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Ⅰ．「政府の対応」のフォローアップ
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１．「「新しい公共」円卓会議の提案と制度化等に向けた政府の対応」の主な対応状況

提 案 対 応 状 況

寄附税制の見直し

○ 税額控除の導入

平成23年度税制改正により、認定ＮＰＯ法人及び一定の要件を満たした公益社団・財団法人、学校法人、社会福

祉法人、更生保護法人への寄附金に係る税額控除の導入等を実施した。

○ ＮＰＯ法人の認定基準の見直し

ＰＳＴ要件について、平成23年度税制改正により、従来の相対値基準（寄附金の総収入に占める割合が１/５以

上）に加えて、絶対値基準（各事業年度に3,000円以上の寄附を平均100人以上から受けること）を設けた他、事務

所所在地の自治体から条例による個別指定を受けたＮＰＯ法人はＰＳＴ要件を満たすものとした。

○ 仮認定の創設

改正ＮＰＯ法により新認定制度を創設し、設立後５年を経過しない法人についてＰＳＴ要件を免除する仮認定制度

を導入した（平成24年4月施行。経過措置規定により、施行後３年間は全ＮＰＯ法人が仮認定を申請可）。

ソーシャルキャピタル
育成の支援

○ 新しい公共支援事業 【内閣府、8,750百万円（H22年度補正）、879百万円（H23年度３次補正）】

「新しい公共」が自立的に発展する基盤づくりを図るため、NPO等の活動基盤整備、寄附募集、融資利用の円滑

化を支援するとともに、NPO、地方公共団体、企業等が協働する取組を支援する。

社会的活動を担う人
材育成

○ 被災地での起業と復興に係る人材育成の支援 【内閣府、3,200百万円（H23年度3次補正）】

被災地における起業と雇用を創出するため、「復興支援型」の事業を通じて、被災地での起業支援と復興に役立

つ人材の育成を重点的に支援（平成２４年度末まで）。

国・自治体等の業務
実施にかかわる市民
セクター等との関係
の再編成

○ 民間の担い手によるまちづくり活動の促進 【国土交通省、182百万円】

市民・企業・ＮＰＯなどの知恵・人的資源等を引き出す先導的な都市施設の整備・管理の普及を図るため、まちづ

くり会社等の民間主体によるまちづくり計画・協定の策定や、都市再生特別措置法の都市利便増進協定等に基づく

施設整備等に対して、国が補助を行う。

○ ＰＦＩ法の改正 【内閣府】

平成23年5月、ＰＦＩ対象施設の拡大、民間事業者による提案制度の導入、公共施設等運営権に係る制度の創設

を内容とするＰＦＩ法の改正により、民間資金の活用等を促進。

企業の公共性や社
会性に目を向けた経
営支援

○ 大震災復興に係るソーシャルビジネスの創出支援 【経済産業省、200百万円（H24年度政府予算案）】

被災地におけるソーシャルビジネスのノウハウ移転や新規事業創出支援、成果の普及啓発等を補助。 2



２．「「新しい公共」推進会議の提案と制度化等に向けた政府の対応」の主な対応状況

提 案 対 応 状 況

政府と市民セクターとの関係のあ
り方の見直し
・多様な「新しい公共」の担い手の参画
・適切な公契約の実施
・政府と市民セクターの人材交流の促進
・職員の市民活動への参加の奨励 等

