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活動のお困りごとは、ＮＰＯ活動支援センターまでご相談ください！
活動のお困りごとは、ＮＰＯ活動支援センターまでご相談ください！

あなたの活動をサポート

たとえばこんな相談をお受けしました

区内ＮＰＯ法人からの相談
Ｑ．「役員の変更に必要な手続きは？」

活動を始めたい区民からの相談
Ｑ．「コミュニティカフェを開業したい！」

定款の附則によると今年度で役員の任期が満了し
ます。これに伴って、総会で役員の再任をおこない、
新たな役員も加えました。今後どんな手続きが必要
でしょうか？

先日、NPO活動支援センターでコミュニティカフェの
講座を受講しました。それに影響されて、自分でもＮＰ
Ｏ法人を立ち上げて、カフェを開業してみようと思って
いますが、まず何をしたら良いのでしょうか？

Ａ．所轄庁と法務局へ手続きを！

Ａ．テーマ設定とマーケティングを！

ＮＰＯ法人の役員の変更があった場合は、所轄庁
への役員変更の届出と法務局への役員変更登記を
行う必要があります。新たな役員が加わっているとの
事ですから、所轄庁に対しては、届出に加えて、住民
票と就任承諾書も添付しなければなりません。役員の
更新は忘れがちなので、役員の任期についての一覧
をつくることをお勧めします。当センターでも一覧の雛
形がありますので、ご利用ください。

どんなテーマで開業するのかの設定が大切です。地
域の喫茶店などとの差別化が必要だからです。また、
仮に子育てママを対象としたカフェを行うとした場合、
地域性や子育て中のお母さんの人口やニーズなどきち
んと調査しなければ、いきなり開業しても閑古鳥になる
可能性があると思います。これがマーケティングです。
センターの講演会や分野別の講座を受講してさらに知
識を深めたり、法人設立編の講座も受講してください。

区内ＮＰＯ団体からの相談
Ｑ．事業や労務など、専門家に相談したい！
新たな事業を行うにあたっての企画についてや、事業展開
による新たな雇用に関連する人事労務について専門家の相
談を受けたいのですが・・・

Ａ．センターでセッティングします！
当センターには、足立区内の士業（税理士・社会保険労務
士・行政書士・中小企業診断士）の先生方のご協力による、専
門相談員制度がございます。当センターのスタッフがコーディ
ネートいたします。 ※専門相談員との相談日時調整には、約２週間程度の
お時間をいただきます。余裕をもってご連絡ください。

センターへの相談は、電話・メール・ＦＡＸ
での事前連絡があると、準備ができるの
でより的確なアドバイスが可能となりま
す！！

相談の際は、下記までご連絡を！
電 話 ： ０３－３８４０－２３３１
ＦＡＸ ： ０３－３８４０－２３３３
メール ： npo-sc@adachi.ne.jp
みなさまのご来館お待ちしています。

★ ＮＰＯ訪問記（２面）では、取材希望団体を募集しています！ ★

足立区ＮＰＯ活動支援センターは、区内のＮＰＯの皆様、地域で何か始めたいと思っている方の

定年後を考える－いきがい発掘講座のお知らせ
定年後を考える－いきがい発掘講座のお知らせ
団塊世代の方を対象とした連続講座のSTEP３。「団塊パワーを活かして、地域で始めようＮＰＯ」では、市民活動・ボランティアからＮＰＯ実践までを
学んでいただきます。社会貢献活動に関心のある方、地域に活動の場が欲しいと考えている方、今、求められているＮＰＯ活動についてのイロハを
学びましょう。詳細はホームページでもご覧いただけます。ご自分のお気に入りの講座に、ぜひご参加ください。

お申込は足立区協働推進課まで TEL：03-3880-5020 e-Mail：kyodo@city.adachi.tokyo.jp
各講座の詳細は、ホームページをご欄下さい。 URL：http://www.city.adachi.tokyo.jp
講座 テーマ

