入会のご案内

当協会へのアクセス

◆ご入会のメリット
■ 相談室を無料でご利用いただけます（面接及び電話相談）。
■ 情報誌『公益法人』
（月刊）をお送りいたします。
■ メールマガジン「公法協 E－mail 通信」をお送りいたします。
■ 当協会発行書籍を会員価格にてお求めいただけます。
■ 当協会主催セミナーを会員料金にてご受講いただけます。
■ 講師派遣を会員料金にてご利用いただけます。
■「役員賠償責任保険団体制度」
「個人情報漏えい保険団体制度」

公益財団法人

にご加入いただけます。

―

公益法人協会

民 間公益活動 推進セ ンター

―

ＫＯＨＯＫＹＯ

＊大手損保と提携。個別契約より掛金(保険料)が低額で、加入手続が簡便
です。

◆会員種別・会費

【入会金】５０，０００円（一律、入会時のみ）

The Japan Association of Charitable Organizations

【年会費】※通常、一口でお申込ください。
●普通会員（一口

〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-27-15

７２，０００円）

公益法人、一般法人、社会福祉法人、更生保護法人、ＮＰＯ法人

●特別会員（一口

イントランス本駒込ビル７Ｆ

●JR 山手線『駒込』駅南口から徒歩 10 分
●東京メトロ南北線『駒込』駅 2 番出口から徒歩 8 分
●都営地下鉄三田線『千石』駅 A1 出口から徒歩 8 分

８４，０００円）

任意団体、企業、専門職・税理士法人、個人等

●都営バス
・茶 51 系統(JR 秋葉原駅～駒込駅南口)『上富士前』

●賛助会員（一口

または『駒込富士前』から徒歩 3 分

１２０，０００円）

公益法人、一般法人、社会福祉法人、更生保護法人、ＮＰＯ法人、
任意団体、企業、専門職・税理士法人、個人等

◆お申込先
「入会申込書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類と共にご郵送
ください。
ホームページから直接お申し込みいただくこともできます。

ご郵送先 〒113-0021 東京都文京区本駒込 2-27-15
公益財団法人 公益法人協会

総務部 宛

・上 58 系統(上野松坂屋前～早稲田)『上富士前』 から徒歩 3 分

■ご入会に関するお問い合わせ
代表 TEL：03-3945-1017
FAX：03-3945-1267
■書籍に関するお問い合わせ
出版担当 TEL：03-6824-9875（直通）
■セミナーに関するお問い合わせ
研修担当 TEL：03-6824-9874（直通）
公益財団法人

URL

公益法人協会

http://www.kohokyo.or.jp/

― SINCE 1972 ―

※類似名称の団体がございますが、当協会とは一切関係がございません。
JUL16

当協会の事業のご紹介

相談室

～設立、公益認定、運営、会計などあらゆるご質問に～

公益法人協会は、公益法人の健全な育成発展に貢献し、公共の

当協会設立以来の歴史ある相談室。公益法人・一般法人、

福祉の増進に寄与することを目的に、1972 (昭和 47)年、総理府

いずれのご相談にも幅広く応じており、相談者様の立場に

(現・総務省)の許可により設立。2009(平成 21)年 4 月、公益財団法

立った親身で確かなアドバイスは、大変ご好評をいただいて

人に移行（併記呼称「民間公益活動推進センター」）。

おります。面接及び電話相談は、会員の皆様にはすべて無料

「公益活動を担う団体による自律的で創造的な公益活動を推進、

でご利用いただくことができます。

支援することにより、社会における非営利セクターの役割の向上と

＜東京＞面接予約（03-6824-9872） 電話相談（03-6824-9871）

発展に寄与すること」を目的としています。

設立・公益認定・運営

毎週 月～金曜

－主な事業－

資産運用

毎週 月・水・金曜
10 時～11 時 30 分・13 時～15 時 30 分

（公益目的事業１） 民間公益活動の普及啓発事業
書籍頒布、Web による情報提供、シンポジウム開催

会計・税務

毎週 月・火・木・金曜
10 時～11 時 30 分・13 時～15 時 30 分

内外非営利セクターとの連携、メディア対策、インターンシップ制度
（公益目的事業２） 民間公益組織の支援及び能力開発事業
相談業務、研修・セミナー、機関誌発行、情報公開共同サイト
（公益目的事業３） 民間公益活動、組織及び制度の調査研究、提言事業
調査研究、専門委員会事業、提言事業