左記の「新しい公共」推進会議の提案の実現に向けて、政府内において通知等

により周知徹底を図るとともに、地方公共団体に対して説明会等により普及啓発

を行い同様の取組を促進。

情報開示・発信基盤の整備の推進
・ＮＰＯ法人に関する閲覧情報のイン
ターネットでの開示

・基本情報の提供体制の整備
・市民からの苦情等への対応 等

ＮＰＯ法人の情報開示発信基盤としての新ＮＰＯ法人ポータルサイトの整備に

ついて、「新しい公共」推進会議の提言において提示された論点を踏まえながら、

平成24年度初めからの稼働に向けて準備中。

「新しい公共」による被災者支援活
動等に対する後押し
・「熟議」による復興の街づくりの促進及
び必要に応じた支援の実施

・「新しい公共」による支援を応援する資
金面での環境整備

・新しい地域づくり支援のための総合的
な支援拠点の整備 等

○ 新しい公共支援事業【内閣府、879百万円（H23年度3次補正）】

東日本大震災被災地域等において、支援拠点の整備、まちづくり支援などに

対する「新しい公共」の担い手の取り組みを引き続き支援するとともに、平成23

年度補正予算において、被災３県の新しい公共支援事業基金を積み増し。

○ 指定寄附金の指定 【財務省】

ボランティア団体等が行う被災者支援活動のために中央共同募金会が募集す

る寄附金、被災者支援活動を自ら行う認定特定非営利活動法人及び公益社団・

財団法人が募集する寄附金等を指定寄附金として指定

○ 地域づくりに係る中間支援組織に対する支援 【国土交通省、198百万円

（H23年度3次補正）】

地元企業、地縁組織、ＮＰＯ等の多様な主体により、被災地における的確な行

政サービスの代行・補完を行うため、被災地で活動する中間支援組織を支援。
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Ⅱ．新たな寄附税制等
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１．認証ＮＰＯ法人数及び認定ＮＰＯ法人数の推移
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①認証ＮＰＯ法人数の推移 ②認定ＮＰＯ法人数の推移



２．公益法人数とその税額控除対象数の推移

①公益法人の認定件数の推移
（内閣府所管、都道府県所管法人の合計値）

※平成23年12月時点で内閣府所管の公益法人は、844法人であり、平成23年12月末現在、約650法人からの移行認定申請・公益認定申請があり、すべての
申請が認められると平成24年４月時点で内閣府所管の公益法人は約1,500法人となる見込み。
また、平成23年11月に行ったアンケート結果によると、移行期間内にさらに約600法人からの移行認定申請があり、移行期間終了時には内閣府所管の公

益法人は約2,100法人以上となる見込み。

②税額控除の証明を受けた公益法人数の推移

6

内閣府所管法人：844法人、
都道府県所管法人：1,424法人
(平成23年12月末現在)



法人数 税額控除の対象法人数
【 】内は絶対基準に基づき税額控除対象法人とし
て認定または証明を受けた法人数

公益社団法人
公益財団法人

全体
２，２６８ （１２/３１）

２２０ （１２/３１）

【１６０】（１２/３１）

国
所管

８４４ （１２/３１）
１１５ （１２/３１）

【 ８５】（１２/３１）

地方
所管

１，４２４ （１２/３１）
１０５ （１２/３１）

【 ７５】（１２/３１）

学校法人

全体
７，９３５ （５/１）

１９２
【１９０】

（※）時点の異なる国所管法人と地方所管法人の単純合計

国
所管

６６８ （１１/１７）
１８１ （１２/２０）

【１８０】（１２/２０）

地方
所管

７，２６５ （１０/３１）
１１ （１０/３１）

【 １０】（１０/３１）

社会福祉法人

全体
１８，９８８ （３/３１）

９１
【 ８８】

（※）時点の異なる国所管法人と地方所管法人の単純合計

国
所管

３３０ （３/３１）
１８ （１2/１）

【 １７】（１2/１）

地方
所管

１８，６５８ （３/３１）
７３ （１１/１５）

【 ７１】（１１/１５）

更生保護法人 １６５ （１２/２６）
３１ （１２/２６）

【 １７】（１２/２６）

特定非営利活動法人 ４４，０５３ （１１/３０）
２４２ （１２/１６）

【 ０】（１２/１６）

３．税額控除対象法人数一覧
（ ）内は集計時点
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４．改正ＮＰＯ法の施行に向けた取組

平成２４年年４月の改正ＮＰＯ法の施行により、ＮＰＯ法人の認証・認定事務が一元的に
都道府県、政令指定都市に移管されることに伴い、これらの事務が移行後も円滑に行わ
れるよう、以下の取組を実施。

① 施行令、施行規則、条例の制定状況等
・施行令、施行規則 ： 平成２３年１０月に公布済。都道府県、政令指定都市に対し、条例イメージと併せて施行令
等の内容を周知。

・施行条例 ： １０団体が制定済ないし議会へ提案済。残りの都道府県、政令指定都市も１～３月議会に提案予定。
・内閣府において、改正ＮＰＯ法の円滑な施行に向け、都道府県、政令指定都市に対し説明会を実施。

② 法令以外の取り組み
・手引書の作成

申請手引き処理のフロー、申請書等の様式・記載例、法人の管理・運営や所轄庁の監督のあり方等を内
容とする手引書を作成し、都道府県、政令指定都市と調整中。

・ＮＰＯ会計基準
「特定非営利活動法人の会計の明確化に関する研究会」において、NPO法人会計基準と、それに基づく計算
書類の様式例を盛り込んだ報告書を平成２３年１１月にとりまとめ。

・ＮＰＯ法人ポータルサイト
改正NPO法に基づき法人情報等を迅速に提供するため、「新しい公共」推進会議の提言をも踏まえて、
「NPO法人ポータルサイト」を整備し、平成２４年４月に稼働予定。

