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はじめに 

（１）問題意識と背景 

我が国では憲法 21 条において、結社の自由、いわゆる団体を形成する自由を認めている

が、その法人化に当たっては、民法では法律に基づく設立のみを認めている。そして、民

法では、第 34 条に「公益法人」、第 35 条に「営利法人」という二つの法人類型が規定され、

その基本をなしている。 

「公益法人」は、その名が示すとおり、法人が行う事業等に“公益性”を求めており、

また、その設立も国の許可を合わせて求めている。そして、公益法人制度は、民法第 34 条

に「公益法人（社団法人・財団法人）」が規定されて以来、100 余年の歴史を有している。

ただし、今まで「公益法人」についての規定は、抜本的な改正がなされてこなかったため、

公益法人制度に対する社会的要請は、その都度、特別法が制定され、その対応が進められ

てきた。この結果、非営利法人に関する法人法は 180 をこえ、多種多様な法人格が存在す

ることとなる。 

また、この民法の規定は、営利以外の法人は、全て公益性と主務官庁の許可・監督が必

要で、自由な非営利法人の設立は認められないという見解となっている。これに対して、

近年の市民活動の隆盛という流れの中、平成 10 年 12 月に特定非営利活動促進法（以下、

ＮＰＯ法という）が施行されたが、これも民法 34 条の影響を受け、不特定多数の利益や分

野限定などといった公益性に係る規定と、認証という所轄庁の関与が反映されている。ま

た、平成 14 年４月に、非営利・非公益活動法人の準則主義による設立を可能とする中間法

人法が施行されるが、これは解散時の残余財産の分配が可能となっており、その特異性を

批判する意見も多い。 

他方、公益法人の中には、時代の流れの中で、その公益性の意義が乏しくなったと指摘

されている法人の存在や、非営利非公益の法人格に移行すべき法人の存在、官製公益法人

を巡る問題などが指摘されており、そのあり方について社会的な批判等を招いてきた。こ

のため、ＮＰＯ法・中間法人法可決の際の付帯決議にも、公益法人に関する法制の見直し

を含め、その基本的なあり方を速やかに検討することなどが記されている。 

このような状況の中、平成 14 年３月 29 日、「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、平成 14 年８月２日に、行政改革推進事務局から「公益法人

制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」（以下、「論点整理」という）が発表される。この

「論点整理」では、非営利活動を目的とする団体の準則設立を示しているものの、民法 34

条に規定された社団法人・財団法人と中間法人を一本化し、特定非営利活動法人（以下、

ＮＰＯ法人という）は発展的解消とされている。また、これを受けて、政府税制調査会で

は、新法人は、社団法人・財団法人、ＮＰＯ法人が非課税とされていた会費や寄付金を含

めて原則課税とし、一定の要件にて認められた法人に非課税措置を適用するとの見解が示

された。 
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この公益法人改革は、我が国における民間非営利活動に大きな影響を与えるものである

ため、「論点整理」発表後、急速に、その関心が高まり、各地で、ＮＰＯや公益法人関係者

によるフォーラムやシンポジウムが相次いで開催される。 

また、この公益法人改革は、準則設立による非営利活動全般の促進を目的としているも

のの、その一方で、改革の視点が不適切な公益法人の排除などに重点を置いていることか

ら、全般的に規制、若しくは制限の色が濃く、発展期にある非営利活動に与える影響を懸

念する声もみられている。 

 

（２）研究会の位置付けとねらい 

このような状況の中、独立行政法人 経済産業研究所では、望ましい非営利法人制度のあ

り方に関する委託調査を実施することとし、民間非営利活動に造詣の深い学識者・有識者

からなる「新しい非営利法人制度研究会」が設けられた。この報告書は、非営利活動全体

の促進に資するための法人制度構築に向け、そのあり方などについて熱心に討議した内容

を取りまとめたものである。 

ただし、この研究会では、統一的な見解を提言することを、あえて目的とせず、様々な議

論を通じ、望ましい非営利法人制度に向けての問題点や課題の解決の糸口を見出すことに

主眼を置いた。事実、その検討に当たっては、たとえば、その内容自体を法律に盛り込む

ことが適当であるか（盛り込むことにより活動の自立性・主体性を阻害しないか、小規模

な法人にとって活動上の制約に繋がらないか等）、その制度が適正に運用される手段や内容

は何か、現行制度上に照らし合わせ、それが適当若しくは妥当であるか、さらには、新制

度の望ましい位置付けは何か等、様々な議論があり、いろいろな見解が示された。そして、

その議論から、非営利法人制度の改革の難しさや奥深さが改めて再認識された。 

このため、研究会では、改めて、現在の非営利法人制度が抱える問題点・課題を議論し、

それを「１．我が国における非営利法人制度の現状と概況」として整理した。次に、今後、

新しい非営利法人制度として、どのようなものを目指すべきか、どのような視点が必要な

のか等の議論を行い、これを「２．どのような非営利法人制度でありたいか」として整理

した。そして、新しい非営利法人制度の設計に向けて、法律に盛り込むべき項目や内容、

検討が必要なポイント等について議論し、「３．新しい非営利法人制度への提言」として整

理した。この部分については、研究会として統一見解がとれた項目については、基本的な

スタンスとして整理し、統一的な見解に至らなかった部分は、両論併記の形で各論として

整理した。そして、委員有志より新しい非営利法人制度に向けての見解を「４．新しい非

営利法人づくりに向けて」として示す形とした。また、現在、進められている公益法人改

革を巡る議論のポイントを「５．公益法人改革における議論のポイント」として整理した。 

平成 15 年６月 27 日に閣議決定された「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」に

は、今後、平成 16 年末までを目途に基本的枠組みを具体化し、平成 17 年度末までに法制

上の措置等を構ずることを目指すと記され、その最後に、“その間、新たな制度の検討状況
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を適時に公表する等、広く国民の理解を得つつ、円滑に改革を進めるよう努めるものとす

る”と締めくくっている。 

今後、市民参加により非営利法人制度の改革に向けた議論が進められることを切に祈ると

ともに、この報告書が、今後、真の意味での非営利法人制度の実現の一助となれば幸いで

ある。 
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１．我が国における非営利法人制度の現況と課題 
我が国には、株式会社などの営利法人とは異なり、不特定多数の利益や社会一般の利益を

目的とした法人、いわゆる非営利公益法人（広義の公益法人1）に関する制度があり、たと

えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人などが、その代表例と

して挙げられる。その設立数は、社団法人 12,889 法人2、財団法人 13,294 法人3、社会福祉

法人 17,560 法人4、宗教法人 182,659 法人5となっている。 

この非営利公益法人制度は、明治 31 年に施行された民法第 34 条に、公益法人（社団法

人・財団法人、以下 34 条法人という）が規定されたことに始まり、100 余年にわたる歴史

を有している。そして、34 条法人には、その設立に対し、“非営利性”・“公益性”・“主務官

庁の許可・監督”を求めている。これは、民法制定時、公益的な活動は原則的には国が行

うもので、民間が行う場合には、その補完的な位置付けであり、かつ、行政の許可・監督

が必要であるといった考え方によるものとされている。 

しかしながら、これまでの間、民法改正による抜本的な公益制度の見直しは行われてこ

なかった。このため、34 条法人以外で、非営利で公益性を有する団体の法人格付与につい

ての社会的要請には、社会福祉法、私立学校法、宗教法人法などの特別法の規定により法

人格が制度化され、また、消費生活協同組合や農業協同組合などの非営利非公益の法人格

も特別法により制度化された。これら法人に関する法律は、現在 180 を越え6、その範囲も

広範な分野にわたっている。そして、その後に制定された特別法も、民法の観点を引継ぎ

ながら今日に至っている。一方の営利を目的とする法人については、富国強兵政策の中、

経済活動を発展させる等との見解から、自由な設立と事業展開が可能とする方式を採用し

たとされている。 

これに対し、法人設立が認証という、許可に比べて簡易な手続きで可能とし、また、市民

の監視に委ねるという観点から行政の監督が抑えられているＮＰＯ法が平成 10 年 12 月に

施行される。現在、ＮＰＯ法人は、11,899 法人7と急速にその数を増やしている。 

さらに、同窓会や学会、同好会、親睦会など、非営利でメンバー相互の利益を図る一般的

な法人制度が存在しなかった民法の問題点を補って、平成 13年６月に中間法人法が成立し、

平成 14 年４月１日から施行された。この中間法人は、定款認証と設立登記、すなわち準則

主義により法人化が認められている。愛知県中小企業団体中央会によると、中間法人の設

                                                  
1 「公益法人」とは、民法 34 条に規定されている社団法人・財団法人。「広義の公益法人」には、これに社会福祉法人、

学校法人、ＮＰＯ法人、更生保護法人などの共益目的としない法人が含まれる。 
2 平成 13 年 10 月 1 日現在（資料：平成 14 年度版公益法人白書（総務省）） 
3 平成 13 年 10 月 1 日現在（資料：平成 14 年度版公益法人白書（総務省）） 
4 平成 13 年度末（資料：厚生労働省） 
5 平成 12 年 12 月末（資料：文化庁） 
6 巻末の参考資料１「我が国における非営利法人の種類」を参考 
7 平成 15 年 6 月末（資料：内閣府） 
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立数は平成 15 年４月末現在で、329 法人8と集計されている。 

非営利公益法人の活動は、我が国における経済発展、活性化などに多大な貢献をしてきた

が、その一方で、民間と競合する事業の実施や事業の独占、公益法人というには不適当な

法人の存在、法人運営の硬直化・形骸化、情報公開の不徹底、強い行政庁の裁量権・監督

権による自立的運営の阻害と不祥事に対する行政監督の限界、官製公益法人への公務員の

天下り等といった批判や指摘がみられている。また、制度全般においても、法人格の種類

が多く、制度論として複雑などといった批判や指摘もある。 

これらは、非営利公益法人制度自体の枠組みが時代のニーズや変化に対応しきれていない

ことに由来している。これに対し、営利法人においては、その基本法である商法が、コー

ポレート・ガバナンスや株主保護の観点から、近年、数回にわたって大幅な見直しがなさ

れている。 

このような中、平成 12 年 12 月に閣議決定された「行政改革大綱」では、34 条法人を対

象に委託等・補助金等の見直し・適正化等が記され、これを受け、内閣官房行政改革推進

事務局（以下、「行革事務局」という）より「論点整理」が平成 14 年８月２日に公表され

た。他方、政府税制調査会（以下、「政府税調」という）では、これを受けて、新「非営利

法人制度」に対しては、34 条法人、ＮＰＯ法人などで非課税扱いとなっていた会費収入、

寄附金収入などの非収益事業も含めて原則課税とし、一定の要件を満たす非営利法人を「登

録非営利法人（仮称）」とし対価性のない事業を非課税とするという、２段階方式が検討さ

れた。ここでの議論をみると、全体的には非営利活動の促進を謳っているものの、検討の

視点が、“公益”というには不適当な法人や不良法人の除外等に重点が置かれており、また、

これが原則課税や登録法人非課税議論につながっている。 

この原則課税については、34 条法人、ＮＰＯ法人の関係者や一部の省庁から、“折角、育

ちつつある市民活動の促進を阻害する”などといった反対の声があがり、さらに、平成 15

年３月の与党内協議では、当面の改革対象として中間法人、ＮＰＯ法人を除き、34 条法人

だけとすることが合意される等、様々な議論がなされた。 

この結果、当初、「行革事務局」は、平成 15 年３月末を目途に、改革の具体策を盛り込ん

だ「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定するとしていたが、課税問題等で足並みが揃

わなかったことから、その作成が遅れ、平成 15 年６月 27 日に「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。しかし、その内容は、“非営利法人制度のさらな

る具体化に合わせて引き続き検討する”などの内容に留まっている。 

 

（１）現在の非営利法人制度の概観 

前述のとおり、我が国では、憲法 21 条において「集会、結社及び言論、出版その他一切

の表現の自由は、これを保障する」、結社の自由、すなわち団体を形成する自由を認めてい

                                                  
8 資料：あい web・中間法人の広場（http://www.aiweb.or.jp/chukan/index.htm）  
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るが、団体の法人化は、民法 33 条で「法人ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ依ルニ非サレハ成立

スルコトヲ得ス」とし、法人は法律の定めにより設立されることを規定している。 

このうち、民法が規定している法人は、34 条の「公益法人」（祭祀、宗教、慈善、学術、

技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得

テ之ヲ法人ト為スコトヲ得）と、35 条の「営利法人」（営利ヲ目的トスル社団ハ商事会社設

立ノ条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得）のみとなっている。 

「営利法人」は、「商事会社設立ノ条件」の基本法である商法において、社員責任の範囲

と債権者保護等の観点から、資本金の額等により「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」

が規定され、また、有限会社法において「有限会社」を規定している。ただし、「営利法人」

の設立については、行政の許可と監督を要しない準則主義を採用している。 

これに対して、民法は「公益法人」に“非営利”・“公益”・“主務官庁の許可と監督”を求

めており、民法 34 条において社団法人・財団法人を位置付け、このほか、様々な法人格が

その特別法に位置付けられている。 

ここでは、我が国における非営利法人制度の概観について、法人制度、税制度から整理を

行った。 

 

図表１－１ 我が国における法人制度の概要と法人の設立主義 
 

 

 

 

 

 

 

              
 
 
 
 

 

社団法人・財団法人 
（民法 34 条） 

民法 

非営利 

公益法人 
（民法 34 条） 

営利法人 
（民法 35 条） 

ＮＰＯ法人 
（ＮＰＯ法） 

  社会福祉法人（社会福祉法） 
学校法人（私立学校法） 
医療法人（医療法） 

 ／等

設立認可 

 
中間法人 

（中間法人法） 

消費生活協同組合
（消費生活協同組合法）

農業協同組合 
（農業協同組合法） /等

 
株式会社（商法 53 条） 
合資会社（商法 53 条） 
合名会社（商法 53 条） 

 
 

有限会社 
（有限会社法） 

 

設立許可 

設立認証 

営利 

設立認可 

設立準則 

設立準則 

は民法上の規定 
は特別法等での規定 

マンション管理組合
（区分所有法）

労働組合（労働組合法） 

設立準則 

設立準則 

法人は本法その他の法律の規定によるに非されば設立することを得ず（33 条） 

法文より価値総合研究所作成  

①法人制度 

1)非営利と営利 

法人は、“営利”・“非営利”により、そもそもの法人の性格が異なる。 
「営利を目的とする」とは、①対外的な営利活動によって会社自身が利潤を得ること、 
②会社が得た利益を構成員である株主等に分配すること、の双方を備えることとされ、
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この分配については、○一事業年度における利益の分配、○過大な役員報酬・職員賃金

における分配（報酬や賃金が一般の相場に比べ不当に高額である場合も利益の費用化と

して分配されたとみなされる（法人税法 34 条、35 条、36 条の２、36 条の３：過大な役

員報酬等についての損金不算入規定））、○法人解散時における残余財産の分配、が該当

するとされている。 
従って、“非営利”とは、活動で生じた剰余金を関係者に分配しないという意味であ

る。 
社会福祉法人、学校法人などの特別法で定められた法人を含む広義の公益法人につい

ては、①の対外的な活動を行っていても、②の分配において、○「営利を目的しない」

と「剰余金の非分配」を要件としている、○残余財産の分配についても民法第 72 条で

「其法人ノ目的ニ類似セル目的ノ為」の帰属者を定めることとして（解散シタル法人ノ

財産ハ定款又ハ寄附行為ヲ以テ指定シタル人ニ帰属ス）、かつ、民法第 72 条２項には、

その処分の方法を類似目的の団体のためと、その方法を示している（其法人ノ目的ニ類

似セル目的ノ為メニ其財産ヲ処分スルコトヲ得）、ことにより、営利性はないとされて

いる。 
また、消費生活協同組合や農業協同組合などの中間的法人も、構成メンバーの共通の

利益を図ることを目的としているため、その営利活動を行なっていても員外利用の制限

があることから、「対外的な営利活動」に該当しないとされている。 
 

2）「公益性」の概念 

公益活動と言った場合、その活動は３つの主体によって行われているといえる。一

つは行政という公的な機関、いわゆる第一セクターを通じて行われる国民全般の福祉

向上を図る公的活動がある。二つ目は第二セクター、企業による電気・ガス・水道事

業なども公益活動といえ、このほか、商品やサービスの提供という営利活動も、結果

として間接的に図られる福利増進活動ともいえよう。そして、３つ目は行政でも企業

でもない、利潤追求を目的としない主体、いわゆる第三セクター9が直接に行なう社会

福祉や文化などの社会的活動が挙げられる。 

そして、民法では、その定めの中で、第三セクター、すなわち民間の非営利団体の

法人化について“営利を目的とせず”、“公益に関する活動を行う”、“主務官庁の許可

を得て“と、「非営利性」、「公益性」と「行政の許可・監督」の３つを求めている。 

この「公益性」については、民法上、明確な定義はなく、民法 34 条に規定されてい

る「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル･･･」は例示に過ぎないとされ

ている。このため、「公益」とは一般的に「営利を目的とせず」、「広く社会一般の利

益」、あるいは「公共の利益」、すなわち「不特定」かつ「多数の者」の利益を意味す

                                                  
9 ここでいう第三セクターとは、公共部門（国または地方公共団体）と民間部門とが共同出資してつくる事業主体を指

すのではなく、民間非営利部門を指している。 
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るものとされている。 

 

3)設立方法が異なる非営利法人制度 

法人の設立方法としては、「許可主義」、「認可主義」、「認証主義」、「準則主義」に分

類できる。 

「許可主義」とは、法律の定める要件を備えていても、その設立の可否については、

権限を有する主務官庁の裁量に委ねられている。また、定款等の変更等についても、

法人は自由に行えず、変更事項について主務官庁10の「認可」を要する。その裁量の

範囲としては、民法上に、設立許可権（民法 34 条）、監督権（民法 67 条）、設立の取

消権（民法 71 条）が規定されているが、その適否に関する判断基準等は、法律上、

明確に規定されていない。 

「認可主義」は、法律の定める要件を備えていれば、所轄庁11は設立を認めなけれ

ばならないが、実質的には、所轄庁は各法の施行令等が定める要件等と、法人の経営

基盤や資産等とを照らし合わせ、その運営に見合ったものかどうかの判断を行ってい

る。また、定款等の変更についても、法人は自由に行えず、変更事項について「認可」

等を要する。 

「認証主義」は、法律に定める要件を備えていれば、所轄庁は設立を認めなければ

ならない点では「準則主義」に近いものの、所轄庁の「認証」行為を要する点が「準

則主義」とは異なる。そして、定款等の変更等についても、同様に「認証」を要する。 
これに対し、「準則主義」とは、上記の３つとは異なり、行政に対する申請を要せ

ず、あらかじめ法律の定める要件を備え、一定の手続き（定款の公証人認証と法人登

記による設立）を行えば設立が認められるものとなっている。また、定款変更につい

ても、社員総会の議決があれば良く、その後、定款の変更登記を行えば足りる。 
34 条法人の設立の方法については、主務官庁の「許可」を要し、社会福祉法人や学

校法人などついては、それぞれの法が規定する所轄庁の「認可」を要する。ＮＰＯ法

人については「認証主義」が採用され、マンション管理組合法人や政党、労働組合は

「準則主義」に基づく設立となっている。また、同様に、中間法人においても「準則

主義」が採用されている。このように、法人格により、その設立において行政の関与

の度合いが異なっている。 

34 条法人の設立において、このような「許可主義」を採用してきたのは、民法制定

当時、自由な設立にした場合、公益法人制度が悪用される恐れがあるため国の関与が

必要と考えられたことと、公益活動については国家による保護・監督の必要性が考え

                                                  
10 主務官庁とは、公益法人の目的・事業に関連する事務を所掌している内閣府及び 10 省の中央官庁を指し、その目的・

事業が複数の中央官庁の所掌に関連する場合には、それらの中央官庁等が共管として主務官庁となる。また、設立許

可や指導監督に関する権限は政令により、地方支分部局の長や都道府県知事など、294 の機関が「所管官庁」として

位置付けられている。 
11 所轄庁とは、一定の事項について管轄権を有する国、または地方公共団体の機関。 
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られたこととによるものとされている12。そして、「認可主義」、「認証主義」について

も程度の差はあれ、基本的には行政関与を必要としている。 

なお、法文には、法人の設立要件などの事項が規定されているが、これも概要を法

律上に規定し、詳細については、政令や省令に委ねているものが多い。 

前述のとおり、34 条法人における設立許可は、主務官庁の裁量となっているが、そ

の判断基準等は、法律上、明確に規定されておらず、平成８年９月に閣議決定された

「指導監督基準」に、その基準が示されている。 
また、社会福祉法人の設立手続きや要件・基準等については「社会福祉法施行規則

（厚生労働省令）」で、学校法人では「私立学校法施行規則（文部科学省令）」、農業

協同組合では「農業協同組合法施行令（政令）」など、政令・省令で規定されている。 
一方、「認証」となっているＮＰＯ法では、手続きや要件・基準等については、法律

上、明確にされており、認証手続きは、この法文に記載されている基準に照らし合わ

せながら進められる。なお、ＮＰＯ法にも「特定非営利活動促進法施行規則（内閣府

令）」が規定されているものの、その内容の大部分は、届出書類の様式規定となって

いる。 
「準則」により設立されるマンション管理組合法人も区分所有法において、その基

準等が明確に規定されている。 
このほか、各法律には、法人が作成する定款や寄附行為の記載事項が定められてい

るが、その事項や内容も各法により異なる13。 

 

図表１－２ 法人設立主義 
設立主義 概要 

許可主義 法律の定める要件を備えても、設立させるかどうかは、主務官庁の裁量に委ねられる。 

認可主義 法律の定める要件を備え、所轄庁に申請すれば、所轄庁は設立を認めなければならない。 

認証主義 法律の定める要件を備えているかを確認する点では「準則主義」に近いものの、所轄庁
が「認証」する行為を必要としている点が「準則主義」とは異なる。 

準則主義 行政庁の関与がなく、あらかじめ法律の定める要件を備え、一定の手続き（公証人によ
る定款の認証、設立登記）を行えば設立が認められるもの。 

各種資料より価値総合研究所作成 

 
4)行政庁の監督が強い公益法人 

法人に対する監督については、営利法人では、その執行役である取締役（取締役会）

に対し、株主（株主総会）、監査法人等により、法人運営の適正性等について監視、

監督がなされている。 

                                                  
12 雨宮孝子「民法 100 年と公益法人制度」（公益法人 27 巻８号） 
13 巻末の参考資料２「主な非営利法人格における制度比較」参照 
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一方の 34 条法人をはじめとする公益法人においても、その執行役である理事（理事

会）に対し、社員（社員総会）若しくは評議員（評議員会）、監事による監視・監督

が規定されている。これに加え、公益法人においては、外部からの監視・監督、すな

わち主務官庁や所轄庁がこれを行うことを規定している。さらには、不適切な法人運

営を行った場合には、法人設立の取消権を規定している。 
営利法人においては、法人の設立取消までを所轄庁には与えず、営業許可などの取

消が各事業法に規定されているのに留まっているのと比べれば、対照的となっている。 
 

5) 事業範囲等からみた非営利法人の分類 

前述のとおり、我が国における非営利法人に関する法人格の種類は、180 をこえて

いる。これら法人格の事業範囲等をみると、①特定の事業を行うに当たり、法が定め

る法人格の取得が必須となるもの（社会福祉法人、学校法人など）、②特定の事業・

活動等を行う団体に対して法人格を付与するもの（ＮＰＯ法人、宗教法人など）、③

特定の属性（地域・職域・職業等）で構成される団体に対して法人格を付与するもの

（消費生活協同組合、農業協同組合、中間法人など）、に大きくは分類できる。 

ただし、③の法人、構成員相互の親睦や福利厚生などを主目的とする団体は、公益

法人としては適当ではない14とされ、非営利・非公益目的の団体として「中間的法人」

と称されている。この非営利・非公益（共益）を目的とする団体の法人化については、

それぞれの固有の政策目的に従って、消費生活協同組合法、農業協同組合法などの各

種協同組合法や各種共済組合法等が特別法として制定され、その立法目的に即した形

で法人の組織、運営などが規定されている。そして、この特別法に該当しない、同窓

会、親睦会などの一般的な中間的団体については、「中間法人法」が平成 14 年４月１

日から施行され、法人格の取得が可能となっている。 

 

図表１－３ 事業範囲等からみた法人格の分類 

分類 内容 
 
特定の事業を

行うに当た

り、法が定め

る法人格の取

得が必須とな

るもの 

●社会福祉法人 

○社会福祉事業のうち、第１種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が

経営することを原則とする。（社会福祉法 60 条） 

○この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は含まれないものとする。 

3．社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの 

（社会福祉法２条④(3)）

●学校法人 

学校は、国、地方公共団体および私立学校法第３条に規定する学校法人（以下学校法

人と称する。）のみが、これを設置することができる。（学校教育法２条） 

など

                                                  
14 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20 日閣議決定）では、①同窓会、同好会などの構成員相互

の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの、②特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利

厚生、相互救済等を目的とするもの、③後援会など特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの については公

益法人として適当ではないとしている。 
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分類 内容 
 
特定の事業・

活動等を行う

団体に対し法

人格を付与す

るもの 

●34 条法人（社団法人・財団法人） 

祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセ

サルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得（民法 34 条）        

●ＮＰＯ法人 

この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であっ

て、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 

（ＮＰＯ法２条①）

●宗教法人 

宗教団体は、この法律により、法人となることができる。（宗教法人法４条） 

など
 
特定の属性

（地域・職

域・職業等）

で構成される

団体に対して

法人格を付与

するもの 

●中間法人法 

社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目

的としない社団であって、この法律により設立されたものをいう。（中間法人法２条） 

●消費生活協同組合 

○この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生

活文化の向上を期することを目的とする。（消費生活協同組合法１条） 

○組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員（以下組合員と総称する）に最

大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。 

（消費生活協同組合法９条）

○消費生活協同組合は、この法律に別段の定のある場合の外、左の各号に掲げる要件を

備えなければならない。 

1．一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 

2．組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 

3．組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。以下、略 

（消費生活協同組合法２条）

●農業協同組合 

○この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び

農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目

的とする。（農業協同組合法１条） 

○組合は、その行う事業によつてその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを

目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。（農業協同組合法８条） 

など

法文より価値総合研究所作成 

 
6)名称使用の制限 

現在の法人制度では、各法律の規定に基づき設立された法人以外は、それぞれが規

定する、たとえば、社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人などといった名称

を用いてはならないとしている。 
 

7)「社団」と「財団」15 

法人の成立上の形態としては、「社団」と「財団」に分類される。 

「社団」とは、一定の目的をもって組織された自然人の団体であるが、構成員の単

なる集合体ではなく、「組合」が構成員相互の契約により結合しているのに対し、「社

                                                  
15 ここで言う社団・財団とは、民法 34 条が規定する社団法人・財団法人を指すのではなく、その法人を構成する形態

をさしている。以下、この意味で使う場合は「社団」、「財団」という。 
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団」は団体との社員関係により、団体を通じて構成員が結合している。これに対し「財

団」は、一定の目的のために供せられた財産の集合（結合）体で、その管理運用を目

的に設立される団体を指している。 

この「社団」と「財団」の差異についてみると、構成要素としての社員の有無が挙

げられる。民法では、「社団」の設立の際には、設立者により法人運営の基本的事項

を定める「定款」を作成し（民法 37 条）、法人の執行機関である理事はその定めに従

って法人運営を行うことが規定されている（民法 37 条）。ただし、「社団」は一定の

目的に賛同した人の集まりに法人格を付与したものであるため、複数の社員が存在す

る。そして、社員全員で構成される社員総会が法人の最高意思決定機関として機能し、

理事の監督等を通じて法人運営に参画する（民法 53 条但書、60 条）。また、設立時に

作成された「定款」についても、社員総会の決議により変更することができ（民法 38

条）、解散についても、総会の決議や社員の欠亡といった「社団」独自の規定がある

（民法 68 条②）。このように「社団」は、構成員（社員）の意思が尊重・反映される

仕組みとなっている。 

これに対して「財団」は、その設立時において、設立者が提供した財産の管理運営

などの基本事項を定める「寄附行為」を作成（民法 39 条）し（その資産が贈与、ま

たは遺言による場合は、それぞれ、贈与、または、遺贈に関する規定を準用する（民

法 41 条））、法人の執行機関である理事が、その「寄附行為」の趣旨に反することな

く運営することが規定されている（民法 53 条但書）。ただし、「財団」は財産そのも

のに法人格を付与したものであるため、社員は存在しない。そして、「寄附行為」は、

それに特段の定めがない場合は、現行民法は変更することができないとされている。

また、出捐された基本財産の取り崩し等には厳格な制限がかかっている。このように

「財団」は、出捐者の意思を尊重する仕組みとなっている。なお、「財団」の類似の

形態として「公益信託」が挙げられるが、「公益信託」の場合は、企業や個人などの

委託者が財産を公益目的のために信託銀行（受託者）に信託（信託契約を締結）し、

受託者が主務官庁の許可を得ることを要している（信託法 68 条）。また、その財産の

管理・運用に当たっては主務官庁の監督を規定している（信託法 67 条）。 

法人の運営面からみると、「社団」では、社員が社会情勢などを鑑みながら、社員

総会を通じて、その意思を表明するなどにより、自律的に、かつ、柔軟に対応できる

のに対し、「財団」は上述のとおり、財産を提供した出捐者の意思を優先するため、「社

団」に比べ他律的・固定的といえる。ただし、反対に設立当初の目的が恒常的に続く

という特徴がある。 

自律性についてみると、「社団」、「財団」とも監事が必置となっていない中で（民

法 58 条）、「財団」には、「社団」のように社員総会が存在せず、理事を監督する法人

内部の機関が民法上、明確になっていない。このため、平成８年９月、公益法人行政

の統一性、指導監督の適正性の確保を目的に閣議決定された『「公益法人の設立許可
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および指導監督基準」（以下、「指導監督基準」という）および「公益法人に対する検

査等の委託等に関する基準」』で、「財団」には、原則として「評議員」を置き、これ

で構成される評議員会が、理事や監事の選任機関として、また、重要事項の諮問機関

として機能するとしている。 
このほか、「社団」は公益法人、営利法人の双方で設立できるとしているのに対し（民

法 34 条、35 条）、「財団」は公益性をもつものに限られ（民法 34 条）、民法上、営利

や非営利非公益の「財団」は想定されていない。 

特別法における法人形態を見ると、中間法人やＮＰＯ法人のように「社団」を明確

に規定しているもの、医療法人のように「社団」と「財団」の双方を規定しているも

のがみられる一方、社会福祉法人や学校法人のように一定の財産を要件としているも

のの、法人形態について特段の規定をしていないものもみられる。なお、社会福祉法

人では法人の根本規則を「定款」とし、学校法人では「寄附行為」としている。私立

学校法は昭和 24 年に、社会福祉法は昭和 26 年に制定されているが、それ以前に設立

された学校などは 34 条法人として設立され、特別法制定後に学校法人などに移行し

ている。このようなことから、学校法人、社会福祉法人については、特別法制定時、

「財団」、「社団」の双方が想定されたものと考えられる。 

 

図表１－４ 民法にみる社団法人と財団法人の比較 

 社団法人 財団法人 
構成要素 社員 資産 

設立 設立者全員による定款への同意（37 条） 設立者（出捐者）の寄附行為の作成（39 条）

法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権
利ヲ有シ義務ヲ負フ（43 条） 

法人における
最高法規 

定款（37 条） 
①目的 
②名称 
③事務所 
④資産に関する規定 
⑤理事の任免に関する規定 
⑥社員の資格の得喪に関する規定 

寄附行為（39 条） 
①目的 
②名称 
③事務所 
④資産に関する規定 
⑤理事の任免に関する規定 

定款・寄附 
行為の変更 

 
社員（総会） 
（社団法人ノ定款ハ総社員ノ４分ノ３以上
ノ同意アルトキニ限リ之ヲ変更スルコトヲ
得 但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在
ラス：38 条） 

 
定めなし 
ただし、設立者が上記②、③、⑤を定めず
死亡した場合は、裁判所は利害関係人また
は検察官の請求に基づき補完する 
（財団法人ノ設立者カ其名称、事務所又ハ
理事任免ノ方法ヲ定メスシテ死亡シタルト
キハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求
ニ因リ之ヲ定ムルコトヲ要ス（40 条）） 

・社員（総会）（53 条但書、60 条） 
・理事（53 条本文） 

・理事（53 条本文） 法人の意思 
決定 

理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス、但定款ノ規定又ハ寄附行為ノ趣旨ニ違反ス
ルコトヲ得ス、又社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス（53 条） 
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 社団法人 財団法人 
法人の執行 
機関 

理事 
（法人ニハ１人又ハ数人ノ理事ヲ置クコトヲ要ス（52 条①）） 
（理事数人アル場合ニ於テ定款又ハ寄附行為ニ別段ノ定ナキトキハ法人ノ事務ハ理事ノ
過半数ヲ以テ之ヲ決ス（52 条②）） 

