 1,000 回以上の講演をはじめ、2年に 1回のフォーラムの開催、年 4回の定期誌の発行

等による活動状況の報告、各種調査結果の報告、データの提供、日常の問い合わせや相

談に対する対応などを通じて、支援者とのコミュニケーションを図っている。 

 ・全国に会員がいるため、会員同士が互いに交流できるよう、メーリングリストも活用し

ている。 

 

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

（１）認定取得について 

・事務は 1名/月程度で行っているため、日常の事務処理を行いながら認定申請に向けた作

業を行うのは難しい。 

・認定ＮＰＯ法人を目指すべきという合意はできているが、実務上の負担の大きさから作

業に着手できていない。 
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・認定されることで、寄附をより積極的に募ることができ、啓発と運営の両面でよい循環

が始まると考えている。  

（２）行政に期待する支援について 

 ・認定に伴う書類の作成・整理へのサポート 

・認定ＮＰＯ法人としての日常的な経理業務等の負担が必要最小限になるような、報告書

等の簡素化。 
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■事例５ 特定非営利活動法人箱崎自由学舎ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 

 
 

１ 活動概要  

 ・不登校児童・生徒や高校中退者及びその家族に対する教育相談や講演会の開催事業 

 ・フリースクールの運営事業 

 ・不登校に対する理解を啓発する講演、勉強会、意見交換会の開催事業 

 ・自然体験や地域活動を通して、児童・生徒の自主性を育む事業（野外キャンプ、ボラン

ティア活動など） 

 ・海外でのスタディツアーや外国の人々との交流会などを通して、地球人としての国際感

覚を養う事業 

   

２ 職員について 

 ・組織は常勤（有給）の 5名のほか、非常勤（無給：交通費のみ支給）の 12 名が週 1～２

回、ボランティアとして活動を支えている。 

・全員が生徒のサポート、教師として活動しており、専属の事務員がいないため、時間の

合間に事務処理を行っている状態である。 

 

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・収入は年度によっての大きな変動はなく、約 1,400 万円程度で推移している。 

 ・そのうち事業収入が約 5割を占めている。 
 ・今後は受け入れの生徒数を現在の 8 名から 15～20 名まで増やすなど、事業収入を確保

していきたいと考えている。 
 ・また、助成金の割合も増加させたいが、不安定な要素がある。 

所在地 福岡市東区箱崎 3丁目 18 番 8 号  

主な活動分野 子どもの健全育成 

認定の有無 認定なし 
 

特定非営利活動に係る事業収入総額 13,964,026 円（平成 22 年度）       

収入の内訳（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

4.6 

寄附

16.9 

補助金・

助成金

27.6 

委託金 事業収入

50.4 

その他

の収入

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４ 会費について 

 ・正会員は個人 82名と法人 7団体を合わせて 89人・団体で、会費は、入会金の 5,000円
と年 5,000 円、賛助会員は 2,000 円／口で設定しており、既定の金額以上の振り込みが
ある時は寄附として処理をしている。 

 ・活動の趣旨に賛同し支援を申し出ていただいた方でほぼ固定しており、大きな変動はな

いが、今後はもっと増やしていきたい。 

・正会員と賛助会員の合計数は、ほぼ横ばいになっている。 

 

５ 寄附について 

（１）現状・課題 

 ・正会員からの既定以上の振込みがある場合は、「寄附金」として計上している。 
 ・賛助会員は約 100名おり、22年度の寄附金総額は約 250万円だった。 
 ・賛助会員は人脈を活用して知り合いに寄附を依頼する場合が多く、大幅な金額の増加は

見込めない。 
 ・募集活動に割く時間がなく、会員による紹介（声かけ）に期待するところが大きい。 

（２）寄附募集の方法 

 ・年２回（４月と 9月）発行するニューズレター（会報）とパンフレット（チラシ）を配布し
ての依頼にとどまっている。寄附のほとんどは振込みとなっている。 

 

６ 支援者とのコミュニケーションについて 

・「ニューズレター及びチラシ・パンフレットの発行で活動の状況を報告する」「ＨＰの更

新でお知らせをする」といった程度のコミュニケーションである。より積極的なアプロ

ーチをかけていき、協力者の拡大を目指したい。 

・その他には、会員に対してメールでイベント（行事）の案内をしている程度である。 

・コミュニケーションが取れていないのではないかとの気もするが、現実として時間がな

い。 

  

