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要　約

　本研究では，広島の特定非営利活動法人（NPO法人）の経済実態について，広島県（県民活動
課）に提出されている平成18（2006）年度の事業報告書（406団体）のデータをもとに調査・分
析を行った。広島のNPO法人の総収入は41億円2,968万円である。また，NPO法人の活動によ
る経済波及効果は140億円余り，雇用創出効果は1,080人と推定される。また，民間非営利組織
の代表的な組織形態であるNPO法人と一般社団法人・一般財団法人に関して，情報開示制度を中
心に考察を行い，わが国の「民間による公共」を推進するうえでの課題を示した。

　1　．研究の背景と目的

　わが国社会は，従来の企業セクターと行政セクターを中心とする二元的な社会（20世紀型社
会）では解決が困難と思われる数多くの課題を抱えている。このような状況のもと，1990年代後
半から「NPOセクター」（あるいは，サードセクター，独立セクターなど）と称される民間非営
利組織が台頭してきており，経済社会におけるその役割が注目されるようになっている。

　このNPOセクターの中核を担うことが期待されているのが，1998年に施行された特定非営利活
動促進法（以下，NPO法と記す）によって認証された特定非営利活動法人（以下，NPO法人と記
す）である。現在，内閣府または都道府県から認証されたNPO法人の団体数は　4　万を超え，その
活動内容は，高齢者福祉，育児・子育て，まちづくり，環境保護など多彩な分野にわたっている。

近年は，CSR意識の高まりを背景として「企業とNPO法人との協働」，あるいは行財政改革のも
と「行政とNPO法人との協働」による各種事業等が全国各地で数多くみられるようになっている。
　ところで，NPO法が施行されてから12年が経過したが，“未完成な法律”と言われている現行
のNPO法による制度と，この10年間で質・量ともに著しく変貌したNPO法人の実態との間に乖
離が生じており，さまざまな局面で混乱がみられるようになっている。今後の「民間による公共」

を考察するうえで，NPO法人の経済実態を正確に把握しておくことが肝要であろう。また，明治
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時代に民法が制定されて以来100年以上続いた公益法人制度の改革が行われ，2008年12月か
ら，新公益法人制度がスタートした。今後，NPO法人制度と新公益法人制度は，併存していくの
か，それとも統合化へのプロセスをたどるのか関心が高まっている。

　上記のような問題意識のもと，本稿の目的は，NPO法人の経済実態を現行の会計報告をもとに
調査すること，およびNPO法人，一般社団法人・一般財団法人の特徴と情報開示制度を検討す
ることにより，今後の「民間による公共」の推進の在り方を考察することにある。

　2　．広島のNPO法人の概要

　図　2　－　1　は，全国と広島県におけるNPO法人数の推移である。2007年度末現在のNPO法人数
は，全国では　3　万　6　千余団体，広島県においては530余団体である。人口割合でNPO法人数を比
較してみると，全国平均では人口約3,600人当たり（＝　3　万　6　千団体／　1　億　3　千万人），広島県で
は人口約5,300人当たり（＝530団体／280万人）にひとつのNPO法人が存在していることにな
る。人口比のうえでは，広島県におけるNPO法人数は全国で36位（2006年度末時点）となって
いる。

　また，図　2　－　2　は広島県における活動分野別のNPO法人数を表している。NPO法が列挙する
特定非営利活動の分野で言えば，「保健・医療・福祉の増進」であり，具体的には，乳幼児，高齢

者，身体障害者等の介護活動を行っているNPO法人数が約半数を占めている。

図　2　－　1　　NPO法人数の推移
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　3　．広島のNPO法人の経済実態

　3　－　1　．分析データ

　現行のNPO法では，すべてのNPO法人に対して財産目録，貸借対照表及び収支計算書につい
て所轄庁への提出を規定している（第28条，第29条）。
　調査・分析には，所轄庁である広島県（県民活動課）に提出されている平成18年度の事業報告
書等の財産目録，貸借対照表，収支計算書のデータ（406団体）を用いる。

　3　－　2　．結果

　3　－　2　－　1　．収入規模別NPO法人数

　表　3　－　1　は，収入規模別のNPO法人数である。年間予算が100万円未満の小規模な法人が約
40％を占めている。会員がボランティア（無償）でおこなった活動は，収支計算書には掲載され
ておらず現行の会計制度では把握できない。

