
編集後記

再生紙を使用しています。

さぽ～と21 （きらめき通信 第13号） 2005.06

４月１４日、アクサ生命保険（株）山口支社　武藤俊之支社長様から
下関市のキラキラ☆キッズへの寄付金の贈呈式が当財団の役員室で
行われました。
アクサ生命保険（株）様は、福利厚生行事の中でチャリティー募金を行い、
集まった基金を毎年児童福祉分野や活動団体等へ寄付されています。

平成16年度は、一般3,946,672円（157件）・企業913,600円（4件）・医療50,000円（1件）・
愛の募金271,013円（19件）・コミュニティトラスト300,191円、合計5,481,476円（計186件）の
ご寄付をいただきました。皆様からのご厚志、本当にありがとうございました。

アクサ生命保険（株）山口支社様からの寄付金贈呈式について

Q：会計・税務に関してどのような相談が
多いですか？

A：一番多いのは収益事業に係る税務申
告の方法についてです。また、平成１６年
４月以後に始まる事業年度より消費税
の免税点が３千万円から１千万円以下
に引き下げられたため、消費税の相談も
増えています。NPO法人の消費税は複
雑で難しいことが多いので、少しでも理
解していただくために、簡単なパンフレッ
ト等を使って説明しています。
 
Q：一般企業とNPO法人にはどのような
違いがありますか？

A：株式会社など一般企業や利益を追
求する営利法人とNPO法人は、基本的
に異なると思います。
NPO法人の活動は、１７分野*に決めら
れていますし、事業報告書等を所轄官庁
に提出しなければなりません。またNPO
法人の事業活動は情報公開が原則にな
っています。さらに税務に関して言えば、
事業活動の範囲に税法上の収益事業が
あれば、それに係る所得に対して税務申
告の義務が生じます。

Q：決算時にあわてないようにするにはど
うすればよいでしょうか？

A：事業活動の結果が収支計算書等に
表現されます。会計記録を日々正しく記
帳していれば決算時にあわてることも少
なくなると思います。
税務申告の対象となる収益事業としては、
３３業種**が挙げられています。税務上
の収益事業があれば、収益事業以外の
事業と分けて、区分経理が必要になりま
す。

Q：会計が難しいと思っていらっしゃる方
に、アドバイスをいただけませんか。

A：年間の事業活動をスムースに展開す
るためにも、しっかりした予算をたてるこ
とが必要ではないでしょうか。消費税や
法人税等の申告で分からないことがあ
れば気軽に税務署等に聞いてみられる
ことをおすすめします。親切に対応してい
ただけると思います。事業計画、予算、決
算、申告をきちんとされる団体が、将来し
っかり成長していかれると思いますよ。

『県民活動出前アドバイザー』訪問
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●巻頭 『県民活動出前アドバイザー』訪問
●特集 「山口県県民活動スーパーネット」イキイキ活用術！
●活動団体紹介 菊ケ浜を日本一美しくする会/SAORI山口/水環境地域ネットワーク/ピースオブマインド・はまゆう
●お知らせ 寄付金贈呈式・ご寄付の報告、スタッフ紹介、「お出かけ相談会」

*１７の活動分野
①保健、医療又は福祉　②社会教育　
③まちづくり　④学術、文化、芸術又は
スポーツ　⑤環境の保全　⑥災害救援
⑦地域安全　⑧人権の擁護又は平和
⑨国際協力　⑩男女共同参画社会　
⑪子どもの健全育成　⑫情報化社会　
⑬科学技術　⑭経済活動　⑮職業能
力の開発又は雇用機会の拡充　⑯消費
者保護　⑰前各号に掲げる活動団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又は
援助
山口県環境生活部県民生活課のホームページより

**３３業種
(1)物品販売業　(2)不動産販売業　
(3)金銭貸付業　(4)物品貸付業　(5)
不動産貸付業　(6)製造業　(7)通信
業　(8)運送業　(9)倉庫業　(10)請
負業　(11)印刷業　(12)出版業　
(13)写真業　(14)席貸業　(15)旅館
業　(16)料理店業その他の飲食業　
(17)周旋業　(18)代理業　(19)仲立
業　(20)問屋業　(21)鉱業　(22)土
石採取業　(23)浴場業　(24)理容業
　(25)美容業　(26)興行業　(27)遊
技所業　(28)遊覧所業　(29)医療保
健業　(30)一定の技芸教授業等　
(31)駐車場業　(32)信用保証業　
(33)無体財産権の提供等を行う事業
山口県環境生活部県民生活課発行の
「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」より