（理事ハ総テ法人ノ事務ニ付キ法人ヲ代表ス、但定款ノ規定又ハ寄附行為ノ趣旨ニ違反ス
ルコトヲ得ス、又社団法人ニ在リテハ総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス（53 条）） 

解散 ①定款・寄附行為に定めた解散事由の発生
②法人の目的とする事業の成功、または成
功の不能 

③破産 
④設立許可の取消 
⑤総会の決議 
⑥社員の欠亡 
（68 条） 

①定款・寄附行為に定めた解散事由の発生
②法人の目的とする事業の成功、または成
功の不能 

③破産 
④設立許可の取消 
（68 条①） 
 
 

法文より価値総合研究所作成  

 

図表１－５ 特別法にみる非営利法人の形態 

法人名 社団・財団に関する定め 
法人の根本規則

の名称 

社会福祉法人 定めなし 

 ただし、「社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産

を備えなければならない」（社会福祉法 25 条） 

定款 

学校法人 定めなし 

 ただし「学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び

設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経

営に必要な財産を有しなければならない」（私立学校法 25 条①） 

寄附行為 

ＮＰＯ法人 「社団」 

「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」 

（ＮＰＯ法２条②１号イ） 

定款 

更生保護法人 定めなし 

 ただし、「更生保護法人は、更生保護事業を営むために必要な

資産を備えなければならない」    （更生保護事業法５条） 

定款 

宗教法人 定めなし 規則 

医療法人 「社団」または財団 

「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老

人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定

により、これを法人とすることができる」  （医療法 39 条） 

定款または 

寄附行為 

中間法人 「社団」 

「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社

員に分配することを目的としない社団であって、この法律により

設立されたものをいう」       （中間法人法２条１号） 

定款 

消費生活協同 

組合 

「社団」 

「消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとする

もの 20 名以上が、連合会を設立するには、２以上の組合が発起

人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿をつ

くり、賛成者を募らなければならない」 

（消費生活協同組合法54条） 

定款 

農業協同組合 「社団」 

「農業協同組合を設立するには、15 人以上の農業者が、農業協同

組合連合会を設立するには、２以上の組合が発起人となることを

必要とする」           （農業協同組合法 55 条） 

定款 

法文より価値総合研究所作成 
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8)非営利法人の資産の要件 

34 条法人設立に当たっては、その永続性などの観点から、法人運営に必要な財政的

基礎を求めており、社団法人については会費（会員数）、財団法人については寄附財

産に、それを求めている。ただし、資産要件についても、法律上、明示されていない。

「指導監督基準」においても、社団法人においては“設立目的の達成に必要な事業活

動を遂行するための会費収入及び財産の運用収入等があること”、財団法人には“設

立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄附財産の運用収入及

び恒常的な賛助金収入等があること”と規定されているにとどまっている。また、特

別法における公益法人も同様となっている。 
ちなみに財団法人の基本財産規模を公益法人白書（平成 14 年度版）でみると、一法

人あたりの平均値は 373百万円となっているものの、中央値は 52百万となっており、

500 万円未満の財団法人も 13.7％みられている。この少額の基本財産の財団法人がみ

られる理由としては、設立当時は十分な金額であったものの、基本財産の積み増しが

行われずに年月が経過した結果、現在の貨幣価値とかけ離れてしまったのではないか

としている16。 

一方、この資産の要件については、「合資会社」「有限会社」、「株式会社」において

も規定されているが、これは債権者保護と社員の責任範囲の限度（有限責任・無限責

任）などの観点から規定されている（商法 80 条）もので、34 条法人や特別法の法人

では、この点については触れられていない。ただし、中間法人法では、社員が中間法

人の債権者に対して責任を負わない「有限責任中間法人」と、社員が中間法人の債権

者に対して責任を負う「無限責任中間法人」の２つの類型を設けており、前者は営利

法人である有限会社法を参考に、後者は合名会社の規定に準じた組み立てがなされて

いる。そして、「有限責任中間法人」には基金制度（300 万円）を採用している。その

理由として、準則主義による監督官庁の不在の中、有限責任制度の濫用防止と債権者

保護等の観点が挙げられている。しかしながら、非営利法人の組み立てに営利法人の

制度を参考とし、かつ、出資による配当を目的とした営利法人なら準備が可能な基金

制度を、有限責任制度の濫用防止対応として採用したなどとの批判は多い。さらに、

営利法人においては、新たな創業者について最低資本金規制を設立後５年間は適用し

ない「中小企業挑戦支援法（中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企

業等協同組合法等の一部を改正する法律：チャレンジ法）」が平成 14 年 11 月 22 日に

公布され、平成 17 年からは商法改正により最低資本金規制の完全撤廃が示されたこ

とにより、非営利法人においても、債権者保護等の観点から基金等を設ける意義が少

なくなったとの指摘もみられている。 

 
 

                                                  
16 公益法人白書（平成 14 年版） 
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図表１－６ 各法律に見る非営利法人の資産要件 
法人名 資産要件等 

社団法人 
●定めなし 
 ただし、登記事項に「資産の総額」（民法 46 条） 

財団法人 
●定めなし 
 ただし、登記事項に「資産の総額」（民法 46 条） 

社会福祉法人 
●社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。 

（社会福祉法 25 条）
●「資産の総額」は登記事項（組合等登記令２条別表１） 

学校法人 

●学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資
金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 

                            （私立学校法 25 条）
●「資産の総額」は登記事項（組合等登記令２条別表１）  

ＮＰＯ法人 
●定めなし 
 ただし、登記事項に「資産の総額」（組合等登記令２条別表１） 

更生保護法人 
●更生保護法人は、更生保護事業を営むために必要な資産を備えなければならな
い。                       （更正保護事業法５条）

●「資産の総額」は登記事項（組合等登記令２条別表１）  

医療法人 

●医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。 
（医療法 41 条）

○病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の 100 分の
20 に相当する額以上の自己資本を有しなければならない。ただし、厚生労働大
臣の定める基準に適合する場合は、この限りでない。  

（医療法施行規則 30 条の 34） 
●「資産の総額」は登記事項（組合等登記令２条別表１）  

マンション管理 
組合法人 

●定めなし 

中間法人 
●有限責任中間法人：300 万円以上（中間法人法 12 条） 
●無限責任中間法人：定めなし 

消費生活協同組合 
●組合員は、出資一口以上を有しなければならない。（消費生活協同組合法 16 条①）
●組合員の責任は、その出資金額を限度とする。（消費生活協同組合法 16 条⑤） 

農業協同組合 

●事業内容により出資規定が異なる。 
●非出資組合も可（「組合員又は会員に出資をさせない組合（以下「非出資組合」
という。）は、第１項の規定にかかわらず、同項第３号又は第 10 号の事業を行う
ことができない。（農業協同組合法 10 条④）」 

●なお、組合員の貯金等の事業を行う場合は、出資総額の最低限度額規定あり 
○組合員 1,000 人未満：1000 万円 
○組合員 1,000 人以上：１億円 
○農業協同組合連合会：10 億円（農業協同組合施行令１条の５）  
●出資組合の「資産の総額」は登記事項（農業協同組合法 74 条②） 

株式会社 
●1,000 万円以上 

（商法 168 条の４）

有限会社 
●300 万円以上 

（有限会社法９条）

合資会社 

●資産要件なし 
●合資会社ノ設立ノ登記ニ在リテハ第 64 条第１項ニ掲グル事項ノ外左ノ事項ヲ登
記スルコトヲ要ス 
1．各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコト 
2．有限責任社員ノ出資ノ目的、其ノ価格及履行ヲ為シタル部分（商法 149 条）

参
考 

合名会社 
●資産要件なし 
 ただし、社員の責任は無限責任（「各社員ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ業
務ヲ執行スル権利ヲ有シ義務ヲ負フ」（商法 70 条）  

法文より価値総合研究所作成 
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9)非営利法人の定款、寄附行為 

法人の運営は、法人格の種類にかかわらず、その設立時に書面として作成した「定

款」17、または、「寄附行為」18に基づき運営が行われる。 

この書面の記載事項は、それぞれの法律で定めることが義務付けられた項目（必要

的または絶対的記載事項）を記載することを要し、その記載を一つでも欠いた「定

款」・「寄附行為」は無効となる。また、このほかに記載する事項としては、「相対的

記載事項19」、「任意的記載事項20」がある。 

この「定款」、「寄附行為」は、その設立時に許可や認可等を要する法人については

主務官庁・所轄庁が、「準則主義」による設立が可能な法人については、基本的には

公証人の認証（記載事項が法律の定める内容などを満たしているかどうかのチェック

を行う）を要するとともに、双方とも、法人の設立登記の際には登記官のチェックを

受ける。このため、「定款」・「寄附行為」に記載された事項は、法的に効力を有し、

この定めに違反した場合は、主務官庁や所轄庁の監督の対象となる。そして、変更す

る場合は、所定の手続きが必要で、設立時に許可や認可等を要した法人格は、主務官

庁や所轄庁に変更の認可を要する。 

この「定款」・「寄附行為」における記載事項を法律ごとに見ると、その扱いが異な

る。たとえば、「必要的記載事項」については、法人の目的、名称、所在地などの法

人の外形記載は共通となっているが、社団法人では理事の任免を定款に定めるのに対

し、ＮＰＯ法人等では、「役員に関すること」とし、「必要的記載事項」として任免方

法にまで言及していない。他方、中間法人では、社員の氏名・住所も定款への「必要

的記載事項」としている。 

ＮＰＯ法人における定款の記載事項を「必要的記載事項」、「相対的記載事項」、「任

意的記載事項」に分けて見ると、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の範囲が広

いことがうかがわれる。これも、前述のとおり、ＮＰＯ法人の自律性、自主性という

理念に基づき、法律上、その制約等を可能な限り抑えるとの考えに立脚したものとさ

れている。 

 
 
 

                                                  
17 社団法人やＮＰＯ法人など、「社団」として設立する法人の目的、名称、事務所の所在地、組織、運営、業務などの

根本規則を定めた書面。 
18 財団法人や学校法人など、「財団」として設立する法人の目的、名称、事務所の所在地、組織、運営などの根本規則

を定めた書面。定めた場合は、法律的にも効力が生じるため、変更等については所定の手続きを要する。 
19 法律において、その事項に関する規定があるものの、定款若しくは寄附行為に定めれば法律より優先される事項。通

常、“定款に定めることができる”または“定款に特段の定め”等と法律で規定されている。定款等に定めない場合

でも、その効力に影響しないが、記載しない場合は法律の規定が優先される、若しくは効力を有しない事項。 
20 記載する・しないが法人に委ねられる事項。たとえば、法律に定めがない事項などは、法人の必要性に応じて定める

ことができる。定めた場合は、法律的にも効力が生じるため、変更等については所定の手続きが求められる。 
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図表１－７ 非営利法人の定款等の必要的記載事項 
法人名 記載事項 

社団法人 
 
【定款】 

①目的 
②名称 
③事務所 
④資産に関する規定 
⑤理事の任免に関する規定 
⑥社員の資格の得喪に関する規定 

財団法人 
 
【寄付行為】 

①目的 
②名称 
③事務所 
④資産に関する規定 
⑤理事の任免に関する規定 

社会福祉 
法人 
 
【定款】 

①目的 
②名称 
③社会福祉事業の種類 
④事務所の所在地 
⑤役員に関する事項 
⑥会議に関する事項 
⑦資産に関する事項 
⑧会計に関する事項 
⑨評議員会に関する事項（設置する場合） 
⑩公益事業の種類（行う場合） 
⑪収益事業の種類（行う場合） 
⑫解散に関する事項 
⑬定款の変更に関する事項 
⑭公告の方法 

学校法人 
 
【寄付行為】 

①目的 
②名称 
③私立学校の名称・課程等 
④事務所の所在地 
⑤役員に関する規定 
⑥評議員会及び評議員に関する規定 
⑦資産及び会計に関する規定 
⑧収益事業の種類等に関する規定（収益事業を行う場合） 
⑨解散に関する事規定 
⑩寄付行為に関する規定 
⑪公告の方法 

ＮＰＯ 
法人 
 
【定款】 

 

 

①目的 
②名称 
③その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 
④主たる事務所及びその他の事務所の所在地 
⑤社員の資格の得喪に関する事項 
⑥役員に関する事項 
⑦会議に関する事項 
⑧資産に関する事項 
⑨会計に関する事項 
⑩事業年度 
⑪その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 
⑫解散に関する事項 
⑬定款の変更に関する事項 
⑭公告の方法 

中間法人 
（有限責任） 
 
【定款】 

①目的 
②名称 
③基金の総額 
④基金拠出者の権利 
⑤基金の返還手続 
⑥公告の方法 
⑦社員の氏名・住所 
⑧主たる事務所の所在地 
⑨社員の資格の得喪規定 
⑩事業年度 

法文より価値総合研究所作成 
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図表１－８ ＮＰＯ法にみる定款記載事項 

定款記載事項 必要的記載事項 
相対的記載事項 

（例示） 
任意的記載事項 

（例示） 

●目的 ●同左 ― ― 

●名称 ●同左 ― ― 

●特定非営利活動の種
類及び特定非営利活
動に係る事業の種類 

●別表に掲げる活動の
種類のうち該当する
もの 

― ― 

●事務所の所在地 
●主たる事務所と従た
る事務所の最小行政
区域 

― ― 

●社員資格の得喪 ●正会員に関して ― ●社員以外の会員規定 

●役員に関する事項 

●２年以内の任期 
●理事・監事の人数 
＊法が定める理事定数
３人以上、監事定数は
１人以上 

●理事の代表権制限 
●理事の決定方法 

●役員の任免方法 
●役員の種類 
●役員の職務 
●役員の報酬 

など 

●会議に関する事項 ●社員総会の招集方法 

●臨時総会開催請求の
必要社員数 

●総会決議事項 
●総会通知の方法 
●表決権の平等に関す
る定め 

●書面による委任、代理
人による表決に関す
る定め 

●会議の種類 
●会議の構成 
●議長の選出 
●会議の定足数 
●会議の議決数 
●議事録の作成、管理 

など 

●資産に関する事項 ●特になし ●同左 

●資産の構成 
●資産の管理 
●事業計画書 

    など 

●会計に関する事項 ●特になし ●同左 
●事業計画・予算作成 

など 

●事業年度 ●同左 ― ― 

●その他の事業を行う
場合には、その種類そ
の他当該その他の事
業に関する事項 

●事業の種類 ― ― 

●解散に関する事項 

●特になし 
ただし、法 31 条には

定款で定める以外の解
散事由が規定されてい
る 

●解散事由 
●残余財産の帰属先 
●合併決定における総
会の議決要件 

●解散決議における議
決数 

 

●定款の変更に関する
事項 

●同左 
●定款変更決議に係る
定足数、議決数の変更

 

●公告の方法 ●同左 ― ― 

法文より価値総合研究所作成 

 
10)会計 

民法 51 条①では、法人は事業年度毎に財産目録を作成し備え置くことを規定してい

る。 

営利法人においては、昭和 24 年、企業会計制度対策調査会が「企業会計原則」を公
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表し、その後、修正を経て今日に至っている。企業会計原則は、企業会計の実務の中

で慣習として発達したものの中から、一般的に公正妥当と認められるところを要約し

た財務会計基準であり、企業会計に関する実践規範となっている。企業会計原則は、

「一般原則」、「損益計算書原則」、「貸借対照表原則」から構成され、主として損益計

算を通じて、一定期間の利潤獲得責任を明らかにしている。 

これに対し、公益法人会計は、受託資金（会費、寄付金等）の管理運営責任の明確

化を目的として、事業計画に基づいた収支予算書を作成し、その範囲内で事業や収支

を行うことにより理事の受託責任を明らかにするとしている。34 条法人については、

昭和 52 年３月、「公益法人会計基準」が決定され（昭和 53 年４月から適用）、その後、

昭和 60 年９月に決定された改正会計基準（昭和 62 年４月から適用）が現在に至って

いる。そして、この「公益法人会計基準」は、全ての 34 条法人に適用することを原

則としている。 

社会福祉法人、学校法人などの広義の公益法人についても、各法律により、財産目

録、貸借対照表、収支計算書の作成と備え置きが規定されており（社会福祉法 44 条、

私立学校法 47 条、宗教法人法 25 条、ＮＰＯ法 28 条①など）、これら収支計算書等に

ついては、所轄庁への提出が義務付けられている（社会福祉法施行規則９条③、宗教

法人法 25 条④、ＮＰＯ法 28 条①など）。 

なお、それぞれの法人が収益事業を行う場合には、収益事業に関する会計を本来事

業に関する会計から区分して経理しなければならない（社会福祉法 26 条②、私立学

校法 26 条③、ＮＰＯ法５条②など）。 

 
11)非営利法人の情報開示、外部監査 

法人の存在や内容を社会に示すものとして、また、受益者や取引相手などの利害関

係者の保護を図り、事業・法人運営の適正性等の確認を容易にする観点から、定款や

寄附行為の作成（文書化）、法人登記、年次報告書等の備え置き・閲覧などの情報開

示が規定されている。 

これについても、各法により、その取り扱いが異なる。34 条法人では、民法上、定

款や寄附行為の作成（文書化）や設立登記、財産目録等の備え置き以外の規定はなく、

ほかは法人個々の判断に委ねられている。ただし、「指導監督基準」では、年次報告

書等の一般への閲覧と所管官庁での閲覧が規定され、また、平成 13 年８月には、「公

益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会」が「インターネットによる公益

法人のディスクロージャーについて」の申し合わせを行い、34 条法人に対して要請を

行っている。 

一方、社会福祉法人、学校法人などの広義の公益法人においては、所轄庁への年次

報告書の提出（社会福祉法 59 条①、私立学校法６条など）、利害関係者に対する閲覧

（社会福祉法 44 条④、宗教法人法 23 条など）が法律上、規定されている。また、Ｎ
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ＰＯ法においては、市民による監視等を図る観点から、上記のほか、設立申請段階に

おける縦覧（ＮＰＯ法 10 条②）、所轄庁における提出された年次報告書等の閲覧（同

29 条②）、利害関係人からの閲覧請求への対応（同 28 条②）を規定している。 

外部監査については、平成 13 年２月９日、「公益法人等の指導監督等に関する関係

閣僚会議幹事会」において「公益法人の指導監督体制の充実等について」の申し合わ

せが行われ、この中で、一定規模（資産額 100 億円以上、負債額 50 億円以上、収支

決算額 10 億円以上）の法人に対して、公認会計士等による監査を要請している。 

なお、営利法人においても、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（商

法特例法）」により、資本金５億円以上、または負債の合計金額が 200 億円以上の株

式会社に対し、公認会計士や監査法人による監査を規定している。ただし、巨大企業

から中小企業まで階層化されている株式会社の中で、大会社に対する監査制度の強化

を図る一方で、資本金１億円以下の小会社に対する規制の緩和も同時に定め、規模に

応じた監査制度が規定されている。 

 

②税制 

1)法律の定めにより課税範囲・課税率が異なる法人税 

非営利法人に係る税制の主要なものとしては、法人の所得に対する法人税が挙げら

れるが、法人税法では法人を「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のな

い社団」、「普通法人」の５つに分類し、その分類に応じて課税対象やその税率を定め

ている。 

そして、法人税法では、どの法人がどの分類に該当するかを「法人税法別表二」で

規定している。つまり、法人格の取得と同時に、自動的に課税の範囲が決まる。 

課税対象と税率について見ると、株式会社などの「普通法人」や、消費生活協同組

合、農業協同組合、信用金庫などの「協同組合等」については、“全ての所得”に対

して課税される。税率は「普通法人」については普通税率21の課税がなされ、「協同組

合等」については、軽減税率22での課税となっている。 

課税範囲については、34 条法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人などの「公益

法人等」は、法人税法施行令５条に規定されている“33 業種からの所得”に対しての

み課税され、これ以外の収益、たとえば、会費収入、寄付金収入等に対しては非課税

となっている。この法人税法が課税対象として列挙している 33 業種（法人税法施行

令５条）を「収益事業」といい、これ以外の事業を「非収益事業」と称している。な

お、法人税法施行令５条では「収益事業 33 業種」の業種名と範囲を列挙していると

ともに、当該事業に該当するものであっても、特定の法人が実施するものは適用外と

                                                  
21 30％（所得 800 万円以下は 22％）：法人税法 66 条① 
22 22％：法人税法 66 条③ 

21 



する規定もしている。このため、異なる種類の法人が同じ事業を行なった場合でも、

適用外としている法人は非課税扱いとなる23。 

「人格なき社団」については、「公益法人等」と同様に、「収益事業」に対してのみ

課税され、「非収益事業」は非課税となっている。 

このように法人分類により、「全ての所得に課税」、「収益事業からの所得のみに課税

（非収益事業非課税）」とに分けられた理由としては、法人税は個人に対する配当に

課される所得の前取りであり、剰余金の社員への分配が禁じられている非営利法人に

は、株主などの配当を受けとる持分者が存在せず、法人税を課税する根拠がないから

とされている。ただし、同じ非営利目的である「公益法人等」と「協同組合等」で、

その取り扱いが異なるのは、非営利性の範囲が異なっているからと考えられる。 

また、「公益法人等」への「収益事業」課税については、シャウプ勧告24の“普通法

人の営利企業と競合する事業については課税”という見解に基づくが、これら法人の

公益性を勘案し、その範囲を限定列挙の形で示したとされている。軽減税率の適用の

有無については、政策上の判断と想定される。 

このほか「公益法人等」に対しては、当該法人が寄附した場合の支出について、収

益事業所得の一定割合までを損金算入を認める寄付金の損金算入限度額の特例を認

めており（法人税法施行令 73 条①(3)）、また、収益事業部門から本来事業に支出し

た場合、その金額を本来事業への寄付金として扱い、収益事業部門所得の一定割合の

損金算入を認める「みなし寄付金」の適用（法人税法 37 条⑤）も認めている。ただ

し、その割合については、社会福祉法人や学校法人が 50％となっているのに対し、ほ

かの「公益法人等」は 20％となっている。 

なお、ＮＰＯ法人は、法人税法上「公益法人等」に規定されておらず、課税取り扱

いについては、ＮＰＯ法上で規定されている。ＮＰＯ法では、「非収益事業」に対す

る非課税については「公益法人等」扱いとし、「収益事業」における課税、「寄付金の

損金算入限度額」、「みなし寄附金」については「普通法人」として扱うとしている（Ｎ

ＰＯ法 46 条）が、「寄付金の損金算入限度額」、「みなし寄附金」については、租税特

別措置法に定められた要件（パブリックサポートテスト）を満たすことにより、その

適用が認められる「認定ＮＰＯ制度」がとられている（租税特別措置法 66 条の 11 の

２）。ただし、平成 15 年７月 29 日現在での「認定ＮＰＯ法人」数は 15 法人25となっ

ている。 

なお、中間法人については、法人税法上、中間法人法上とも、法人税の課税取り扱

いについての定めはなく、「普通法人」と同様に課税される。 

 
                                                  
23 巻末の参考資料３「法人税法が定める収益事業 33 業種と適用の範囲」参照 
24 シャウプ勧告とは、昭和 24 年９月、連合国軍総司令部の命を受けたカール・シャウプ博士を団長とするシャウプ使

節団が日本の税制の実態を調査し改革案をまとめ上げた「シャウプ使節団日本税制報告書」。 
25 国税庁 
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図表１－９ 法人税法における法人分類 
分類 対象 

公共法人 
（法人税法別表１） 地方公共団体、公団など 

公益法人等 
（法人税法別表２） 社団法人・財団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、商工会議所など 

協同組合等 
（法人税法別表３） 消費生活協同組合、農業協同組合、信用金庫など 

人格のない社団等 法人格を有さない団体 

普通法人 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、中間法人、医療法人など 

 
法文より価値総合研究所作成 

 
図表１－10 法人税法における法人分類 

分類 公益法人等 
（法人税法別表２） 

協同組合等 
（法人税法別表３） 人格のない社団等 普通法人 

法人税課税範囲 収益事業からなる
所得に対してのみ 

総ての所得 
収益事業からなる
所得に対してのみ

総ての所得 

税率 軽減税率 普通税率 

寄付金の 
損金算入限度額 20％＊1 

所得の 2.5％ 
（資本または出資を有する法人は、所得の 1.25%＋所得の 2.5%）

みなし寄付金の
適用 あり なし 

*1 社会福祉法人、学校法人は 50％ 

*ＮＰＯ法人は、上記のうち、非収益事業非課税は「公益法人等」扱いで、それ以外は「普通法人」扱い。つまり、ＮＰ

Ｏ法人は「人格のない社団等」と同じ扱いとなっている。ただし、認定ＮＰＯ法人となった場合は上記の寄付金の損

金算入限度額、みなし寄付金の適用は「公益法人等」扱い。 

 法文より価値総合研究所作成 
 

図表１－11 収益事業の３３業種 

(1)物品販売業 
(2)不動産販売業 
(3)金銭貸付業 
(4)物品貸付業 
(5)不動産貸付業 
(6)製造業 
(7)通信業 
(8)運送業 
(9)倉庫業 
(10)請負業 
(11)印刷業 

(12)出版業 
(13)写真業 
(14)貸席業 
(15)旅館業 
(16)料理店業その他の飲食店業 
(17)周旋業 
(18)代理業 
(19)仲立業 
(20)問屋業 
(21)鉱業 
(22)土石採取業 

(23)浴場業 
(24)理容業 
(25)美容業 
(26)興行業 
(27)遊技所業 
(28)遊覧所業 
(29)医療保健業 
(30)一定の技芸教授業等 
(31)駐車場業 
(32)信用保証業 
(33)無体財産等の提供を行う事業 

法文より価値総合研究所作成 
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図表１－12 非営利法人に対する課税の沿革 

年次 内容 

明治 32 年 
法人所得に対する課税開始。 
ただし「営利ヲ目的トセサル法人ノ所得」は非課税とされた。 

大正２年 
法人に関する非課税の対象を「府県郡市町村其ノ他ノ公共団体、神社、寺院、祠宇、
仏堂及民法三十四条ノ規定ニ依リ設立シタル法人」と改められる。 

昭和 15 年 
法人税法創設。 
ただし「神社及民法第三十四条ノ規定ニ依リ設立シタル法人ニハ法人税ヲ課セズ」。

昭和 20 年 収益事業を営む宗教法人、労働組合に対し、その事業から生じる所得に対して課税。

昭和 24 年 
シャウプ勧告。 
「非課税法人の収益事業によって得られる所得は、明らかに法人税の課税対象とな
るべきものである。」 

昭和 25 年 
公益法人等の収益事業から生ずる所得に対して、営利法人と同様の税率課税。また、
収益事業として 29 種が限定列挙。 

昭和 27 年 

公益法人等の収益事業所得について軽減税率による課税。 
①公益法人等の収益事業所得は、公益目的をもった本来事業に充てられる。純粋に

営利目的で得られる所得と区別すべき、との考え方により税率軽減。 
②非営利なら法人税を課すべきでないという考え方と営利企業との競争条件の均

等という考え方の折衷により税率軽減。 

各種資料より価値総合研究所作成  

 
2)寄付税制 

非営利法人に関する税制としては、前述の法人自身への課税と、寄附者に対する優

遇税制の２つの側面からみるとことができる。 

寄附者が税の優遇措置を受けられる制度としては、①指定寄付金、②特定公益増進

法人への寄附が挙げられる。 

「指定寄付金」とは、「公益法人等」に対する寄付金のうち、「広く一般的に募集」

され、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄

与するための支出で緊急を要するものに充てられる」もので、「財務大臣が指定」し

たものをいう（法人税法 37 条④(2)、所得税法 78 条②(2)）。 

「特定公益増進法人」とは、「公共法人」、「公益法人等」、その他特別の法律により

設立された法人のうち、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その

他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるもの」で、「公益法人等」に

ついては原則的に主務大臣と財務大臣の協議により認定を受けたものをいう（法人税

法 37 条④(2)、所得税法 78 条②(3)）。平成 14 年４月１日現在、「特定公益増進法人」

の指定を受けた 34 条法人の数は 882 法人26となっている。 

この「指定寄付金」、「特定公益増進法人」に対する寄付については、個人の場合は

「特定寄付金」として扱われ、個人の場合は、その所得の「25％-１万円」までを上

限に所得控除ができ（所得税法 78 条②）、法人の場合は一般寄付の損金算入限度額の
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２倍まで損金算入することができる（法人税法 37 条④）。 

なお、「認定ＮＰＯ法人」については、上述の寄附者に対する所得控除や損金算入の

適用が認められている。 

 
3)「公益法人等」における収支計算書の提出 

「公益法人等」の収支計算書は、政令等で定める法人や小規模な法人を除いて、所

轄の税務署への提出が義務付けられている（租税特別措置法 68 条の６）。 

なお、政令等で定める所轄税務署への収支計算書の提出を要しない「公益法人等」

とは、認可地縁団体（地方自治法 260 条の２）、マンション管理組合法人（区分所有

法 47 条②）、政党（政党法８条）、マンション建替組合（マンション建替円滑化法５

条①）となっている（租税特別措置法施行令 39 条の 37①）。 

また、政令で定める小規模な法人とは、当該事業年度の収入金額の合計額が 8,000

万円以下の法人となっている（租税特別措置法施行令 39 条の 37②）。 
 

4)収益事業実施の確認 

前述のとおり、「公益法人等」でも、本来の事業に支障がない限り、収益事業等を行

うことができ、その場合は、会計上の取り扱いを本来の事業に関する会計から区分し

て経理することとしている（社会福祉法 26 条②、私立学校法 26 条③、ＮＰＯ法５条

②など）。 

また、収益事業を行う場合、「公益法人等」および「人格のない社団」においては、

開始後２ヶ月以内に、「収益事業開始届出書」を所轄税務署に届出ることが規定され

ており（法人税法 150 条、法人税施行規則 65 条）、また、その取引を記録する帳簿を

備え付けることが義務付けられている（法人税法 150 条の２、法人税施行規則 66・67

条）。 

反対に、収益事業を行わなくなった場合には、速やかに「公益法人等又は人格のな

い社団等の収益事業の廃止の届出」を提出することが規定されている。 

なお、「普通法人」、「協同組合等」においては、設立の日以後２ヶ月以内に「内国普

通法人等の設立の届出」を所轄税務署に提出することが義務付けられている（法人税

法 148 条、法人税施行規則 63 条）。 
 

（２）現在の非営利法人制度が有する問題点・課題 

前述のとおり、我が国では、結社の自由、いわゆる団体を形成する自由を認めている

が、法人化に当たっては、法律の定めにより設立されることが規定され、その規範とな

る民法では「公益法人（社団法人・財団法人）」・「営利法人」の２つのみが類型されて

いる。そして、この公益法人が民法 34 条に規定されてからの 100 余年の間、この規定

についての抜本的な見直しが行われてこなかったため、現在の民間非営利活動の隆盛に
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制度自体が対応しきれず、いわば制度疲労をおこしている。 

ここでは、これらの観点を踏まえ、現在の非営利法人制度が抱えるいくつかの問題点

と課題の整理を行う。 
 

①主務官庁制と許可主義 

前述のとおり、営利法人については、準則主義が採用されているが、34 条法人につい

ては、各 34 条法人が目的とする事業に関連する事務を主務官庁が掌握する制度を採用

している。これは、公益的な活動は、従来より行政が行うものと考えられてきたことか

ら、民間がこれを行う場合は、行政の補完的な役割で、国による許可と監督が必要であ

るという民法制定時の考え方に由来している。そして、主務官庁には、設立許可権（民

法 34 条）、監督権（民法 67 条）、許可取消権（民法 71 条）が規定されているが、その

要件等の規定は民法にはなく、主務官庁の裁量に委ねられている。その改善策として、

「公益法人の設立許可及び指導監督基準」が示されているが、具体的な基準などの適用

は主務官庁の判断に委ねられている。このため、34 条法人の要件である非営利や公益性

の判断基準は、主務官庁ごとに異なる結果となり、その省庁が所管する事業を中心とし

た公益性となっているとの指摘がある。また、法人としての永続性を担保するため、財

団法人設立時には一定金額以上の基本財産が必要とされ、社団法人設立時には一定規模

以上の社員（会員）が必要であるとされる。設立時、この点を解決しても、主務官庁の

所管をまたぐ事業を実施する場合は、事業の変更あるいは許可の変更を求められる等と、

縦割りの弊害も指摘されている。また、国の政策・方針などに反するような活動を行う

団体は認められないとの指摘もみられる。 

一方、社会福祉法人や学校法人などの広義の公益法人や消費生活協同組合や農業協同

組合などの中間的法人を規定する特別法の多くも、主務官庁制の観点を引き継いでいる

ため、その設立時には許可よりは緩和されているものの、所轄庁の設立認可や運営時の

監督を要し、一定の要件や制限がかかる。また、その要件や基準についても、法律上、

明確な規定がなく、省令等に委ねるものが多くなっている。これは、結果的に所轄庁に

裁量を残す形となり、不明瞭との指摘もある。一方、ＮＰＯ法では、要件・基準等も法

律上に明確に示され、許可や認可より緩い認証となっているものの、行政の関与を必要

としている。 

その一方で、中間法人や労働組合（法人であるもの）、マンション管理組合法人など

の一部の非営利法人は行政の関与がなく、準則で設立できることとなっている。 
このほか、法人数の増加に伴い、主務官庁や所轄庁が行き届いた指導・監督を行うこ

とが限界に達しているとの指摘がある。また、法人側でも、これまで事業の運営を主務

官庁や所轄庁が発するガイドラインや指針等に依拠してきたことから、会員や受益者等

のニーズや意見よりも、主務官庁の意向を意識した運営がなされるなど、自己統治や受

託者としての責任の自覚が少ないという指摘もなされている。 
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これに対し、営利法人の基本法規である商法は、コーポレート・ガバナンスや株主保

