
 

 

特定非営利活動法人 

 

 

 

 

「認定ＮＰＯ」をご存知ですか？ 

―アサンテナゴヤは認定 NPO 申請を開始しました。－ 

 認定ＮＰＯ法人制度についてご紹介いたします。 

 「認定ＮＰＯ法人」とは、ＮＰＯ法人のうち“「一定の要件を見たしている」と国税庁長官もし

くは所轄庁（都道府県・政令市）が認めた法人”のことで、「ＮＰＯ法人への寄付を促すことにより、

ＮＰＯ法人の活動を支援するために税制上設けられた措置としての制度」（内閣府ＮＰＯホームペ

ージ）です。 

 認定ＮＰＯ法人になると、下記のような一般のＮＰＯ法人にはない「税制優遇」が適用されます。 

 「個人のご寄付」に対しては寄付金税制 

 「企業・法人のご寄付」には損金算入限度額の拡大 

 「相続財産のご寄付」には寄付額分の非課税 

 これは例えば 「年収５００万円で共働き、小学生の子ども２人の世帯」が 5 万円の寄付をした

とき、減税額はその一割にも届かないのが現実ですが、認定ＮＰＯへの寄付の場合は「税額控除」

の適用により寄付した５万円の約 40％、19,200 円が戻ってくることになります。（『認定とろう！

NET』の試算による） 

 寄付に際して、お金が何を目的に使われるのかが一番重要なことであることは言うまでもありま

せんが、税制が優遇されることはご寄付に対する大きな動機付けになることでしょう。認定ＮＰＯ

がより多くの寄付を集めることができる由縁です。財政が安定することはさらなる活動の進展へと

確実につながります。 

 そもそもＮＰＯとは"Nonprofit Organization"あるいは"Not-for-Profit Organization"の略で、非

営利団体のことですが、わが国でＮＰＯ法人という場合は 1998 年 3 月に成立した特定非営利活動

促進法により法人格を得た団体を指します。アサンテナゴヤも正式名称は「特定非営利活動法人ア

フリカ支援 アサンテナゴヤ」です。 

 特定非営利活動促進法に「認証」されたＮＰＯ法人が、さらに「要件を満たしている」ことを【認

定】される事によって認定ＮＰＯ法人へとステップアップします。 

 現在全国に45,000以上のＮＰＯ法人がありますが、認定ＮＰＯ法人は平成24年6月1日現在でわず

か257法人しかありません。 

 ＮＰＯ法人が、比較的形式的に「公益性ある団体であるか」を判定して認証されているのに対し、

より高い税制優遇を適用される認定ＮＰＯ法人は「より客観的な基準において、高い公益性をもっ

ている」ことが認定の条件となります。認定を受けるためには、一般市民に支持されていること、

事業内容、組織運営、情報公開、会計処理の透明性などが精査され、そのハードルは決して低いも

のではありません。 

 より多くの方にご支持頂き、より充実した活動を展開するために、アサンテナゴヤは認定ＮＰＯ

となることを目指しています。 

アフリカ支援 
ア サ ン テ  ナ ゴ ヤ 

2012夏 ニュースレター 



 

活動予定 ① 

第 24回愛知サマーセミナー 

 7月 14日（土）～16日（月・祝） 参加 

アサンテの受け持ち講座は下記です。 

ご来場をお待ちしています。 

日時：平成 24年 7月 16日（月･祝） 14：50～16：10 

会場：東邦高校   4階 2F教室 

講座内容は・・・ 

「ケニアってどんなとこっ？」「ケニアにおける無料医療キャンプ」「エイズに関する基礎知識」等々 です。 

活動予定 ② 

2012年度無料医療活動 アフリカ、ケニア・GEM EAST村 

日時：平成 24年 9月 13日（木）～平成 25年 9月 24日（月） 

活動報告 

アースデー高山 2012  6/2・3 

 

 

アマアフリカンフェスタ  6/2・3 

 

 

 

   井戸掘り研修 6/16・17                ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ名古屋-中 チャリティ  6/22 

  

 

 

 

 

 



 

