
伊達市の NPO 法人は 7 年で 14 から 29 へ倍増 ！　この春だけで

２つの新法人が活動を開始 ！ 一方、 全 NPO 法人に新課題登場 ！

★今年 NPO 法施行 20 周年 ！ そこで今号は 「NPO 法人」 特集　！

30 年 4月 27 日

第 24 号 -1-

　NPO 法 ( 特定非営利活動促進法 ) は今年で施行 20 周

年。 全国の NPO 法人は５万を超えたと言われます。 伊達

市の場合は 「市民活動支援センター」 がスタートした７年

前の法人数 「14」 が、 現在は 「29」 と倍増しています。

今年設立稼働したばかりの２つの NPO 法人の紹介を中心

に、そんな伊達市の NPO法人の現況と課題を報告します。

果樹地帯の景観を守る「箱崎くだもの倶楽部」
地域づくりを目指す「伊達西地区自治協議会」
　２つの新NPO法人は「箱崎くだもの倶楽部」（2月
16日認証）と「伊達西地区自治協議会」（3月1日認証）。
設立経緯も組織編成も異なる法人ですが、同様の課題
を抱える団体や地域には参考にしたい部分が沢山あり
ます。例えば「箱崎くだもの倶楽部」は「遊休農地や
耕作放棄地の再生を図り果樹地帯の景観を守る」のが
事業目的ですが「農家でない住民も加わった組織編成」
が注目部分。伊達市には、農家だけでは後継者難や遊
休地・耕作放棄地増に対応しきれない地域がたくさん
ありますが、この箱崎NPO方式で農業ができるのな
ら、農家でない住民参加による農業活性化が可能にな
るからです。一方「伊達西地区自治協議会」はすでに
実績のある「地域自治組織」をそのまま「NPO法人化」
しています。伊達市には同様の地域自治組織がすでに
28ありますから、この手法も大いに注目されます。

この 10 月から「貸借対照表の公告」が義務化
「現行定款の確認」が全 NPO 法人には必要です
　「NEWS 第 18 号」（平成 29 年 4月 5日発行）でも
報じましたが、この秋にはすべての NPO法人に「貸
借対照表の公告」が義務付けられます（平成 30 年
10月１日施行）。この改正は①これまで毎年度必要と
されてきた「資産総額の変更登記」を 10月からなく
し②その代わりに毎年度「事業報告」時に提出してき
た「貸借対照表」を「公告」する制度に置き換えるも
の。①は年度更新時に必要だった法務局への登記手続
きが１つ不要になるのでNPOにはありがたいのです
が、②は少しやっかい。というのも全NPO法人に「貸
借対照表の公告の方法を、あらためて定款に定めて毎
年度実施する」という課題が義務付けられるからです。

↑ 「ファミリーパークだて」 のオープンを伝える新聞記事 （上） と伊達市の HP で見ら
れる屋内遊び場の内部の写真 （下）。

　「箱崎くだもの倶楽部」 地域住民とモモの苗木を植樹　！

　遊休農地を NPO 法人が借り受けて地域農業再生へ一歩

・ 左の新聞記事と上の写真は、 この 4
月 1 日の 「NPO 法人箱崎くだもの倶
楽部」 の平成 30 年度最初の事業、
モモの苗木の植樹を伝えるもの。 約
2000 平方米の遊休農地に、 あかつき、
暁星、 日川白鳳の苗木を、 子どもを
含む地域住民と一緒に植えました。

　「伊達西地区自治協議会」 ファミリーパークだてを運営　！

地域自治組織が NPO として公共施設運営の受け皿に　！

「貸借対照表公告」義務化にどう準備対応すればいいか、「現定款確認」から「定款変更」まで
「どんな手順」で「どう変えればいいか」その詳細は裏面で解説します！



貸借対照表公告の準備には→現定款の確認→変更するか判断
→変更条文検討選択→総会決議→定款変更届提出、 が必要！
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電話番号 ： 　０２４- ５８３- ２８００　　　FAX ： 　０２４- ５８３- ２８２０

　　○開館 ： 　毎週 ・月～土曜 （日曜休館）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前 9 時～午後 6時

　NPO 法人は 「年度初め 3 か月以内の事業報告」 もお忘れなく　！　遅れるとペナルティが課せられます　！

ふれあいセンター ３

　 伊 達 市 市 民 活 動 支 援 セ ン タ ー 　

伊達ふれあいセンター 3 階まで

　「貸借対照表の公告」の他にもNPO法人には毎年度「事業報告」を所管庁（伊

達市）に提出することが義務付けられています。これには「貸借対照表」の他

「事業報告書」「活動計算書」等、多くの添付書類の提出が必要です。しかも提

出は「年度初め３か月以内」という期限付き。遅れるとペナルティが課せられ、

最悪の場合「認証取消」もありますから十分な準備と期限内実行が必要です。「貸

借対照表の公告」「事業報告」で不明の点は「支援センター」にご相談ください。

「官報に掲載して行う」 の定款を変えないでいると
公告の官報掲載 （有料約 7 万円） が必要になる

・「公告」とはNPO法人を含む公共的団体の公の告知
ですが、その方法は実は全NPOが定款で定めていま
す。多くの場合「公告はこの法人の掲示場に掲示する
とともに、官報に掲載して行う」としてあります。注
意すべきは「官報掲載は有料」ということです。「全
国官報販売協同組合」HPの「官報公告掲載料金」「枠
での公告」は「2枠＝ 72,978 円（税込）」が最小（4
月 24 日確認時点）。つまり 10 月 1 日以降も定款に
「公告は～官報に掲載して行う」とあれば「貸借対照
表の公告を官報に掲載する」必要があり「2枠約 7万
3000 円の費用が発生」することになるのです。

定款変更で 「電子公告」 （ホームページ） OK
「内閣府ポータルサイト」 への掲載が合理的か

・「貸借対照表の公告」の方法は他にもあります。「日
刊新聞への広告」と「電子公告」（インターネットの
ホームページ掲載）です。新聞広告は有料ですが「電
子公告」には「自らのHPに掲載」する方法と「内閣
府NPO法人ポータルサイトに掲載」する方法があり、
すでに HP を持つ NPO なら「法人の HP 掲載」が一
番簡単です。けれどこれから開設となると「HP開設
費用」等無視できません。おススメは「内閣府 NPO
法人ポータルサイトに掲載」する方法です。「ユーザ
ー登録」等多少の「電子的手続き」は必要ですが「貸
借対照表の公告自体は無料」です。どの方法による「貸
借対照表の公告」が自分たち向きなのかをよく考えて、
定款を変更するかどうか判断する必要があります。

「現行定款にない方法での公告」を選ぶなら
「総会での定款変更決議」と「届出」が必要
・「定款変更」にも手続きが必要です。必ず「総会で
定款変更決議」を行い伊達市に「定款変更届出書」や
「総会議事録」「変更後の定款」を提出する必要があり
ます。年度更新時期で「総会時期」でもある今こそ「定
款確認→総会決議→定款変更届」がおススメです。

伊達市の NPO 法人がどのような制度下で活動しているか、 多くの方に理解していただくためにも報告　！

貸借対照表公告の必要性を案内した内閣府のパンフの一部

「貸借対照表」 が 「掲載できる」 旨告知している内閣府ポータルサイト

「定款変更届」 の提出必要書類を案内している伊達市の HP

「定款変更例」 と 「貸借対照表の公告方法」 比較 （支援センター作成）

セブンイレブン