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

・３年前に１度申請を行ったが、会計処理の問題で受理に至らなかった。その他の書類で

は問題がなかったので、2～3年後には再度申請を出す予定にしている。 

 ・前回の申請で国税局のアドバイスを受けており、作成方法が分かっているので次回は特

に問題ないと思われる。 

 ・申請の基準が緩和され、申請しやすくなっている分、申請の件数が多くなると想定され

るため、25 年度の申請を検討している。 

・認定されると団体の信用度・信頼度が高まり、寄附の依頼や行政との連携についても話

がしやすくなると考えられるため、認定ＮＰＯ法人を目指したい。 
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■事例６ ＮＰＯ法人チェルノブイリ医療支援ネットワーク 

 
 

１ 活動概要  

 ・被災地の医療機関や関係施設及び被災者に対する支援事業 

 ・被害の実態把握、援助のための調査・研究事業 

 ・チェルノブイリ原発事故の被害を受けた地域の状況を広く一般に周知、及び被災者の福

祉向上のための啓発事業 

 

２ 職員について 

 ・常勤（有給）1名、非常勤（有給）1名の 2名体制（20 代と 50 代）。 

 ・非常勤の 1名は事務局長。常勤者が休みの際に対応をする体制をとっている。 

 

３ 法人の収支、資金調達全般について 

 ・収入は 1,000 万円程度で推移しており、そのうち寄附金が収入の約 80％を占めている。 
 ・融資は受けていない。 
 ・今後は助成金の割合を高めていきたい。 
 

４ 会費について 

 ・正会員は個人と法人を合わせて 44人・法人程度で、会費は、個人、法人ともに 3,000円
／年と設定している。 

・今後、会員を積極的に増やすことは考えていない。 

  

所在地 古賀市駅東 2丁目 6番 26 号 パステル館 203 号 

主な活動分野 国際協力 

認定の有無 認定なし 
 

特定非営利活動に係る事業収入総額 10,010,812 円（平成 22 年度） 

収入の内訳（収入を 100％とした時の科目が占める割合） 

凡例
会費・

入会金

1.4 

寄附

78.2 

補助金・

助成金

2.0 

委託金 事業収入

18.1 

その他

の収入

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ 寄附について 

（１）現状 

 ・賛助会員からの寄附を計上している。 
 ・賛助会員については金額の設定はなく、寄附をいただいた方やスタッフ等として活動に

参加することで支援してくださった方を賛助会員として登録している。 
・賛助会員数は約 950人・団体で、ほとんどが個人会員で占められているが、その数には
減少傾向がみられる。 

（２）課題 

 ・寄附金は年度で変動があり、安定した収入が見込めないのが課題である。寄附の優先順

位があるためか、23年度は東日本大震災の影響と思われる減少がみられる。 
（３）寄附募集の方法と効果、反応 

 ・会報の郵送時に振込用紙を同封して、寄附をお願いしている。 
 ・ホームページやチラシの配布による寄附の呼びかけのほか、物販時や現地（ベラルーシ）の

料理を紹介する料理教室などの開催時に寄附を呼びかけている。  
 ・新規の取組としてはクレジット決済による寄附を検討している。 
 ・新聞等で活動が取り上げられた時には一定の反応があるが、チェルノブイリ原発事故から

年月がたっているので、意識が薄れてきていることが寄附が伸びない原因になっていると考

えている。 
 
６ 支援者とのコミュニケーションについて 

 ・報告会を年 1 回開催しているほか、会報を年４回、メルマガ「チェルノブイリ通信」を

月 1回発行している。 

 ・会報には会員の紹介コーナーを設けて、会員間のコミュニケーションに役立てる工夫を

している。 

 ・郵便局の振込用紙のコメント欄に、活動や会報に対する評価・意見が記載されているこ

とがあるので、活動や紙面づくりの参考にしている。 

 ・会報やメルマガ等で活動内容を紹介し、寄附を継続している意義を理解してもらうよう

に努めている。 

 ・その他、会員が気軽に参加できるイベントを新たに実施して交流を深めたいと考えてい

る。 

 

７ 認定ＮＰＯ法人制度について 

（１）認定取得について 

・制度の内容については理解している。一時期税理士からのアドバイスを受けて、ＰＳＴ

関連の名簿等を整理をしていたが、準備作業の煩雑さに比べてメリットが感じられない

という意見もあり、団体内部の意思統一ができていないため、作業は保留になっている。 

（２）行政に期待する支援について 

 ・情報の提供と認定申請作業での全般的なアドバイスがほしい。 