日程

時間

会場

1

ボランティア＆NPOで地域デビュー

9/6

PM1:30～PM4:00

こども家庭支援センター

2

NPO流まちの仕事おこし

9/13

PM1:30～PM4:00

こども家庭支援センター

3

NPO早わかりガイド・入門編

9/20

AM10:00～PM4:00

こども家庭支援センター

4

NPO早わかりガイド・お金のやりくり編

9/27

AM10:00～PM4:00

こども家庭支援センター

5

NPO早わかりガイド・宣伝の効能編

10/4

AM10:00～PM4:00

こども家庭支援センター

6

楽屋裏まで見せます・シニアNPO

10/11

PM1:30～PM4:00

NPO活動支援センター

7

グループ立ち上げ、めざせNPO

10/18

AM10:00～PM4:00

こども家庭支援センター

ＮＰＯ法人日だまりケンタに行ってきました！
ＮＰＯ法人日だまりケンタに行ってきました！
このコーナーはＮＰＯ活動支援センターのスタッフが、頑張るＮＰＯ団体の皆様のところにお邪魔し、活動に
ついてインタビューをしたものをまとめた【ＮＰＯ訪問記】です。団体の皆さんの熱い想いをとくとご覧あれ！
お話を聞かせてくれた方：理事長 金子 孝一郎さん
「主な活動内容について教えてください。」
●金子さん：障害者や児童を対象とした訪問介護事業所
運営、地域住民からの寄付物品を販売しているリサイクル
ショップ運営、そして、足立区障害者団体連合会を通した
障害者運動を、主な活動として取り組んでいます。
「活動を始めたきっかけは何ですか？」
●金子さん：もともと養護学校の
教師をしていたのですが、障害
者の生活向上を目的とした活動
をしたいと考え、区内でＮＰＯの
立ち上げ・運営に関わりました。
その後、「支援費制度」がスタート
した２００３年４月１日に独立し、
今の日だまりケンタを設立しました。当時は任意団体でした
が、「障害者自立支援法」への制度変更にともない、個人
事業では介護報酬額の８５％しか支給されないことになっ
たため、２００６年１０月にＮＰＯ法人格を取得しました。
「リサイクルショップは品数も充実していて、安いですね。」
●金子さん：そうなんです。商品は全て近隣住民からの寄
付によるものですから、価格設定を非常に安くできます。ま
た、どんなに安いものや雑多なものでも、商品として取り扱
うように努力しています。お客様本位を第一に、返品対応な
ども柔軟に行っているんですよ。
「今までで一番大変だったことを教えてください。」
●金子さん：まだ任意団体だった頃のことですが、設立当
初からの仲間が活動から離れてしまった時期がありました。
それにともなって介護実績の多かった利用者さんが離れて
しまい、資金面できわめて困難な状態に陥りました。しかし、
日だまりケンタをしんらいしてくれる利用者さんを大事にし、

そして何よりも、苦労をともにしてくれる常勤の職員がいてくれ
たことで、何とか乗り越えてきました。
「今までで一番嬉しかったことを教えて下さい。」
●金子さん：繰り返しのようになってしまいますが、やはり一番
苦しいときに逃げ出すことなく、一緒に歩んでくれるスタッフが
いたということが、一番嬉しかったことです。
「今後の展望をお聞かせください。」
●金子さん：現在の３つの事業（介護事業所、リサイクルショッ
プ、障害者運動）のほかに、地域のさまざまな人たちが、そこ
に行けばホッとしてくつろげるような場所を創っていきたいと
考えています。具体的には、地域の方の目に入るような表通
りに面した場所で、軽く飲食もできるような「あつまりどころ」の
ようなものを考えています。
「最後に、機関紙購読者の方々へ一言お願いします。」
●金子さん：半日で５００円くらいの報酬になりますが、志のあ
る方で週３日ほどリサイクルショップの手伝いをして下さる方を
探しています。ぜひご協力下さい。
ＮＰＯ法人日だまりケンタ
〒121-0813 足立区竹ノ塚4-8-9
TEL：03-5242-8589（事務所）／
03-3884-6113（リサイクルショップ）
メールアドレス：
neko-2@mtc.biglobe.ne.jp
「日だまりケンタ」のリサイクルショップは本当に安いです。なぜな
ら、商品は善意の寄付ですし、みなさんに買ってもらい役立てて
もらうためにも、価格を抑えています。利益を出すことよりも、
「もったいない」の精神で運営しているのです。掘り出し物を探し
に、ぜひ足を運んでみてください。 次回は「足立さくら会」のご紹
介です。ご期待ください！
相談員 村上

センターサービスメニュー:「何でも相談できる」ワンストップ相談窓口、会議や講座などに

強い味方です。お気軽にご連絡ください。TEL 3840-2331

区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
区内ＮＰＯ団体からのお知らせ
【７月２９日】あだち区民大学塾 夏休み教室
「みんなで考えよう、地球のことを！」
～温暖化とはどういうことなのか～
日時：７月２９日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分
会場：竹ノ塚地域学習センター ３階 レクリエーションホール
対象：小学１年生～４年生まで（保護者同伴可）
人員：定員３０名
講師：小林徹氏（元無人宇宙実験システム研究開発機構研究員）
申し込み・問い合わせ：
竹ノ塚地域学習センター（０３－３８５０－３１０７）
主催：竹ノ塚地域学習センター・ＮＰＯ法人「楽学の会」