◆出版

～わかりやすく・ためになる最新実務情報～

－法人運営の実務に資する豊富なノウハウ提供

より良き民間公益活動へ、自律した適正かつ健全な公益・
一般法人運営のための実務書を豊富に取りそろえています。
必携定本『運営実務』
『会計実務』
『税務実務』
。よくわかる
『理事の役割と責任』『一般社団・財団法人の設立』『税金の
しくみ』
『公益法人会計はじめの一歩』
、テーマ型では『定款・
諸規程例』
『仕訳ハンドブック』等、きめ細やかに法人ニーズ
や、実務担当者に即した内容充実を図ってまいります。

｢共同サイト」は、法人様の情報公開や電子公告の場として
低廉な価格でご利用いただける WEB サイトです。公告事項の
ほかにも、様々な情報（寄附募集や事業案内等）の掲載にも
対応しております。
｢共同サイト」URL

http://www.disclo-koeki.org/

NOPODAS（非営利法人データベースシステム）
NOPODAS（Non-Profit Organizations Database System)は
公益セクターの総合情報ナビゲーションサイトとして平成 20
年 12 月 1 日に開設されました。本サイトは、“民間主体の
公益活動・非営利活動”の活発化を目指し、公益・非営利活動
を行っている法人・団体に、活動をＰＲする手段を提供すると共に、
このような活動情報を含む公益法人・一般法人の情報を提供

＜大阪＞面接予約（03-6824-9872）
設立・公益認定・運営

毎月第２、第４金曜

資産運用・会計・税務

10 時～11 時 30 分・13 時～15 時 30 分

※ご相談内容によっては、スカイプ（テレビ電話）を使用し東京の相談員がお応えします

出版・機関誌

一般法人・公益法人等情報公開共同サイト

セミナー・講師派遣

～法人実務を全力サポート～

しています。
｢NOPODAS｣ URL

http://www.nopodas.com/

調査研究・提言活動

～制度環境 改善のために～

◆調査研究・提言活動
・調査研究事業

◆セミナー
・会計セミナー
会 計 セ ミ ナ ーの 最 終 目標 は適 正 な 決 算 書の 作 成 です 。
役員・職員を問わず、会計初心者の方を対象にした入門編に
始まり、順次ステップアップ、基礎編、実務編、さらに仕上
げの決算編と続きます。全国各地で開催。
・特別セミナー

日本における非営利法人制度の学術的発展を図るべく、諸
外国における事例研究等各種自主研究、受託研究などを行っ
ています。
・４専門委員会（法制、税制、コンプライアンス、会計）
会員団体の役職員有志と専門家らからなる 4 つの専門委員
会を設置し、より良い制度環境の実現のために各方面へ積極
的に提言活動を行っています。

法人様の最大の関心事は、新法の下での日常的な法人運営
です。当協会では理事会や社員総会・評議員会などの機関運

◆機関誌

－斯界一等の総合情報誌＆コラム・最新公益情報配信

月刊『公益法人』は、民間公益セクターにおいて４０余年
の歴史を誇るオピニオン誌。政策提言から法制度解説、内閣
府はじめ各行政庁レポート、表紙写真はじめ会員法人の紹介、
各種特集記事からイベント情報まで充実満載です。毎月１５
日発のメールマガジンは、時機にあった理事等有識者による
内容多岐なコラムと、会員法人の最新情報を配信しています。

営、定期提出書類、変更申請・届出、登記、情報公開、理事・

～ご寄附のお願い～

監事の責任、税務、立入検査、労務管理などに関するセミナ

当協会のさらなる事業活動の発展のためにぜひご寄附をお寄せください。

ーを全国各地で開催します。懇切丁寧に解説し、法人運営を

当協会への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置

サポートさせていただきます。

が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。また、

◆講師派遣

税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の寄附については

法人様が役職員、会員や支部構成員を対象に個別の講習会、
勉強会を開催する場合、制度と実務の両方に精通した専門の
講師を有料にて派遣します。

前記（所得控除）とのいずれか一方を選択いただくことができます。
詳しくは総務部（03-3945-1017）まで。