護に関する規定について、時代背景の変化に応じて、過去数回にわたって改正が行われ

ている。 
 
図表１－13 わが国における商法改正の概要（会社経営に関するチェック機能強化） 
改正法 改正の内容 背景 

明治 32 年 
商法制定 

・株主総会が万能の機関として存在していたため
取締役の権限は必ずしも大きくなかった 

ドイツ人のロエスレルに
よる商法草案がベース 

明治 44 年 
商法改正 

・定款または総会決議により代表取締役を定める
ことが可能に 

・監査役の任期を最長 2年間に延長 
 

昭和 13 年 
商法改正 

・定款に基づき、取締役の互選により代表取締役
を定めることが可能 

・監査役は株主からの選任を要しないと変更 
 

昭和 25 年 
商法改正 

・取締役の権限拡大（株主総会中心主義を放棄し、
総会の権限を縮小） 

・監査役は会計のみを監査（権限縮小）し、任期
を 1年に短縮 

朝鮮戦争特需 

昭和 49 年 
商法改正 

・監査役の監査対象を拡大（会計監査のみ→業務
監査＋会計監査 

・監査役の権限・独立性の強化（選任・解任への
意見陳述権など） 

山陽特殊鋼鉄会社更生事
件（昭和 40 年）等の倒産
事件における粉飾決算の
発覚 

昭和 56 年 
商法改正 

・取締役会の決定事項・代表取締役への監督権明
示 

・監査役の権限・独立性の強化（取締役会への出
席権など） 

ロッキード事件（昭和 51
年）、ダグラス・グラマン
事件（昭和 53 年） 

平成 5年 
商法改正 

・株主代表訴訟の訴額を定額化 
・監査役の任期を 2年から 3年に伸長 

金融・証券不祥事事件（平
成 3 年）、佐川急便事件な
ど 

平成 13 年 
商法改正 

・取締役・監査役の賠償責任の軽減 
・監査役の権限・独立性の強化（任期を 3年から

4年に伸長。取締役会への出席義務・意見など）

株主代表訴訟の増加、大和
銀行事件第一審判決（平成
12 年） 

平成 14 年 
商法改正 

・企業統治の選択性の導入（従来の代表取締役
会・取締役会・監査役会による仕組みだけでな
く、１）重要財産等委員会設置会社、２）委員
会等設置会社、からの選択が可能に） 

 

各種資料より価値総合研究所作成 
 

②曖昧な公益性の概念 

34 条法人や社会福祉法人、学校法人などの広義の公益法人においては、その事業や活

動の「公益性」が求められているが、前述のとおり、民法上、公益に関する明確な定義

はない。一般的には、「公益」とは営利を目的とせず、社会全般の利益、あるいは、不

特定多数の者の利益を意味するものとされ、相互扶助の観点から限定された構成員等の

利益の増進を目的とする、いわゆる「共益」は、「公益」に該当しないとされている。

しかし、「共益」は、私利・私欲、利己といった「私益」とも異なり、「公益」に全く該
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当しないとは言い切れないとの指摘もある。 

また、「不特定」かつ「多数」についても、どこまでの範囲・どのくらいの量があれ

ば該当するのかという解釈の相違により、活動エリア等の修正を余儀なくされたとの指

摘もみられる。しかしながら、活動によっては、結果的に、その利益の及ぶ範囲も限ら

れ、受益者が少数に限定される場合もある。ただし、たとえば、公民館や駅を考えた場

合、利用者の歩ける範囲は限られ、その母集団は限定されてしまうが、どこの誰がいつ

利用に訪れるか定かに出来ないということを考慮すれば、不特定多数の人々が利用する

施設ということが出来ると考えられる。学校を考えた場合、その母集団から言って“特

定多数”とも言えるが、年度が変われば、その母集団も変化することから、時間軸で母

集団が変化する場合も、長い目で見ると不特定多数ということができると考えられる。 
他方、「利益」については、事業や活動分野が想起されるが、以前は、公益性がある

と思われた事業・分野でも時代の移り変わりにより、その意義が薄まる場合がある一方

で、以前は「公益」として認識されなかったものが、新しい「公益」として認識される

場合もある。このように考えると、「公益」の概念自体が相対的であり、また、個々の

価値観、時代の流れによって変化するため、一律には決めがたい要素をもっている。 
また、民法 34 条の特別法として制定された法律では、「公益性」について民法 34 条

の規定よりも一般的で広い定義をすることは、法理論上、できないとされる。このため、

たとえば、ＮＰＯ法では、対象とする分野を 12 分野（現在は 17 分野）に限定した経緯

がある。しかしながら、いくら対象・分野を追加したところで、新しい活動分野は次々

と考えられる。従って、この定義については、時代の変化に応じて、柔軟に見直す必要

がある。 
 

③法律により異なる「非営利性」の考え方 

公益の概念の中に「非営利」が挙げられ、広義の公益法人、中間的法人においても「非

営利性」を要件としているが、中間法人、消費生活協同組合、農業協同組合などの一部

の中間的法人については、「非営利性」の考え方が異なっている。たとえば、中間法人

については、残余財産の分配が可能で、また、消費生活協同組合や農業協同組合におい

ては、その制限があるとはいえ、出資配当（生協では割戻）、残余財産の分配を認めて

いる。 
このように、「非営利性」を視点から各法人を見た場合、その収益や残余財産の取り

扱いに相違があり、収益や残余財産の分配を全く禁止している法人（完全な非営利）、

残余財産や収益の一部を配当する、あるいは配当が可能な法人（部分的な非営利）に類

型化できる。 
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図表１－14 各法人における営利性について 

性格 法人名 

完全な非営利 
ＮＰＯ法人、財団法人・社団法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、労働
組合、政党など 

部分的な非営利 マンション管理組合法人、中間法人、生活協同組合、農業協同組合など 

営利 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社 

                             法文より価値総合研究所作成 

 

図表１－15 各法律に見る非営利に関する規定 

法人 収益の取り扱いについて 残余財産の処分（分配） 

社団法人・財団法人 
営利を目的としない 

（民法第 34 条）

その法人の類似の法人 

（民法 72 条②）

社会福祉法人 
社会福祉事業への充当 

（社会福祉法 26 条）

社会福祉法人または社会福祉事業を行

うもの     （社会福祉法 31 条③）

学校法人 
私立学校経営への充当 

（私立学校法 26 条）

学校法人、その他教育の事業を行うもの

（私立学校法 30 条③）

ＮＰＯ法人 
特定非営利活動への充当 

（ＮＰＯ法第５条）

特定非営利活動法人、国又は地方公共団

体、社団法人・財団法人、学校法人、社

会福祉法人、更生保護法人 

（ＮＰＯ法 11 条③）

宗教法人 
公益事業への充当 

（宗教法人法６条）

規則に規定する 

（宗教法人法 50 条①）

中間法人 
剰余金を社員に分配することを目的と

しない（中間法人法２条） 

定款に定める 

（中間法人法 86 条）

マンション管理組合 
法人 

規定なし 

（区分所有法 19 条）

解散した管理組合法人の財産は、規約に

別段の定めがある場合を除いて、第 14

条（共用部分の持分）に定める割合と同

一の割合で各区分所有者に帰属する 

（区分所有法 56 条）

労働組合 規定なし 
その法人の目的に類似する法人 

（労働組合法12条②：民法72条の準用）

消費生活協同組合 

出資額に応じて余剰金を割戻ときは年

１割以下 

（消費生活協同組合法 52 条④）

分配可 

（消費生活協同組合法 71 条：清算人は

組合の債務を弁済した後でなければ、組

合の財産を分配することはできない） 

農業協同組合 

出資額に応じて余剰金を配当するとき

は年８分以下 

（農業協同組合法 52 条②）

分配可 

（農業協同組合法 72 条の２の２：商法

131 条の準用：清算人は組合の債務を弁

済した後でなければ、組合の財産を分配

することはできない） 

法文より価値総合研究所作成  
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④税制 

民間の非営利公益活動に対して支援を行うということについては、一般的な理解が進

んでいるところであり、その一つに支援税制が挙げられる。 

支援税制としては、直接、法人に対するものと、その法人への寄附者に対するものの

２つがあり、前者は収益事業の軽減税率、「みなし寄附金」が挙げられ、後者は寄附者

に対する所得税控除や損金算入が挙げられる。 

そして、この支援税制は、法人格と連動していることから、設立が許可されると自動

的に適用され、その法人が存続する限り支援は続くことになる。このため、その法人格

取得に際して、不適切な事業や活動の排除という観点から活動分野等が限定され、また、

法人の永続性の観点から確固とした組織・財政基盤も求められる。それ故、設立要件が

高く設定され、また、活動分野が要件に該当しない団体や小規模な団体にとっては、法

人格取得自体が困難となる。 

認定ＮＰＯ法人制度は、法人格取得と支援税制適用を切り分け、また、２年ごとの見

直しを行なっていることで、上述の問題点の解消を図っているが、その要件が厳しいこ

とから、現在、その認定件数が 15 法人に留まっている。先般、その要件緩和がなされ

たものの、やはり、支援税制といっても使いづらいという指摘が多い。 

また、非営利法人格の間でも、法人格により支援税制の適用範囲が異なっているため、

格差がみられる。たとえば、『「収益事業 33 業種」からの所得』に対する課税は、法人

税法施行令で特定の法人格に対して適用除外の規定を事業ごとに列挙しており、同じ

「収益事業」を行なった場合でも、法人格の種類によっては課税・非課税の違いが生じ

ることとなる。たとえば、席貸業では、行政の用に供する席貸業や、社会福祉事業とし

て行なわれる席貸業、学校法人が主たる目的に業務に関連する席貸業、法人が主たる目

的と関連する席貸業で当該法人の会員に供する席貸業を対象外としている。このため、

ＮＰＯ法人や 34 条法人が会員以外に貸し出た場合は収益事業となるのに対し、社会福

祉法人が社会福祉事業として、また、学校法人がその目的に応じて行なった場合は非収

益事業となる。 

また、法人格により寄附金損金算入の限度額や「みなし寄付金」の適用の有無・限度

額が異なり、「特定公益増進法人」についても自動的に適用される法人格もある。「特定

公益増進法人」「指定寄付金」についても、主務官庁と税務当局との協議となっており、

その認定を受けるためには、主務官庁との連携を強めておかなくてはならないなどの実

情もある。 

その法人格の性格に対する配慮によるものとはいえ、同じ非営利とする法人格でも行

う事業によって、その取り扱いが異なることはバランスを欠いており、見直しについて

検討を要するのではないかという指摘もみられる。 
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⑤財団法人の規定 

財団法人の設立に国の許可・監督が採用されている理由の一つに、民法制定当時、“公

益法人に財産がつぎ込まれると財産の融通が停止するので弊害が生じる”といった観点

が挙げられている。このため、財産の結合体である財団法人には、公益活動以外は認め

ないこととされ、その設立に当たっての要件は厳しい。 
財団法人は、設立者が提供した資産の管理運営などの基本事項を定める「寄附行為」

に基づき、理事が、その趣旨に反することなく運営することが規定されている。しかし

ながら、民法では、社団法人と同様、監事を置くことは任意となっており、かつ、社団

法人とは異なり、構成員が存在しないため、総会という意思決定機関を通じてのチェッ

クもできない。このため、財団法人の運営について理事が「寄付行為」どおりに活動し

ているかどうかのチェックが難しくなり、理事の専横に陥りやすいとの指摘がみられる。

このことから「公益法人の設立許可及び指導監督基準」では、「監事は、法人の会計、

財産、理事の執行業務等の状況を監査するために重要な機関であることから、必ず１名

以上置くこと。」と、「財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事及び監事

の選任機関並びに当該法人の重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。」が示さ

れているが、これを法律上、規定すべきとの指摘もみられる。 
また、財団法人は、基金の取り崩しに規制がかかり、「寄附行為」に変更規定がない

場合の変更は、民法上、できないとされている。これは、出捐者の意思を尊重する仕組

みとなっている一方で、活動の制約となっているとの指摘もみられる。 
これらの点については、ガバナンスの強化と情報公開、事後チェックにより、改善で

きる問題であると考えられる。ただし、その場合、誰がチェックするのかが課題となる。 
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２．どのような非営利法人制度でありたいか 
ここでは、前述までの整理に基づき、今後、どのような視点等で公益法人改革を行い、

新しい非営利法人制度を構築していくのが望ましいか等の検討を行う。 
 

（１）なぜ、新しい非営利法人制度は必要か 

①新しい非営利法人制度が求められる社会的背景 

「営利」を目的とする法人については、準則主義に基づく、自由な設立を可能として

いる。そして、事業についても、一部の事業等で許可や資格・免許の取得などを求めて

いるものの、原則、自由に実施することができる。これに対し、営利以外を目的とする

団体、すなわち、非営利を目的とする団体の法人化に当たっては、主務官庁制と許可・

監督制の中、公益性が求められたり、特別法に基づく様々な要件など、制限・制約が課

せられている。このため、この要件に該当しない団体は、法人格の取得ができず、非営

利における法人化と活動は大きく制約されている。 

市民活動が隆盛となる中、非営利を目的とする団体には、権利の主体となる法人化を

求めるニーズが少なからず存在している。このような状況を受け、認証主義で法人格を

付与するＮＰＯ法が平成 10 年に施行され、平成 14 年には、一般的な共益的団体に対し

準則主義で法人格を付与する中間法人法が施行された。この結果、自発的な市民団体に

おいて法人化への道が大きく開けたという意見がある一方で、ＮＰＯ法には活動分野の

限定や社員数、不特定多数等の“公益性”を観点とした要件があり、中間法人法におい

ても、社員を有限責任とする場合には有限会社並みの基金要件がある。 
社会情勢の変化や「経済的な豊かさ」から「心の豊かさ」・「生きがい」などへの志向

と、その多様化が進む中で、非営利を目的とする団体をつくり、“特定の仲間だけで活

動をしたい”、“互いを助け合いたい”、“親睦や交流活動を充実したい”、“期間限定で活

動したい”、“不特定多数を目的とした活動よりも特定の対象に絞った活動をしたい”と

いうニーズが様々に存在している。そして、それにより団体の目的も、「営利」・「非営

利」、「公益」・「共益（非公益）」といった区分が曖昧になり、活動分野も福祉・環境・

文化・教育・芸術・スポーツ・交流・産業などといった既存の分野・分類に当てはまら

ないもの、複数の分野をまたがるものなど、様々となっている。そして、団体の形とし

ても、有志が集まって団体をつくるもの、財産や資金を持ち寄って団体をつくるもの、

その双方を兼ね備えるものがある。 
今後も、社会情勢の移り変わりの中で、非営利活動に対するニーズはますます多様

化・変化し、それにあわせて団体の目的や活動分野、組織形態が多様に変化していくも

のと思われる。しかしながら、現行の公益法人制度、ＮＰＯ法人制度、中間法人制度の

ままでは、そのような団体の全てが法人格を取得できる制度とはなっていない。 
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構造改革の中、小さな政府を実現し、民間活力を高める一つの方法として、現状に合

致しなくなってきた法人制度の問題点や課題を見直すことが挙げられている。そして、

民間非営利活動の重要性は現在も十分に認識されており、今後、ますます、その位置付

けが高まっていくことが想定される。従って、民間非営利活動を促進していく法人制度

を構想することは極めて重要な課題と考えられる。 
 

②新しい非営利法人制度が必要な理由 

以上の点を勘案すると、憲法において“結社の自由”が認められている延長線上とし

て、非営利を目的とする団体に対して、その法人化を広く認める必要があると考えられ

る。その場合の制約については、前出の問題点・課題で述べてきたとおりであるが、そ

の解決を図るために、現行の法人制度を見直し、新しい非営利法人制度の創設が必要で

ある。 
そのポイントの第一に挙げられるのが、自発性・主体性・自律性・先駆性、柔軟性な

どに基づく民間非営利活動の多様性という価値の再認識である。特に、考え方、生き方、

活動をはじめとする「多様性」が今まで社会に与えてきた価値を軽視し、反対に画一性

や均等性などを重視してきた。しかしながら、今後、ますます多様化が進む我が国の社

会情勢においては、この多様性を受け入れられる制度を創ることが必要である。 
第二のポイントとしては、「非営利」と「公益性」の関係の見直しが挙げられる。こ

れは、100 余年前に規定された民法の「公益」・「営利」の規定が、結果的に、営利以外

の法人活動は全て、公益性と主務官庁の許可・監督が必要で、自由な非営利法人の設立

は認められないということに由来する。特に、「公益」・「営利」の分類は、対になって

いないことから（「営利」の対語は「非営利」であり、「公益」の対語は「私益」若しく

は「非公益」である。）、非営利を目的とする団体の法人化や活動範囲等に大きな間隙を

つくることになる。そして、現在までの間、この規定は見直されてこなかったため、34

条法人以外で、非営利の法人格付与についての社会的要請には、その都度、特別法が制

定されてきた。しかしながら、特別法であるが故に非営利法人の活動範囲等は制限され

てしまう。また、その殆どは、公益性と行政の関与を規定しているため、非営利法人設

立の自由度は大きく制限されている。 
非営利“公益”活動は、非営利活動全体の主要な部分といえるが、実際には、非営利

“公益”活動と、一般の非営利活動、または、“共益”活動との境界を具体的に示すこ

とは難しい。民間非営利活動の主体たる市民団体をみると、必ずしも公益的な活動だけ

を目的としている訳ではなく、また、その活動が公益であるか否かを意識していない場

合も多くみられる。他方、その第一義を株主や出資者に対する配当とする営利法人にお

いても、近年、地域社会等との共生を打ち出し、様々な事業やサービス・商品提供など

といった形で社会貢献活動が行われている。 
これをみると、法人の活動は、「公益」・「営利」といった民法の区分に完全に分けら
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れるものでなく、“非営利・公益”、“非営利・共益”、“営利・公益”、“営利・共益”な

どと「公」と「私」の間に、様々な活動・事業があることがうかがわれる。また、「公

益」・「共益」の間も、活動・事業の多様化により、その明確な線引きが難しくなってい

る。 
そもそも、「非営利」と、「公益」・「共益」の概念とは別物である。従って、非営利法

人の法人化の要件に、公益性を含むべきではない。なお、現在の制度では、「財団」の

法人化については、“非営利・公益”の財団法人に限られているため、“非営利・共益”

の「財団」の設立についても検討する必要がある。 
第三のポイントとしては、行政の関与の抑制が挙げられる。行政の関与は、法人の設

立や運営について、民間側の発想や意向よりも、行政の意向や判断が強く反映される傾

向があり、様々なニーズにより活動の多様化が求められても、その対応や事業展開が難

しい。そして、このような状況は、民間の自由な発想による自発的な事業の柔軟な展開

に適さないことが多いと指摘されている。 
以上の点を踏まえ、法人化を希望する団体の負担や制約が少なく、どのような目的、

活動分野、組織形態の団体であっても法人化ができる、若しくは活動ができる仕組みを

創り上げる必要があると考える。 
そして、制度設計に当たっては、特定の姿を念頭におくことなく、市民活動団体や共

益団体、社会貢献を目的とする団体、また、規模を大きくして活動を望む団体、小さな

規模での活動を希望する団体など、個々の団体がもつ非営利活動の趣旨・目的が、柔軟

に実現できる制度が必要と考えられる。 
 

（２）今後、望ましいと考えられる非営利法人制度のあり方 

団体が法人格を取得する理由は、団体として権利主体となる地位を必要としているから

といえる。そして、法律では、その地位の取得に必要なルールや権利・義務などを規定す

るものである。 
ただし、その際は、改めて「非営利性」を十分に認識する必要がある。営利法人なら、

たとえば配当を担保するに必要なルールがあるように、非営利法人なら、たとえば、非営

利性と法人目的の実行性を担保するに必要なルールがある。そして、「社団」、「財団」とい

う法人のタイプがあり、規模の格差もある。 
一方、自由な活動を認めた場合、不適当な活動や法人の出現、濫用に対する懸念が指摘

されている。これについては、重視すべき点であるが、それに囚われすぎて、非営利活動

の促進という理念や目的が後退するような改革であってはならないと考える。 
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①今後、望ましいと思われる非営利法人制度のあり方 

1)これから法人化を考えている団体にとって 

～個々の法人事情に応じて使いやすい制度設計～ 
前述のとおり、非営利法人は、個々の法人が掲げる目的の実現に向けて活動がなさ

れており、その目的は法人の数だけ多様である。そして、その運営の仕方についても、

広く参画を呼びかけ全員の合意により活動を志向する団体から、参画に当たっては一

定の要件を設けて活動を志向する団体、頑ななまでに先人の意思の尊重を志向する団

体までと千差万別である。 
この多様性こそが非営利活動の最大の特性とするならば、多様な活動が行える土台

が必要である。法律等で様々な規制があれば、それに縛られ、非営利活動の持ち味は

半減する。当然、必要なルールを取り決める必要はあるが、それは最小限に押さえ、

可能な限り、活動に関わる多様な“志”や“熱意”を受け止められる、また、その“志”

が柔軟に実現できる制度としたい。 
であるなら、その前提として、“こうでなければならない”といった部分を極力、押

さえ、その法人の事情等に応じた形で活動が行いやすく、使い勝手が良い制度が望ま

れる。 
以上のことから、新しい非営利法人制度では、法人格が取得できる活動の範囲を可

能な限り広くとる形としたい。また、新しい非営利法人制度は、その要件となる基準

や指標等を予め明確化しておくなど、分かりやすい制度であるべきである。そして、

設立に当たっては、行政の判断を伴わない準則主義であることが望ましい。 
 

2)非営利活動に関わる者にとって 

～法人運営の透明性や適正性を確保し運営しやすい制度設計～ 
非営利活動には、法人運営を担う人、その理念に共感し活動を物心両面から支える

人、その活動に参加する人、その活動による財・サービスを利用する人など、多様な

人々が関わることにより成り立っている。 
そして、一口に非営利法人と言っても、巨大なものから小規模なものまでと階層化

されることが想定される中で、運営スタイルも様々で、また、「財団」、「社団」とい

う法人形態もある。 
従って、これら非営利法人の多様性に配慮し、それに応じた運営ができる制度にす

る必要があるものの、法人運営や活動に関わる人たちが、その姿を容易に知ることが

できるようにする必要がある。当然、非営利法人活動の自由度を確保しようとするあ

まり、不適切な活動を助長させてはならない。 
以上のことから、法人運営については、自律性を基本とした制度設計を行うことを

想定する。 
自律的な運営のためには、法人内部のチェック機能（理事会や監事、「社団」におけ
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る社員総会、「財団」における評議員会などによるガバナンス）の確立が必要と考え

られる。そして、非営利性や法人運営の適正性については、情報開示によって担保す

ることが考えられる。 
 

3)非営利活動を見守る者人にとって 

～広く一般の人が法人活動等を知ることができる制度設計～ 
非営利法人のまわりには、直接、個々の法人に関わっていなくとも、非営利活動に

興味がある人、これから関わっていきたい人、活動全般を温かく見守っている人など

が多様に存在する。 
また、非営利活動全体の促進のためには、一定の要件を備えた法人に対して、支援

税制を適用させるとともに、寄附等を通じて広く一般からの支援も期待したい。 
以上のことから、法人運営や活動の姿については、法人に関わる人のみではなく、

広く社会一般の人も知ることができる制度の導入も必要と考える。特に、支援税制や

寄付を求める法人については、社会的な信任を得た法人として、社会一般に対する情

報公開を求める必要があろう。 
ただし、公開する内容については、プライバシー保護との関係に配慮するとともに、

小規模な法人の負担に対する配慮や、それに対する支援も併せて検討する必要がある。 
 

②新しい非営利法人制度がもたらす効果等 

1)多様な法人の出現に繋がる 

前述のとおり、「非営利」とは、活動から生じた剰余金を構成員に分配することを

目的としておらず、その剰余金は翌期以降の非営利活動に使用・再投資される。そし

て、非営利法人の基本財産は、その活動の目的や理念に賛同し、その出捐に対し見返

りを求めない個人や企業等に支えられている。このため、非営利法人の活動は、各法

人が有する目的や理念に沿った形で行われることとなる。 
新しい非営利法人制度の構築により、容易に法人格を取得し、自由闊達な活動を展

開していくことが可能となれば、非営利活動の幅が広がり、より一層、多様な価値観

や理念をもつ非営利法人が創出される。 
多くの非営利法人の創出は、それだけ多くの事業機会創出につながり、さらに、こ

のことは競争原理が働くことによって、提供される財・サービスの質の向上などが将

来的にも期待できる。 
また、多くの非営利法人の出現は、市民、企業、行政にとっても、連携機会の拡大

につながり、より一層の多様性が期待できるものと想定できる。 
 

2)既存法人の事業・活動の幅が広がる 

営利法人の手段（事業）には多様性があるものの、出資者への配当が第一義の目的
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であるのに対し、非営利法人は、その第一義の目的自体が多様で、その目的や理念の

実現に向けた手段（事業）が様々に実施されている。 
そして、現行制度を見直し、今まで課せられてきた活動分野の制限等が少なくなる

と、既存の非営利法人においても、事業や活動の幅が広がるものと考えられる。 
これは非営利活動全体の事業・活動の多様性をより一層、育むものと考えられる。 
 

3)法人の自律性が高まる 

行政の関与ではなく、ガバナンスや情報開示を通じて、法人運営の適正性などを担

保することは、法人の姿勢として、また、構成員一人ひとりの意識にも自律性が求め

られ、その自覚が備わることとなる。 
特に、情報開示については、以前から様々な議論がされてきたところであるが、「な

ぜ情報開示が必要なのか」という問いについては、それが民主主義の基盤的制度であ

り、開かれた議論こそが、法人運営の中身をつくり出し鍛え上げるということに繋が

るものと考える。 
そして、それは法人運営の強化や安定性に繋がることになる。 
 

4)寄附社会の醸成 

支援税制の適用などの一定の法人だけに限らず、それぞれの法人が一般社会への積

極的な情報公開を進めることは、その法人活動の認知や理解促進に役立ち、また、関

心が高まることに繋がる。 
そして、それは、寄附や支援を希望する法人にとっても、寄附者に対しても、その

機会が広がることを意味する。また、寄附の増加は、法人にとって経営的安定に繋が

るだけではなく、寄附者にとっても、心の投票という場が広がることも期待できる。 
 

5)より一層の地域社会やコミュニティの活性化 

公益・非公益を問わず、非営利活動を通じて生まれるものは、受益者等に対する財・

サービスだけではなく、それに関わる人々にとっても、参加したいといった欲求を満

たしたり、自己のアイデンティティを確認したり、生きがいを実感することができる

など、人の内面的な刷新も育む。 
従って、多くの非営利法人の出現や、多様な事業・活動の展開が可能となることは、

自己実現の可能性を広げることにも繋がる。そして、その広がりや多様性は、その活

動を取り巻く様々な主体に刺激を与えるとともに、市民参加の機会拡大に繋がる。こ

れは人、もの、かね、情報の循環を促し、ひいては地域社会やコミュニティの活性化

に大きく貢献するものと考えられる。 
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6)市民社会の構築 

前述のとおり、非営利法人の活動は、その活動の目的や理念に賛同した個人や企業

等のボランティア・会費・寄附・助成金など、見返りを求めない自発的な支援等に支

えられながら、多様な活動、および財・サービスが提供されている。 

このような活動がなかった場合、これに要する費用は、当然、行政や個人等が負担

することになり、いわば、非営利法人の活動は、社会コストの軽減につながる。内閣

府経済社会総合研究所が毎年実施している「民間非営利団体実態調査」によると、平

成13年度の民間非営利団体の年間の総合計収入は25兆2,808億円と報告されており、

結果的に、大きな政府から小さな政府の実現に向けた可能性にもつながるものと考え

られる。 
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３．新しい非営利法人制度への提言 
前述のような目的・理念に基づく、新しい制度を検討するに当たり、必要な視点や対応

方法などを如何に法律に盛り込むのかが議論となるが、その内容如何によっては、新しい

非営利法人制度が、各団体の目的や理念の実現に大きな影響を及ぼす。 
「はじめに」で述べたとおり、非営利法人制度の改革は奥深く、本研究会の議論において

も、様々な論点が挙げられ、その論点に対する見解は多様であった。 

このため、ここでは、新しい非営利法人制度構築に当たっての主な項目について、概ね

共通の見解に至ったものについては基本的なスタンスとして整理し、統一的な見解に至ら

なかったものは両論併記の形で各論として整理した。 
今後、様々な議論を通じ、望ましい制度設計がなされることを期待したい。 

 

（１）新しい非営利法人制度設計に当たっての基本的なスタンス 

新しい非営利法人制度の検討に当たっては、34 条法人、ＮＰＯ法人、中間法人の一本化

に限ることなく、社会福祉法人、学校法人等の特別法に基づく非営利法人も視野に入れな

がら、その基本ラインは何かを議論し、また、一定の要件のもと、支援税制の適用が適切

な法人形態の基本ラインについての議論を行った。 

 

①非営利法人制度全般について 

1)非営利法人類型の創設 

法人類型を「非営利法人」、「営利法人」の類型とすることを提案する。 
 

2)「非営利」の概念 

「非営利性」の概念としては、出資者に対する収益の非分配と過大な役員報酬・職

員による非分配（報酬や賃金が一般の相場に比べ不当に高額である場合）とし、「活

動で生じた収益の非分配」と「解散時の残余財産の非分配」の２つを一体に考えるこ

とを提案する。 
 

3)準則主義による設立 

設立においては、行政庁の許可をなくし、定款若しくは寄附行為の作成と公証人の

認証、法人登記による設立、いわゆる準則主義とすることを提案する。 
その設立要件等は、裁量の幅が少ない客観的な要件を示す。ただし、形式的に、社

員数や基本財産の最低限等の要件を規定することは避けるものとする。 
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4)主務官庁制などの行政監視から市民監視へ 

今後、本来の意味での民間非営利活動の推進をめざすため、非営利法人の適正性・

公正性は行政の監視・監督ではなく、情報開示を通じて、市民の手に委ねられるのが

望ましい。このため、現況の主務官庁制や所轄庁における許可・監督については撤廃

するものとする。 
準則主義による設立を前提とすると、設立後の法人が非営利性を持続しているかを

確認する事後チェックする仕組みを想定する必要がある。このため、法人運営の情報

開示を求めるが、その内容については、事業実施の有無、事業内容などの必要事項を

想定する必要がある。 
 

5)非営利法人に対する非収益事業の非課税 

完全なる非営利とする法人については、現行法上の非収益事業について、法人税の

非課税を継続する。 
法人税は株主への利益分配の前取りとしての課税であり、非収益事業の非課税措置

は、「非営利性」に着目した法人税課税の歴史の流れを見ても特例措置とは言えず、

利益を分配しない非営利法人にとって、むしろ当然の権利といえる。従って、行政庁

の許認可があるから非課税、準則主義であるから課税という問題ではない。ちなみに、

区分所有されるマンションの適正なる管理運営を目的とするマンション管理組合は、

いわゆる中間的法人（団体）として位置付けられるが、準則主義で設立でき、かつ、

非収益事業は非課税となっている27。これは、こうした趣旨を反映したものと考えら

れる。 
単に、現行制度上、準則主義で設立される中間法人が課税となっていることを理由

に、非営利法人を課税とする見解があるが、これについては、非営利性と法人税課税

の意義・意味を改めて考える必要があろう。 
 

②新公益法人類型の創設 

①の非営利法人類型の創設は、営利以外を目的とする活動、すなわち、一般の非営利

活動全般の法人化を促進する観点から提案したものだが、それでは、公益的な活動を目

的とする法人類型は必要ないのであろうか。 

やはり、共益を目的とする法人と、34 条法人やＮＰＯ法人をはじめとする公益法人と

を比較した場合、活動の目的が異なる。このため、共益を目的とする法人とは切り離し、

一つの類型を設ける必要があると考えられる。 

従って、新しい非営利法人類型の中に「新公益法人」類型を位置付けることを提案す

る。当然のことながら、この「新公益法人」についても、前述の①1)～5)の視点を採用

                                                  
27
 巻末の参考資料４「準則主義で非収益事業非課税が適用される法人」参照 
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するものとする。 