【９月２１日】秋桜コンサート ～高次脳機能障害と歩む～
日時：９月２１日（日） 午後１時３０分～午後４時
場所：竹ノ塚地域学習センター ４階ホール 定員：３００名
チケット：８００円（当日チケットをお持ち下さい。すてきな手作り
押花ハガキ１枚と交換致します。）
チケット購入・お問い合わせ：
足立さくら会 担当 大矢 ０３－３８５６－７３６５
主催：足立さくら会 後援：足立区

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

【９月７日】フラダンス講習会
ＮＰＯはなみずきは、訪問介護を主たる事業としますＮＰＯ法
人です。当法人では、このたび地域ボランティア活動の一環
としましてフラダンス講習会を企画しました。
日時：９月７日（日）午後２時～４時
場所：「日介ケアセンター本木」１階デイサービスフロア
（住所：足立区本木１－２０－５）
参加者定員：１５人程度 参加費：無料
講習講師：フィリピン出身の女性群が講習を行います。
主催：特定非営利活動法人ＮＰＯはなみずき
参加申込：事務局まで電話又はＦＡＸでお申込ください。
ＮＰＯはなみずき事務局：
電話 ０３－５８１３－３３２３ ＦＡＸ ０３－５８１３－３３２４

掲載希望の情報募集中！
あなたの団体にも、発信したい情報はありません
か？イベントや講座などの情報、ボランティアや
スタッフの募集情報など、センターまでご連絡下
さい！
TEL：03-3840-2331／FAX：03-3840-2333
Mail：npo-sc@adachi.ne.jp

Ｑ＆Ａ
Ｑ＆Ａ 教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
教えて先生！ＮＰＯ専門相談員に聞くＮＰＯマネジメント
Ｑ．質 問：去年の９月に設立したNPO法人です。事業報告書を作成しているのですが、所轄庁に
提出する収支計算書と税金を計算するための損益計算書の書き方が違うようです。どういった事に留
意すべきですか。教えてください。

Ａ．回 答：足立区ＮＰＯ専門相談員 税理士 増山 元美 先生
NPO法人が毎年提出する収支計算書では、【経常支出】を【事
業費】と【管理費】に分けて記載する必要があります。

経常支出に占める事業費と管理費の割合

【事業費】は、定款及び事業報告書に掲げた「事業の種類」ごと
に区分して記載して下さい。当該事業の実施のために直接要す
る会場費・人件費・交通費・イベントの告知のためのチラシ代や
印刷代、備品代等の費用などが含まれます。
【管理費】は、法人の各種の業務を維持管理するため、毎年経
常的に要する支出です。例えば、総会・理事会の開催運営費、
管理部門に係る人件費、事務所の家賃、電話代、交通費等が挙
げられます。
なお、【管理費】は、NPO法人の運営に必要となる基本的な経
費ですが、人件費など、NPO法人内部に還元される傾向が強い
ものであることから、『主たる目的』の特定非営利活動に係る事業
の実施に必要な財産等を圧迫してはならないため、総支出額の
２分の１以下である必要があります。管理費が総支出額に占める
割合が総支出の３分の２以上になってしまいますと、所轄庁の監
督対象となる恐れがありますので注意が必要です。

Ａ事業
管理費

事業費

Ｂ事業
Ｃ事業

【管理費】は、総支出額
の２分の１以下。

【事業費】は、「事業の種類」
ごとに区分する。

簡単ですが、NPO法人の事業報告にあたり収支計算書を作成
する上で最も留意すべき点を挙げました。より具体的なご相談が
ある場合には、NPO活動支援センターを通して、「専門相談」に
お申し込み下さい。
◆センターでは、専門相談員の先生への質問を募集しています。相談にのって欲しいこと・聞きたいこと、電話・ＦＡＸ・
メールなどで、センターまでご連絡ください！！
ＴＥＬ : ３８４０-２３３１
ＦＡＸ: ３８４０-２３３３
E-mail :npo-sc@adachi.ne.jp

便利な会議室、新たなマシンでキレイ！印刷室

開館時間：朝９時～夜８時（休：日月祝）

団体代表者必聴！「Ｎカレ～団体運営お助け講座」９月２０日午後５時から 詳細は下記参照！

新着助成金情報
新着助成金情報

《募集期間》

◆２００８年度
チャリティプレート助成金

〒166-0012
杉並区和田1-5-18 アテナビル2F
TEL：03-3381-4071
FAX：03-3381-2289

平成２０年８月２９日（金） 必着
《問合せ》
エイブル・アート・ジャパン

《対象》

〒164-0003
中野区東中野4-4-1 ポレポレ坐ビル3F
TEL：03-3364-2140
FAX：03-3364-5602
E-mail：office@ableart.org

