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ボランティア活動推進富山県民会議
ボランティア総合支援センター通常総会
６月６日（木）
、富山県民会館において平成 25 年度ボランティア活動推進富山県民会議を開催しま
した。会議では、今年の主な活動内容について協議し、10 月を「ボランティア活動強調月間」として、
「広げようボランティアの輪」のスローガンのもと啓発キャンペーン等を実施することや、県民やボラ
ンティア・ＮＰＯ関係者が集う第 25 回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会を 10 月 19 日（土）総曲
輪グランドプラザ、25 日（金）富山県総合福祉会館の２日間開催することなどを決めました。
併せて開催されたボランティア総合支援センター通常総会では、平成 24 年度事業報告・収支決算、
平成 25 年度事業計画・収支予算、役員の選任などが、事務局提案のとおり承認されました。

開催日 平成２５年１０月１９日（土）
、２５日（金）
場 所 19 日 総曲輪グランドプラザ、25 日 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
この大会は、毎年１０月の「ボランティア強調月間」期間中に、県民の
ボランティア意識の啓発の推進を図ることおよびボランティア・ＮＰＯ関係
者の、より一層の連携と意識の向上を図ることなどを目的として、県民
やボランティア・ＮＰＯ関係者が集う大会です。
現在、大会に参加していただける団体等を募集しています。
詳細は、募集チラシや当センターＨＰでご確認ください。

10/19（土） 10:00～16:00
総曲輪グランドプラザ
○ボランティア・ＮＰＯの活動紹介
○展示販売
○ステージ、アトラクション
○体験コーナー

10/25（金） 10：00～16：30
サンシップ １階福祉ホール
○式 典 ボランティア活動に貢献した個人・団体の表彰
○講演会
講師 浅野史郎氏(元宮城県知事、神奈川大学教授)
「運命を生きる ～闘病が開けた人生の扉～」
研修室 ○ワークショップなど

今年も、グランドプラザで
多くの人と交流し、活動を
ＰＲしよう

今年も、
「グランドプラザ」で開催します。また、
「サンシップとやま」では浅野史郎元宮城県知事の講
演会が開催されます。
多くの県民の皆さんに、自分たちのボランティア・ＮＰＯ活動をＰＲ
して支援の輪を広げるとともに、ボランティア・ＮＰＯ間の交流の促進
を図る絶好のチャンスです。多くの団体の参加をお待ちしております。
■日時・会場

平成２５年１０月１９日（土）10：00～16：00
グランドプラザ（富山市総曲輪３-8-39）
平成２５年１０月２５日（金）10：00～16：30
富山県総合福祉会館 サンシップ（富山市安住町 5－21）

■参加団体

県内で活動するボランティア団体・ＮＰＯ法人、社会福祉法人、
その他ボランティア・ＮＰＯ活動を推進する団体（法人格の有無を問いません。
）

■募集内容

（１）ブースでパネル展示による団体・活動紹介
（２）ブースで活動体験（ミニワークショップなど）
（３）ブースで作品などの販売（フリーマーケット）
（４）調理を必要とする飲食物の販売
（５）ステージでの活動発表≪グランドプラザのみ≫
（６）会議室を使用し、参加者を募集するワークショップ≪サンシップのみ≫

■参 加 料

無 料

■申込方法

参加申込書に記入の上、郵送、ＦＡＸ、持参のいずれかで
提出してください。参加要綱、申込書様式等は支援センタ
ーホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

■申込締切

７月２２日（月）

■申込み・問合せ先
第２５回富山県民ボランティア・ＮＰＯ大会実行委員会
〒930-0094 富山市安住町５－２１ 富山県総合福祉会館３階
富山県民ボランティア総合支援センター内
TEL 076-432-2987
FAX 076-432-2988
URL http://www.toyamav.net/
E-Mail info@toyamav.net

ＮＰＯ法人会計・税務相談会での事例を紹介します（北陸税理士会）

ＮＰＯ法人の場合、法人税法上の収益事業を行わない限り、法人税は課税されません。
ここで、注意しなければならない点は、ＮＰＯ法上の「本来事業」
、
「その他事業」と法人税法上の「収益
事業」では定義が違う点です。法人税が課税されるかということと、特定非営利活動に該当するかというこ
とは基本的に関係がないのです。
「収益事業」とは以下の 3 要件を満たすものとされており、ＮＰＯ法人であっても、この収益事業に該当
すればその事業から生じた所得に対して課税されます。
１．継続して行われるもの
２．事業場を設けて行われるもの
３．法人税法で定められている 34 業種（※）に該当すること
※物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業・放送業、運送業・
運送取扱業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業・飲食店業、周旋業、
代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土砂採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、
医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働派遣業

法人税法上の
事業

収益事業
収益事業以外の事業

Ｎ Ｐ Ｏ 法
本来事業
課 税
非課税

上 の 事 業
その他の事業
課 税
非課税

但し、現実には収益事業の判断は非常に難しいところがあり、法人県・市民税の減免申請等にも関連しま
すので、疑問点は税務署に問い合わせてください。
このほか、県や市町村が課税する法人住民税があります。法人税割と均等割があり、法人税割は収益事業
を行っている場合に法人税額をもとに計算して納税します。
これに対して、均等割は収益事業にかかわらず一定金額が課税されます。
但し、県とほとんどの市町村は申請すれば、収益事業を行わない場合は均等割の全額減免をしているほか、
収益事業を行っているでも場合設立後３年以内の赤字年度において全額が減免されます。
収益事業を行わないＮＰＯ法人に対し法人住民
均等割の全額を減免している市町村