ただし、「新公益法人」格取得と支援税制の適用については切り離して考えるものと

する。 

 

③支援税制適用について 

準則主義で設立される非営利法人についても、非営利活動の促進や効果を考えれば、

一定の要件を設け、それを満たした法人には、支援税制を適用することが必要と考える。

ただし、その要件は、特例・排除という観点ではなく、支援という観点に立脚した要件

設定とする。 
なお、支援税制の適用と法人格付与とは一体と考えず、法人格取得の要件とは切り離

して考えるものとする。 
この支援税制の適用範囲については、みなし寄付、寄付金控除を想定する。繰り返し

となるが、法人税は株主への利益分配の前取りとしての課税であり、非収益事業に関す

る法人税の非課税措置については、利益を分配しない非営利法人にとって当然の権利で

あるため、人格なき社団、34 条法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、学校法人等でとら

れている、この措置は継承する。 
 

1)客観的で明確な要件設定 

支援税制の適用は、非営利性はもちろん、公益性に関する一定の要件を設定し、そ

れを満たした法人に適用するものとする。 
その要件については、客観的で明確な要件・基準等を法律に書き込んでおくものと

する。 
 

2)事前チェックと事後チェック 

準則主義にて設立される非営利法人に対する支援税制の適用についは、一定の要件

を満たしているかを確認する「事前チェック」と、その要件を継続しているかを確認

する「事後チェック」が必要である。 
ただし、公益性の概念が時代によって左右されるため、その判断に迷うことも想定

される。このため、その適否を判定するチェック機関が必要である。なお、チェック

機関については、第三者機関、課税庁、所轄庁などの意見がみられ、誰が行うかにつ

いての議論は分かれた。 
 

3)情報公開 

支援税制の適用を受けた法人は、社会的な信任を受けているとの認識を持ち続けた

い。 
このため、適用法人については、社会一般に対して、透明かつ信頼できるという説
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明責任を果たすとともに、事業の適正性について理解を求める必要がある。従って、

情報公開については、一般の非営利法人より、一段、深く詳しいものを求める。 
ただし、その内容については、プライバシー保護との兼ね合いに留意するものとす

る。 
 

（２）各論 

新しい非営利法人に関する制度設計を行うに当たっては、その目的や理念・意義に基づき、

非営利法人の権利・義務は何か、また、運営上、果たすべき役割や責任を考え、その中で、

厳守させること、制限すること、禁止すること、違反に対する罰則などを総合的に勘案し、

定義や手続きなどもあわせて、何をどこまで、どのように示すことが適当か等の検討を行

う必要がある。 
また、支援税制が適用される法人については、社会的に信任を受ける法人として考え、

その取得に当たっては一定の説明責任が求められよう。 
ここでは、前述までの検討を踏まえ、その制度設計に当たっての視点や議論のポイント

等について問題提起的に整理を行った。 
 

① 非営利法人制度全般（一般の非営利法人） 

準則主義で設立となり、法人運営に関する監督官庁が存在しない状況においても、よ

り一層、活動の多様性を促すには、一般の非営利法人に対する要件は、できる限り少な

い方が良い。 
ただし、非営利法人としての運営の適正性を担保すべく、最低限、踏まえなくてはな

らないルールは決める必要がある。 
そのルールの第一のキーポイントとしては、法人自治、いわゆるガバナンスが挙げら

れる。そして、そのガバナンスの基礎となるのが、法人運営の憲法たる「定款」または

「寄附行為」に何を記載するのかがポイントとなる。 
前述のとおり、定款等は、公証人の認証を経ることにより、法的にも効力を有し、ま

た、その変更には、所定の手続きが要求される。このため、記載事項について、法律に

は「必要的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」を予め定めるとともに、

また、法律の規定と異なる定めができない事項を設けることとなる。 
しかしながら、「社団」と「財団」という、そもそもの設立目的と運営形態が異なる

法人形態があり、また、人数や資産の規模の大小もある。これをどちらか一方的な視点

により定めることは、様々な阻害要因になるものと考えられる。 
従って、この事項を検討するに当たり、何を、どこまで法人の自主性に委ねるのか、

何が法の規定と異なる定めができない強行規定なのか等について、各種多様な法人が存

在するということを前提に議論する必要がある。 
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この観点からガバナンスの最低限の枠組みを考えた場合、大きくは意思決定や執行に

おける合議制と、その相互チェックが考えられるが、決定プロセスや権限と役割、その

程度には様々な議論があると思われる。 
ここでは、図表３－１に示した項目について、考え方の整理を行う。 
 

図表３－１ 最低限のルールが必要な項目（例示） 

視点 内容（例示） 

法人の種類 ・「社団」 
・「財団」 

活動原則 ・非営利性 
                              など 

組織体制・運営 ・人数・資産規模（「財団」の場合）はどの程度か 
・意思決定（「財団」の場合）、執行、監督する内部機関の設置 
・最高意思決定機関の最低権限（ex：定款変更、合併、解散など） など 

理事 ・理事の地位・資格（欠格事由）・制限（親族制限・無報酬理事の割合） 
・理事と法人の関係・責任 
・任期・報酬                         など 

監事 ・監事の地位・資格（欠格事由）・制限（理事・職員との兼任） 
・監事と法人の関係・責任 
・任期・報酬                         など 

会計 ・会計の基準は何か 
など 

情報開示 ・報告書の作成 
・備え置き・閲覧                       など 

合併・解散 ・合併先として不適当な法人 
・残余財産の帰属先                      など 

罰則  

 
1)最低限、踏まえなくてはならないルールは何か（活動の原則） 

非営利法人として最低限、必要なのは、当然のことながら、非営利性、すなわち、

剰余金の非分配である。前述のとおり、禁止する分配としては、①一事業年度におけ

る利益の分配、②過大な役員報酬・職員賃金、③法人解散時における残余財産の分配

が挙げられる。 
 

2)法人の種類 

新しい非営利法人の種類としては、社員を構成員とする「社団」と、基本財産に法

人格を与える「財団」とに区分する。 
 

3)「社団」 

人の集合体である「社団」においては、まず、非営利法人における社員の地位や権

利は何かを、改めて考える必要があるとの意見がみられた。特に、非営利法人の多く

は、年会費を納めることにより社員たる資格を有するが、厭になったら継続しないと

いう状況がある。このような中で、法人に対する社員の地位や権利をどこまで必要と

考えるのか、また、社員の責任は有限なのか無限なのかを考える必要があるとの意見
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がみられた。 
そして、社員総会は、法人運営の中で、最高意思決定機関として位置付けられるが、

実際の法人運営においては、社員（総会）主導型と理事（会）主導型、あるいは、そ

の中間などといった運営方法がとられている。これは、実質的に社員総会の開催回数

が限られてしまうことに由来する。特に、社員が全国に散らばっている法人や社員数

が多い法人などは、定足数を満たす総会の開催が難しく、また、通知事務において大

変な労力を要する等との意見も多い。また、前述のとおり、非営利法人の多くは、社

員は年度毎の更新であり厭になったら継続しないという状況もある。このため、社員

総会の権利・権能が大きすぎると、柔軟な事業運営や機動性に制約がかかる等、法人

運営の安定化にも課題を残すといった指摘もみられる。反対に、理事（会）の権限が

大きすぎると、法人の私物化に繋がりやすいとの指摘もある。 
以上のように、社員総会と法人との関係については、非営利法人に相応しい社員の

地位なども改めて検討し、運営方法の多様性がある中、法人運営の意思決定、執行、

監督の権能分担などの基本的なルールと、そのバランスを勘案しながら、法律で規定

する事項、法人の判断に委ねる事項を検討する必要がある。そして、社員数の多い法

人では代議員制を認めるなど、規模の格差にも配慮する必要がある。 
一方で、法人運営の方法も、その法人の自主性や個性と考えれば、一般の非営利法

人においては、この関係を予め規定することなく、「定款」への必要的記載事項とし、

各法人の判断に任せて良いのではという意見もある。 
なお、「社団」における最低限の社員数の要件については、少人数による法人化と理

事会の合議制・内部チェックの観点から、理事３名、監事１名程度が適切ではないか

という意見があった。 
 

図表３－２ 考えられる検討の視点（例示） 
視点 内容（例示） 

社員の権利 
○社員の地位 
○どこまでを社員の意思を尊重し権利とするか 
 ・少数社員の権利                         など 

社員総会の権限 
（「社団」の場合） 

○法人運営の効率性と最高意思決定機関としての機能を考えた場合、どのように

バランスをとるか 
 ・執行 

・決議（年次計画・年次報告、理事・監事の任免、定款変更、合併、解散） 
・監督（法人運営の適正性・妥当性の監督、法人運営の適法性の監督など） 
・理事の責任追及 

など 

手続き 

○総会の召集方法 
○意思決定の方法（定足数、議決数、特別議決の範囲） 
○社員総会と理事・監事の関係性 
○議事録の作成・備え置き 
○大規模な法人の場合は代議員制 

                       など 
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4)「財団」 

「財団」は、財産の結合体であることから、その最低基本財産の要件を規定する必

要があるが、低金利が続く現在、最低基本財産の規模を大きく規定しても運用益のみ

での活動は難しいと考えられる。このため、最低基本財産の額については、様々な意

見がみられた。「財団」の意義を考えれば、その基礎となる基金は 1,000 万円程度と

し、寄附や収益事業を通じて、その活動を促進してはという意見がある一方で、最低

基本財産の額については要件を設けず、活動過程の中で積み増しを行っていく形も想

定すべきであろうという意見もみられる。また、基本財産については現金だけではな

く、土地や建物といった評価性資産も視野にいれた方が良いとの意見や、資産の切り

崩しについても認め、無くなったら解散という形態も認める必要はないかという意見

もみられる。 
前述のとおり、「財団」は、財産の結合体であることから、基本的には社員を有せず、

理事は「寄附行為」に定められた出捐者の意思に基づき、その運営を行う。このため、

「財団」の理事は内部チェックが有効に機能せず、理事の専横に陥りやすい面を抱え

ているとの指摘がある一方で、「財団」は社員等の意思や社会情勢の変化に左右され

ないが故に、社会貢献活動には相応しい形態ではないかとの意見もみられる。この理

事の専横防止のためには、理事の活動をチェックする監事や諮問機関としての評議員

会を必置機関とし、理事の選任、重要事項の諮問機能、および、評議員の選任の仕方

も、予め「寄附行為」に定めさせるなど、ガバナンスを強化する必要がある。ただし、

評議員等の選任が理事の権限にされると、実質的に機能しないのではないかという懸

念もみられる。このほか、事後チェックや情報公開規定を交えながら、外部チェック

を導入してはどうかという意見や、理事や評議員の構成において、同一親族や利害関

係者の割合を一定以内とする規定を設けるべきだという意見、さらに事業年度ごとの

資産一定割合を本来事業に拠出することを義務付ける規定を設け、違反があった場合

は、懲罰的な課税や罰則など定めてはどうかという意見があった。 
 

図表３－３ 考えられる検討の視点（例示） 
視点 内容（例示） 

評議員会の権限 
（「財団」の場合） 

○出捐者の意思を尊重する法人運営の中で、評議員の役割は何か 
・評議員選出の仕方・構成 
・諮問事項（重要事項など） 
・決議事項（年次計画・年次報告、理事・監事の任免など）、 
・監督の範囲（法人運営の適正性・妥当性の監督、法人運営の適法性の監督等） 
・理事の責任追及 

など 

手続き 

○評議員会の召集方法 
○意思決定の方法（定足数、議決数） 
○議事録の作成・備え置き・閲覧 

                       など 
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5)理事 

理事は、「定款」や「寄附行為」、および、「社団」においては社員総会、「財団」に

おいては評議員会の意思決定を受け、法人運営の執行役として、その推進と監督の役

割を果たし、外部に対しては法人の代表として権限と責任を有する。 
このため、理事の地位、資格、職務と権限、責務、および任免について定める必要

がある。 
理事と法人との関係については、法人運営の個別性、多様性と適正性のバランスの

中、意思決定、執行、監督の権能分担を、何をどこまで理事に委ねるかが議論となる。

その最低限のルールとしては、執行機関の合議制と理事の相互監視という観点から理

事会を必置機関とし、人数については最低３名を要件としてはどうかとの意見があっ

た。 
理事の資格については、同一親族等の割合などの制限や報酬制限、欠格事由を規定

する必要があるとの意見があった。 
責任については、そもそも理事の責任は有限か、無限かを議論した上で検討する必

要があるとの意見がみられた。ただし、現在、報酬がある理事と無報酬の理事が存在

するため、有給・無給、常勤・非常勤で責任範囲を分ける必要がないかという意見や、

理事を無限責任とすれば、小規模の法人では理事のなり手がなくなるのではないかと

いう懸念も示された。 
 

図表３－４ 理事と法人の関係と検討の視点（例示） 

視点 内容（例示） 

職務と権限

地位 
・代表権 
・業務遂行権                           など 

資格 ・欠格事由 
・制限（親族制限・無報酬理事の割合） 

・任期                              など 
任免 ・総会での任免 

・理事会での任免 
・手続き（承諾方法）                       など 

運営方法 ・合議制（理事会の設置） 
・兼務禁止事項                          など 

責務 ・善管注意義務 
・自己執行義務 
・忠実義務 
・利益相反禁止 
・連帯責任 
・損害賠償                            など 

制限 
 

・定款や寄附行為で制限できるものは何か              など 

 
6)監事 

法人内のチェック機能として、「社団」における社員総会、「財団」における評議員

46 



会と、理事会における相互チェックが挙げられるが、監事は、法人の財産、理事の業

務執行状況等を監査することを職務とする内部の監督機関として、その中核をなす。 
このため、監事を必置とする。ただし、その独立性を保ちながら、その職務を有効

に機能させるには、監事の選出方法と職務範囲、権限を明確に規定する必要がある。 
監事の職務・権限については、法人の財産状況、理事の業務執行状況、監査と総会

等への報告、不正発見時の総会召集、不正活動に対する勧告が挙げられるほか、理事

会等への出席を義務付けてはどうかという意見があった。 
監事の選出方法については、「社団」の場合は社員総会、「財団」の場合は評議員会

とすべきという意見がみられる。 
監事の資格については、欠格事由と理事・職員との兼業禁止規定は最低限必要であ

り、また、任期は、監事の地位の強化を図るという観点から理事の任期より長くした

ほうが良いとの意見がみられる。 
監事の責任については、善管注意義務、自己執行、忠実義務、損害賠償等を規定し、

責任範囲を明示する必要があるとの意見があった。 
 

図表３－５ 監事と法人の関係と検討の視点（例示） 
視点 内容（例示） 

職務と権限 ・理事の業務執行状況の監査 
・法人の財産の監査 
・報告・勧告                           など 

資格 ・欠格事由 
・理事・職員との兼任 

・任期                              など 
任免 ・総会での任免（「社団」の場合） 

・評議員会での任免（「財団」の場合） 
・手続き（承諾方法）                       など 

運営方法 ・兼務禁止事項                          など 
責務 ・善管注意義務 

・自己執行義務 
・忠実義務 
・損害賠償                            など 

 
7)情報開示 

情報開示については、民法上に規定がみられないため、これについては規定する必要

がある。この場合、年次報告書の備え置きと閲覧が考えられるが、その他、法人運営の

適正性を確認するために会議（理事会、社員総会、評議員会）の議事録も閲覧対象とし

てはどうかという意見がみられた。その際、議長のほか出席者の代表による書名捺印も

必要であろうという意見もみられる。 
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8)会計 

会計の原則については、正規の簿記の原則に従い正しく記帳することとし、その際に、

寄附した人の意図が反映されているかどうか、内部留保の目的などがチェックできる方

式が必要との意見があった。 
 

9)解散・合併 

法人の解散については、「社団」・「財団」の共通事由として、「定款」・「寄附行為」で

定めた解散事由の該当や、目的事業の成功または不能、破産のほか、「社団」の場合に

は、社員総会の議決や社員の亡欠が挙げられる。また、「財団」の場合には、基本財産

の消滅も考えられる。 
なお、残余財産の帰属については、国・地方公共団体の許可・認可・認証を経ている

法人に限定してはどうかという意見がみられた一方で、準則主義でも非営利なのだから

類似の目的法人も認めてはという意見がみられる。 
合併については、民法上に規定がみられないため、これについて規定する必要がある。

その際、社員総会の議決や評議員会の承諾は得る必要があるとの意見があった。また、

その相手先として非営利法人同士の合併を認めることが考えられるが、「社団」と「財

団」という法人形態が違う法人が合併する場合は、どのようなルールにするのか等を改

めて検討する必要があろう。 
 

②新公益法人 

「新公益法人」については、基本的には一般の非営利法人の規定に準ずることとなる

が、共益目的の法人とは異なるため、公益性の観点から一定の要件が必要である。ただ

し、準則主義で設立できるため、その要件として客観的で明確な基準が求められる。 
また、この「新公益法人」については、支援税制の適用とリンクさせるとの意見がみ

られる一方、法人設立の難易度にも影響するので、これとは切り離した方が良いとの意

見がある。法人格と支援税制の適用とを切り離した場合、新公益法人の名称だけに、そ

の効果が限られてしまい、実質的な意義はあるのかという意見がある一方で、実より名

をとるニーズも少なからず存在すると思われるため、それを希望する団体のためにも選

択の幅を広げるべきだという意見もある。 
 

1)活動目的・対象 

活動目的・対象については、「不特定」・「多数」といった意見がある一方、「不特定」・

「多数」は、現行制度上でも、量的な解釈が入るため、望ましくないとする意見もみ

られる。この場合、「構成員相互の利益以外」としてはどうかとの意見があった。 
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2)活動分野 

活動の多様性を考えれば、分野を限定列挙するより、その多様性を優先すべく分野

を限定しないほうが良いという意見がある一方で、不適当な活動を排除するために、

限定的に分野などを示した方が良いという意見もみられる。 
活動の制限を行うとすれば、ＮＰＯ法と同様に、政治活動の禁止、宗教活動の禁止、

特定の公職者等に対する支持・反対が挙げられたが、政治活動の禁止については、ロ

ビー活動と政治活動の狭間で、どこまでを政治活動とするのかの検討が必要という指

摘があった。 
 

3)社員の範囲（「社団」の場合） 

「不特定」かつ「多数」、若しくは、「構成員相互の利益以外」など、一般の非営利

法人より高い公益性を求めるのであれば、現行のＮＰＯ法と同様に、社員資格の得喪

について不当な条件を付けないとした方が良いという意見がある一方で、活動の目的

や対象が「不特定」かつ「多数」であれば、法人ごとに社員たる資格を設けても良い

のではないかという意見もみられる。ただし、この場合は、受益者と法人運営の決議

者とを分けている旨を「定款」に示すなど、「不特定」かつ「多数」などの要件との

関係を示す必要があるとの指摘があった。 

また、社員数については、より強いガバナンスを求めることから 10 人以上など、最

低人数用件を設けた方が良いという意見がある一方で、社員数の規定が法人化の制限

につながるため、一般の非営利法人と同じとし、新公益法人としての最低人数要件を

設けなくてもよいという意見もみられる。 

 

4)基本財産（「財団」の場合） 

「不特定」かつ「多数」、若しくは、「構成員相互の利益以外」など、一般の非営利

団体より高い公益性を求めるのであれば、事業推進に当たっての一定の財産を求める

べきという意見がある一方、一般の非営利法人での議論と同様、活動過程で財産の積

み増しを行う「財団」もあるため、最低基本財産の要件については規定しないほうが

良いとの意見もみられる。 
 

5)組織運営 

組織運営は、基本的には「定款」、「寄附行為」が規定する内容の遵守が想定される

が、「新公益法人」を標榜するのであれば、その法人の情報公開は社会一般に対して

も行われ、その信任を問うべきとの意見がある。 
ただし、プライバシー保護の観点から、何をどこまで開示することが適当であるか

どうかは議論が必要である。 
その公開方法については、インターネットを通じた情報公開も認めるなど、その簡
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便性も視野にいれるべきとの意見があった。 
このほか、法人に関する所轄庁を定め、そこに法人の基本情報を届出るなど、所轄

庁を通じて情報公開をしてはどうかという意見もみられた。 
 

③支援税制の適用法人 

前述のとおり、新しい非営利法人制度でも、非営利活動の一層の促進等を目的に、一

定の要件を満たしたと認められた法人については、支援税制を適用したい。ただし、前

述の新公益法人に直ちに適用されるというものではなく、これとは別に、その要件を設

ける。支援税制が適用された法人は、社会一般から信任を受けた法人として、その責務

と役割が期待されるため、その適用が一般に理解される活動範囲や、その信任に応えら

れるガバナンス要件を検討する必要がある。 
ただし、その要件については、認定ＮＰＯ法人の要件のように、ハードルが高すぎる

ような形は避けたい。 
そして、その適用についても、入口だけでのチェックだけではなく、適用の後も、そ

の信任に応えられているか否かなどをチェックする、いわゆる事後チェックを採用した

い。 
ここでは、一定の要件を課しつつも、一般の法人と支援税制適用法人の差異は何かを

念頭におきながら、その検討を行った。 
 

1)支援税制の適用の種類・範囲等 

●適用の種類 
前述のとおり、現行制度上、支援税制の適用種類については、大きくは、法人に

課せられる税金として法人税法上の「みなし寄付金」、「収益事業所得に対する軽減

税率」と、寄附者に対する優遇措置として「個人の寄付金控除」や「企業の損金算

入限度額の拡大」が挙げられる。 
当該法人の収益事業から本来事業に繰入れられる、「みなし寄附金」については、

その益金の全額を繰入れられることが望ましいとの意見があった。 
収益事業所得にかかる法人税の税率軽減措置は、営利法人とのイコールフィッテ

イングを図る観点から必要ないのではないかといった意見もみられる。 
他方、抜本的改革であるならば、この 33 業種の限定列挙も見直し、各法人の目的

と照らし合わせ、課税事業と非課税事業を判断する方法も示された一方で、審査機

関の問題もあり、各法人の課税事業と非収益事業を判断する方法は現実的には難し

いのではといった意見もみられる。 

 

●適用の範囲 

適用の範囲としては、「みなし寄付金」、「寄付金控除」は、一体的に適用すること

50 



が望ましい。「収益事業所得に対する法人税の税率軽減」については前述のとおり、

意見がわかれた。 
 

2)要件 

支援税制の適用を考える場合は、その支援に相応しい活動は何かを考え、その要件

を定める必要がある。この要件としては、大きくは、目的要件、活動分野・対象や実

績などといった活動要件と、同一親族の制限などといった組織要件が想定できる。 
ただし、各要件は、その判断に際して裁量の幅がなく、出来るだけ客観性を有する

基準が必要と考えられる。そして、活動の支援を目的とする支援税制とするため、特

例・排除といった視点ではなく、支援という観点に立脚した要件設定とする。 
 

●目的要件（支援税制に必要な公益性） 
法人が目的とする活動対象については、「不特定」・「多数」といった意見がある一

方、「不特定」・「多数」は、現行制度上でも、量的な解釈が入るため、望ましくない

とする意見がみられる。 
また、完全な非営利とすれば、中間的な法人の活性化も、ひいては公共の福祉に

資するのだから認めても良いのではないかという意見もみられる一方で、中間的な

法人は、その構成員の利益を図る目的が第一義であるため、適用は望ましくないと

いう意見もある。 
 

●活動要件 
○活動分野 

支援税制の適用について社会一般の理解を得るためにも、分野の限定列挙はやむ

得ないのではないかという意見がある一方で、非営利活動の多様性を確保し、広く

使いやすい制度とするために、分野は限定しないという意見もみられる。 
反対に、不適当な活動を排除するために、政治活動の禁止、宗教活動の禁止、特

定の公職者等に対する支持・反対の禁止など、その分野を限定的に示した方が良い

という意見がある一方で、政治活動の禁止については、ロビー活動と政治活動の狭

間で、どこまでを政治活動とするのかの検討が必要という指摘がみられた。 
 

○実績 
新たに設立された法人にも支援税制を適用できるようにするなら、事前に実績を

求めることは不要ではないかという意見がある一方、法人存続の継続性や濫用を防

ぐ意味でも、一定期間の実績要件を設けることは必要ではないかという意見がみら

れる。 
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●組織要件 
○社員の範囲（「社団」の場合） 

社員の資格についての要件を設けないという意見もみられる一方で、活動の目的

や対象が「不特定」かつ「多数」であれば、社員資格を法人ごとに設けても良いの

ではないかという意見もみられる。この場合については、受益者と法人運営の決議

者とを切り分けている旨を「定款」に示す必要がある。 

社員数については、より強いガバナンスや、支援税制適用法人の存続性を求める

ことから 10 人以上など、最低人数要件を設けた方が良いという意見がある一方で、

社員数の規定が法人化の制限につながるため、一般の非営利法人と同じ基準でよい

という意見もみられる。 

 
○基本財産（「財団」の場合） 

支援税制適用法人の存続の継続性という観点に立てば、一定の資産を求めるべき

という意見がある一方、前述のとおり、活動過程で資産の積み増しを認める「財団」

も認めたほうが良いとの意見もみられる。 
 

○組織体制 
組織体制としては、役員の３分の１以上を同一の親族で占めないなどの役員制限

が挙げられる。また、本来事業の毎年継続や、年間事業費に対する本来事業支出割

合、寄附総額の一定割合以上の本来事業への使用を要件とすることなども考えられ

る。 
 

○社会一般に対する情報公開 
支援税制の適用が社会一般の信任を受けていることが必要と考えれば、非営利性

を継続しているか、支援税制適用にふさわしい事業を行なっているか、法人運営が

「定款」・「寄附行為」の規定が遵守されているか等について、広く情報公開し、社

会一般の信任を問うべきとの意見がある。ただし、プライバシー保護の観点から、

何をどこまで公開することが適当であるかは議論が必要で、また、公開方法につい

ては、インターネットを通じた情報公開も認めるなど、その簡便性も視野にいれる

べきとの意見もみられる。 
このほか外部のチェックを受け入れているか等、内部チェック、社会一般のチェ

ックだけではなく、第三者機関のチェックも要件も盛り込むべきとの意見もみられ

る。ただし、この場合の第三者機関の主体は誰かという点では意見が分かれた。 
 

④審査機関 

一般の非営利法人については、法人運営について、特定の機関によるチェックを受け
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る必要はないが、一定の公益性を求める新公益法人や支援税制適用法人については、そ

の要件を満たしているか等について、チェックを行う必要があり、そのための審査機関

が必要であるとの意見があった。ただし、その主体、審査の時期（事前チェック・事後

チェック）、審査の項目（非営利性・公益性・支援税制適格）とその基準、審査機関の

機能については、様々な意見がみられた。 
 

1)主体 

審査機関については、第三者機関、課税庁、所轄庁などの意見がみられる。 
ただし、審査の主体については、法律に客観的な基準が具体的に記載できれば、そ

の審査機関は所轄庁や課税庁でも良い、すなわち、どの機関がチェックをしても同じ

であろうとする意見が見られる一方で、非営利活動の多様化に伴い、判断に迷うケー

スも増えてくるので、その判断を行なう行政以外の第三者機関が必要との意見もみら

れる。また、新公益法人の事後チェックと支援税制適格の審査を行なう主体が同一の

機関で良いか、分けるかの問題もある。 
第三者機関については、その独立性や権限執行等の担保、運営費用負担などの観点

から、公正取引委員会などの国家行政組織法３条に基づく行政委員会として位置付け

るとした提案がなされる一方、非営利法人の地域密着性を考えると、その機関は中央

だけではなく、地方機関の設置が必要との意見がみられる。ただし、地方機関につい

ては、税の分配を地方機関が行うことが適当かといった指摘もある。 
また、行政改革を進める議論がある中で新組織を新設することが妥当かどうか等の

意見もみられる。 
 

2)審査の方法 

新公益法人の場合は、事後チェックを想定し、支援税制適用については、事前チェ

ックと事後チェックの双方を想定する。不適切と判断された場合は、指導や認定の取

り消しも想定する。 
基本的には、双方とも、入口で要件とされた事項が引き続き、継続されているか否

かの判断となるが、事後チェックについては、書類審査だけではなく、必要に応じて

立ち入り検査も必要であろうとの意見がみられた。ただし、立ち入り検査や取り消し

を必要とする場合の条件は、明確に、その手続きを法律に明記し、また、その発動に

ついての要件も限定的に法律に明記する必要がある。 
 

3)必要な機能・任務 

以上の点を勘案すると、事前・事後チェックを行うに当たって審査機関に必要な機

能としては、幾つかのものが想定されるが、チェック機能だけではなく、サポート機

能も必要であるとの意見がみられる。 
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ただし、機能を多くもたせることは、審査機関の肥大化にもつながるとの意見がみ

られる。この点については、必要と思われる機能の中には、積極的に民間に委ねた方

が非営利活動全般への促進につながると考えられる機能と、法律に基づく権限がない

と有効に働かない機能が存在するので、官民の役割分担の中で審査機関の機能を検討

すべきとの意見もみられた。 
なお、認定が取り消された場合の不服審査など、裁判所の判断を仰ぐスキームを構

築する必要があるとの意見があった。 
 

図表３－６ 審査機関に必要と思われる機能（例示） 
①諸届出受理と公開 
 ○非営利法人設立の届出、変更の受理（法人設立の把握） 
 ○毎年度における年次報告書等の受理（活動状況の把握） 
 ○上記諸書類の備置および閲覧提供  
 ○上記諸書類の書類のインターネット等での公開 
②支援税制適用の可否 
③活動の適正性についての確認 
 ○年次報告書等による審査 
 ○立ち入り検査 
④適正性な活動についての指導等 
 ○適正な活動促進に向けた普及・啓発活動 
○活動に対する助言・指導 
○改善命令 
○支援税制適用の取消し 

⑤法人個々の活動等に対する苦情対応 
 ○苦情受付 
○事実確認 
○解決に向けた斡旋・仲介 

⑥裁判所に対する解散請求・訴訟等 
など   

 

⑤法制度上の位置付け 

以上のような検討を踏まえた後、新しい非営利法人制度を法制度上のどこに位置付け

るかの議論が必要となる。 
特に、非営利法人に関する法律が数多くある中で、将来的な統合等を視野に入れば、

非営利法人の定めを他の公益法人の上位に立つ一般法として、民法上に位置付けるべき

との意見がみられる一方、これを民法上に位置付けると、大改正となり、民法条文を引

用する法律の改正も視野に入れると現実的ではないとの意見もみられる。 
 

1)「非営利」の概念と中間法人との関係 

「行革事務局」が「論点整理」等で示した公益法人改革案では 34 条法人、ＮＰＯ法

人、中間法人を統合するとの見解が示されているが、「非営利性」の概念は「出資者
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等に対する収益の非分配」と「解散時の残余財産の非分配」であるため、中間法人は

非営利法人とはいえない。 
従って、新しい非営利法人制度においては、非営利法人と中間法人とを明確に区分

する必要がある。 
 

2)法人類型の位置付けとスキーム 

●法人類型の位置付け 
前述のとおり、新しい非営利法人制度では、これを明確に区分すると、法人類型の

位置付けは、次のようになるものと考えられる。なお、非営利法人類型に中間法人が

残る場合も、完全な非営利法人と中間法人を明確に区分する。その一方で、中間法人

が非営利法人類型に残る場合には、中間法人の残余財産の取り扱いに関する規定その

ものを見直すべきだという意見がみられる。 
 

図表３－７ 新しい非営利法人制度における法人類型の位置付け 
 

新公益 
法人 

 
営利法人 

 
中間法人 

 
非営利法人 

 
 
 
 
 
 
 

●スキーム 
新しい非営利法人の制度は、民法上に法人類型や要件を明確に規定する。この場合、

民法を抜本的に改正して、その規定を盛り込むべきとの意見がみられる一方、民法上

に非営利法人に関する通則を設け、細かな要件等については特別法として規定した方

が民法改正部分が少なく、また、税との連動も可能になるといった意見がみられた。 
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４．新しい非営利法人制度に向けて 