（※）「ＮＰＯポータルサイト」とは、所轄庁である都道府県がその認証ＮＰＯ法人に係る基本情報を随時更新することで、全国のＮＰＯ法人に関する最新の法人
情報を一元的に管理・公開する内閣府のデータベース。
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５．ＮＰＯ法人以外の法人に対する税額控除手続きの整備

○ 公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人に対する寄附が税額控除の対象となるためには、当該
法人が一定の要件（ＰＳＴと同様の要件及び情報公開に関する要件）を満たしていることの所轄庁による証明
が必要。所管府省において、以下のような証明申請から税額控除に係る確定申告までの手続きフローを作成
し、ＨＰ等で公表。

○ また、地方公共団体、地方支分部局での証明手続きの適正な運用を確保するため、以下のとおり、所管省
庁において、証明手続きに関するガイドライン等を作成するとともに、担当者向けの説明会を実施。

（参考）証明手続きに関するガイドラインの提示等
・都道府県担当部局に税額控除の証明事務に係る業務モデルを提示（公益法人）
・都道府県担当部局に税額控除の証明事務に係る事務連絡、Ｑ＆Ａを送付（学校法人）
・地方公共団体担当部局に税額控除の証明事務に係る課長通知を発出（社会福祉法人）
・地方支分部局に税額控除の証明事務に係る局長通達、証明申請ガイドラインを発出（更生保護法人）

＜証明申請＞

＜証明書の交付＞

＜①寄附＞

＜②交付＞
・領収書
・証明書（写）

＜③確定申告＞
・領収書
・証明書（写）を添付

法 人 所轄庁

税務署寄附者

（参考）証明申請から確定申告までの流れ
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【一般向けの普及啓発】
以下の広報媒体を活用し、新たな寄附税制の内容等について周知。

① 政府広報

・政府広報オンラインＨＰ（常時）

・時事通信社トップページにおけるバナー広告（昨年8月末～9月初旬） 等

② 官邸・省庁ＨＰその他

・官邸ＨＰ「カンフルブログ」（動画・文章、１回ずつ）

・内閣府、文部科学省、厚生労働省、法務省ＨＰ

・私学関係団体の機関誌

③地方公共団体のＮＰＯ関係ＨＰ（４４都道府県、予定を含む）

※ なお、寄附控除対象法人一覧については、内閣府、文部科学省、厚生労働省、法務省ＨＰに掲載されて いる
ところ （学校法人、社会福祉法人は国所管法人のみ）。

【法人向けの普及啓発】
① ＮＰＯ法人向けの説明会等の実施状況（予定を含む）

・地方公共団体による説明会：３９道府県、４７回（うち、新しい公共支援事業を活用した件数は、１７回）

・地方公共団体と中間支援組織の連携による説明会：１７道府県、２１回

・地方公共団体における相談窓口の拡充：９県

② 公益法人に対して、説明会を実施するとともに（昨年６月）、寄附税制に関する記事を掲載した「公益認定等
委員会だより」を配信（昨年８月、１２月）

③ 文部科学大臣所轄学校法人に対して、説明会の開催及び税額控除の証明申請に係るＱ＆Ａを配布（昨年８月）

④ 社会福祉法人について、税額控除に係る証明申請に関する手引きをＨＰ公開

⑤ 更生保護法人に対して、税額控除証明申請ガイドライン等を配布（昨年７月）

６．寄附税制の普及啓発
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Ⅲ．新しい公共支援事業
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1. 都道府県（又は委託を受けた中間支援組織等）が、
ＮＰＯ等の民間非営利組織に対して、以下の事業を
実施し、活動の阻害要因を解決

① ＮＰＯ等の活動基盤整備の支援
（例：財務諸表の作成支援）

② 寄附募集の支援（例：寄附募集ノウハウ提供）

③ 融資利用の円滑化のための支援
（例：専門家派遣による個別指導）

④ （行政機関から業務委託を受けるＮＰＯ等に対
する）つなぎ融資への利子補給

2. NPO等の民間非営利組織、地方公共団体等が連
携して、以下のモデル事業を実施

⑤ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業
（多様な担い手が協働し、地域の諸課題の解決を図る取組）