収益事業を行うＮＰＯ法人に対し、設立後３年以内の
赤字事業年度における法人住民税均等割の全額を減免

富山県、富山市、高岡市、射水市、魚津市、氷見 富山県、射水市、氷見市、砺波市、南砺市、舟橋村、
市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、 立山町
舟橋村、上市町、立山町、入善町

会計処理の初心者向けに簡単な処理の一例を挙げてみます。
①金銭（現金・預金）の動きがあれば、内容がはっきりしない入出金でも、日付・金額・内容を全て出納帳
に記録します。
②入出金の証拠となる領収書類を整理・保管します。
③入出金の各々の取引を内容毎に区分します。（受取会費・受取助成金・消耗品費・通信費・人件費など、
勘定科目を設定します）
④出納帳と現金有り高及び通帳残高の一致を確認します。
決算書作成の際には、出納帳の中から区分した勘定科目ごとに金額を拾い出し、集計します。集計した
金額を活動計算書（または収支計算書）の各勘定科目のところに記入していきます。（勘定科目ごとの集
計は、普段から行っておいたほうが作業しやすいです）
また、ＮＰＯ用の会計ソフトを利用すると、よりスムーズに会計管理を行うことができます。当センター
では初心者向けの会計基礎講座（今年度は 7 月開催）や、相談会も実施していますのでご活用ください。

◆◆ボランティア活動「表彰状」「奨励賞」「寄附感謝状」◆◆
受賞候補をご推薦ください
ボランティア活動推進富山県民会議では、ボラン
ティア活動で社会貢献している団体または個人へ
の表彰状および、一定額以上の寄附をした個人や団
体への感謝状の贈呈を行います。
優良な活動を継続している個人･団体の関係者、
寄附金を受けた団体等は、この機会に是非、受賞候
補者の推薦をお願いします。
推薦書等の詳細につきましては当センターへご
連絡頂くか、ホームページに掲載しておりますので
ご覧下さい。
10 月 25 日（金）第 25 回富山県民ボランティア・
ＮＰＯ大会において表彰式を行います。

☆募集内容
ボランティア・ＮＰＯ活動に関することや、活
動されている方への「一言メッセージ」
（50 字以
内）と、そのメッセージに関するコメント（100
字以内）
。
☆応募対象
県内に在住の方または通勤・通学している方。
☆応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上、
郵送または FAX
でご応募ください。応募用紙は支援センターホー
ムページに掲載しています。
※応募はおひとり１作品に限ります。
※絵文字･機種依存文字は使用しないで下さい。
※応募作品は未発表で自作のものに限ります

表

彰

奨励賞

感謝状

現にボランティア活動の実践者で 10 年以上にわ
たり活動を続け、その活動が優良で他の模範と
なる団体または個人
現にボランティア活動の実践者で 5 年以上にわ
たり活動を続け、その活動が優良で他の模範と
なる団体
県内で非営利の社会貢献活動を行うボランティ
ア団体、市民活動団体およびＮＰＯ法人に対して
・５万円以上の寄附を行った個人
・10 万円以上の寄附を行った企業もしくは団体
※寄附金額は累積でもかまいません。

☆作品の選定
元気ボランティア・ＮＰＯフェスティバルで、
感動・感銘を受けた作品に投票を行います。
（10 月
19 日グランドプラザにて）
※得票が多かった作品の応募者に記念品を贈り
ます。
☆その他
・作品の著作権は、ボランティア活動推進富山県
民会議に帰属するものとします。
・作品は、ボランティア・ＮＰＯ活動の普及啓発
に活用します。
【応募・問合せ先】
ボランティア活動推進富山県民会議
（事務局：富山県民ボランティア総合支援センター）

〒930-0094 富山市安住町 5-21
富山県総合福祉会館内
TEL：076-432-2987
FAX：076-432-2988

■ 講習会・相談会情報 ■
ＮＰＯ実務講座
「ＮＰＯのリスクマネジメント～ＮＰＯ経営成功の鍵～」
ＮＰＯにもリスクはつきもの。ＮＰＯにおける危機管理
について多くの具体例を交えながら学びます。
各団体からの事例紹介も大歓迎です。
日 時：７月１９日（金） １３：３０～１６：００
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
６階 ６０１号室
定 員：４０名（先着順）
（申込期限７月１６日）
参加費：無料
講 師：岩坂 健志さん

ＮＰＯ実務講座
「ＮＰＯのための資金調達と助成金申請のポイント」
ＮＰＯにとって貴重な財源である助成金申請について、
助成金を審査する立場から申請書の書き方、申請の留意点
などについて学びます。
日 時：９月３日（火） １３：３０～１６：３０
場 所：富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
６階 ６０１号室
定 員：４０名（先着順）
（申込期限８月２９日）
参加費：無料
講 師：青木 透さん（日本財団海洋グループ）

（（株）未来志向代表取締役、専修大学非常勤講師）

●今後の予定
・7 月 10 日(水)
・7 月 11 日(木)
・8 月 ８日(木)
・9 月 10 日(火)

詳細はホームページ、チラシ等でご案内します。
13:30～16:30
税理士さんによるＮＰＯ会計税務相談会…富山会場
（講師：北陸税理士会所属税理士）
13:30～16:30
税理士さんによるＮＰＯ会計税務相談会…高岡会場
（講師：北陸税理士会所属税理士）
13:30～16:00
ＮＰＯ融資相談会（講師：日本政策金融公庫）
13:30～15:30
ＮＰＯ設立基礎講座（講師：県民ボランティア総合支援センター）