以上のとおり、本研究会では、新しい非営利法人制度について、統一的な見解に至った

部分がある一方で、統一的な見解に至らなかった部分もある。これは、公益法人改革を含

む本問題の難しさ、奥深さを改めて示したものといえる。 
ここでは、研究会委員有志から、新しい非営利法人制度に向けての、それぞれの考えを

述べてもらうこととした。 
なお、それぞれの論考は委員個人のものであり、研究会の総意ではなく、所属等の意向

とは別のものであることをお断りしておきたい。            （掲載は 50 音順） 

 
立法論としての公益法人改革の問題点  

                  松蔭女子大学経営文化学部教授 雨宮 孝子 
 

１ 問題の所在 
（１）民法における法人制度の問題 
 団体を作ることは、憲法２１条の結社の自由で保障されているが、その団体に権利義務

の主体である法人格をどのように与えるかは国の政策の問題である。法人の基本法である

民法では、民法第３３条で、法人になるためには、民法かその他の法律の規定がなければ

ならないとする（法人法定主義）。第３４条では、非営利でかつ公益性がある社団または財

団で、たとえば福祉事業ならば厚生労働省、環境保護ならば環境省というようにそれぞれ

の事業を所管する主務官庁の許可を得て法人化できる「公益法人」を規定する。平成１３

年１０月１日現在約２万６０００件ある（注１）。また第３５条では営利の社団法人につい

て規定しているが、商事会社の設立に関する規定を準用するとされているので、民法が直

接規定しているのは、民法第３４条の公益法人の規定だけである。これによると、積極的

に公益も営利も目的としない－いわゆる非営利・非公益（共益）の団体の法人化は、特別

法に法人化の規定がなければ認められない。また、公益性があり、営利を目的としない財

団または社団であっても、主務官庁の許可が得られなければ法人化できないという問題が

生じる。 
 民法には、非営利の公益法人しか規定がなく、非営利法人の一般法を設けていない。そ

のため、必要に応じて特別法が作られ、すでに１８０件を超える法律が存在する。さらに、

特別法にもとづく法人について、たとえば社会福祉法にもとづく社会福祉法人は認可、宗

教法人法にもとづく宗教法人は認証、労働組合法にもとづく法人である労働組合は準則と

いうように設立方式も統一がとれていない（注２）。 
 平成７年に起こった阪神淡路大震災で活躍した多くの市民団体のほとんどが規模が小さ

いなどの理由で法人化されておらず、また現行法では、法人化されていないと寄付の優遇

団体にもなれない（注３）ことが問題となった。平成１０年３月、小規模の市民団体でも
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簡易に法人格を取得でき、民間非営利活動をやりやすくするための特定非営利活動促進法

（以下「ＮＰＯ法」という）ができた。平成１５年７月末現在１万２０００件以上が設立

されている（注４）。また、民法に非営利法人の一般法がないために、公益性を広く解し、

非営利だが公益性の薄い、または共益的な団体（たとえば同窓会、同業者団体など）が公

益法人となっているのは問題だとする平成８年７月に出された当時の与党行政改革プロジ

ェクトチ－ムの提言がきっかけとなり、平成１３年６月、社員に共通する利益を図ること

を目的とし、かつ剰余金を社員に分配しない中間法人のための中間法人法ができ、非営利・

共益の団体の法人化が準則主義でできることになった。平成１５年２月末現在、２５３件

の設立がある（注５）。ＮＰＯ法、中間法人法で、非営利・公益、非営利・共益目的の団体

の法人化の穴埋めが少しできたが、ＫＳＤ事件に見られるように、主務官庁と公益法人の

癒着や天下りの問題、補助金の不正流用、税制優遇の悪用など、公益法人をめぐる言わば

「負」の部分については解決されていない。政府は、行政改革の一環として、明治３１年

施行以来、ほとんど手を付けなかった（注６）、民法３４条の公益法人や関連の特定非営利

活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という）、中間法人、公益信託、税制などについて法制度の

抜本的改革に取り組むことになった。時代の要請に応え得る非営利法人制度の再構築の必

要性から抜本改革の論議がでてきたのである。この議論は紆余曲折の末、平成１５年６月

２７日に閣議決定された「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針（以下「基本方針」

という）」となり、「基本方針」では、ひとまず現行の民法第３４条の公益法人の法制面、

税制面の抜本的改革を扱うこととなった。 
 
（２）立法論としての非営利法人 
 非営利法人の立法論を考えるにあたっては、いくつかの問題が出てくるが、特に設立を

めぐってまず３つの問題を提起する。（１）法人の設立主義、（２）非営利性と公益性、（３）

チェック機関として主務官庁など役所の関与は必要かである。さらに（４）税制をどう考

えるか､（5）財団の問題をどう扱うかも重要である。本稿では、これらの問題を扱う。な

お、現在進められている「民法１００年の宿題」（注７）とも言われている「公益法人抜本

改革」については､別稿で触れているのでここでは積極的には扱わない（注８）。 
 
２ わが国の法人法制の問題点 
（１）法人設立の主義 
 近代の資本主義社会では、個人と国家の間にある営利、非営利、公益、非公益を問わず

多くの団体について、前述したように基本的人権の一つとしての結社の自由を認めるが、

我々自然人と同じ権利義務の主体としての能力－つまり法人格を、誰が、どのように与え

るかについては、国の政策の問題である。言い換えれば、非営利法人設立に関する立法論

を述べるということは、わが国としては、市民社会の構築と活性化のために民間の非営利

活動を重要と認識し、法制上、税制上、これを支援するかどうかなど２１世紀のこの国の
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あり方を論ずるということに他ならない。 
 法人設立にあたっては、主として以下の４方法がある（注９）。 
１）許可主義 法律の定める要件を具備してもなお、設立許可をするかどうか主務官庁の

自由裁量にまかされているもの。民法第３４条の公益法人は許可制である。 
２）認可主義 法律の定める要件を具備し、所轄庁に申請すれば、必ず認可しなければな

らないもの。例としては社会福祉法人（社会福祉法３１条、３２条）、学校法人（私立学校

法３０条、３１条）、消費生活協同組合（消費生活協同組合法５７条～５９条）などがある。 
３）認証主義 法律の定める要件を充足していることを確認する点で、次の準則主義に近

いが、所轄庁の「認証」行為が必要とする点が、準則主義と異なる。例として宗教法人（宗

教法人法１２条～１４条）、ＮＰＯ法人（ＮＰＯ法１０条、１２条）がある。 
４）準則主義 法律の定める要件を備え、一定の手続きによって公示（登記）をしたとき

に法人の設立が認められるもの。法律の定める要件を備えているかどうかは、法人の登記

に際して審査される。上記３つと異なるところは、特定の行政庁の関与がない点である。

法人設立について上記のどれよりも自由度が高い。例としては、営利法人である会社（商

法５７条、有限会社法４条）や、中間法人（中間法人法６条）、法人たる労働組合（労働組

合法１１条）、政党法人（政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する

法律４条）、税理士法人（税理士法４８条の９）などがある。 
 以上のような設立に関し、なぜ民法第３４条の公益法人は許可主義なのか、非営利で公

益性がある法人としては、社会福祉法人や学校法人、宗教法人などがあるが、前者は認可

で後者は認証なのはなぜかなどすべてを解明することは難しい。それぞれの法律が制定さ

れたときの政治的背景などさまざまな要素がはいっているからである。 
 
（２）民法制定時、許可主義を導入したのはなぜか 
 では、民法第３４条の公益法人が、主務官庁の許可制になったのはなぜであろうか。現

行民法前にできていた民法草案における公益法人に関する規定は以下のとおりである。「無

形人」とは法人のことであり、法人については公法人も私法人も法律の規定によるとして

おり、法人を自由に作らせるという考え方ではなかった。 
 「無形人ハ公私ヲ問ハス法律ノ之ヲ認許スルニ非サレハ成立スルコトヲ得ス又法律ノ之

ニ附与スルモノヲ除クノ外私権ヲ享有スルコトヲ得ス其設立ノ条件及ヒ其権利ハ此法律及

ヒ特別法ニ之ヲ規定ス」（注１０）。  
 現行民法に関する規定の理由については、多くの研究があるので、詳細はそれらの研究

を参照していただきたいが（注１１）、以下に示すように公益団体に対しては国家の保護お

よび監督が必要と考えたようである（注１２）。その基本には、公益活動は国がやるもので

あり、民間が公益活動を行う場合は、国の保護のもとに、補完的なかたちでやらせるとい

うものであったようだ。星野英一教授はこれを「公益国家独占主義」という言葉で表現し

ておられる（注１３）。 
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 また、昭和１８年に公益法人の許可監督事務の簡素化のために都道府県や地方支分部局

の長へ委任（注１４）するまで、中央の省庁が許可・監督していたわけであるが、民法制

定当時、教育、宗教、福祉なども含めた中央集権国家を作るという考え方があったのでは

ないだろうか（注１５）。 
 「民法修正案理由書」では、法人設立につき、国長特許主義、法律特許主義、準則主義、

自由設立主義の四つをあげた上で、「此四者各得失アリト雖モ純然タル特許主義ハ中世以来

往々諸国ニ行ハレタルモ其狭隘ナルカ為メニ近世公共心ノ発達並ニ経済上ノ進歩ニ因リ頗

ル其不便ヲ感スルニ至レリ又自由設立主義ハ放任ニ失シテ公益上ノ団体ニ対スル国家ノ保

護及ヒ監督ヲ缺クニ至ル故ニ今姑ク準則主義ト特許主義トノ長所ヲ採リ商法ニ於ケル株式

会社ノ設立其他社寺、学校、病院等ニ関スル現行法規ヲ参酌シ法人ノ設立ニハ主務官庁ノ

許可ヲ要スルモノトセリ」（注１６）としている。 
 なお、現行法への質疑のなかには、「倶楽部などを法人にできないか」（現在の中間法人

に相当する）というのもあったようだ（注１７）。 
 民法が制定された当時は、現在のように民間の非営利公益活動が盛んに行われるとは想

像もしなかったのであろう。市民社会の構築には、民間の非営利公益活動が欠かせないも

のである。その自由を阻害するような、主務官庁による許可制は現代の民間非営利公益活

動には不要と考える。 
 
３ 立法論としての争点－公益性と非営利性 
（１）公益性と非営利性（注１８） 
 １）公益性とは何か 

民法３４条は「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸・・・」と公益が例示されているが、

公益とは何かの積極的な定義はない。平成８年に閣議決定された「公益法人の設立許可

及び指導監督基準（以下「許可指導基準」という）」では、公益法人は、不特定多数の

者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のものは公益法人として適当で

ないとし、消極的な基準は示されている。（ａ）同窓会、同好会等構成員相互の親睦、

連絡、意見交換等を主たる目的とするもの、（ｂ）特定団体の構成員又は特定職域の者

のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの、（ｃ）後援会等特定

個人の精神的、経済的支援を目的とするもの。 
つまり、「公益」とは、広く社会全般の利益、又は不特定多数の者の利益のことをい

う。個人的利益や、特定グル－プの利益を意味する「私益」の反対概念である。当然な

がら、「営利性」の対立概念ではない。公益法人の場合、主務官庁が「公益性」を判定

している。そのため、国の方針に反対するような事業について公益性が認められないこ

ともあり得る。ＮＰＯ法では、その制定過程で、「市民活動」（ＮＰＯ法は当初、「市民

活動促進法」という名称であった）をどのように定義するかで大議論となった（注１９）。

とくに当時の自民党は「公益性」のある団体と位置づけることに固執した。市民団体側
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は、「公益性は明確に定義できない。新しい時代の担い手であるＮＰＯ法人に、ある時

代の公益性で活動を測るべきでない。」とも主張した（注２０）。結局、ＮＰＯ法では、

「公益」という用語は使用せず、保健・医療又は福祉の増進、社会教育の推進、まちづ

くりの推進など当時は１２分野（現在は平成１４年の改正により１７分野）の具体的な

活動に該当すること、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが要件となった。 
 
 ２）英米のＮＰＯの公益性 

ＮＰＯ先進国のアメリカでは、非営利法人の設立は州法、税の優遇は連邦法の内国歳

入法（ＩＲＣ）によるのであるが、設立と同時に税制優遇が認められる。つまり「宗教、

慈善、学術、公共安全の検査、文芸、教育、国内外のアマチュアスポ－ツの推進、子供

および動物の虐待防止」の８つの事業のいずれか１つ以上を行うこと、非営利であるこ

と、政治活動を行わない、残余財産を分配しないなどの項目を書面に記載して提出すれ

ば、非営利公益法人になり、税制優遇団体になれる。寄付金のより大きな優遇団体にな

るための公益性の基準についてもパブリック・サポ－ト・テストという客観的な基準で

判定される（注２１）。 
イギリスではチャリティ（民間非営利公益団体）の定義は、チャリティ法（Ｃｈａｒ

－ｉｔｉｅｓ Ａｃｔ）にも規定がなく、１８９１年、判例をまとめたマクノ－トン判

事の分類による（１）貧困救済、（２）教育の振興、（３）宗教の振興、（４）その他コ

ミュニティに有益な目的のいずれかに該当すれば、チャリティ・コミッションがチャリ

ティの登録を認める。もちろん（４）の中には、環境保護、国際交流、まちづくりなど

様々なものが含まれる。イギリスでは、昨年からチャリティの定義も含め、チャリティ・

コミッションの機能などチャリティ法に関する大改革がなされている（注２２）。チャ

リティの定義では、（１）貧困防止・救済、（２）教育振興、（３）宗教の普及、（４）健

康増進、（５）地域社会の向上、（６）文化芸術振興・文化遺産の保存、（７）アマチュ

アスポ－ツ振興、（８）人権擁護・紛争の解決、（９）環境保全、（１０）その他コミュ

ニティの利益になる目的の１０項目を法定化することが提言されている。わが国の「公

益性」の定義に参考になる。 
 
 ３）非営利性とは何か 

非営利性とは「営利性」の反対概念で、収益事業をやってはいけないのではなく、そ

の収入を関係者で分配しないという意味である。営利目的の株式会社は収益を最終的に

は株主に配当する。一方、非営利法人には株主はいない。アメリカの非営利法人の「非

営利性」とは、「ｎｏｎｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ」（分配しない）、「ｐｒｉｖａｔｅ ｉ

ｎｕｒ－ｅｍｅｎｔ ｄｏｃｔｒｉｎｅ」（私的流用の禁止）という用語で説明される

（注２３）。分配しないというのは、従業員に給料を払ってはいけないという意味では

ない。ただし、過剰な報酬は「私的流用」に当たる可能性があるということである。 
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また、非営利性は、法人の存続中も解散後も非分配という意味と考えるので、たとえ

ば、わが国の中間法人のように、解散後は内部で分配できるというのは、完全な非営利

法人とはいえない。その意味で、公益かつ非営利の公益法人、ＮＰＯ法人と非公益で完

全な非営利でもない中間法人をひとくくりにして「非営利法人」とすることはかなり無

理があると言えよう。 
 
 ４）公益性はいつ、誰が、どのように判定するのか 

「基本方針」では明確でないが、公益法人類型を残すとすれば、「公益性」の判定は

法人設立の段階で行うことになる。 
その場合、公益性の判定は誰がどのようにするのか。現行の公益法人では、許可官庁

である主務官庁が、その公益性を判定する。その基準としては、前述した、「許可指導

基準」が参考になるが、消極的基準であり、これでは、どのような条件ならば「公益性」

があるのかは明確ではない。また許可主義とは、許可するかしないかの自由裁量がある

ので、極端な場合、同じ条件でも許可されないこともあり得る。公益法人制度を利用す

る側にとっては非常にわかりにくい。民間の非営利公益活動をより推進させ、社会を活

性化しようとする考えに立つのであれば、主務官庁の許可制のもとで、「公益性」を判

定させることは問題である。 
では、公益性を備えた法人を準則主義で設立する場合の「公益性」はどう考えるのか。

「基本方針」では、公益法人類型を残すのかどうか明確ではないが、どうも非営利法人

を準則主義で設立させ、公益法人類型は廃止し、「公益性」は、税制優遇の場面で配慮

するようである。税制優遇の場面で「公益性」を判断する場合も、その要件がどこまで

法定化できるか、どの機関がそれを判断するのかが問題になる。 
私見としては、「非営利公益法人」を準則主義で設立できるとする考えである。その

場合、「公益性」の要件は法律に書き込むことになる。たとえば、ＮＰＯ法のように公

益性のある活動を列挙し、そのうちの１つ以上の活動をすること、営利を目的としない

こと、組織要件として、役員の３分の１以上を親族で占めない、事業内容として、政治

活動を行わない、不特定多数の者の利益となる事業を行い、特定の個人や団体の利益を

目的とする事業を行わない、収入の７０％以上を目的事業に支出しなければならない、

残余財産は分配してはならないなど（注２４）、できるだけ客観的な要件を書き込むこ

とは可能であろう。 これが可能であれば、設立時の役所の関与は不要ということにな

る。 
 
 ５）公益性、非営利性の事後チェック機関 

ただし、準則主義で公益法人を設立し、ある程度税制優遇が認められると、それを悪

用する者も出てくる。これに対しては事後チェックが必要である。当該法人に公益性、

非営利性が存続することに対しては、事業報告や決算報告を提出する機関－特定の行政
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機関（ＮＰＯ法のように都道府県知事や内閣総理大臣）、イギリスのチャリティ・コミ

ッションのような第三者機関、税務当局などがチェックすることになろう。「基本方針」

では、公益性のチェック機関について、今後検討するとしている。基本的には、法律に

公益性、非営利性などの要件をできるだけ客観的な基準で書き込めれば、どの機関が事

後チェックしても同じになるはずである。 
 
４ 新しい非営利法人に対する税制 
（１）非収益事業収入にも課税するのか 
「基本方針」がでるまで、公益法人やＮＰＯ法人が大きな議論を戦わせた新しい非営利法

人に対する税制は今後も大きな論点となろう。「基本方針」では明確ではないが、行革担当

大臣の記者会見によると、「非営利法人が登記だけで設立できるので、税制も原則課税とな

る。公益性が判定された非営利法人は、原則非課税になれる。」（注２５）と言う。公益法

人やＮＰＯ法人は現在、原則非課税である。原則非課税というのは、非収益事業（たとえ

ば、寄付金、会費、助成金など）のみ非課税であって、収益事業には普通法人とのバラン

ス上課税されている（注２６）。 
 

（２）準則主義であれば原則課税か 
 非営利法人の設立が営利法人と同様に自由にできるのであるから、税制も同じく原則課

税は当然であるという論調は多い（注２７）。非営利法人が自動的に非課税になると非課税

の優遇制度が濫用される可能性があるとする。｢基本方針｣では､法人格と税制優遇はドッキ

ングさせず、公益性を税制優遇の場面で判定するとしているようである。つまり、法人制

度としては、非営利法人を準則で認め、その中から公益性が判定できる法人（登録非営利

法人（仮称））に対して、公益性ゆえに、非収益事業収入が免税になるという考え方である

（注２８）。しかしながら、現行法でも、労働組合、マンション管理組合法人、政党法人な

ど準則主義で設立でき、原則非課税の法人も多く見られる。法人が準則主義で設立出来る

ものはすべて原則課税になるとはいえないのである。また、権利能力なき社団は、原則非

課税であるが、これは公益性があるからではない。 
 公益性などの要件を法律で定め、非営利公益法人を準則主義で設立できるとするのが私

見である。法人の公益性、非営利性の継続の有無は、第三者機関などへの届出、情報公開

の義務づけ、理事等の責任の明確化など事後チェックで行う。税制については、現行公益

法人と同様、原則非課税とする。営利法人との競合は、収益事業課税で考える。というの 
も非営利法人の「非営利性」とは、収益を法人存続中も解散後も内部で分配しないという

意味である。営利法人との相違は、ここにある。つまり、営利法人の収益は、株主に分配

するためであり、法人税は、法人擬制説に立てば、株主への利益の分配の前取りとしての

課税である。非営利法人は、利益を分配できないのであり、株主もいないのであるから、

原則非課税は当然のことであり、税制優遇ではないとも言える（注２９）。つまり原則非課
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税は「公益性」があるからではなく、「非営利」だからである。 
 
（３）法人税の軽減税率､みなし寄付､寄付金控除 
公益性がある非営利法人については法人税の優遇（軽減税率、みなし寄付）、寄付金の控

除の面で配慮すべきであると考える。つまり､民間非営利活動を促進するという立場から､

政策的に税制優遇で支援するという考えで税制の問題を扱う必要がある。税の考え方の基

本にあるのは､中立､公平､簡素ということであるが経済財政諮問会議が述べているように､

中立というより､活力という点に重きをおくべきである。あくまでも､民間非営利活動を促

進､支援していくという基本姿勢を維持すべきである。 
現行の公益法人では、収益事業に課税されているが､収益事業収入は本来の事業に払い出

すために行っているとして､営利法人よりも法人税が軽減されている（８００万円までは､

営利法人も公益法人も税率が２２％であるが､それを超えると営利法人が３０％､公益法人

は２２％のままである）。さらに収益事業の収入の２０％まで､無税で本来事業に払い出せ

る｢みなし寄付｣も認められている。私見としては、新しい非営利法人では、軽減税率の存

続よりも､｢みなし寄付｣制度の活用を提案したい。現行では｢みなし寄付｣は､２０％である

が､社会福祉法人や学校法人と同様､５０％または２００万円のいずれか大きいほうにあわ

せるべきである。 
民間非営利活動は､国の補助金でまかなうというより、個人や企業の寄付金､助成財団の

助成金など民間が支える仕組みを作り上げることが重要である。この仕組みの構築には､寄

付金を出すことのインセンティブとなる幅広い寄付金控除制度の導入が必要である。現在、

主務官庁と財務大臣の協議で認められる特定公益増進法人と､一応、客観的な基準で認めら

れる認定 NPO 法人の制度がある。私見としては､財務省の裁量の幅の大きい特定公益増進

法人制度は､廃止し､客観的な基準で認定できる寄付金優遇制度の導入を提案したい。また､

金銭だけでなく､不動産や絵画､美術品､有価証券などの評価性資産についても税制優遇を

認めるべきだと考える。 
 

５ 財団をめぐる問題点 

（１）財団法人のガバナンス 
現行の公益法人では､財団形式と社団形式の双方が認められている。社団法人は､社員

という構成員が存在するので､総会という意思決定機関を通して､自主的に活動できるが､

財団法人は構成員がいない。そこで､自主的に活動するというより､設立者の意思が規定

されている寄付行為に従って他律的に活動するしかない。その意味では､財団法人の運営

について、理事が寄付行為どおりに活動しているかどうかのチェックは､難しい。特に､

財団法人も準則主義で設立できるとなると､理事会以外の第三者機関が必要か､理事は､

信託の受託者と同様に考えるべきかなどを検討する必要がある。 
「許可指導基準」では､｢財団法人には､原則として､評議員をおき､理事や監事の選任機
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関として､また重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと｣とされている｡現行民法

では､評議員会の規定はない｡そこで､財団法人たる新しい非営利法人では、理事会以外の

第三者機関として､理事の専断をチェックしたり､理事､監事の選任機関としての評議員

会を置かなければならないとすべきである。 
 

（２）財団法人は財産隠しや相続税逃れの手段に使われないか 
財団法人たる新しい非営利法人が準則主義で設立できるとなると、財産隠しや相続税逃

れに利用されるのではないかという疑念を抱く者もいる｡これまでは､財団法人たる公益法

人は､主務官庁の許可･監督のもとで､一定の基本財産を出捐し､その財産は主務官庁の許可

がないと取り崩せないようにして､安定的に公益活動を行わせてきた。この場合､出捐者の

財産が一定の公益目的に使用されることを主務官庁が監督しているので､財産隠しや相続

税逃れに利用されることがないようにチェック体制が整っているとされる｡しかしながら

現実には､節税対策に財団法人を作り､オーナー所有の株式などを基本財産に入れているケ

ースが散見される。確かに､財産の所有者が公益目的のために出捐したのか、財産隠しや相

続税逃れのために出捐したのかを事前にチェックするのは､主務官庁の許可･監督のもとで

も難しい｡ましてや､財団法人が準則主義でできるとなると､財産隠しや相続税逃れに利用

される可能性は大である。 
これに対処することはできる｡つまり、非営利･公益目的のために財産を出捐したにもか

かわらず､私的に流用したり､財団法人の役員に多くの親族を入れて､多額の報酬を支払っ

ているなど非営利性や公益性に反するような行為があった場合､事後的に規制または課税

などで対応することが出来る｡また､財団法人に､多くの財産が注ぎ込まれた結果、財団の資

産の肥大化で経済活動の活性化をそぐことになっても困る｡これには､米国のプライベー

ト・ファウンデーションやパブリック・チャリティに対するいくつかの規制が参考になる

（注３０）。 
その一つ目は､公益活動を積極的に行わせるために､毎年､資産の一定割（例えば 2%や

５％など）を必ず公益活動に払い出さなければならないという規制である｡米国のプライベ

ート・ファウンデーションへの規制であり､５％ペイアウト・ルールという｡これに違反す

ると課税されることになっている。 
二つ目は､役員のうち､親族の占める割合を一定以内にする。 
三つ目は､法人の資産を私的に流用したり､多額の報酬をもらった場合、その役員は､流用

した金額やもらいすぎた報酬額を法人に返還しなければならない義務を負うという規制で

ある｡さらに一定期間内に返還しなければ最終的には２００％の課税という懲罰的な制裁

もある（パブリック・チャリティに対する制裁で､中間的制裁制度（intermediate sanction）
と呼ばれている）（注３１）。 
四つ目は､財団法人を解散したときに､出捐者や役員等に残余財産を分配しないことを､

寄付行為に規定をしておき､残余財産は同種の財団法人や国､地方公共団体などに譲渡する
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ことを決めておく。 
以上のような規制は､財団法人だけでなく､社団法人にも適用してよいのではないか。 
但し､これらを実現するには､決算報告書や事業報告書など事後チェックする必要がある｡

米国では､州によって異なるが､非営利法人は原則的には､準則主義で設立できる｡但し､設

立と同時に内国歳入法（IRC）５０１条（c）(3)の寄付金の優遇団体の認定を受けることが

できるので､税制優遇団体として､毎年の事業報告などを､州務長官や司法長官に提出する

ことになっている｡また､フォーム９９０やフォーム９９０PFという形式の書類を内国歳入

庁（IRS）に提出しなければならない。各州の州務長官や司法長官は､例えば目的外の事業

をしている場合は､事業を是正するよう訴訟提起することができることになっている。また、

ＩＲＳは､非営利の要件違反や税制優遇の要件違反の場合、非営利資格を取り消すことがで

きる。 
 
（３）情報公開の徹底 
以上のことは､厳格な情報公開のもとで行われている。情報公開は法律上の義務にすべき

である。さらに米国では､これらの情報を正確に伝え､かつ評価する NPO もあり､この存在

が非営利資格を悪用する団体のチェック機関として重要な役割を果たしている。 
そこで､新しい非営利法人では､事業報告や決算書類などの情報公開を法律上の義務とし

た上で､例えば資産の一定割以上を本来事業に払い出していない場合､理事や監事の責任を

追及できる規定を設ける。また､理事の解任請求や法人への監査請求などの訴訟を提起でき

るようにすることも考えられる。また､解散後の残余財産の処分等の書類は､NPO 法のよう

に主たる事務所の所在地の都道府県知事に届けるか､事後チェック機関として､英国のチャ

リティ･コミッションのような第三者機関を設け､そこに提出することも考えられる。問題

があれば､それらの機関が､裁判所に訴訟提起できるとすることになろう。 
 

（４）財団法人の最低基本財産 
財団法人が準則主義で設立できるとなると､財団法人に関する要件を決めておかなけれ

ばならない。最も大きな問題は､財団の本質である基本財産の最低額を決めておかなければ

ならないことである。財団法人は一定の公益目的に出捐された財産に法人格が付与された

ものであり､財産の存在は欠かせない。筆者はかつて NIRA の研究報告書『市民公益活動の

促進に関する法と制度のあり方』（総合研究開発機構 平成８年）で､民法改正案を出し､最

低基本財産額を１０００万円とした。現在のような低金利の時代には､基本財産の運用益だ

けで活動を続けるには､１００億円あっても難しい。そのような状況で､１０００万円でよ

いのかと言われるかもしれない。しかしながら､最低基本財産はあくまでも財団の基礎とな

るもので､大きく活動するには､寄付金を多く集めたり､助成金を申請するなど活動資金調

達方法はいくらでもある。とりあえず､１０００万円とし、現金だけでなく､文化財の保護

などを目的とする財団などは､評価性資産でもかまわないとすべきであろう。また､財団法
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人の基本財産は取り崩しの出来ない財産とするのではなく､柔軟性を持たせ、取り崩しを可

能とする形態も認めるべきであろう。当然ながら､期間限定の財団法人も認めるべきだと考

える。 
 

６ 法人のガバナンス等 
前述した内容とも重複するが､あらためて法人のガバナンスの枠組み、アカウンタビリテ

ィの仕組みなど法人の内部規制と外部からの監査の体制などについて簡単に項目だけ指摘

しておきたい。特に理事の地位と責任は重要で､法人に対する責任はもちろんのこと､不特

定多数の受益者に対する信任責任（フィデューシャリーデューティ）に配慮することが重

要である。これを前提として､具体的には以下のことを規定すべきである。 
（a）理事の責任の明確化、（b）善管注意義務の法定化､（c）投資の基準の明確化､（d）

積極的に公益活動を遂行する義務,(ｅ)役員の資格､定数､選任方法､辞任､解任等に関する規

定､（f）財団法人の寄付行為の変更規定､評議員の必置、（g）監事の必置と責任の明確化､

（h）社員の権利と責任､（ｉ）違法な行為に対する責任、（ｊ）情報公開の義務化､（k）合

併に関する規定､（l）解散後の残余財産を同種の法人に譲渡する（シ・プレー原則）、（ｍ）

不特定多数の受益者の利益代表者として信託法上の信託管理人のような制度を非営利法人

にも取り入れることも考えられる。 
 

７ おわりに 
最後に、「基本方針」では、詳細はすべて今後の検討となっているが、２１世紀の社会経

済の一翼を担う民間非営利活動の発展を促進するために公益法人制度の抜本的改革を行う

のであれば、今後は議論をもっとオ－プンにし、この制度を利用する公益法人や市民団体

と討論を尽くすべきだと考える。 
 
（本稿は､拙稿｢非営利法人の立法論｣（NBL７６７号､２００３年８月１５日､３４頁以下）

に加筆したものである。なお､本稿に書かれている意見はあくまでも筆者自身のものであっ

て､研究会の総意ではない。） 
 
注１ 公益法人の実態については、総務省『平成１４年版 公益法人白書』を参照。 
注２ 約１８０の法人法によると、戦後設立されたものはほとんどが認可で、準則によるものは１０件以

内である。 
注３ もっとも公益法人になれても、寄付の優遇資格である特定公益増進法人になれるわけではない。２

万６０００の公益法人のうち、約９００しか特定公益増進法人になっていない。特定公益増進法人

については、『特定公益増進法人一覧』（（財）公益法人協会、平成１２年）参照。 
注４ ＮＰＯ法人の最新の認証数は、内閣府のホ－ムペ－ジ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ５．ｃａｏ．ｇｏ．

ｊｐ）で見ることができる。 
注５ 数値は愛知県中小企業団体中央会の「あいｗｅｂ・中間法人の広場」（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｉ

ｗｅｂ．ｏｒ．ｊｐ／ｃｈｕｋａｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ）による。 
注６ 昭和５４年の民法改正では、名称使用の禁止（３４条の２）や主務官庁が監督上必要な命令を出せ

るようにしたこと（６７条２項）、命令に従わない場合や３年以上休眠している法人に対し、許可の
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取消しができるなど（７１条）監督強化が行われた。また平成３年、１１年の改正で主務官庁の権

限の都道府県や地方支分部局などへの委任（８３条の２、８３条の３）が民法に明文化された。 
注７ 「公益法人の改革論議」平成１５年６月８日朝日新聞（朝刊）。 
注８ 拙稿「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針の概要と問題点」新しい非営利法人制度研究会

『新しい非営利法人制度研究会検討報告書』（価値総合研究所 平成１５年）所収参照。 
注９ この他に「特許主義」や「自由設立主義」などもある。詳細は林・前田編『新版注 釈民法（２）

総則（２）』８８頁以下参照。 
注１０ 明治文化資料叢書刊行会編『明治文化資料叢書』３巻法律編上風間書房 昭和３４年）４０頁以

下。 
注１１ 資料としては、注１０に掲載したものの他、廣中俊雄編著『民法修正案（前３編）の理由書（本

文では「民法修正理由書」という）』（有斐閣、昭和６２年）などがある。研究としては、星野英

一「日本民法典に与えたフランス民法の影響」（民法論集第１巻、昭和４５年）、田中實「公益法

人制度の形成と展開」（『明治法制史・政治史の諸問題』手塚豊教授退職記念論文集所収、昭和５

２年）、中田裕康「公益法人・中間法人・ＮＰＯ」ジュリスト１１２６号（平成１０年）５３頁以

下、拙稿「民法１００年と公益法人制度」公益法人２７巻８号（平成１０年）１０頁以下等参照。 
注１２ 岡松参太郎『民法理由總則編』（有斐閣書房、明治３２年）７７頁以下。梅謙次郎『増訂補正民法

要義総則編』（有斐閣書房、大正２年）８２頁は「公益に関する法人については、特に政府の取締

を要するが故に」とし、富井政章『訂正増補民法原論第１巻総論』（有斐閣、昭和６２年復刻版）

２３９頁では公益法人の設立については「公益の認定を要するが故に」主務官庁の許可制にした

とする。 
注１３ 「（座談会）民間公益活動の促進に向けて」公益法人２６巻１０号（平成９年）、６頁、「（対談）

新しい公益法人制度のイメ－ジ」公益法人３１巻９号（平成１４年）７頁の星野発言。 
注１４ 第２次世界大戦中、行政の簡捷化のため、中央官庁の業務を昭和１８年の「許可認可等臨時措置