⑥ 社会イノベーション推進のためのモデル事業
（社会的な課題の解決に向けて、既存の制度や規制の制約を乗り
越える取組）

１．新しい公共支援事業の概要

事業内容（H22～H24年度） 基本スキーム

NPO等を後押し
する事業を実施

交付金
国

地域のNPO等

透明性の高い官民
協働の仕組み

運営委員会

連絡調整

事業のガイドラ
イン作成、事業
の評価 等

新しい公共支援
事業運営会議

都道府県

基本方針・事業
計画の検討、個
別事業の選定
等

平成22年度補正予算（87.5億円）の概要
「新しい公共」の拡大と定着を図るため、各都道府県に交付金を配分し、各都道府県に設置する基金を用いて、ＮＰ

Ｏ等の活動基盤整備や寄附募集の支援等を行うことにより、「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を
後押しするとともに、ＮＰＯ、地方公共団体、企業等が協働する取組を支援する。
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※平成22年度補正予算87.5億円が母数（平成23年度第3次補正予算分を除く）（H23.12末時点）

• モデル事業は事業総額の概ね５割。

※明確に分類出来ないものもある為、事業計画からの推計値。

• NPO等の活動基盤整備等は概ね４割。
• その内訳として情報開示や会計基準の導

入などの活動基盤整備事業が最も多く約
６割を占める。

• 融資利用の円滑化や利子補給事業は小
さい割合になっている。

NPO等の活動基盤整備等の内訳※

２．新しい公共支援事業の各事業の予算配分比率
－各都道府県の事業計画による（事業費ベース）－
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○ 大多数の都道府県で4月～6月にかけて運営委員会を設置・開催し、事業計画の検討、モデル事業の選定を開始

○ 全ての都道府県で運営委員会の審議を経て、基本方針・事業計画を策定済

○ 支援事業全体の進捗状況は、事業費ベースで５１％（12月末現在）

① ＮＰＯ等の活動基盤整備の支援

・財務会計の基礎知識、財務諸表の作成方法等の研修（神奈川県など）

・NPO向けICT指導者養成講座（山梨県）

・ボランティア・コーディネーターの育成（千葉県など）

・専門知識を持つ人材の募集・登録・マッチングに向けた取組（福岡県） など

② 寄附募集の支援

・ファンドレイジングセミナー（山形県など）

・寄附文化の創出と市民ファンド創設に向けた取組（長崎県など) など

③ 融資利用の円滑化のための支援

・融資利用に関するセミナー（活用事例紹介・融資制度説明等）（石川県など） など

④ （行政機関から業務委託を受けるＮＰＯ等に対する）つなぎ融資への利子補給

・「新しい公共」つなぎ融資利子補給金（新潟県） など

⑤ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業

・買い物バスの運行（仮設住宅等の生活環境改善）（岩手県）

・福島の子どもの外遊び支援（福島県）

・自然エネルギー普及のための人づくり・体制づくり（岐阜県） など

⑥ 社会イノベーション推進のためのモデル事業

・高齢者等を対象にした遠隔医療システムの活用による地域の安心の創出（北海道） など

【進捗状況】

【事業事例】

３．新しい公共支援事業の進捗状況等
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１） ８．８億円を岩手県・宮城県・福島県に配分

２） 事業実施期間
平成23年度～平成24年度

○想定される事業のパターン
① 岩手県・宮城県・福島県のNPO等が、自県の被災地の復興を支援
② 全国（上記３県以外）のNPO等が、３県の被災地において復興を支援

（可能な限り地元のＮＰＯ等と連携）
③ 全国（３県以外）のNPO等が、各地に避難している避難者を支援

（各都道府県の協力を得て対応）

※主に新しい公共の場づくりのためのモデル事業
における震災対応案件を想定

平成23年度補正予算（8.8億円）の概要
東日本大震災被災地域等において、「新しい公共」の担い手による支援拠点の整備、地域づくりなどの取組みを支援するた

め、新しい公共支援事業交付金の岩手・宮城・福島県への基金の積み増しを行う。

交付金
8.8億円
（H23～24年度）

岩手県

宮城県

福島県

全国
の
NPO
等

助成

応募

助成

応募

助成

応募

※全国のNPO等が助成対象

補正予算の内容

１）活動支援拠点の構築
・ボランティア調整、まちづくりのための合意形成（熟議
のプロセス）、情報の一元化・発信 等

２）被災者支援活動
・仮設住宅でのコミュニティー形成支援、交通弱者対策
（カーシェアリング）、生活支援（買い物代行） 等

３）地域復興のための支援活動
・まちづくり（防災対策・生活環境整備）、地域活力再生
（地場産業再生）、伝統文化振興 等

１）被災地からの避難者支援
・避難者に対する生活サポート等

被災地における支援（事業例）

被災地以外における支援（事業例）

スケジュール

平成23年11月21日 第3次補正予算成立

平成23年12月5日 ガイドライン改定（震災対応事業等）

平成23年12月～
平成24年1月

３県で事業募集開始予定

平成24年3月まで ３県で事業採択予定

４．新しい公共支援事業による震災対応
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