2012 年度 アフリカ支援アサンテナゴヤ 無料医療活動 路程 

9/13（木）         

大韓航空  

KE758 
13:35 発 中部国際空港 第一陣 

内海大介、飯田、児山、佐野、水谷、

石川、岡本、日比野、玉木、岩崎 

大韓航空  

KE959 
15:35 着 仁川（ソウル） 東京組合流 石川博司、美里、渋谷、菊池、山内 

  21:30 発 仁川（ソウル）   到着⇔出国 DODO：20 名乗りバス 

9/14（金） 05:30  着 ナイロビ着 準備日 kenya comfort hotel  

9/15（土）   
チャイルドドクター  

プログラム見学      
kenya comfort hotel  

9/15（土）         

大韓航空  

KE2 
17:00 発 成田 第二陣 内海眞、鈴木、菱田（成田発 搭乗）                         

大韓航空  

KE959 
19:25 着 仁川（ソウル）     

  22:15 発 仁川（ソウル）     

9/16（日） 05:30  着 ナイロビ着 第一陣・第二陣 合流 

  8:00-14:00 陸路 宿泊地（キシ）   Nyakoe hotel（昨年と同様） 

9/17（月） 9:00-15:00 GEM 医療活動     

9/18（火） 9:00-15:00 GEM 医療活動     

9/19（水） 9:00-15:00 GEM 医療活動     

9/20（木） 9:00-15:00 GEM 医療活動     

9/21（金） 9:00-15:00 GEM 医療活動     

9/22（土） 8:30 出発 陸路 ナイロビへ   ナイロビ到着後医療廃棄（ﾗｲｵﾝｽﾞ Hp) 

夕食会予定（公文先生、宮田さん：ﾁｬﾄﾞｸ・沢崎さん：JICA） kenya comfort hotel  

9/23（日）         

大韓航空  

KE960 
10:30 発 ナイロビ   全員帰国 

9/24（月） 04:30 着 仁川（ソウル）     

大韓航空  

KE757 
10:40 発 仁川（ソウル）     

  12:25 着 中部国際空港     

 

＊2012年度無料医療活動  メンバー構成 

医師 7名・看護師 3名・検査技師（獣医）1名・鍼灸師 2名・薬剤師 3名・スタッフ 3名 

今年は新たに歯科医師の参加が叶いました。 



 

ご報告 

＊ あいちモリコロ基金助成金 1,000,000円 交付決定！！ 

 （1,000,000円はすべて無料医療キャンプ費用として申請、使用させていただきます） 

＊ 法改正に伴う「定款」を変更するため 5 月 6 日（日）に臨時総会を開催しました。名古屋市へ申請、

届出をすませ、受理連絡を待っています。 

 

再会！ 

2009 年 4 月に訪問したマゴソスクール（ナイロ ビキベラスラム）の創設者 

リリアンさん、教師のオギラさんが来日されました。内海先生を覚えておられ、

感激の 1日でした。 

  

リリアンさんはキベラスラムで生まれ、18

人兄弟の長女。両親が亡くなった時、一番下

の弟さんは 5 歳。18 人の兄弟をリリアンさんが養うためスラムでの最初の

仕事は長屋が新しく建てられる場所へ行き、土壁を塗る仕事だったそうで

す。1 日中頑張っても得られるお金は 30 円。辛い仕事をしながら「頑張る

しかない」と強い信念を持ち続けて毎日暮らす中、スラムの中には自分よりもっと辛い立場の子供たち

がたくさんいる。その子供たちには「まわりの大人たちからの愛、心の触れ合い、はげましがお金より

大切なもの」だと気づき、リリアンさんと兄弟が住む隣の長屋の部屋を借り 20 名程の事情を抱える近

所の子供たちに勉強を教える場所がマゴソスクールの始まりと話されました。まわりの大人たちの理解

と助けで現在は 500名の児童を受け入れているそうです。 

 質問の時間に移り、医療問題の返答に早川さんから内海先生にご意見を求められました。その時にア

サンテのケニアでの活動も来場者へご紹介いただけたこともあり散会後看護師さんから会への問い合

わせもありました。 

リリアンさんは日本のトイレにびっくり、ワギラさんは交通網の発達に驚いたこと、日本人の礼儀正

しさをたたえておられました。 

 3 年前マゴソスクールに来訪した時の子供たちの笑顔を思い出し、もう一度会いに行きたいと思まし

た。 

 

＊会費、賛助会費、協賛金をいただいた企業・団体および個人（敬称略） 

（平成 24年 1月 1 日から平成 24年 6 月 22日までにお志を賜った方を掲載しています。） 

国際ソロプチミスト名古屋-中・青木孝・熊谷里枝・百合草宮子・医）石田整形外科 石田義人 

松原夫佐子・椎野誠一・川合香名子・土屋二郎・健康風呂ゆかり･小田賢一・小田キミエ・小田友紀 

大岩洋子・木村満・小田一郎・井上由紀恵・武田靖季・武田栄子・高山眞・加藤広子・武洋子・ 

半田カトリック教会・尼子道子・高村幸子・内海眞・小川賢二・AOI募金・榊原純夫・大下博・野村浩子 

平成 23年 10月 1日から平成 24 年 7月 3日までに合計で 3,020,728 円のご支援を賜りました。 

 

事務局：〒461-0004 名古屋市東区葵 1-25-1 ﾆｯｼﾝﾋﾞﾙ 906 号 TEL/FAX 052-933-1588 理事長 石川佳子 