図　2　－　2　　広島県内の活動分野別NPO法人数 （2007年　4　月末現在）

出所：ひろしまNPOセンター編（2007）

表　3　－　1　　収入規模別NPO法人数

比　率団体数収　　　　入

39.9％162※　　　　　　　　　100万円未満
26.6％108　100万円以上，　500万円未満
12.1％49　500万円以上，1,000万円未満
17.5％711,000万円以上，5,000万円未満
3.0％125,000万円以上，　　　1　億円未満
1.0％4　　　　　　　　　　1　億円以上

※収入・支出ともに「　0　」の44団体を含む
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　3　－　2　－　2　．NPO法人の収入構成

　図　3　－　1　は，NPO法人の収入構成を表している。総収入は41億2,968万円である。その内訳
は，入会金・会費：　2　億757万円（　5　％），事業収入：24億8,275万円（60％），民間からの寄付
金・助成金：　3　億1,389万円（　8　％），行政からの補助金・委託金：　2　億1,021万円（　5　％），その
他：　9　億1,525万円（22％）となっている。

　3　－　2　－　3　．経済波及効果

　事業報告書から入手したデータをもとに，「平成16年度広島県産業連関分析ツール」を用いて，
NPO法人活動による経済波及効果と雇用創出効果を算出した（詳細は付表を参照）。
　経済波及効果は140.4億円，雇用創出効果は1,080人と推定される。この数値には，収支計算書
に掲載されていないボランティア活動や，NPO法人が行っているコミュニティビジネス，ソー
シャルビジネスなどの収益事業に関する経済効果は含まれていない。これらの効果を含めれば，

NPO法人の活動による経済波及効果はさらに大きくなる。

　4　．新公益法人制度

　前節まででは，NPO法人の経済実態を広島県のケースを取り上げ調査した。本節以降では，
2008年12月にスタートした新公益法人制度をNPO法人制度と比較しながら検討して，今後のわ
が国の「民間による公共」のあり方を考察する。

　4　－　1　．従来の公益法人制度の問題点

　公益法人の法的根拠は，改正前の民法第34条であり，次のような条文であった。「学術，技芸，
慈善，祭祀，宗教その他の公益に関する社団又は財団であって，営利を目的としないものは，主

務官庁の許可を得て，法人となることができる。」すなわち，公益に関することは主務官庁が決め

ることが定められていた。公益法人制度改革に関する有識者会議（2004）は，従来の公益法人の
問題点として以下の　6　点を指摘している。
①　主務官庁の許可主義の下，裁量の幅が大きく，法人設立が簡便でない。

図　3　－　1　　NPO法人の収入構成
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②　事業分野毎の主務官庁による指導監督が縦割りで煩雑。

③　情報開示（ディスクロージャー）が不十分。

④　公益性の判断基準が不明確。

⑤　公益性を失った法人が公益法人として存続し続ける。

⑥　ガバナンス（法人の管理運営のあり方）に問題がある。

　公益法人の不祥事等を背景として議論が本格化した公益法人制度改革は，以上のような問題点

や弊害を除去するという観点から検討された。

2．2．公益法人制度改革の経緯
　公益法人制度改革の主な流れを簡単に整理すると以下のようになる。

①　2002年　3　月「公益法人制度の抜本的改革に向けた取り組みについて」が閣議決定された。そ
こでは，公益法人制度に関して，抜本的・体系的な見直しを行うこととし，2005年度末まで
を目途に法制上の措置を講ずることが示された。

②　2003年　6　月「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」が閣議決定された。そこでは，
従来の公益法人制度に代わる一般的な非営利法人制度の創設が提起された。

③　2004年11月公益法人制度改革に関する有識者会議による「報告書」が公表された。そこで
は，上述した閣議決定の内容を踏まえ，新たな公益法人制度の仕組みが提案された。

④　2004年12月「今後の行政改革の方針」が閣議決定された。そこでは，公益法人改革関連法
の原案となる公益法人制度改革の基本的枠組みが具体的に提示された。

　以上のような経緯を経て，「一般社団法人及び財団法人に関する法律」（以下，一般法人法と記

す），「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（以下，公益認定法と記す），およ

び「一般社団法人及び財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」（以下，整備法と記す）が，2006年　5　月26日
に成立し，同年　6　月　2　日に公布された。そして，冒頭に記したように，2008年12月　1　日から施
行された。併せて公益法人制度に関わる民法の規定は削除された。以下では，一般法人法，公益

認定法，整備法の主な規定内容をもとに，一般法人（一般社団法人・一般財団法人），公益法人

（公益社団法人・公益財団法人），特例民法法人（特例社団法人・特例財団法人）制度について概

観する。

　4　－　2　．新公益法人制度

　4　－　2　－　1　．一般法人法

　新制度の特徴のひとつは，法人格取得の問題と公益性判断とを分離したところにある。一般法

人法は，その第　1　条に「一般社団法人及び一般財団法人の設立，組織，運営及び管理については，
他の法律に特別の定めがある場合を除くほか，この法律の定めるところによる」とあるように，