やまぐち県民活動支援センターには、NPO法人に関するさまざまなお問い合わせやご相
談が寄せられています。NPO法人をはじめ、県民活動への関心がさらに高まってきている
ことを感じます。
支援センターでは、『県民活動出前アドバイザー』として１８人の講師を登録・派遣してい
ます。NPO法人関係・団体運営・税務・広報活動等について、専門的な立場からのアドバ
イスはきっとみなさんの活動に役立つでしょう。
今回は、出前アドバイザーで税理士の藤村 理さんをお訪ねしてお話をうかがいました。

ふじ むら 　 お さむ

財団法人 やまぐち県民活動きらめき財団 TEL 083-924-9090 FAX 083-924-9096
URL http://homepage3.nifty.com/kirameki/  E-mail kirazd@nifty.com

やまぐち県民活動支援センター TEL 083-934-4666 FAX 083-934-4667
URL http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/ E-mail myama@mbe.sphere.ne.jp
〒753-8555　山口市大手町9-6　山口県社会福祉会館4階

副センター長：伊藤彰 ・ センター長：小林雅昭 ・ 小松恵美（前列）
清徳睦美 ・ 山本有希 ・ 才本久美子 ・ 佐々木尚子 ・ 村上真実（後列）

表紙の写真：『子どもまつり』　NPO法人うべ★子ども２１主催
 ５月５日こどもの日に、宇部新川市まつりに協賛して行われました。
 『子どもあそび屋』では、手作りのおもちゃを楽しむ子どもたちで賑わい、会場の
 新天町アーケードいっぱいに笑顔がひろがっていました。
 支援センターでは、活動団体のイベント情報をご紹介したり、参加させていただい
 たりしています。どしどし情報をお寄せ下さい。

5/5　子どもまつり

※県民活動出前アドバイザー派遣については、お気軽に支援センターへどうぞ。

「おでかけ相談会」のご案内
今年度も、みなさんが活動されている地域に出かけて相談を受けたり、交
流を図る「おでかけ相談会」を行っています。
「支援センターまでは遠くて行けない」という方や情報収集したい方など、
ぜひこの機会をご利用ください。
次回予定：７月６日（水）１７：３０～１９：３０
場　　所：下関市市民活動支援コーナー
　　　　　（下関市東神田町９番１号　下関市民センター内）

ＮＰＯ法人申請相談のみ、ご予約が必要です。事前にお申し込みください。

※名称変更のお知らせ
みすみ町民活動支援センターは、平成１７年３月２２日の合併により、
「長門市みすみ市民活動支援センター」に名称が変わりました。

スタッフをご紹介します！
今年度も、NPO法人「やまぐち県民ネ
ット２１」が（財）やまぐち県民活動きら
めき財団から委託を受け、スタッフ８名
で運営しています。
よろしくお願いします！

支援センターには、県内外、様々な活動を
している方々が来られます。出身地が同
じだったり、何年も前に出会っていた知り
合いだということもしばしばです。人と
人はどこかで繋がっていて、それはとて
も素敵なことだと実感しています。



NPO法人化を検討中の方は

菊ヶ浜を日本一美しくする会

代表：大庭　政雄
住所：〒758-0057
萩市堀内210-24
担当：清水　明人
TEL：0838-25-7032

毎月第１、第３日曜日が菊ヶ浜の清掃日。
長さ２キロの白砂青松の砂浜が会のフ
ィールド。約１１０名の会員が毎回ごみ
清掃に汗を流しています。この会は、平
成１５年に結成されたもので、大人から
子どもまで、年齢も職業も違う様々な
人により構成された市民団体です。
会では、市民の散策コースであり、夏に
は多くの人で賑わう菊ヶ浜を文字どお
り日本一美しくする環境美化活動を行
っています。また、新たな目標としてハ
マグリやアサリが取れる海岸にしようと
検討中です。

「好きに感性の赴くままに織る」さをり
織りは、誰でも簡単に楽しく自己表現
できる手織りのプログラムです。月例会
では、織り、仕立ての研究をし作品展に
備えます。また、国内外のさをり仲間と
も交流しています。
①公民館、児童センター、総合学習や
生涯学習での織り体験。こどもは本当
に織りが大好きです。
②不登校生徒のサポート、障害者、高齢
者の生きがい対策や自立支援をしてい
ます。
③アートふる山口やイベントに参加、今
年はアビリンピックワークフェアに参加
します。
世界にたった一つだけの作品を通して、
新たな感動と出会いが生まれるのです。

私たちWFEN(ウーフェン)は身近な自
然に触れ親しんだ経験が環境につい
て考えるときに大切になると考えてい
ます。「ヤゴ救出大作戦」(市民プール
でヤゴ救出)や小学校の総合学習のお
手伝いなどを通じてその機会を提供し
ています。他にも「モリアオガエル作
戦」(生息地の保全)や講演会などの事
業を行い、自然環境の保全や修復・啓
蒙活動を、また楽しみながら参加できる
ゴミ拾いの「５３PickUp」や釣り大会
などに取り組んできました。
今年度からは環境行政への提言や放
棄田等未利用地の再生、海中のビオト
ープ化事業などを計画しています。