法」および１９年の「許可認可等臨時措置令」にもとづき、地方に移譲した。なお、平成３年の

民法改正で臨時措置法等は廃止され、平成１１年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備

等に関する法律により、民法第１編第２章第４節の節名を補則とし、８３条の２の「行政庁」を

「国ニ所属スル行政庁」に改め、さらに８３条の３が追加され、地方への権限の移譲が機関委任

ではなく自治事務と法定受託事務とに区分された。詳細は、総理府編『平成１１年版公益法人白

書』（大蔵省印刷局、平成１１年）２５頁、２６頁参照。 
注１５ 前出田中論文７３１頁、７３４頁参照。 
注１６ 『民法修正案理由書』３３頁～３４頁。法典調査会民法主査会第１５回議事速記録（明２６－１

１－２８））（日本近代立法資料叢書１３ 商事法務研究会）３９６～３９７頁。当時の社寺取扱

概則（明治１１（１８７９）年）や諸学校通則（明治１９（１８８７）年）はどちらも政府特許

主義であった。 
注１７ 注１６掲載の速記録３９９頁、田部委員の発言。ただし、採用されなかった。 
注１８ 公益性と非営利性については、能見善久「公益団体における公益性と非営利性」ジュリスト１１

０５号（平成９年）５０頁以下が詳しい。公益信託の「公益性」の概念を詳しく論じたものとし

て、田中實『公益信託の現代的展開』（勁草書房、昭和６０年）６６頁以下。関英昭「中間法人の

「非営利法人」性」（青山法学論集４０巻３・４合併号、平成１１年）４７頁以下。営利性から見

たものとして倉沢康一郎「営利社団法人の意義」（法学研究４４巻３号、昭和４６年）２０７頁以

下。 
注１９ 堀田・雨宮編著『ＮＰＯ法コンメンタ－ル』（日本評論社、平成１０年）７６頁松原明執筆部分。

平成１０年２月３日参議院労働社会政策委員会での議論。 
注２０ 松原明「公益法人改革の「基本方針」を読む」（シ－ズ ニュ－スレタ－４４号）、平成１５年）

９頁参照。 
注２１ アメリカの非営利公益法人については、雨宮・石村他訳・著『全訳 カリフォルニア非営利公益

法人法』（信山社、平成１２年）、パブリック・サポ－ト・テストについては、拙稿「ＮＰＯの法

と政策－米国税制のパブリック・サポ－ト・テストと悪用防止の中間的制裁制度」（三田学会雑誌

９２巻４号、平成１２年）９１頁以下参照。 
注２２ Ｒｅｐｏｒｔ ｂｙ ｔｈｅ Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ｕｎｉｔ，“ＰｒｉｖａｔｅＡｃｔｉｏｎ，Ｐ

ｕｂｌｉｃ Ｂｅｎｅｆｉｔ”、太田達男「英国チャリティ制度の抜本的改革について」（公益法

人３２巻２号、平成１５年）参照。 
注２３ Ｈｏｐｋｉｎｓ，Ｔｈｅ Ｌａｗ ｏｆ Ｔａｘ－Ｅｘｅｍｐｔ Ｏｒｇａｎ－ｉｚａｔｉｏｎ

ｓ ７ｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ，Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｅｙ ＆ Ｓｏｎｓ，１９９８，ｐｐ．４～５。 
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注２４ 公益を単に「目的」だけでなく、組織要件、活動要件、それも積極的な要件だけでなくネガティ

ブ要件も含め、できるだけ客観的に書き込む必要がある。 
注２５ 行革事務局のホ－ムペ－ジ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｏｋａｋｕ．ｇｏ．ｊｐ）、１５年６月

２７日、石原大臣記者会見参照。 
注２６ 出塚清治『公益法人の会計と税務（第４版）』（中央経済社、平成１１年）２８６頁参照。 
注２７ たとえば「挫折させるな公益法人改革」日本経済新聞１５年７月７日（朝刊）。 
注２８ 各種新聞報道によれば、行革事務局は、この考えに立っているように推測できる。 
注２９ 山内直人「ＮＰＯへの課税－問われる税の哲学」日本ＮＰＯ学会ニュ－ズレタ－１６号８頁参照。

法人実在説に立った場合、非営利法人に営利法人と同様の課税をするかどうかは、政策の問題で

ある。 
注３０ 米国の法制度､税制度については、注２１の参考資料を参照。 
注３１ 中間的制裁制度については､注２１掲載の拙稿｢NPO の法と政策-米国税制のパブリック・サポー

ト・テストと悪用防止の中間的制裁制度｣が詳しい。 
 
 
新しい非営利法人制度について 

濱口博史法律事務所 弁護士 濱口 博史 
 
■「公益」法人の類型について 

「公益」の名前を冠した法人を私法上認めることが望ましいと考える。 
すなわち、完全な非営利の法人のなかでも、公益に関する法人は、法人の目的の点もさ

ることながら、社員の地位（社団法人の場合）や法人に対する関与の動機、さらには、法

人の社会に対する責任、したがって、社員や理事の責任が異なっている。このこと等を鑑

みると、これらの差異を法律上もとりあげ、公益法人の類型をつくり、これにふさわしい

組織等とすることが望ましいと考えられる。 
そして、このことと裏腹の関係になるが、公益活動を行う法人の法人全体への信頼を国

家として保護ないし助長することは必要であると考える。この名称にふさわしい組織等を

有するとすることで、このことは可能となる。 
特典は「名称」のみであって、税における優遇等は、別にゼロベースで審査すべきであ

る。 
ただし、「公益」という名称がよいかどうかは検討課題である。 
 

■設立要件について 
公益法人類型を作る場合でも、準則主義に立つべきである。規制は、事後的な規制が望

ましい。特典が上記のように「名称」のみであって、これに対する規制は厳しいのであれ

ば、事前の規制をもってあたる必要はない。 
設立要件として、法人の公益性に関しては、定款及び寄付行為における「公益」目的の

記載とその審査のみで足りると考える。 
そして、この公益目的の記載の程度であるが、公証人も登記官の判断が最小で済むよう

な抽象度の高い記載をもって可とすべきである（この点を法律に書き込むことが必要であ
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る）。 
このように抽象度の高い記載で可とすると、公益法人の僭称となる場合があるという批

判がありうるが、以下の工夫によりこれは防ぐことが可能である。すなわち、（１）組織

体制や理事等の責任など設立後の規制を厳しくすること、（２）公益事業の内容等につい

ては、設立後ただちに第三者機関に届出をすることで情報公開を確実にすること（この情

報公開において公益性に疑問が生じることがありえるが、この場合、事後規制の手段がと

られることになる） である。 
なお、公益性に疑問が生じ、事後規制の手段がとられる場合でも、公益性がないとする

側にその主張等の責任があるとするべきである。また、公益性に疑問が生じる場合の事後

規制はたとえば次ぎのとおりである（このように多彩な手段をとりうるのであり、このこ

とからも事前規制をすべきではない）。すなわち、（１）事業内容の是正（規則の制定・変

更なども）、（２）定款の変更、（３）（一部または全部の）事業停止、（４）理事の解任、

（５）法人の解散 等である。 
また、各種事業法上の規制との比較検討も欠かすことはできない。  

 
■税の問題について 

完全非営利の法人においては、原則非課税であるべきである。 
私法上公益法人とされても、税における優遇等は、ゼロベースで審査をすることとすべ

きである（ただし、第三者機関への届出事項及び書類を必須のものと必須ではないが税優

遇に帰結するものとに分け、後者の届出あることをもって、税当局の審査の一定の軽減に

結びつけるということ等が考えられる。）。 
 
■ガバナンスの問題について 

ここでは視点のみを掲げる。 
１ 法人一般のガバナンスの問題、完全非営利の法人と営利の法人で変わってくること

はなにか、完全非営利の法人においても公益に関する法人とそうではない法人で変

わってくることはなにかを詰める必要がある。 
２ 公益に関する社団法人の社員の地位の法的性質の再検討が必要である。 
３ 理事等の責任の理由はなにか、この責任の追及をする者は誰がふさわしいか（社団

の場合、社員という内部の者以外の者にも権限を与えるか等）、その際、社員には私

的利益というインセンティブに欠けることからくる限界はどこにあるか、他の監視

者についても同様の問題があることはどのように考えるかを解かなければならない。 
４ 事業執行の機動性及び迅速性の観点から、代議員制、執行役の制度等を検討する必

要があると考える。この点は、現行の会社法制との比較をしつつ詰める必要がある。 
５ ４の一方で、業務執行の監視監督という点から、監査、報酬、人事等を外部理事よ

りなる委員会の専決事項とする等現行の会社法制との比較をしつつ詰める必要があ
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る。 
６ 私人による監視の限界と表裏一体の問題であるが、国及び地方自治体におかれる第

三者機関と裁判所により事後規制を行うべきであると考える。なお、３による請求

を第三者機関にするという方途も検討すべきである。 
その場合、法人の情報の公開のための各種届出先となる機能が必要であると考える

（私人による責任追及の前提）。 
７ 定款により自由に組織の設計できる範囲を残すべきである。一方で、デフォルトの

制度はかなり細部まで法律上規定しておく必要があると考える。その際、法人の類

型を十分検討すべきである。 
 
■財団について 

財団について、評議員を法制化することをすすめるべきである。その他、信託法上の

信託管理人、民法上の後見監督人及び破産法上の監査委員の制度にならって、請求があ

れば監督委員が置かれるべきである。その場合の監督委員の選任者は、裁判所でも可で

あるが、上記第三者機関とすることも考えられる。 
 
 
新しい非営利法人制度についての私的な意見 

シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会 事務局長 松原 明 

 

最初に 

公益法人制度改革はさまざまな議論を招いているが、以下、松原の私的な意見を述べる。

ただし、制度は社会情勢やその時点でのさまざまな関連制度、社会的成熟度とも大きく関

連するので、絶対これがいいと主張する気は毛頭ない。 

以下の点で、最終的に主張したいことは、公益法人制度の見直しは必要であるが、しか

し、今は見直すための十分な調査もデータも検討も行われていないということである。拙

速は避けなければならない。 

 

１．公益法人類型 

現在、基本的な法人の分類に関しては、現在のところ、「営利/非営利公益/非営利共益」

という３分類で分ける案や、非営利と営利の２分割をする案が存在する。 

しかし、私は、法人類型の分類については以下のように考えている。 

まず、基本的には、その営利と非営利を分けた上で、活動期間中も解散時も一切、利益

や資産の分配ができない（さらに私的取引が禁止されている）「完全な非営利」法人類型と、

営利を目的とはしないが、活動期間中あるいは解散時に一定の制約をつけて利益または資

産の分配が可能な（私的取引は禁止されている）「部分的な非営利」（または「不完全な非
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営利」）法人の類型という分類を行うべきである。 

つまり、営利、完全非営利、部分非営利という３法人類型に大別することをもって基本

とすべきである。 

第二に、公益性および共益性に関しては、この３法人類型を基本においた上で、完全非

営利の法人類型にも、部分非営利の法人類型にも、それぞれに公益性や共益性のある法人

が存在するようにすべきである。 

ちなみに、公益性や共益性といった法人制度に埋め込むべきかどうかということについ

ては、一般的な公益性と特別な公益性、一般的な共益性と特別な共益性の性格を分類し、

それぞれの法人類型にセットすべきである。 

多くの人々が主張している、「法人類型が多くなれば複雑で問題である」という指摘は一

面では事実であるが、しかし、同意できない。 

法律は道具であり、道具は使い手のニーズにしたがって、ただし整合性を一定備えて多

様化していくべきである。法人のタイプが多くなっても、その内容や違いが明確であれば、

シリーズとして多様化していくことに何の問題もない。 

ただし、現在の公益非営利法人に関して言えば、その多くは行政目的（行政事業の遂行

や業界の調整など）からつくられた法人制度である。このような細かな目的のための法人

制度に関しては、統合していくことには賛成である。 

「公益性」は、原理的には定義できない。定義できないし、定義できたとしても、公益

性のある法人の設立要件とすることがすべての場合によいとも思えない。多様な公益性の

実現が図れるようなシリーズとすべきである。 

したがって、公益性でも共益性でも、一般的な公益性と、事業や活動などのさまざまな

要件に着目した公益性のある法人類型があっるべきである。基本的には、法人制度を使う

人々のニーズがどのようなものであるか、という社会の要請に応えるべきであって、机の

上の議論で行うべきではない。 

現在のところ、このようなニーズに関する議論はほとんどされておらず、十分な法人制

度の差別化を設計するだけの必要な情報がない。まず、その当たりからきちんと議論すべ

きである。 

 現状においては、公益法人と、ＮＰＯ法人と、中間法人はそれぞれ使い手のニーズが違

うと私は考えている。したがって、この３法人を一本化することには反対である。３法人

は別個の法人として差別化していくべきであると考える。 

 

２．設立要件 

設立の主義については、基本的に準則主義を採用すべきである。 

この点については、ほとんど異論がないと思われる。 

続いて、その設立要件をどうするかは、次のような基本的な考え方によるべきである。 

設立要件は、つまるところ、その団体の構成要件となる。構成要件は、必然的にメンバ
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ー（もしくは寄付者：出捐者）の意図が十分実現できるような構成が必要となる。したが

って、法人の目的にしたがって、設計されることを要する。目的を実現できる要件とは何

かについて、これもまた議論が不足している。 

第二に、新しい非営利法人制度において、もっときちんと議論されるべきは、法人の合

併、分割、解散、一つの法人タイプから別の法人タイプへの移行の手続きについてである。

時代の変遷につれ、完全な非営利法人の間、またはそれから不完全な非営利法人へ、また

はそれらから営利法人への移行が必要になってくる場合が多々予想される。この合併、分

割、移行などは、設立要件と大きく関係してくる。 

新しい非営利法人を想定する場合に、この視点が欠かせない。 

 

３．税 

現在、議論となっているのは、法人税についての議論である。 

短期と長期の議論が必要である。法人税は、現在でも安定した重要な税源であるが、以

下の３つの点が明確化されていない。 

第一は、そもそも法人税の課税の根拠とは何かということである。 

第二は、法人税は、今後の基幹的な税として存在しつづけるのかという議論である。 

第三は、寄附税制についての根拠は何かということである。 

第一の根拠に関する説については、法人独立課税主体説（法人実在説）と株主集合体説

（法人擬制説）がある。まず、現行の日本の法人税は、基本的には、株主集合説の変形と

見受けられるが、そうであるのかどうか、課税の根拠について明確化していくことが重要

である。 

株主集合体説をとるならば、完全な非営利法人に関しては、原則非課税となる。 

法人独立課税主体説をとるならば、非営利法人の「所得」とはそもそもどのような性格

のものなのか、についてさらに深く議論すべきである。また、現在、株主に対して行われ

ている二重課税排除の方式（配当税額控除方式）を見直すのかどうかについての議論がな

ければ、二重基準というべきである。さらに、宗教法人や学校法人等に関しても、原則課

税の上でどうするのかという議論が必要となってくる。 

収益事業課税については、企業との競合性の高い事業を「課税事業」（現行の「収益事業」

という表現は止めるべき）とした上で、課税事業から非課税事業、なおかつ本来目的の事

業に支出した金額に関しては、みなし寄附金控除を設けることが必要になる。１００％が

望ましいが、８０％程度でも十分だと考える。現在の２０％はあまりに低い。 

収益事業に関する軽減税率は採用すべきでない。イコールフッティングなら、それをき

ちんとつらぬくべきである。 

金融収益については、本来事業で、課税対象事業とならない事業の収入に充てるものな

らば、非課税とすべきである。（つまり、非課税として、課税事業の所得計算で図るべき） 

第二は、現在の税制の議論が法人税中心となっていることへの問題である。法人税は、
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将来的には、徐々に外形標準課税に変わっていく可能性がある。また、消費税など、非営

利法人に対して大きな影響を与える税制が多数ある。非営利性は法人税との関連はあるが、

それ以外の税制の根拠と非営利性は関係がない。各税制の根拠と非営利性や公益性、共益

性などとの関係を議論することが重要であうが、ほとんどなされていない。 

第三の寄附税制にしても、その根拠が単により「高い公益性」に求められている。しか

し、多様な公益性の実現を目指すとするならば、多様さのある寄附税制（認定要件）が必

要となる。この多様な公益性という概念を寄附税制にも持ち込むべきである。 

 

４．ガバナンス 

ガバナンスに関しても、基本は私的自治にある。 

その上で、その法人制度が予定しているその法人の目的や活動、自治が十分果たせる仕

組みはどのようなものか。また、社会的責任は何で、その責任をどのようにして果たすの

かという議論をすべきである。 

一部あるように、法律論から議論が進められていくことには同意できない。 

とりわけ、法律論からするとガバナンスの詳細を法律で書き込みすぎる傾向がある。多

様な私的自治を認めていく上でも、法律では最低限のガバナンスを書き込むべきである。 

 

５．財団 

財団という仕組みも、基本的に残すべきである。その制度を利用したいというニー 

ズがあるからだ。 

問題となるのは、財団がどのようにして寄付者の意思をその後も継続できるのかというこ

とと、解散や合併するときにどのような手続きが必要かということだと考える。 

 

 

「非営利法人課税を考える」 
大阪大学教授 山内 直人 

 
今回の公益法人改革をめぐる一連の議論において、課税のあり方が体系的に議論されるこ

とはほとんどなかった。 
2003 年 6 月に閣議決定された「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」でも、税

制上の取り扱いについては引き続き検討することとされ、事実上結論が先送りされた。 
こうした点を踏まえ、この小論では、非営利法人への課税についての基本的な考え方を整

理しておきたい。 
 

■法人税はなぜ存在するか 
非営利法人への課税のあり方を考える際に、最初に指摘しておきたいのは、ＮＰＯ に 
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寄付をした個人や法人に対する寄付控除の問題とＮＰＯ自身への法人税課税の問題を峻

別すべきだという点だ。 
まず、寄付控除の適否を判断するためには、寄付先のＮＰＯが、公共性の高いサービ

スを提供しているかどうかが重要である。というのも、もしそのＮＰＯが政府の公共財

の供給機能を部分的にせよ代替してくれるなら、寄付者の税負担を減免する正当な理由

になりうるからだ。 
次に、ＮＰＯに法人税を課税すべきかどうかは、法人税がなぜ存在するかという問題

に立ち返って考えなければならない。 
法人は個人の集合体であって、それ自体に担税力はないという立場（法人擬制説）に

たてば、法人税は、個人株主の配当やキャピタル・ゲイン（値上がり益）への課税を補

完するための税だと考えられる。これに従えば、株主を持たず、利潤を分配しないＮＰ

Ｏには法人税を課税されるいわれはない。原則非課税は当然であって、優遇ではないと

いうことになる。 
一方、法人が独自の担税力を持つと考えれば（法人実在説）、営利か非営利かという組

織形態に関係なく、法人には原則課税すべきという論も成り立つ。 
 

■収益事業への課税 
以上は法人の本来的な事業に対する課税の問題だが、多くのＮＰＯは収益事業と非収益

事業の両方を営んでおり、収益事業にどのように課税すべきかという点も問題となる。現

行税制では、公益法人が税法に規定する三三業種の収益事業を行う場合には、株式会社の

三〇％より軽減された二二％の法人税率が適用される。小規模なＮＰＯ法人の場合も同様

である。 
ＮＰＯの行う収益事業は、しばしば営利企業と競争関係にあるから、これにどう課税す

るかは、営利・非営利間での競争のあり方を規定する重要な要素である。筆者は、収益事

業に軽減税率を適用する根拠は薄弱で、営利企業と競合する事業に対しては、営利企業と

同じ税率で課税してもよいと考えている。 
 

■制度設計は百年の大計で 
これまでの議論の経緯を踏まえ、いくつかの論点を指摘しておきたい。 
第一は、今回の議論の対象が、民法法人、ＮＰＯ法人、中間法人に限られていて、学校

法人、社会福祉法人、宗教法人など他の非営利法人の改革には何も触れていないことであ

る。しかし、現行制度では、たとえば社会福祉法人がＮＰＯ法人や民法法人に比較して税

制上優遇されているなど、縦割りになった各制度の間の不均衡は無視できない。非営利法

人制度全体について、一から見直すことが必要になっているのではないか。 
第二に、今回の議論は、非営利法人制度と課税のあり方という限られた問題であったが、

原理原則に立ち返って、法人税の課税根拠を考えるよい機会だということである。同時に、
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今後予想される外形標準課税の導入や消費税の見直しなどを視野に入れると、住民税、固

定資産税など法人に納税義務がある他の税を含め、非営利法人への課税のあり方について、

包括的に再検討すべきだと考える。 
第三は、政府内で改革大綱検討の中心となってきた「公益法人制度の抜本的改革に関す

る懇談会」や税制調査会・非営利法人課税ワーキンググループの議論の仕方が、閉鎖的だ

という点である。両会議とも、議事録をホームページなどで公開し、一見オープンである

ように装っているが、制度改革の考え方や方向性について記した重要な討議資料がかなり

の期間非公開とされるなど、運営の閉鎖性が憂慮される。 
今回の改革は、日本の市民社会の将来像を規定する極めて重要な改革である。法人制度

も税制も百年のタイム・スパンで設計すべきであり、時間を惜しまずオープンかつ徹底的

な議論を行うべきであろう。 
 
 

新しい非営利法人制度について 
日本ＮＰＯセンター常務理事・法政大学教授 山岡 義典 

 
１． 公益法人類型について 
・ 従来の民法 34 条の公益法人制度は廃止し、現行の中間法人制度とは別に、新たな非営

利法人類型を民法または（民法によって特定された）非営利法人基本法に定める。 

・ 次の２，３項が満たされるなら、特定非営利活動法人制度はこの非営利法人制度に含め

てよい。 

・ 非営利法人基本法を定めるなら、現在の中間法人も準非営利法人（または第 2種非営利

法人）として、その中に含めて定める。 

・ 社会福祉法人、学校法人等も法人格取得についてはこの非営利法人制度において設立し、

それぞれの事業内容やガバナンスのありかたに応じた認定制度によってそれぞれの名

称使用をともなう法人と認定することが望ましい。 
 
２． 設立要件 
・ 通常時や解散時における構成員への配分禁止および情報公開を含む一定の組織ガバナ

ンスを基本要件として、準則主義により（公証人の認証と登記所への登記で）設立可能

とする。 
・ 基本要件は、主要なものは法に定めるが、一部は法律の範囲内で定款に明記する。 

 
３． 税 
・ 会費、寄付金、助成金、補助金などの非収益事業収入（対価性のない収入）は非課税と

する。 
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・ 法人運営上は原則非課税として特定の収益事業（現行は 33 業種）のみを課税する方式

が望ましいが、課税上の問題が残るなら、あるいは社会的な理解が得られやすいなら、

非課税事業を列挙する方式とすることも検討する。（この場合、言葉としては原則課税

非収益事業非課税となるが、言葉にこだわる必要はない） 

・ いずれにしても、年間事業費が一定の金額（例えば 1000 万円）を超える場合は、税務

署への届出を義務付ける必要がある。 

・ 別に登録制度（認定制度も検討可）をもうけて、事業および決算の報告内容において一

定の要件を満たした法人（登録法人）については、みなし寄付金制度、金融収益非課税、

寄付者の寄付金控除（損金算入）制度などの税制優遇制度を適用する（軽減税率は適用

せず、みなし寄付金の枠を拡大する）。 

・ 登録制度は、適用する税制優遇制度の内容によって、第 1種、第 2種、第 3種などの種

別を設けることも考えられる。 

・ 登録要件は年間支出規模に応じて何段階かに定めるものとし、小規模なものは緩やかに

定める。 

・ 登録（または認定）機関は、英国のチャリティ委員会に準じる第三者的な専門機関とす

る。 

 
４． ガバナンス 
・ 社団型については、現在の特定非営利活動法人に準じたものとする。 

・ 財団型については、基本財産の管理・運用（使用目的等）および取り崩しの条件につい

て定める他、評議員会を設けて理事会のチェックが可能な仕組みとする。 

・ 情報公開については、誰でもが設立要件の確認をできることを前提に、現行の特定非営

利活動法人に準じた内容と方法とし、所轄庁の役割は第３項で述べた登録機関（または

その都道府県組織）が行うものとし、閲覧もそこでできるようにする。将来はウェブサ

イトへの公表義務付けを考える。 
 
５． 財団 
・ 新たな非営利法人制度においては、会員制度をもたない財団型の法人も可能なようにす

る。 
・ 組織ガバナンスにおいては、社団型とは異なる厳しさが要求される。 
・ 登録された財団型の非営利法人には、基本財産の金融収益非課税を適用することが必要。 
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５．公益法人改革における議論のポイント 
「行政委託型公益法人」に対する事務・事業についての見直しに端を発した公益法人改革

は、「行革事務局」の「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」において、新法

人は、その設立に関し準則主義とするなど、現行制度より緩和しているものの、34 条法人、

ＮＰＯ法人、中間法人の一本化が示されている。そして、「政府税調」では、従来、34 条法

人、ＮＰＯ法人に適用されていなかった非収益事業に対する課税措置が盛り込まれている。 

この案は、34 条法人、ＮＰＯ法人をはじめとする関係者に、様々な波紋や議論を呼ぶ。

特に、34 条法人、ＮＰＯ法人、中間法人という法人の主旨や性格、相対的に法人規模の異

なる３法人の一本化や非収益事業に対する課税措置についての是非、また、“その制度設計

が中間法人法に寄っている”などとの指摘もあり、ＮＰＯ法人や 34 条法人にとって活動の

大きな制約に繋がる等との懸念が出されている。このため、各地で公益法人改革に関する

セミナーやフォーラムが開催され、提言や意見申し入れも相次いで行われている。このよ

うな状況から、当初 14 年度末を予定していた「公益法人制度改革大綱（仮称）」の策定が

遅れ、平成 15 年６月に「基本方針」として、今後の方向性を示すに留まっている。 

ここでは、公益法人改革を巡る議論について、その問題点や議論のポイントについて整理

を行う。 

 

（１）公益法人改革の流れ 

平成 12 年１月、閣議決定された「行政改革大綱」では、中央省庁等の改革・規制緩和・

地方分権・特殊法人等の改革の４つが行政改革の重要課題として挙げられ、その中に「公

益法人に対する行政の関与の在り方の改革」が位置付けられた。 

これは、「Ⅰ 行政の組織・制度の抜本改革」において、「1 特殊法人等の改革」、「2 国家

公務員、地方公務員制度の抜本的改革」、「3 行政評価システムの導入」、「4 公会計の見直

し・改善」に次ぐ５番目の課題として位置付けられているもので、主として国から補助や

委託を受ける「行政委託型公益法人等」28を中心に、行政関与の在り方について見直しや検

討を行うとしている。具体的には、「行政委託型公益法人等」に対して、官民の役割分担、

規制改革、財政負担の縮減・合理化の観点から、①国から委託等、推薦等を受けて行って

いる検査・認定・資格付与等の事務・事業、②国から交付されている補助金・委託費等、

についてを見直し、平成 13 年度末を目途に実施計画を策定した上で、17 年度末までのでき

る限り早い時期に実施することとしている。このほか、国からの委託・推薦・補助金等に

係る事業内容の公開や外部からの業績評価を進めるとともに、指定法人の情報公開の在り

方や公益法人会計基準の改善策、役員報酬の在り方についても検討を行うとし、都道府県

                                                  
28
 「行政委託型公益法人等」とは、特定の法令等により、各官庁から制度的に事務・事業の委託等・推薦等を受けてい

る 34 法人の総称。なお、単に国から補助金・委託費等の交付をうけている 34 条法人は、行政委託型公益法人等には

含まれない。 
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所管の「行政委託型公益法人等」についても、この改革と同様の措置を講ずるよう要請す

るとしている。 

これを受けて「行革事務局」では、平成 13 年４月 13 日に「国所管の公益法人に対する

総点検の結果について」を公表するとともに、行政代行的な事務・事業や、国から補助・

委託等を受ける事務・事業に関する改革の視点と課題を整理し、これを今後の検討の事務

的な指針として取りまとめた「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」（以下、「視点と

課題」という）を公表する。同年７月 23 日には、「視点と課題」を踏まえ、改革を具体化

するための基本的な方針「行政委託型公益法人等の改革を具体化するための方針」が政府

行政改革推進本部（以下、「行革本部」という）に報告・了承された。こののち、同方針に

従って「行革事務局」と関係府省とが必要な検討・調整を行った結果として、平成 14 年３

月 28 日に「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」が「行革本部」に報告・

決定され、翌 29 日に閣議決定される。 

一方、この「視点と課題」には、公益法人制度の抜本的改革の必要性についても言及さ

れている。 

「行革事務局」では、これを踏まえ、公益法人制度に関する問題意識を「公益法人制度

についての問題意識～抜本的改革に向けて～」（以下、「問題意識」という）として取りま

とめ、平成 13 年７月 23 日に「行革本部」に報告した。「問題意識」では、34 条法人の有意

性を述べつつも、“34 条法人の在り方に対する批判・問題点、ＮＰＯ法人や中間法人が制度

化される中で指摘されている問題への対応を含め、公益法人の果たすべき役割やあるべき

姿を見据えながら、制度の抜本的な改革が必要”とした。そして、主な検討課題として「『公

益』の範囲、『公益性』の判断」、「公益法人（34 条法人）の設立許可」、「主務官庁の指導監

督」、「公益法人（34 条法人）の機関・組織・ガバナンス・規律のあり方、監査等」、「公益

法人（34 条法人）のディスクロージャー」、「公益法人（34 条法人）に対する税制」、「公益

法人（34 条法人）から中間法人・営利法人への移行」を挙げている。 

 

図表５－１ 「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」における 
公益法人制度の抜本的改革の必要性 

 

 Ⅳ 公益法人制度の抜本的改革の必要性  

 
公益法人の大半を占める行政代行的事務・事業を行っていない公益法人にあっても、昨今不適切な運営

に起因する不祥事が明るみに出ており、国民の公益法人全般に対する見方が厳しくなってきているところ
である。このため、去る 1 月 30 日の閣僚懇談会において、橋本行政改革担当大臣から国所管の公益法人に
対する総点検を各府省に要請し、４月始めまでにその結果の報告を受けたところである。 
 このような状況を踏まえると、大綱に示された改革の方針は現在の公益法人に対する国民の批判の全て
に応えるものとは必ずしも言い切れないことから、国所管公益法人の総点検の結果等も踏まえた対応が必
要である。 
 その際には、公益法人制度の基になる民法の規定が必ずしも十分体系的に整備されていないと考えられ
ること、いわゆるＮＰＯや中間法人が制度化され又はされつつあること等をも考慮する必要がある。 
 以上の状況に鑑み、今後行政改革推進事務局としては、関係府省と連携しながら、立法化を含めたより
抜本的な公益法人制度改革に向けた基本的方向を示すべく検討を進めることとしたい。 

資料：内閣官房行政改革推進事務局「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」 
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図表５－２ 「公益法人制度についての問題意識～抜本的改革に向けて～」 
における主な検討課題 

 

検討課題 現状 主な指摘 

●「公益」の
範囲、「公益
性」の判断 

○主務官庁が「公益性」
を判断して設立され
ている。  

 
  
 
 
 
 

○「公益」に関する事業を行うはずの公益法人が、国民の眼か
ら見て必ずしも「公益」とは言い難い事業を行っているもの
もあり、その判断を厳格に行うべきではないか。 

 ○主務官庁制（主務官庁による設立許可や監督）の下で、公
益性の判断が、主務官庁の自由裁量に委ねられているため、
統一のとれていないものとなっているのではないか。  

○公益の内容は多種多様であり、全国統一的な基準を設けた
り、行政が一律の基準で判断したりすることは、現実的には
難しくなっているのではないか。 

●公益法人の
設立許可 

○主務官庁が設立を許
可している。 

 
 
 
 
 
 
 

○主務官庁制の下で、公益性の判断が、主務官庁の自由裁量に
委ねられているため、統一のとれていないものとなっている
のではないか。 

○官主導で、公益法人を設立したり、行政代行的機能を担わせ
たりしている場合があるのではないか。特に、公益法人とい
う民間法人に行政代行的機能を担わせることは不適当では
ないか。 