法人格取得の要件について定めている。表　1　は，特定非営利活動法人（NPO法人）と一般法人の
概要を比較したものである。

　新制度では，当該団体が非営利であれば，公益性の有無とは無関係に，一般法人法の要件の下

で法人格が認められることになった。しかも，法人格を取得するために主務官庁などの監督官庁

の関与は必要なく，定款を作成して設立登記を行えば法人として成立するという準則主義が採用

されている。「非営利であれば同好会や同窓会でも法人としての設立が可能であり，しかも，準則

主義がとられたことにより，一般社団法人または一般財団法人を設立することは，株式会社並み
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に簡便になったということができる」（熊谷　2009）。

　図　4　－　1　は，一般法人法が施行された2008年12月　1　日から2009年　8　月末までの一般法人の
設立数推移を月別に表したものである。法律施行から　9　ヶ月間で，一般社団法人が1,919団体，
一般財団法人が307団体設立されており，平均すれば，ひと月に約250団体が新設されているこ
とになる。一般法人については，田中・他（2010）では「今後も増えていくことは明らかです。
その時に心配するのは，営利企業の場合には市場原理，市場の競争によってある種，洗礼を受け

るわけですが，非営利セクターの場合には＜中略＞評価メカニズムや浄化機能がよく見えないと

ころがあります。また非営利法人には倒産にあたる明確な概念がありません。そうすると休眠法

人が増え，実際に機能していないものまで社会に滞留する可能性がある（発言者　田中）」など，

様々な危惧が指摘されている。

　「ある意味では究極に自由化されている」一般法人制度が，今後どのように利用されていくの

か，注意深くみていく必要があろう。

図　4　－　1　　一般法人の設立数推移

出所：シーズ・市民活動を支える制度をつくる会（website）をもとに筆者作成

表　4　－　1　　NPO法人と一般法人の概要比較

一　　般　　法　　人特定非営利活動法人

（NPO法人） 一般財団法人一般社団法人

一般社団法人及び財団法人に関する法律

（2008年12月　1　日施行）
特定非営利活動促進法

（1998年12月　1　日施行）根拠法

準則主義（登記だけで設立）認証主義（所轄庁が認証）設立手続

特に規定なし17分野の特定非営利活動対象となる活動

－　2　人以上10人以上社員数

　3　人以上　3　人以上　3　人以上理事数

　1　人以上置かなくても可　1　人以上監事数

定款を事務所に

備え置く

社員名簿を事務所に

備え置く

事業報告書等を所轄庁に提出

事務所に備え置く
情報公開

300万円以上の財産基金の設置が可特に規定なし財産・基金

非営利一般法人は収益事業のみ課税

他の一般法人は全所得に課税
収益事業のみ課税法人税課税

課　税非課税登録免許税

出所：脇坂（2009），山岡（2009）をもとに筆者作成
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　4　－　2　－　2　．公益認定法

　新公益法人制度は，上述したような一般社団法人または一般財団法人のうち，公益認定を受け

た法人を公益社団法人または公益財団法人とすることにしている。この公益認定のための要件や

手続を定めた法律が公益認定法である。

　公益認定法の目的として，第　1　条には次のように定められている。「この法律は，内外の社会経
済情勢の変化に伴い，民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のた

めに重要となっていることにかんがみ，当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を

設けるとともに，公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め，もって

公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする」。

　しばしば，新公益法人制度は　2　階建ての建物に喩えて説明がされる。建物の　1　階部分が一般社
団法人・一般財団法人であり，　2　階部分が公益社団法人・公益財団法人であるとして，「　1　階部
分に入るのは簡単だが，　2　階に上がるのは容易ではない」という言い方である（熊谷　2009）。こ
れは，一般社団法人・一般財団法人の設立は容易になったのに対し，公益認定基準が厳しく，公

益社団法人や公益財団法人になることが難しいということを表現している。

　シーズ・市民活動を支える制度をつくる会（website）によれば，2009年11月末までに新公益
法人制度により公益認定を受けたのは，公益社団法人（　5　団体），および公益財団法人（11団体）
の合計16団体だけとなっている。