この会は、精神障害のある身内を持つ
家族の方々が、通院治療を受けながら
日常生活が営めるような居場所を求め
たことがきっかけで立ち上がりました。
現在は障害を持つ人が自主性を発揮し
て意欲的に日常生活を送り、自立的に
社会参加できるよう、作業所などの運
営を通じた支援活動を行っています。ま
た具体的には、軽作業や野外実習など
の活動をしながら、困っていることや悩
み事などをみんなでいっしょに考え、話
し合い、安心して共に生きていくため
の場づくりに心がけています。　

ＳＡＯＲＩ山口

代表：森　静子
住所：〒754-0021
小郡町黄金町16-5-1303
TEL/FAX：083-974-6200
E-mail:
f-mori-s@smile.ocn.ne.jp

特定非営利活動法人 水環境地域ネットワーク WFEN

代表：岡谷　政宏（代表理事）
住所：〒745－0816
周南市遠石２丁目6-22
TEL/FAX：0834-21-5822
URL：http://www.wfen.jp
E-mail：info@wfen.jp

特定非営利活動法人 ピースオブマインド・はまゆう

代表：長田　文枝（理事長）
住所：〒750-0016
下関市細江町3丁目1-15
文化会館3F59～60号
TEL/FAX：0832-35-0242
E-mail：
hamayu-1@cronos.ocn.ne.jp

http://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/
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(ウーフェン)

山口県県民活動スーパーネットって？
やまぐち県民活動支援センターが運営しているホームページです。
県民活動について知りたいこと、やってみたいこと、今必要な情報
をキャッチできます。
どんなホームページなのか、その活用法をご紹介します。

検索の方法は５通り！　　
思いつく単語から探す

　→フリーワード検索

活動している地域から探す

　→活動エリア検索

活動している分野から探す

　→活動分野検索

活動している内容から探す

　→活動目的・内容検索

団体名から探す

　→団体・グループ名検索

ワンポイント

団体名から検索するときは、
言葉（文字）を正確に入れましょう！
例えば…
やまぐち？　ヤマグチ？　山口？
Yamaguchi？　YAMAGUCHI？

県民活動って
どんなこと？
「なにか始めてみたい」
「私にもできるかしら？」と思ったら。

どんな活動団体が
あるの？
支援センターに情報登録されて
いる団体は、７5６団体あります。
（２００５年６月10日現在）

活動に役立つ
助成金はない？
「これは！」と思う助成金があったら、
助成団体に直接お問い合わせください。

これから開催されるイベントの
情報について詳しく知ることができます。
気になる情報があったら、
まず出かけてみましょう！

参加できるイベントは
ないかしら？

現在募集中の情報について調べることができます。
興味のある情報が見つかったら連絡してみましょう。
これが県民活動への第一歩なのです！

ボランティアやイベントの

お手伝いをしてみたい、
講座に参加したい

スーパーネットやさぽ～とメールに
情報を掲載できます。
ご希望の方は、支援センターにお問い合わせください。

講座やイべントの

参加者を募りたい、
スタッフを募集したい

※掲載には、まず、団体情報をご登録ください。

NPO法って何？
NPO法人の各種申請は？
NPO法や、NPO法人の申請の手続き、
様式などについて調べることができます。
山口県内では２０4法人が認証されています。（２００５年６月10日現在）
支援センターではNPO法人の申請についての
ご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

支援センターには何があるの？

支援センターのご利用案内が載っています。

会議や作業にも使えるの？

支援センター内の交流コーナー、および
パルトピアやまぐち（防長青年館）の県民活動交流
サロンもご利用ください。
ご予約、お問い合わせは支援センターまでどうぞ。

NPO法人関係・団体運営・税務・広報活動等を

専門的に学びたい

表紙でご紹介した藤村先生をはじめ１８名の県民活動
出前アドバイザーを登録・派遣しています。
講師一覧、プロフィールからご希望の講師を選んで
申請することができます。

センターからの情報が見たい

さぽ～と２１・・・過去２年間のバックナンバーを見ることが
できます。
さぽ～とメール（メールマガジン）・・・イベント ・ 募集情報号と
助成金情報号を毎月各１回配信。　　　　　　　　　　　
　

さぽ～と２１を発行している

支援センターって
どんなところ？

支援センターのホームページを開いてみましょう！

きょうの　　　ちゃん日記

「センタースタッフってどんな人たち？」と
思われたらご覧ください。
日常の一コマや、スタッフが出会った
ステキな出来事を書き留めています。
センターでは見られない意外な一面を
発見できるかもしれませんよ。

クローズアップ／活動団体紹介
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