○公益活動を行う民間の法人について、設立に当たり、今後も
なお許可主義を維持する必要はあるか。 

●主務官庁の
指導監督 

○主務官庁の指導監督
主務官庁制の下で民
法及び「指導監督基
準」にのっとり指導監
督が行われる仕組み
となっている。  

○監督する立場の主務
官庁の体制（組織・人
員）に比べ、法人の数
が増加傾向にある。 

○「指導監督基準」にお
いて、理事のうち所管
官庁の出身者が占め
る割合は理事現在数
の３分の１以下とさ
れている。  

○主務官庁の指導監督が必ずしも行き届いておらず、監督の在
り方を改善する必要があるのではないか。 

○指導監督により法人の健全な運営を確保するといった考え
方に限界はないか。 

○不適切な活動を行った公益法人には、より厳正な対応をすべ
きではないか。  

○公務員の再就職先として安易に用いられているのではない
か。また、その在り方につき見直すべきではないか。 

●公益法人の
機関・組織、
ガ バ ナ ン
ス・規律の
あり方、監
査等 

○ 現行民法は、主務官
庁の設立許可を前提
に、公益法人の機関・
組織、監査等につい
て、詳細な規定を置い
ていない。  

○昨今、公益法人の不適切な運営に起因する不祥事が明るみに
出ているが、公益法人の適切な運営を確保するための内部管
理機能が不十分なのではないか。  

○法人が自律性を持った責任ある運営を図るための方策を検
討する必要はないか。 

●公益法人の
ディスクロ
ージャー 

○法律上の規定はない
が、公益法人の「指導
監督基準」において、
各法人は、定款・寄附
行為、事業報告書、収
支計算書、貸借対照表
等を、原則として一般
の閲覧に供すること
とされている。  

○「公益」を目的とする法人であるにもかかわらず、その実態
が国民から見て明らかとなっていないのではないか。  

○現在行うこととされているディスクロージャーが徹底され
ていないのではないか。  

○事業内容のディスクロージャーについてのルール化や、手
法・内容の改善を図る必要はないか。 
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検討課題 現状 主な指摘 

●公益法人に
対する税制 

○公益法人に対しては、
①税法上の収益事業
以外の事業から生じ
た所得の非課税措置、
②収益事業から生じ
た所得に対する軽減
税率の適用、③収益事
業部門から公益事業
部門への支出につい
ての損金算入等の措
置がある。 
また、特定の公益法

人（特定公益増進法人
等）に寄附を行った者
に対しては、寄附金控
除等の措置がある。  

○営利法人が行う事業内容と大きな差がないものが税の恩典
を受けるのは不公平ではないか。 

○税の恩典の付与については、公益法人という「類型」による
のではなく、それを付与するに値する公益性を有する法人や
事業等に限ることは考えられないか。 

○公益法人に対する課税について、執行面での対応を充実させ
る必要はないか。  

 

●公益法人か
ら 中 間 法
人・営利法
人への移行 

○公益法人から中間法
人への移行について
のメルクマール、手続
規定がない。  

○営利法人への転換に
ついては、「公益法人
の営利法人等への転
換に関する指針」が存
在するが、実例はほと
んどない。 

○公益法人の活動は極めて多種多様であり、何らかの類型化を
行った上で、適切な法人形態への移行を図るべきではない
か。  

○「公益」とは言い難い事業を行っているものに関し、実際に
他の法人形態への移行が起きるように、措置を行う必要はな
いか。 

○公益法人は民間法人であり、一旦公益法人として設立を許可
した以上、他の法人形態に移行させることは、法人側の賛意
が得られない限り難しいのではないか。 

資料：内閣官房行政改革推進事務局「公益法人制度についての問題意識～抜本的改革に向けて～」 
より価値総合研究所作成 

 

その後、民間非営利活動を社会・経済システムの中に積極的に位置付けながらも、公益

法人（34 条法人）について指摘されている諸問題に適切に対処するとの観点から、関連制

度（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、税制等）を含めて抜本的かつ体系的な見直しをすると

した「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」が平成 14 年３月 29 日に閣議

決定された。そして、この見直しに当たっては、関係府省や民間有識者の協力のもと、平

成 14 年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定し、17 年度末までを目途

に、これを実施するための法制上の措置その他必要な措置を講じるとした。 

こののち、「行革事務局」は、同年４月 13 日に公益法人制度を「ゼロベース」で見直す

ことの必要性について、法人の設立、指導監督、ガバナンス、ディスクロージャー等の点

から分析し、問題意識や主張として取りまとめた「公益法人制度の抜本的改革の視点と課

題について」を公表し、また、６月にかけて、民間有識者ヒアリングを実施した。同年８

月２日には、公益法人制度の抜本的改革に関する中間取りまとめ「公益法人制度の抜本的

改革に向けて（論点整理）」を公表するとともに、これに対する意見を広く国民から意見を

募集すべく、９月 10 日までの間、パブリックコメントの募集を実施した。 

この「論点整理」は、34 条法人について、関連制度も含めた形で抜本的に見直し、これ

を「非営利法人制度」として再構築し、そのあるべき姿として、法人設立の簡便性、公益

性判断指標の明確化と客観性、行政庁の関与の最小限化、法人運営の透明性の担保、時代
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の変化に対応が５つの視点による改革パターンを示した。ただし、「論点整理」は、改革の

対象を 34 条法人と中間法人とし、ＮＰＯ法人は新制度の中に発展的解消とした。また、“公

益法人制度”の“抜本的改革”としているものの、社会福祉法人、学校法人、宗教法人等

の特別法に規定された法人を含んでいない。 

その後、「行革事務局」は、有識者等による「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」

を設置し、平成 15 年３月の「公益法人改革大綱」閣議決定に向け検討を本格化するととも

に、「政府税調」では、これを受けて「非営利法人課税作業部会」を設置し、新制度におけ

る課税取扱等の検討を進めた。 

そして、平成 15 年２月７日、「非営利法人課税作業部会」にて、新非営利法人制度では

原則課税の方針が示される。これは、新「非営利法人制度」に対しては、34 条法人、ＮＰ

Ｏ法人などが非課税扱いとなっていた会費収入、寄附金収入などの非収益事業も含めて原

則課税とし、一定の要件を満たす非営利法人を「登録非営利法人（仮称）」として対価性の

ない事業を非課税とするという、２段階方式になっている。 

以上のように、これまでの経緯をみると、当初、「行政委託型公益法人」の改革等を中心

とした公益法人改革は、昨今の不適切な運営に起因する不祥事等を理由に公益法人全般の

見直しに波及している。そして、「論点整理」では、全体的には非営利活動の促進を目的に

準則主義の採用などの規制緩和を謳っているものの、検討の視点が“公益”というには不

適当な法人や不良法人の除外に重きが置かれている。この結果、「論点整理」では「改革パ

ターン１」に３つの選択肢を示しつつも、公益性の判断を伴う場合は行政庁が認証し、行

政庁が関与しない又は公益性の判断を法人制度上行わない場合の税制適用の判断は税務当

局が行うとしている。そして、これは非営利法人といえども準則設立の場合は原則課税、

行政が関与する登録法人にのみ非課税措置を適用するという議論につながっている。 

この原則課税論については、34 条法人、ＮＰＯ法人の関係者や一部の府省から、“折角、

育ちつつある市民活動等の促進を阻害する”などといった反対の声があがり、さらに、平

成 15 年３月の与党内協議では、当面の改革対象として中間法人、ＮＰＯ法人を除き、34 条

法人だけとすることが合意される等、紆余曲折がみられる。 

当初、「行革事務局」は平成 15 年３月末を目途に改革の具体策を盛り込んだ「公益法人

制度等改革大綱（仮称）」を策定するとしていたが、上述のような状況から、その策定は遅

れ、平成 15 年６月 27 日、「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

る。しかし、その内容は、今後の検討の方向性として、“非営利法人制度のさらなる具体化

に合わせて引き続き検討する”などの内容にとどまった。 

 

（２）「論点整理」の概要 

①公益法人制度の抜本的改革の必要性 

「論点整理」では、公益法人制度の抜本的改革の必要性として、次の４つの視点を整理
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している。 
 

図表５－３ 「論点整理」における公益法人制度の抜本的改革の必要性 
(1)我が国の公益法人（民法第 34 条の規定により設立される社団法人及び財団法人をいう。以下同じ。）

制度は明治 29 年の民法制定以来 100 余年にわたる歴史を有しているが、この間、制度の抜本的な見直

しは行われてこなかった。その一方で学校法人等の特別法に基づく公益を担う法人制度が多数創設さ

れてきている。 

また最近では、特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）が制定され、比較的広い分野で

活発に活動を展開しつつある。さらに、非営利非公益法人制度が存在しなかった民法の問題点を補っ

て中間法人法が整備された。しかし、制度論としてはかえって複雑になったとの指摘もある。 
 

(2) 一方、今後の我が国社会において民間非営利活動が果たすべき役割はますます重要となり、公益法人

は、これら非営利（※）の活動を担う代表的な主体として、歴史的に一定の大きな役割を果たしてき

ている。  

  しかし、公益法人制度に関しては、その運営、指導監督、ガバナンスなどの在り方について、次のよ

うな批判がしばしば見受けられ、制度の廃止も含めて検討すべきではないかとの意見もあるところで

ある。  

ア．主務官庁の自由裁量による許可主義を採用しているため、法人設立が簡便ではない。また、同

一法人に対しても事業分野ごとの主務官庁の指導監督があり、極めて煩雑である。 

イ．公益性の判断基準が不明確であり、かつ、行政が自由裁量で判断するのは良くない。 

ウ．主務官庁による一般的な指導監督権限を背景に、不祥事が発生するたびに指導監督が強化され

てきたが、こうした事前規制の仕組みが限界に来ている。 

エ．公益法人への公務員のいわゆる「天下り」が多く、その公益法人への検査、検定等の行政事務

の委託等により、民間企業や個人の活動が著しく阻害されている事例が多数見受けられる。 

オ．現状のディスクロージャー（ 業務・財務等の資料の開示） は、インターネットの活用等の改

善もなされているが、その内容が分かりにくい、あるいは法的根拠を持たないガイドラインに

基づく制度のため必ずしも徹底されない等の問題がある。 

カ．公益性を時代や法人活動の変化に即して柔軟に見直す仕組みがなく、公益法人の中には公益法

人といえない、営利法人や中間法人に本来的に分類されるべき性格のものが混在している。 

キ．財団法人については、低金利時代に運営が困難になっており、また社団化しつつあるものも見

受けられる。財団法人制度の抜本的改革が必要である。 

※ 「非営利」とは、剰余金を構成員に分配することを目的としないことをいう（以下同じ）。 
 

(3) 営利法人の基本法である商法が、コーポレート・ガバナンス（ 企業統治）の観点から、近年数次に

わたる大幅な見直しが行われていること、Ｎ Ｐ Ｏ法及び中間法人法の国会審議の際の附帯決議にお

いて、公益法人制度の見直しについても言及されていることも踏まえれば、いまや公益法人制度その

ものについて関連制度も含めて抜本的かつ体系的な見直しを行い、真に時代の要請にこたえ得る非営

利法人制度の基本的制度として再構築することが必要である。 
 

(4) この場合現行のＮＰＯ法は民法の特別法としても独特の存在であるので新たな基本的制度の中に発

展的に解消される可能性が高いと考えられる。 
資料：内閣官房行政改革推進事務局「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」 

 

 ②非営利法人制度のあるべき姿 
「論点整理」では、非営利法人制度のあるべき姿としては、次のようなものが求められ

るとしている。 
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図表５－４ 「論点整理」における非営利法人制度のあるべき姿 
(1)簡便な方法で法人が設立できる（簡便性）。 

(2)「公益性の判断」がされる場合は、その基準ができるだけ客観的かつ明確な形で示されている（客観

性）。 

(3) 民間の自主性を尊重する観点から、法人の設立や活動への行政の関与が最小化されている（自律性）。

(4)法人運営やその活動の姿が広く国民に分かりやすいものとなる (透明性)。 

(5) 時代の変遷や活動内容の変化に応じ、法人の位置付け等が柔軟に見直される（柔軟性）。 
資料：内閣官房行政改革推進事務局「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」 

 

③非営利法人制度改革の方向性 

「論点整理」では、上記の非営利法人制度のあるべき姿を踏まえ、公益法人制度改革の

方向性を「法人類型」、「法人格取得」、「公益性判断」、「適正運営の確保」の４つの視点で

整理し、基本検討パターンとしての「改革パターン１」と、参考パターンとして「改革パ

ターン２」を示している。 
これは基本的に社団法人を想定しており、財団法人制度については、“①基本財産を持

った非営利の法人とすること、②公益信託制度を改革してその中に取り込むこと、などが

方向性として考えられる。”としている。 
この改革パターン１・２については、次のように整理されるものと考えられる。 

 
図表５－５ 「論点整理」における改革パターンの考え方 

 
＜改革パターン１（基本検討パターン）＞ 

 

法人は本法その他の法律の規定によるに非されば設立することを得ず（33 条） 

民法 

非営利 

非営利法人
（民法○○条） 

NPO 法人･34 条法人･中間法人はここに含まれる 

営利法人 
（民法 35 条） 

社会福祉法人（社会福祉法） 
学校法人（私立学校法） 
医療法人（医療法） ／等 

消費生活協同組合 
（消費生活協同組合法）

農業協同組合（農業協同組合法）

 /等

株式会社（商法 53 条） 
合資会社（商法 53 条） 
合名会社（商法 53 条） 

 
有限会社 

（有限会社法） 

営利 

●公益法人（34 条法人）と中間法人を「非営利法人（仮称）」という一つの類型にまとめる。 

（ＮＰＯ法人は基本制度の中に発展的解消）
 

項目 選択肢ア 選択肢イ① 選択肢イ② 
法人類型 非営利法人に一本化 
法人格取得 準則主義 
公益概念 法人制度上なし 法人制度上あり 

公益性判断 
設けない 

（税適用は税務当局）
定款要件で自主判断
（税適用は税務当局）

行政庁認証 
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＜改革パターン２（参考パターン）の考え方＞ 

 

図表５－６ 「論点整理」における非営利法人制度改革の方向 
非営利法人制度のあるべき姿を踏まえ、公益法人制度改革の方向性に関し、法人類型、法人格取得、

公益性判断、適正運営の確保という４ つの視点について、それぞれ複数の選択肢を示す。 

なお、 制

度を改革してその中に取り込むこと、などが方向性として考えられる。 

(1)法人類型 

法人類型としては、次 革パタ 便であり、より抜本

的かつ体系的な見直しとなる改革パターン①を基本検討パターンとして検討する。しかし、議論を深

める上で有益であるので、改革パターン②も参考パターンとして併せて検討することとする。 

ア．公益法人と中間法人という類型を「非営利法人（仮称）という一つの類」型にまとめる。（改

革パターン①） 

イ．非営利法人を２ 類型に分け、公益性を有するものは「非営利・公益法人（ 仮称）という類型

とし、非営利非公益の法人（現行の中間法人）は、新制度においても中間法人（仮称）という

類型とする。（改革パターン②） 

(2)法人格取得 

ア．改革パターン① の場合、法人格の取得は登記のみによることとする（準則主義。） 

イ．改革パターン② の場合「非営利・公益法人（仮称）」は行政庁の認証により法人格を取得し（認

証主義）、「中間法人（仮称）」は登記のみによることとする（準則主義）。 

(3)公益性の判断 

改革パターン① の場合、法人格の取得とは別の問題として、公益性判断の要否が問題となり、ア

又はイの選択が必要である。 

ア．法人制度上公益性判断の仕組みを設けない。この場合、公益性の判断は税法の適用についての

み行われることとなる。 

イ．法人制度上、公益の概念を取り入れ、法人の公益性を個別に判断する仕組みとする。この場合、

公益性の判断は次の方法のいずれかによることとする。 

①定款に公益の要件（ 不特定多数の者の利益を図ること、剰余金を構成員に分配しないこと、

残余財産は類似公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附すること） を定めた場合には、

非営利公益法人を称することが出来ることとする。ただし、税法の適用は税務当局の判断で

行われる。 

②公益性の判断を、主務官庁制の弊害を排除した上で、行政庁の認証によって行うこととする。

この場合、法人設立時の申請により認証する制度と、非営利法人としての一定期間の活動実

績で判断し認証する制度が考えられる。

 

法人は本法その他の法律の規定によるに非されば設立することを得ず（33 条） 

民法 

非営利 

非営利法人
（民法○○条） 

 
営利法人 

（民法 35 条） 

社会福祉法人（社会福祉法） 
学校法人（私立学校法） 
医療法人（医療法） ／等 

消費生活協同組合 
（消費生活協同組合法）

農業協同組合（農業協同組合法）
 /等

株式会社（商法 53 条） 
合資会社（商法 53 条） 
合名会社（商法 53 条）

有限会社 
（有限会社法）

営利 

公益法人 
（NPO 法人・34 条法人） 

中間法人 
（中間法人が該当） 

 
 
 
 

 

現行の財団法人制度については、①基本財産を持った非営利の法人とすること、②公益信託

の２通りの改 ーンが想定されるが、法人設立が簡

 

●公益法人（34 条 （仮称）」という二つ

の類型にまとめる。（ＮＰＯ法人は基本制度の中に発展的解消） 
 

法人類型 公益法人と中間法人 

法人）を「非営利・公益法人（仮称）、中間法人を「中間法人

法人格取得 公益法人は認証、中間法人は準則 
公益概念 法人制度上あり 
公益性判断 行政庁認証 

資料：「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」より価値総合研究所作成 
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※イの

ま 、公益目的の遂行を制度上、担保する仕組み（日

た場合の

解

※

ある。 

不当な利得が生じないよう、移

行

(4)適正

ア．セルフ・ガバナンス（法人の自治制度）の確立 

与を最小化し法人のガバナンスを強化する。 

任や相互の牽制機能等を法制上明確化するこ

人並みのガバナンスを求めること

（

②現

自己責任に基づく

イ．デ

①利害関係人等を対象としたディスクロージャーを法制化することが考えられる。 

益性や、活動が寄附等で支えられる等の観点に着目し、国民

すること

ウ．事

不祥事の未然防止には限界があることから、事前の指導監督ではなく事後的チェックで規律す

べきであるとの意見がある。この場合、法人格取得の方式に応

じ

、裁判所が利害関係人等の請求により、解散命令等を行う（制度と

②法

に当該行政庁が法律の規定に従って報告徴収、改善命令等を行っ

(5)税制上の措

今後、 上の措置の在り方について、課税の公平性・公正性を踏

人制度等改革大綱（仮称）」策定の時期（平成 14 年度中）を目途に基本的な方向が

示

ン①の場合 

点から

ものを他と区分し、税制上優遇する仕組みを設定することについて検

②

間法人と同様と考えられるが、他方、活動目的等に着目すれば現行のＮ

③

的

場合、公益について法律上可能な限り明確に定義することが必要と考えられる。 

た、公益性の認証等を受けた法人について

頃の活動や支出への一定の制限特別のガバナンス等）や、公益性の認証等が取り消され

散時の残余財産の取扱い等を検討する必要がある。 

改革パターン②の場合も同様に、公益について法律上可能な限り明確に定義すること、公益目的

の遂行を制度上担保する仕組みを検討することが必要で

また、公益性を有することをもって法人格を取得しているため、設立後に公益性が失われた場

合には、法人格そのものを取り消すこと（又は、財産承継に伴い

に関し公平かつ合理的なシステムを構築した上で、他法人類型へ移行させること）が考えられ

る。 

運営の確保 

① 行政の関

具体的には、理事、監事や社員等の権限、責

と（罰則の在り方も併せて検討する必要がある）、営利法

 社員による代表訴訟等の可否も検討する必要がある）が考えられる。 

さらに公益性の確保という観点から、たとえば、寄附者や市民による監査請求、理事の公

益遂行義務の明確化等の特別のガバナンスを求めることも考えられる。 

行の財団法人の基本財産取崩しや資産運用については、指導監督で制約が設けられている

が、新しい制度で基本財産を持った非営利の法人の制度を採用した場合、

自律的な運営を促す観点（法人運営の安定性や継続性は法人自らの責任に委ねるべき）から、

こうした制約を緩和ないし廃止することも考えられる。 

ィスクロージャー制度の確立 

②さらに、法人の目的・事業の公

一般に対し誰もが分かりやすい形でのディスクロージャーを求める仕組みを検討

も考えられる。 

後チェック主義への転換等 

る「事後チェック主義」へ転換す

次のように考えられる。 

①準則的に法人格が取得できる場合 

現行の中間法人と同様

しての機動性が課題）。 

人の設立に当たって行政庁が認証を行う場合 

現行のＮＰＯ法人と同様

た上で、法人格取消し等を行う。 

置 

新たな法人制度の姿に対応した税制

まえつつ「公益法

されるよう財務省総務省等関係府省においても検討を進めていく必要がある。その際、租税を減免

する措置を講ずるにふさわしい要件やそれを担保する仕組み等について根本に立ち返った検討を行

うべきである。 

なお、法人制度の改革パターンからみた場合の税制上の論点の例は以下のとおりである。 

ア．改革パター

①法人制度上、公益性の判断を行わない場合、非営利法人やその活動のうち公益性の観

一定の基準に該当する

討が必要である。 

定款に公益の要件を定め、非営利公益法人を称することができることとした場合、設立手続

に着目すれば現行中

ＰＯ法人と同様と考えられる。何に着眼して税制上の措置を行うか検討が必要である。 

公益性の判断を行政庁の認証によって行う場合、その認証について現行のＮＰＯ法人と同様

に税制上の措置を連動させるかどうか、また連動させる際はどのような公益性判断の具体

基準が必要か等について検討が必要である。  
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イ．改

① しては現行のＮＰＯ法」人と同様と考えられ

現行と同様、税制上の措置を連動させるかどうか、また連動させる場

②

ウ．今 見直し、

益的

エ．

(6)現存す

ア． 抜本的に改革するという趣旨からすれば、現存する公益法人についても改革後

が必要である。 

ターン②）への移行については、これ

②

のではなく、たとえば一定期間を限って、営利法人「非営利法人（仮称）」（パター

イ．上

る 伴い不当な利

革パターン②の場合 

「非営利・公益法人（仮称）は、法人の性格と

る。その認証について

合はどのような公益性判断の具体的基準が必要か等について検討が必要である。 

「中間法人（仮称）」は、法人の性格からして現在と同様、原則課税と考えられる。 

回の法人制度の見直しにあわせ、現行の特定公益増進法人、認定ＮＰＯ法人の制度を

いわゆる寄附文化を育てる観点も踏まえつつ、寄附に対する税を減免するにふさわしい公

活動がどのようなものか等を含め、寄附に係る新しい税制上の措置を検討する必要がある。 

なお、税の優遇措置を付与する前提となる公益性の判断を行う主体については、行政庁、税務

当局のほか、英国のチャリティ委員会のような独立機関に行わせるべきであるとの意見も踏ま

え検討する。 

る公益法人の他法人類型への移行 

公益法人制度を

の非営利法人制度の姿に合わせた整理

①現存する公益法人から、新しい「非営利法人（仮称）」（パターン①）のうち公益性の認証等

を受けたもの、又は「非営利・公益法人（仮称）（パ

らが公益性の判断を必要とされるものであることから、現存する公益法人のうち、あらため

て一定の判定を経てふさわしいと認められた法人についてのみ移行を認めることが考えら

れる。 

それ以外の法人については、法人格を失わせることが基本と考えられるが、直ちに法人格を

失わせる

ン①）のうち公益性の認証等を受けていないもの、又は「中間法人（仮称）」（パターン②）

に円滑に移行できるよう、法規定の整備により対応することも考えられる。 

記の整理を行う際、公益法人の財産は、公益目的のために処分されるべきものと解されてい

こと、税制優遇等による上積みが含まれていることにも留意して、財産承継に

得が生じないよう、移行に関し公平かつ合理的なシステムを構築する必要がある。 
資料：内閣官房行政改革推進事務局「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」 

 

３）「論点整理」に関する議論のポイント 

人制度 100 余年の歴史の中で、制度疲労をおこし、現状に合

致していないなどの点を踏まえつつ、簡便性、客観性、自律性、透明性、柔軟性などの観

点から制度設計の方向性が示されている。 

しかしながら、「論点整理」等で例示されている公益法人制度の課題においては、不適

切な法人や不良法人の存在など、ネガティヴな面が示されている。 

当然のことながら、不適切な法人に対する対応なども大切な視点であるものの、その視

点のみが先行するあまり、不良法人の排除や規制するための要件などに議論が集中し、新

しい制度が非営利活動の自由性、先進性、柔軟性などを阻害することにつながらないかと

の懸念もみられる。 

 

②34 条法人・ＮＰＯ法人・中間法人の一本化は妥当な考え方か 

法人の一般法である

中間法人を統合して「非営利法人」とし、ＮＰＯ法人は、新制度の中で発展的解消として

（

①問題点の認識について 

「論点整理」では、公益法

「論点整理」では、公益法人制度の基本である 34 条法人と中間的
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いる。 

しかしながら、前述のとおり、34 条法人、ＮＰＯ法人、中間法人は、そもそも立法主旨

や

平均年間支出が７億 8,021

万

、中間法人は、「準則主義」の設立できる非営利・共益の一般法人として位置付け

ら

条件に合わせられるとの指摘も

あ

３法人に

限

③財団法人の取り扱い 

法人の記述は少なく、その方向性の中に、①基本財産をもった

非

れ

④準則主義 

」とは、一定の手続きにより法人設立が可能となるもので、基本的には公証

人

                                                 

観点が異なることから、その性格が大きく異なっている。 

また、34 条法人とＮＰＯ法人を比較して見ても、34 条法人の

円（中央値 5,959 万円）29に対し、平均年間収支 1,860 万円で 1,000 万円未満の法人が

約６割30と小規模な法人が主となっているＮＰＯ法人とでは、その規模において大きな較

差がある。このため、新制度の検討に当たっては、規模等の格差を考慮に入れる必要があ

る。 

特に

れるものの、残余財産の分配が定款で可能となっている。しかも、「準則主義」の中、

監督官庁が存在しないこと等を理由に、社員の有限責任制度の濫用防止と取引先等の保護

の観点から有限会社並みの 300 万円の財産的基礎を求めている。ただし、平成 14 年 11 月

に、広く中小企業等の設立を促すチャレンジ法（中小企業挑戦支援法）において資本金（基

金）のハードルをなくしたことをみると、営利法人においても、この基金制度が法人設立

の大きなハードルとなっていることがうかがわれる。 

また、統合に当たっては、一般的にハードルが高い方の

り、この基金要件は、単純に、中間法人に合わせたものと指摘されている。 

さらに、公益法人制度の“抜本的”な見直しという点から見ると、その対象が

るということについて疑問視する意見も多い。 

 

「論点整理」では、財団

営利の法人とすること、②公益信託制度を改革してその中に取り込むこと、が示されて

いるに留まり、また、「論点整理」は、基本的には「社団」を視点に整理されている。 
この「社団」に基づく改革は、出捐者の意思を尊重する財団法人の活動が大きく制約さ

る可能性がある。また、公益信託制度の中に取り込むといった記述があることから制度

廃止の懸念もある。この点については、どちらか一方に集約すべき問題ではなく、法人と

信託とを併存するメニューとして示し、出捐の希望と選択に任せるべきであると考えられ

る。 
 

「準則主義

による定款認証の後、法人登記により設立される。現在、34 条法人や特別法の公益法

 
29 平成 14 年度版公益法人白書 
30「ＮＰＯ法人の実態調査」独立行政法人 経済産業研究所（2002 年） 
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人、およびＮＰＯ法人については、主務官庁や所轄庁の許可・認可・認証を要するため、

「定款」・「寄附行為」の公証人認証を規定していないが、中間法人法では営利法人と同様

に、公証人による定款認証を要すると規定している（中間法人法 10 条）。 

公証人は、法人運営の憲法たる「定款」・「寄附行為」の記載内容が、その法律に規定さ

れ

」は、新非営利法人の創出促進に大きく資するとも考えられるが、他方、

「

産要件の設定や細かな規定を盛り込みすぎる

こ

す

視

⑤法人運営の適性化の確保 

として、法人運営の適正性や透明性の確保の観点から、セ

ル

、「論点整理」では、理事・監事と社員総会の権限や責

任

法を認め、その

選

ージャー（情報開示）制度については、「論点整理」では、利害関係

人

開

示

⑥事後チェック機関 

祥事の未然防止から、事後チェック主義への転換を示し、裁判所

に

た内容を満たしているかについてのチェックを行う。その認証の後、登記に当たっても

登記受理の審査（登記官による作成された定款等が法が定める内容を満たしているか等）

が行われる。 

この「準則主義

準則主義」を採用した場合、監督官庁が存在しないことから、脱税や法人格の濫用、私

的運用などを懸念する意見もみられる。 

しかし、それらを重視するあまり、最低資

とになれば、多様な非営利法人の創出を認める新しい制度づくりの意義も薄れる。 
このため、制度設計に当たっては、非営利活動の意義を改めて認識し、その活動を促

点を重視することが期待される。 
 

「準則主義」採用の延長線上

フ・ガバナンス（法人自治）の確立と、ディスクロージャー（情報開示）制度の確立が

「論点整理」で記されている。 
セルフ・ガバナンスについては

、相互監視や牽制機能を法律上、明確化することとしている。また、社員による代表訴

訟制や、寄附者・市民による監査請求なども視野に入れるとしている。 
ただし、ＮＰＯ法が理事（会）主導型・総会主導型などの様々な運営方

択は法人に委ねるとの視点に立脚していることを勘案すれば、法律に細かな規定を設け

すぎることは、法人運営に影響を与えるものと考えられる。また、「財団」についての配

慮も必要である。 
一方、ディスクロ

や国民一般に対し分かりやすい形での情報開示を法制化することを想定している。 
ただし、情報開示については、プライバシー保護との兼ね合いもあり、何をどこまで

すべきかを慎重に検討する必要がある。 
 

「論点整理」では、不

よる解散命令や、認証する所轄庁による報告徴収や改善命令、法人格取消等を挙げてい

る。 
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ただし、「論点整理」では、裁判所については制度として機動性が課題であるとも記し

て

が議論されており、その形として、公正取

引

とが適切かという議論も

あ

者機関については、その実効性がどこまであるのか等の指摘も

あ

十

（４）税制に関する議論のポイント 

新非営利法人に対する課税等に関する議論がな

さ

ついて整理を行った。 

①原則課税 

ＮＰＯ法人、中間法人の統合による新非営利法人制度では、法人税の「原則

課

人は法人税法が規定する「収益事業（33 業種）により生じ

た

それに合わせたものと想定される。 

と

の

おり、結果的には所轄庁の認証が採用されるとの指摘もみられる。しかし、所轄庁認証

は、準則主義とした当初の理念とは離れる。 
この議論の延長線として、第三者機関の創設

委員会のような行政委員会といった独立機関や、弁護士会や業界団体的な第三者機関を

立上げ、民民による事後チェックまでの議論がみられている。 
ただし、行政委員会の場合は、その権限をどこまで持たせるこ

り、また、税金により運営されることを考えれば、構造改革議論から離れるのではない

かとの指摘もみられる。 
一方で、民民による第三

り、また、民間組織に法律上、権限を持たせることが可能なのかとの意見もみられる。 
いずれにせよ、事後チェック主義への転換に当たっても、その手法や主体なども含め、

分な議論が必要と考えられる。 
 

「論点整理」を受けて、「政府税調」では

れ、「原則課税」の方針が示されている。 
ここでは、税制に関する議論のポイントに

 

34 条法人、

税」を方針としている。 

現在、34 条法人、ＮＰＯ法

所得」に対する課税となっているのに対し、中間法人は「全ての所得」に対して課税と

なっている。この「原則課税」とは、“全ての所得に対する課税”、すなわち営利法人（普

通法人）と同様の課税がなされることを意味する。 

これは、中間法人が「原則課税」という現状に鑑み、

前述のとおり、法人税課税については、非営利性の観点に基づき、非収益事業は非課税

し、営利法人と同等の事業を行うものについては課税するということを方針としてきた。

その背景には、営利法人と競争・競合する場合のイコールフッティング（競争条件の均等

化）に由来しているが、「原則課税」となった場合、従来、非課税となっていた非収益事

業（会費収入、寄付金収入等）から剰余金（繰越金）が生じた場合も課税対象となる。 
「原則課税」の措置は、「準則主義」の採用により税逃れに利用されるのではないかと

懸念が示される中で、課税上の特典を廃し、事前に脱法法人の混入を予防するとの観点

から導きだされたとされる。 
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ただし、法人税は株主の利益分配への前取りとしての課税であり、これまでの歴史の流

れ

図表５－７ 「政府税調」案に見る新旧制度比較 
現行

（原則非課税＝非収益事業は非課税） 

」案） 
（原則課税＝全ての所得に対して課税） 

や非営利性の意義を考えれば、非収益事業の非課税は優遇措置ではなく、利益を分配し

ない非営利法人にとって、当然の権利であると考えられる。また、「人格なき社団」の非

収益事業が非課税であるところ、法人化した途端に課税されるのは、法人化を望む市民活

動団体に対し、イコールフッティング（課税扱いの均等）を阻害するとの意見もみられる。 
 

制度 新制度（「政府税調

法人分類 課税対象 法   人分類 課税対象

条法人 
33 業種）か

得に対してのみ課税 

収益事業（33 業種）か

34
収益事業（ らなる所

ＮＰＯ法人 
らなる所

得に対してのみ課税 

中間法人 全ての所得に対して課税 

非営利法人 全ての所得に対して課税 

各種資料より価値総合研究所作成 

 