　4　－　2　－　3　．整備法

　主に既存の社団法人・財団法人についての対応を定めたのが整備法である。整備法により，既

存の社団法人・財団法人の設立・運営の根拠となっていた民法の規定は，ほとんど削除された。

そして，整備法施行日以降は，既存の社団法人・財団法人は，一般法人法にもとづく一般社団法

人または一般財団法人として存続することになった。

　ただし，整備法は既存の社団法人・財団法人がそれ以前と同じように運営することが出来るよ

うに特例を設けている。特例が認められた既存の社団法人・財団法人は，特例社団法人・特例財

団法人といい，合わせて特例民法法人と呼ばれている。

　これら特例民法法人は，新公益法人制度がスタートした2008年12月　1　日から　5　年以内に，一
般社団法人・一般財団法人に移行するか，公益法人に移行しなければならない。一般社団法人・

一般財団法人への移行には「移行認可申請」が必要であり，公益法人への移行には「移行認定申

請」が必要である。

　表　4　－　2　および表　4　－　3　は，2009年11月末までになされた，特例民法法人の移行認可申請と

表　4　－　2　　一般社団・財団法人への移行認可申請数と処分数

移行認可

処分

移行認可

申請

0
6
3
7

14
19
18
35

2008年12月～2009年　2　月
2009年　3　月～　5　月
2009年　6　月～　8　月
2009年　9　月～11月

1686累　　計

出所：シーズ・市民活動を支える制度をつくる会（website）のデータをもとに筆者作成
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移行認定申請数，及び処分数を示している。約25,000法人の特例民法法人のうち，申請があっ
たのは計404法人，割合にして1.6％に過ぎない。申請時期が後方にシフトしていくと，　4　年
目・　5　年目に申請が集中して審査期間の長期化が懸念されている。

　4　－　3　．新公益法人制度の課題

　建物の　1　階部分が一般社団法人・一般財団法人であり，　2　階部分が公益社団法人・公益財団法
人であるという喩えを使えば，従来の公益法人制度は，そもそも　2　階部分しかなかった。そして，
その　2　階に行くための基準も明確ではなかった。
　新公益法人制度では，　2　階に上がるための要件が明確にされたので，使い勝手のよい制度であ
ると言われていた。

　ところが，実際の運用においては「事務当局は役所の今までの認可特有のどうでもいいことに

こだわり，法律の要件ではないのにもかかわらず細かく文句をつけていくという態度が変わって

いない。新法の精神が全く守られていない」という問題点が指摘されている（田中　他　2010　
発言者　堀田）。

　また，新公益法人制度と他の非営利法人制度の今後の枠組みの問題，とりわけ，特定非営利活

動法人（NPO法人）制度との関係については，　2　制度並存なのか，それとも　1　制度に統合される
のかは，今後の市民社会の動向にとっては大きな問題となる。

　5　．新公益法人制度とNPO法人制度

　新公益法人制度は，NPO法人制度にどのような影響を与えていくのであろうか。
　山岡（2009）は，新公益法人制度がスタートしてからのこの　1　年間の動きをもとに，以下の　3　
点を指摘している。

①　従来のNPO法人設立数の半数は一般法人に移ってきており，NPO法人は市民活動型の団体
に純化している。

②　認定NPO法人に馴染みやすい団体と公益法人に馴染みやすい団体があり，市民活動型の団
体でも一般法人を経て公益法人へと向かう可能性がある。

③　市民活動型の団体に使いやすいNPO法人・認定NPO法人に向けての抜本的な改正に向けた
一層の努力が必要になる。

　第173回国会での内閣総理大臣所信表明演説にもとづき，内閣府内に「新しい公共」円卓会議
が設けられた。この会議の趣旨は「「新しい公共」という考え方やその展望を市民，企業，行政な

表　4　－　3　　公益社団・財団法人への移行認定申請数と処分数

移行認定

処分

移行認定

申請

0
13
17
36

64
41
80
133

2008年12月～2009年　2　月
2009年　3　月～　5　月
2009年　6　月～　8　月
2009年　9　月～11月

66318累　　計

出所：シーズ・市民活動を支える制度をつくる会（website）のデータをもとに筆者作成
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どに広く浸透させるとともにこれからの日本社会の目指すべき方向性やそれを実現させる制度・

政策の在り方などについて議論を行うことを目的」としている（内閣府website）。2010年　1　月27
日に第　1　回目の会議が開催されたが，そこで配布された資料によれば，「新しい公共」を促進する
ための社会制度として，法人制度・税制のあり方も検討事項のひとつとして記されている（内閣

府website）。
　NPO法人制度と新公益法人制度については，　2　制度並存のままなのか，　1　制度に統合化され
るべきなのかなど，識者により議論が分かれているところでもある。NPO法人制度と新公益法人
制度だけでなく，他の非営利法人制度を含め，今後，わが国のNPO制度がどのように存続・発
展していくのか注視していく必要があろう。
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