◆２００８年度
障害者が通う小規模作業所や自立生活セン
エイブル・アート・アワード支援
ター、グループホームなどで緊急性のある団
体への設備・備品・車輌の助成
《金額》

《対象》
障害ある人たちの絵画など創作活動を
支援する制作支援

上限 ５０万円
《募集期間》
平成２０年９月１日（月） 必着
《問合せ》
ＮＰＯ法人日本チャリティプレート協会

助成金の詳細については、各
募集先にお問合せください。
センターにて助成金についての
相談も受け付けております。
助成金情報は、メールマガジン
でも定期的に発信いたします。
～メルマガ購読者募集中！～

障害ある人たちの創作作品の発表を支
援する展覧会支援
《金額》
創作支援 １件あたり１０万円
展覧会支援 展覧会開催に関する資金

Ｈ２０年７月～９月センター主催の講座・イベント（参加費無料）
Ｈ２０年７月～９月センター主催の講座・イベント（参加費無料）
日
13
20
27

2008年
月 火 水
14 15 16
21 22 23
28 29 30

７月
木 金 土
17 18 19
24 25 26
31

2008年 ８月
日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

土
2
9
16
23
30

○

【講師】 佐藤瑞恵（ＮＰＯ法人コミュニティビジ
ネスサポートセンター）

①講座「あだちＮＰＯカレッジ～ＮＰＯ・コミュニ
ティビジネス講演会」（定員６０名・無料）
【テーマ】 あなたのまちに「あつまりどころ」をつ
くろう！～地域交流拠点の可能性～
【日時】 ８月２３日（土）午後１時３０分～１６時３０
分（終了後１時間程度の交流会も予定）
【会場】 足立区学習支援センター・学びピア２１
（足立区千住５－１３－５）
【内容】 地域の人が気軽に集まったり、個人や
団体の活動の発表の場になったり・・・。みんな
が「ほっと」できる場所「あつまりどころ」を住民
主導でつくるには・・・を考える講演会とパネル
ディスカッションです。

③講座「ＮＰＯステップアップ講座～団体運営
お助け講座」
【テーマ】 ＮＰＯの人事と労務、魅せる企画書
【日時】 ９月２０日（土）午後５時～８時
【会場】 足立区ＮＰＯ活動支援センター
【講師】 区内の社会保険労務士・中小企業診
断士
【内容】 ＮＰＯ活動で重要となるバランスの取
れた人材配置と役割分担や、団体の人事労
務について。また提出書類の作成に役立つ情
報などの講座です。専門相談員に直接質問で
きる時間も設けます。

②講座「あだちＮＰＯカレッジ～ＮＰＯ・ＣＢ入門
編」（定員１５名・無料・２日制）
2008年 ９月
地域を豊かにするＮＰＯ活動やコミュニティビジ
日 月 火 水 木 金 土 ネス（ＣＢ）が注目されています。ＮＰＯって？Ｃ
1 2 3 4 5 6
Ｂってなぁに？始めるには？参加するにはどう
7 8 9 10 11 12 13 したらいいの？に応える入門講座です。
14 15 16 17 18 19 20 【日時】 ９月１０日(水)、１７日(水)午後６時～８時
21 22 23 24 25 26 27 【会場】 足立区ＮＰＯ活動支援センター
◆赤字は休館日、 は１７時で閉館となります。
印は上記講座開催日です。

○
○

○

○

〈申込方法〉
①電話・ファクス・Ｅメールで、住所・氏
名・電話番号・Ｅメールアドレス（持って
いる方のみ）・講座名を、ＮＰＯ活動支援
センターまで連絡してください。
② 機関紙を郵送させていただいた方に
は申込専用ＦＡＸシートが同封されてい
ます。そちらを使用し、お申込ください。

ＮＰＯ法人情報
◆センターアクセス→
●営業時間：
火曜日～土曜日
９：００～２０：００
●休館日： 日・月・祝
年末年始
施設点検日等
●早閉日は上記参照

お気軽にご連絡下さい。TEL 3840-2331

（平成２０年５月末現在）

●足立区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法人 １３３団体
●区内に事務所を持つＮＰＯ法人 １４０団体
（都認証 １１６ 内閣府認証 ２４ ）
●東京都のＮＰＯ法人認証数 ５,８４５団体
●全国のＮＰＯ法人認証数 ３４，７１９団体

編集後記
例年より少し早い梅雨明けの便りが聞こえてきて、いよい
よ夏も本番といったところです。紫外線と格闘しながらも、さ
まざまなレジャーを楽しみたい季節の到来。暑い夏を熱く過
ごしていきたいですね！（む）

FAX 3840-2333

E-mail npo-sc@adachi.ne.jp