②登録非営利法人（仮称） 

、社会貢献性など一定の要件を備えた法人を「登録非営利

法

のは、「非営利性（残余財産を社員等に分配しない法人）」、

「

度

は法人税法上の収益事業 33 業種を指すのではな

く

、法人税法が規定する収益事業の 33 業種に該当

す

支援税制の適用に当たっては

人（仮称）」として国（特定の省庁）、又は都道府県に登録した場合は「原則非課税」に

するとの見解が示されている。 

この要件として挙げられている

社会貢献性」、「過大な内部留保をしない」、「適正な組織運営」の４つの視点・基準を満

たすとしており、また、登録法人が行う「対価性のない収益」について非課税としている。 

この「原則非課税」は、全ての所得に対して非課税措置とするものではなく、現在の制

上、「人格なき社団」や法人税法上の「公益法人等」が非課税扱いとなっていた非収益

事業に対する非課税措置が該当するものと考えられるが、従前の制度に比べれば、この非

課税対象が狭まることが見込まれる。 

この「対価性のない収益」とは、これ

、“対価を得る事業”全てとなる。 

現行制度では、対価を得る事業のうち

る事業から得た所得に対して課税で、それに該当しないものは非課税となっている。し

かしながら、「政府税調」案では、対価性があれば 33 業種に該当しない事業も収益事業と

みなし、課税されることを意味する。たとえば、会員（社員）に対するセミナーやサービ

ス提供も対価性があれば課税対象となる。これは、たとえば、ＮＰＯ法人が、廉価ながら

社会的意義があることから提供しているサービスに対して、その展開を阻害する結果につ

ながりかねないとの指摘もある。 

90 



 

このほか、４つの視点のうち、「社会貢献性」、「過大な内部留保をしない」、「適正な組

織

図表５－８ 「政府税調」案に見る新旧制度比較 
 

 
各種資料より価値総合研究所作成

 

（５）公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について 

度改革大綱（仮称）」

の

いては、研究会の席上、議論されていないが、本

研

図表５－９ 公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 
 

 
平成 15 年 6月 27 日

閣  議  決  定
 

１．改革の目的と検討の方向等  

 我が国においては、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている。しかし、画一

的対応が重視される行政部門、収益を上げることが前提となる民間営利部門だけでは様々なニーズに十分

に対応することがより困難な状況になっている。 

 これに対し、民間非営利部門はこのような制約が少なく、柔軟かつ機動的な活動を展開することが可能

であるために、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する多様なサービ

スを提供することができる。その結果として民間非営利活動は、社会に活力や安定をもたらすと考えられ、

その促進は、21 世紀の我が国の社会を活力に満ちた社会として維持していく上で極めて重要である。 

 また、民間非営利活動は、国民一人一人に職場や家庭とは異なる多様な活動の場を与えるため、個人の

価値観が多様化した現代社会に対応するものである。個人の様々な価値観を受け止め得る民間非営利活動

を促進することによって、個人の活動の選択肢が広がり自己実現の機会が増進するものと考えられる。 

 したがって、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中に積極的に位置付け、その活動を促進す

るための方策を講ずる必要がある。 

運営」についても、その基準が示されていないため、どのような基準により登録が可能

になるのか不明である。その基準によっては、非営利活動の大きな阻害要因にもなりかね

ないため、慎重な議論が必要である。 

  

 
 
 
 
 
 

 

以上の経緯から当初、平成 14 年度末に予定されていた「公益法人制

策定が遅れる。また、“大綱”が“基本方針”に変更され、その内容は以下のとおり、今

後の方向性を示すにとどまっている。 
なお、基本方針に対する問題点等につ

究会の座長の私見として、次のものが示された。 
 

公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針 

新制度 
 

登録法人でも「対価性のある事業」は課税 

 
 
 
  

現行制度 

法人税法の「収益事業」33 業種

からの所得に対して課税 
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 公益法人（民法第 34 条に基づく社団・財団をいう。以下同じ。）は、我が国の社会経済において重要な

位置を占めているこのような民間の非営利活動を担う代表的主体として歴史的に一定の大きな役割を果た

な見直しは行われておらず、特別法による法人制度を除き、近年に至るまで、一般的な

て多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等について様々

方針をもって公益法人制度の抜本的改革に取り組むこととする。

１） 一般的な非営利法人制度の創設 

人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているため、様々

し、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行の中間法人や営利法人を参考にしつつ、法制

人制度との法制上の関係を整理することとする。  

を含めた全体の体系の整

。その際、 

、プライバシーの保護等 

対する税制上の措置  

法人は、普遍的な国民の納税義務の下で、一般的に納税義務が課せられており、公益性を有するなど一

新たな非営利法人に対する税制上の取扱いについては、

現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公益法人が現に公益活動を営んでい

つつ公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移行措置の在り方について検討する。

有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営利法人制度の検討

途にさらに基本的枠組みを具体化した上で、所管省において税制上の措置に

してきている。 

 しかしながら、主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治 29 年の民法制定以来、100 余

年にわたり抜本的

非営利法人制度がなかったため、時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げになってきたとの指

摘がある。 

 特に、公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主務大臣

の許可によっ

な批判、指摘を受けるに至っている。 

 こうした諸問題に対処し、更に 21 世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展を促進することが

喫緊の課題となっていることから、次の

 

２．新たな非営利法人  

（

 現行の公益法人制度は法

な問題が生じている。 

 このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利法人制度を創設す

る。 

 この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義（登記）により簡便に設立できる

ものと

上の在り方を検討する。 

 なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を踏まえた検討を行い、現行

の中間法人制度・ＮＰＯ法

（２） 非営利法人における公益性 

 公益性を有する場合の優遇措置の在り方については、特別法に基づく法人制度

合性に留意しながら引き続き検討する

  ① 公益性の客観的で明確な判断基準の法定化、独立した判断主体の在り方 

  ② ガバナンス、残余財産の在り方、情報開示

を含め検討する。  

 

３．新たな非営利法人に

 

定の場合に税制上の優遇措置が講じられている。

こうした考え方を踏まえつつ、非営利法人制度の更なる具体化にあわせて引き続き検討する。 

 

４．移行等  

 

ることに配慮し

 また、財団については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在り方を検討する。

 

５．今後のスケジュール等  

 

を進め、平成 16 年末までを目

係る専門的検討を進めることとし、平成 17 年度末までに法制上の措置等を講ずることを目指す。 

 その間、新たな制度の検討状況を適時に公表する等、広く国民の理解を得つつ、円滑に改革を推進する

よう努めるものとする。 
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「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針の概要と問題点」 

学部教授 雨宮 孝子

はじめに－これまでの経緯  

 

革に手をつけ、「公益法人制度の抜本的改革」につい

いこと、公

開の義務づけのない主務官庁による許可・監督制は、設立された公益法

公益性のない－い

                    松蔭女子大学経営文化

 

1 

（１）公益法人制度の現状と問題点

 ２００２年３月、政府は公益法人改

て、０３年３月までに制度改革の大綱（案）を提出し、０５年度末までに法改正を行うこ

とを閣議決定した。現在の公益法人制度は、今から１００年以上も前、明治３１（１８９

８）年に施行された民法３４条に規定がある。公益法人になるためには、福祉、環境保護、

国際交流、教育など一定の公益目的があり、営利を目的としない社団か財団で、たとえば

国際交流ならば外務省、教育ならば文部科学省というように、その団体の事業を所管する

役所の許可が必要である。民法ができた当時は、現在のように民間公益活動が活発に行わ

れることを想定しておらず、公益活動は国が独占的におこなうものであり、民間が公益活

動を行う場合は、国の許可制とし、国の監督のもとでやらせるという考え方であったよう

だ（注１）。主務官庁による許可・監督制は、いくつかの問題を生じさせた。 

 その１つが、役所の公益性の基準に合致しない団体が、簡易に法人化できな

益法人になった団体に対する主務官庁の規制により、民間の自由な公益活動が阻害される

ということである。主務官庁による許可・監督制は、主務官庁の所管する事業しかできず、

多様なニ－ズに柔軟に対応できることが真骨頂の市民団体にとっては、非常に使いにくい

制度である。９５年１月に起きた阪神淡路大震災で活躍した多くの市民団体などが、法人

格を有さず、寄付の優遇団体でもなかったことが問題となり、９８年３月に小規模の市民

団体にも簡易に法人格が取得できる特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）が議員立

法でできた。０３年７月末現在、ＮＰＯ法人はすでに１万２０００以上が認証されている

が、特定非営利活動が１７分野に限定列挙され、新しい分野には対応できないという問題

が残っている。 

 第２に、情報公

人と主務官庁との癒着－天下り、補助金の無駄遣い、税制優遇の悪用を招くなどの問題が

生じると指摘されてきた。９６年７月の与党行政改革プロジェクトチ－ムによる「公益法

人の運営等に関する提言（以下「提言」という）」にもとづき、同年９月に「公益法人の設

立許可及び指導監督基準」などが閣議決定され、これ以降、公益法人に対する指導監督が

強化されたが、ＫＳＤ事件に見られるように、主務官庁の許可・監督という事前チェック

では、不祥事の防止は実現できないということも露呈した。 

 第３に、与党の「提言」では、民法第３４条の規定では、非営利だが

わゆる共益的な団体（たとえば、同窓会、同業者団体など）の法人化の道がないので、公

益性を広く解して、公益法人の中に同業者団体や共済団体が含まれているのが問題だと指

摘した。そこで、０１年６月に共益的な非営利団体の法人化を準則主義で認める中間法人
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法ができた。現在約３００件が設立されている。しかし、中間法人は、存続上は、非営利

であるが、解散後は、残余財産を分配できるため、税制上は、営利法人と同様の原則課税

となっており、中間法人とＮＰＯ法人、公益法人の三つを含めた公益法人制度改革に、税

制優遇についてさらなる問題を提起した。 

 

（２）公益法人制度改革の流れ 

法人化については、基本法である民法で、主務官庁の許

、

法人、ＮＰＯ法人、中間法人の三法人を一本

行革事務局は、０３年３月に予定をしていた公益法人制度の抜本的改革の大綱を

 民間の非営利活動を行う団体の

可による公益法人の規定しかなく、非営利でくくれる特別法はすでに１８０以上存在する。

しかも、たとえば、社会福祉法人は認可、宗教法人は認証、政党法人は準則というように、

統一がとれていない。また、すでに述べたような問題点を解決するためには、わが国の公

益法人制度を抜本的に改革する必要があることには、だれも異論を挟まないであろう。 

 内閣官房行政改革推進事務局（以下、「行革事務局」という）は、有識者からのヒアリン

グを通して０２年８月、独自の論点整理を行った。その内容は、現行の公益法人、ＮＰＯ

法人、中間法人の三者をひとくくりにし、準則主義による非営利法人を設立するというも

のであった（注２）。ただし、税制は、明確には示されなかった。この論点整理に対して１

６０件を越えるパブリック・コメントが集まった。その多くが、私見と同様、準則主義に

よる非営利法人の設立には賛成であるが、公益法人、ＮＰＯ法人、中間法人の三つだけを

ひとくくりにすることに疑問であり、税制に関しては、法人税だけでなく寄付税制につい

ても民間の非営利活動の支援という考えから考慮すべきというものであった（注３）。 

 行革事務局は、０２年１１月「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」を設置し

具体的な法人制度の部分の検討を、政府税制調査会（以下「政府税調」という）は、基礎

問題小委員会の下に「非営利法人課税ワ－キンググル－プ（以下、ワ－キンググル－プと

いう）」を設置し、税制の検討を開始した。 

 その後、行革事務局から政府税調へ、公益

化し非営利法人を創設すること、税制優遇の対象としては、一定の要件を満たした「登録

非営利法人（仮称）」とすること、三法人を一括して、非営利法人とする場合、原則課税と

することが説明され、ワ－キンググル－プでも原則課税の方針が出された（注４）。これに

対してＮＰＯ法人側から、各地でのシンポジュウムを通して公益法人制度改革からＮＰＯ

法人をはずすよう申し入れがなされた。一方、公益法人からも、非公益で、解散後に残余

財産を分配できるとする中間法人と公益法人を一緒にすること自体問題であると反発を強

めた。 

 結局、

発表できず、ひとまず２万６０００ある公益法人だけを対象とする「公益法人制度の抜本

的改革に関する基本方針（以下「基本方針」という）」が、６月２７日に閣議決定された。・
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２ 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」の概要 

おりである。 

 改革の目的と検討の方向等 

てた目的などが記載されている。 

定をもたらし

 新たな非営利法人 

度の創設 

益性の有無に関わらず一般的な「非営利法人」

を

人制度の問題点を踏まえた検討

を

  ２

いて、他の特別法の法人制度とのバランスを考

慮

  

 新たな非営利法人に対する税制上の措置 

益性を有する場合の優遇措置の考えを

 移行等 

な非営利法人への移行については、現に公益活動を営んでいることに

５） 今後のスケジュ－ル等 

において、新しい非営利法人制度について０４年末ま

のとおりであるが、その

 ０３年６月２７日にようやく閣議決定した内容は概略以下のと

  

（１）

 ここでは､この「基本方針」を打ち立

民間非営利部門は社会の多様なニ－ズに対応し、この活動は社会に活力や安

ている。この活動を促進するための方策を講ずる必要がある。これまで公益性の判断の不

明確さ、不正な補助金、天下りの受け皿などの批判があったので、これらの諸問題に対処

し、２１世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展を促進するため、公益法人制

度の抜本的改革を行う。 

  

（２）

  １）一般的な非営利法人制

法人格を一定の優遇措置とわけ、公

準則主義（登記）で設立できるとする（注５）。 

非営利法人制度の設計にあたっては、現行の公益法

行い、現行の中間法人制度・ＮＰＯ法人制度との法制上の関係を整理する（注６）。

）非営利法人における公益性 

公益性を有する場合の優遇措置につ

し検討する。その際、公益性の客観的な判断基準の法定化、公益性の判断主体、法

人のガバナンス、残余財産の在り方、情報開示、プライバシ－の保護等を含めて検討

する。 

（３）

 新たな非営利法人については国民の納税義務、公

踏まえ、引き続き検討する。 

  

（４）

 公益法人から新た

配慮する。財団については、制度的課題も含め、その在り方を検討する。 

 

（

 関係府省との連携の下、内閣官房

でを目途に基本的枠組みを具体化する。税制については所管省において検討を進めること

とし、０５年度末までに法制上の措置を講ずることを目指す。 

 閣議決定した「公益法人制度改革の基本方針」の概略は、上記
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具体的な内容は法制度、税制度ともに玉虫色で、結論は引き続き検討するという項目ばか

りである。特に(２)の 1）では､法人格の取得と公益性は分離するといいながら､２）では優

遇措置で､公益性を配慮するという。この場合､税制の優遇措置という意味であると思われ

るが､どの段階での税制優遇であるのかはっきりしない。さらに､公益性の客観的な基準を

法定化するというが､どの法律に書き込むのかも不明である。また、公益性の判断主体につ

いては検討するというが、どのような主体を想定しているのかも不明である。 

 さらに分からないのは､税制についてである。まず国民の納税義務に言及した上で､公益

に公益性を有

いては､０４年１２月までに法人制度の基本的な枠組みがなさ

 新しい非営利法人に対する税制 

い非営利法人に対する税制については、０４年末までに、

議決定された６月２７日の石原大臣（行革担当）

性を要件に税制優遇するのが当然のような書き方をしている。確かに国民の三大義務のひ

とつに納税義務があるが、憲法３０条は、国民に納税の義務を課するには法律に根拠がな

ければならないという意味である（憲法８４条参照）。どのような税制にするかは､国の政

策の問題であり､民間非営利公益活動を推進するための支援税制とすべきかどうかが問わ

れているはずなのである。税制に関しては次の項で具体的な問題を扱う。 

 （４）では、現行の公益法人の新しい非営利法人への移行については、現

していることに配慮するとあるが、この意味が分かりにくい。｢基本方針｣が発表された０

３年６月２７日、行政改革担当の石原大臣の記者会見では、「新しい非営利法人は準則主義

で設立でき、原則課税となる。新しい非営利法人はまず１階に行き､２階に上がるには､｢公

益性｣が必要であるとする。但し､現在の公益法人の移行については､一応、主務官庁が｢公

益性｣を判定する。公益性が認められれば､原則非課税（会費､寄付金など非収益事業収入の

非課税､収益事業には課税）と同様の効果が認められる」との発言があった。この真意は、

移行後､｢公益性｣がなくなれば､１階に落ちることもあるという意味に解することができる

（注７）。つまり､当初、２階に上がれても､永久に２階にいることが出来るというのではな

く、客観的な公益性の基準に合わなければ､１階に落とされることもあるということであ

る。２階に上がるための審査は､何年おきになされるか不明であるが､いわゆる更新制が導

入される可能性が高い。 

 今後のスケジュールにつ

れ､その後に財務省で税制が検討され､０５年度末までに法律を作成し､国会にかけるとい

う予定のようである。０３年８月には､現行の公益法人の事務局となっている総務省､民法

改正になる予定であるので法務省､税制に関連するので財務省と内閣官房の四者で連絡協

議会を設置し､いよいよ､法改正に向けて走り出したようである。 

 

３

（１）原則課税か原則非課税か 

 今回の「基本方針」では、新し

法人の基本設計が作られてから財務省で検討するというスケジュ－ルだけが示され、何も

具体的な内容は明らかにされていない。 

 ただし前述したように、「基本方針」が閣
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の記者会見では、「非営利法人」が登記だけで設立できるので、原則課税は当然である」と

説明している。 

 なお、ここで、原則課税とは､営利法人と同じく､すべての収入が課税対象となるという

２）準則主義であれば原則課税か 

設立できるならば原則課税とすべきとする説 

同じ

く

２

を準則主義で

設

義で設立でき、かつ原則非課税とする説 

  部で分配しないと

   上の考え方のうち、私見としては、２）、３）に賛成したい。先に述べた「基本方針」

意味である。また、原則非課税とは、すべての収入に課税されないという意味ではない。

非収益事業（寄付金、会費、助成金、補助金などの収入）には課税されないという意味で

あり、収益事業収入については、普通法人とのバランス上、課税されるのである（注８）。

 

（

１）非営利公益法人が準則主義で

非営利公益法人の設立が営利法人と同様に自由にできるのであるから、税制も

原則課税は当然であるという論調は多い（注９）。非営利公益法人が準則主義で設

立できると、勝手に公益だとし、非課税の優遇制度が濫用される可能性があるとする。

そこで公益性は税制優遇の場面で判定し、法人制度としては、非営利法人を準則で認

め、その中から公益性が判定できる法人（登録非営利法人（仮称））に対して、税制

優遇として、非収益事業収入が免税になるという考え方である（注１０）。しかしな

がら、現行法でも、労働組合、マンション管理組合法人、政党法人など準則主義で設

立でき、原則非課税の法人も多く見られる。この説はこれをどう考えるのか。 

）非営利公益法人を準則主義で設立でき、かつ原則非課税とする説 

私見はこれである。公益性などの要件を法律で定め、非営利公益法人

立できるとする。法人の公益性、非営利性の継続の有無は、第三者機関､都道府県な

どへの届出、情報公開の義務づけ、理事等の責任の明確化など事後チェックで行う。

税制については、現行公益法人と同様、原則非課税とする。営利法人との競合は、収

益事業課税で考える。 

３）非営利法人を準則主

 非営利法人の「非営利性」とは、収益を法人存続中も解散後も内

いう意味である（この意味では中間法人は完全な非営利法人ではないことになる）。営

利法人との相違は、ここにある。つまり、営利法人の収益は、株主に分配するためで

あり、法人税は、法人擬制説に立てば、株主への利益の分配の前取りとしての課税で

ある。非営利法人は、利益を分配できないのであり、株主もいないのであるから、原

則非課税は当然のことであり、税制優遇ではない（注１１）。ただし、営利法人との競

合は収益事業課税で考える。 

４）私見 

では、新たな非営利法人に「公益法人」類型を残すかどうか明確ではない。現行の公

益法人に「公益性」があるかどうかは許可をする主務官庁が判断してきた。「公益性」

の要件を法律に書き込んで、準則主義で設立できるとするのが私見である。この考え
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方には、「公益性」の定義をどのようにするかの大きな問題がある。しかしながら、Ｎ

ＰＯの先進国アメリカでは、「宗教、慈善、学術、公共安全の検査、文芸、教育、国内、

国際アマチュアスポ－ツの推進、子供および動物虐待防止」の８つの事業のいずれか

１つ以上を行い、政治活動を行わない、残余財産を分配しないなどの項目を書面に記

載すれば、非営利公益法人となり、税制優遇団体になれる。寄付金の優遇団体になる

ための公益性の判定基準についても、パブリック・サポ－ト・テストという客観的基

準で判定される（注１２）。なお、イギリスでは、チャリティの定義は法律に規定がな

く、貧困救済、宗教の振興、教育振興、その他コミュニティに有益な目的の４つのい

ずれかに、該当すればチャリティ・コミッションがチャリティを認定できる。現在チ

ャリティの定義も含め、改革がなされている（注１３）。「公益性」を厳密に定義でき

なくても、グレ－ゾ－ンは裁判所の判断にまかせるという方法もある。また、「公益性」

や「非営利性」が継続して存続しているかどうかの判定は、どこが行うかは問題であ

る。イギリスのチャリティ・コミッションのような第三者機関か、税務当局か、一定

の行政機関か、基本方針では今後の検討とされている。 

なお、公益法人類型を残さない場合でも、私見としては３）のように、非営利性が

あ

利法人は､準則主義で法人格を取得

で

 新 い非営利法人について１階では、すべて原則課税の法人となり、一定の事業の実態

人にタ－ゲットを当てて、年度末に多

れば、原則非課税という考え方に賛成である。 

前述した､石原大臣の記者会見では､「新しい非営

き､原則課税の法人として１階に行き、一定の公益性の要件が認められれば、非収益

事業について免税になれ、２階に上がれる」と述べていた。これは、非収益事業の収

入について免税するには、「公益性」が必要ということである。しかしながら、もとも

と、寄付金や助成金などの非収益事業収入については、内部で分配しないという非営

利性から非課税とされているのであり、公益性があるから非課税となっているのでは

ない。ちなみに、権利能力なき社団は、収益事業のみ課税であり、非収益事業収入は

非課税である。これなどは、公益性があるから非課税となっているわけでない。 

 

し

を判断されて（特にその公益性ゆえに）２階で、原則非課税と同様の効果（厳密には非収

益事業収入の免税）が与えられるというのは、税制の強化である。また、現行の公益法人

－たとえば、大型の基本財産を有する助成財団を例にとってみよう。原則課税ということ

は、助成事業で払い出された数億円の費用がすべて経費扱いにされるのではなく、当該財

団の寄付ととらえられ、損金扱いされる範囲は決まっている（税法上の手当てがなされな

ければ、（当期の所得額×２．５％＝損金算入限度額）となる）。それを越える支出があっ

ても課税対象となる。かなりの課税強化である。 

 政府税調のワ－キンググル－プでは、特に財団法

額の剰余金（内部留保）を繰り越しているのは、積極的に公益事業に支出していないこと

であり、この剰余金にも課税すべきという意見もあった。（注１４） 
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 また、基本財産の運用益も含め、すべての収益に課税し、一定の収益のみ課税除外（免

 結論 

ための公益法人制度改革なのかの哲学が見えない。現在、ＮＰＯ、公益法人

金税制や法人

本稿は､月刊「税理」２００３年９月号（ぎょうせい）に掲載した拙稿｢公益法人課税を

１ 岡松参太郎『民法理由総則編』（明治３２年、有斐閣書房）７７頁以下。拙稿「民法１００年と公益

法人制度」（『公益法人』２７巻８号）１２頁。 

注２ 行革事務局の「論点整理」は、http://www.gyoukaku.go.jp で見ることができる。 

注３ パブリック・コメントの概要は、注２の行革事務局のホ－ムペ－ジで見ることができる。 

注４ 「非営利法人・原則課税案まとまる」読売新聞０３年３月５日（朝刊）など参照。 

注５ これにより、新しい非営利法人では公益法人類型は認めないとも考えられる。 

注６ いつの時点でＮＰＯ法人や中間法人の取扱いを決定するのか不明である。また、特別法の非営利公

益法人である宗教法人や社会福祉法人などは、今回の改革では扱わないという表明でもあり、大き

な問題である。 

注７ 石原大臣の記者会見は､注２のホームページで見ることが出来る。 

注８ 出塚清治『公益法人の会計と税務（第４版）』（平成１１年、中央経済社）２８６頁。 

税）の方式をとるべきとの意見も上がっている。 

 

４

 まず、何の

を含め民間の発想による、柔軟な公益活動が大きな効果をあげているのは社会に認知され

ている。「基本方針」の冒頭でも述べているように、社会が複雑になり、人々のニ－ズが多

様化している現在、柔軟な社会サ－ビスを提供できる民間非営利部門の活性化は必要なこ

とである。公益法人が新しい非営利法人として自由に設立できることは確かに画期的なこ

とである。しかしながら、これまで問題となった天下りの弊害や、補助金や税制優遇の濫

用を防ぐために、税制を強化するのは、抜本的解決とは言えない。あくまでも民間公益活

動を推進させるような前向きな改革であるべきである。天下りや補助金の濫用は、役所や

それを受け入れる法人側の姿勢の問題である。問題をおこした場合、事前のチェックでは

なく、情報公開の徹底と、理事などの責任を明確化（ガバナンスの問題）することで解決

できるようにする。公益性、非営利性の事後チェックには、毎年の事業報告、決算報告の

提出先として、ＮＰＯ法人のように都道府県知事や内閣総理大臣ということも考えられる。

また､英国のチャリティ・コミッションのような第三者機関も考えられる。 

 税制優遇は、民間公益活動を支援する立場から配慮する必要がある。寄付

税の軽減やみなし寄付については、「基本方針」にはまったく触れられていないのは問題で

ある。先に述べた石原大臣の記者会見では、寄付金の優遇については考慮するといってい

たが、寄付者側に所得控除の優遇があっても、寄付先に非収益事業の非課税が認められな

いと、意味がない。また、助成財団に多額の税負担を認めようとしているようだが、これ

からの市民社会の構築ためには、ＮＰＯへの支援は公的な補助金や委託というよりも、民

が民を支えるというかたちにする必要がある。助成財団の助成金は事業をおこなうＮＰＯ

法人にとって有力な資金源である。これらを踏まえた抜本的な改革であるべきである。 

 

（

めぐる改革論議の行方とその望まれる方向｣に加筆したものである。） 

 

注
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注９ 「挫折させるな公益法人改革」日本経済新聞０３年７月７日（朝刊）など。 

レタ－１６号）８頁

どうかは、

注１２ 

山社 平成１２年）、パブリック・サポート・テストについては､拙稿｢NPO

注１３ 

ツ振興、人権擁護・紛争解決、環境保全、そ

注１４ 

おける事業費､管理費及び

注１０ 行革事務局による０３年２月７日のワ－キンググル－プへの説明がこれである。 

注１１ 山内直人「ＮＰＯへの課税～問われる税の哲学～」（日本ＮＰＯ学会ニュ－ズ

参照。なお、法人実在説にたった場合、非営利法人に営利法人と同様の課税をするか

政策の問題となる。 

米国の非営利法人法制､税制については､雨宮孝子・石村耕治他訳・著『全訳 カリフォルニア非

営利公益法人法』（信

の法と政策-米国税制のパブリック・サポート・テストと悪用防止の中間的制裁制度｣（三田学会

雑誌９２巻４号､平成１２年）９１頁以下参照。 

チャリティ法の改正案では、「貧困防止・救済、教育振興、宗教普及、健康増進、地域社会の向上、

文化芸術振興、文化遺産の保存、アマチュアスポ－

の他コミュニティの利益になる目的」の１０種をあげている。太田達男「英国チャリティ制度の

抜本的改革について」（『公益法人』３２巻２号）２８頁以下参照。� 

内部留保（いわゆる剰余金）については、９６年の「公益法人の設立許可及び指導監督基準」､｢公

益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針｣により､１事業年度に

当該法人が実施する事業に不可欠な固定資産取得費の合計額の３０％以下にとどめるように指導

されている。３０％はあくまでも目安であり､これを超えれば直ちに課税というのも問題である。

また､公益性の客観的な基準のひとつに内部留保３０％ルールなどが取り入れられると､この数値

を超えれば､公益性なしとして原則課税になってしまうこともありうるのであろうか。公益性の基

準は慎重に規定すべきである。 
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考資料１ 我が国における非営利法人の種類（法人税法別表より作成） 
人税法 別表２（公益法人等） 

 

参

法
名称 根拠法 設立方式

（昭和44年法律第50号）
特許
１条

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
（昭和45年法律第136号）

認可
４２条の２３

3
海洋科学技術センター 海洋科学技術センター法

（昭和46年法律第63号）
特許
１条・３条

4
海洋水産資源開発センター 海洋水産資源開発促進法

（昭和46年法律第60号）
認可
２３条

5
核燃料サイクル開発機構 核燃料サイクル開発機構法

（昭和42年法律第73号）
特許
１条

6
学校法人
（私立学校法第64条第4項（専修学校及び各種学
校）の規定により設立された法人を含む。）

私立学校法
（昭和24年法律第270号）

認可
３１条

7
環境衛生同業組合
（組合員に出資をさせないものに限る。）

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律
（昭和32年法律第164号）

認可
２４条

8
環境衛生同業組合連合会
（会員に出資をさせないものに限る。）

　　　　〃 認可
２４条

9
危険物保安技術協会 消防法（昭和23年法律第186号） 認可

１６条の１７

10
行政書士会 行政書士法（昭和26年法律第4号） 認可

１６条の２

11
漁業共済組合 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号） 認可

４７条

12
漁業共済組合連合会 　　　　〃 認可

４７条

13
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法（昭和27年法律第346号） 認可

５０条

14
漁業生産調整組合 漁業生産調整組合法（昭和36年法律第128号） 廃止

15
漁船保険組合 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号） 認可

１８条

16
漁船保険中央会 　　　　〃 認可

１８条

17
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法 認可

７条の９

18
軽自動車検査協会 道路運送車両法（昭和26年法律第185号） 認可

７６条の１０

19
健康保険組合 健康保険法（大正11年法律第70号） 認可

２９条

20
健康保険組合連合会 　　　　〃 認可

４２条の３

21
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号） 特許

５９条の２

22
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法（昭和56年法律第76

号）
認可
１０条

23
公害健康被害補償予防協会 公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律

第111号）
認可
７０条

24
厚生年金基金 厚生年金保険法 認可

１１１条

25
厚生年金基金連合会 　　　　〃 認可

１５２条

26
更生保護法人 更生保護事業法（平成7年法律第86号） 認可

１０条

27
小型自動車競走会 小型自動車競走法（昭和25年法律第208号） 認可

２０条の４

28
小型船舶検査機構 船舶安全法（昭和８年法律第11号） 認可

２５条の１０

29
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）

30
国家公務員共済組合連合会 　　　　〃

31
国家公務員の団体（法人であるものに限る。） 国家公務員法（昭和22年法律第120号）

32
国際交流基金 国際交流基金法（昭和47年法律第48号） 特許

１条

33
国民健康保険組合 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 認可

１７条

34
国民健康保険団体連合会 　　　　〃 認可

８４条

35
国民年金基金 国民年金法 認可

１１９条の３

36
国民年金基金連合会 　　　　〃 認可

１３７条の７

1
宇宙開発事業団 宇宙開発事業団法

2
海上災害防止センター
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71
２条

72
税理士会 税理士法（昭和26年法律第237号） 認可

４９条の２

37
財団法人
（民法第34条の規定により設立されたものに限

民法 許可
３４条

38
産業基盤整備基金 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促

進に関する臨時措置法（昭和61年法律第77号）
認可
２４条

39
市街地再開発組合 都市再開発法（昭和44年法律第38号） 認可

１１条

40
自転車競技会 自転車競技法（昭和23年法律第209号） 認可

１３条の４

41
自動車事故対策センター 自動車事故対策センター法（昭和48年法律第65号） 認可

１１条

42
司法書士会 司法書士法（昭和25年法律第197号） 認可

１５条の２

43
社会福祉法人 社会福祉法（昭和26年法律第45号） 認可

３１条

44
社会保険労務士会 社会保険労務士法（昭和43年法律第89号） 認可

２５条の６

45
社団法人
（民法第34条の規定により設立されたものに限
る。）

民法 許可
３４条

46
宗教法人 宗教法人法（昭和26年法律第126号） 認証

１２条

47
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に

関する特別措置法（昭和50年法律第67号）
認可
３７条

48
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28

年法律第7号）
認可
１９条

49
酒造組合中央会 　　　　〃 認可

１９条

50
酒造組合連合会 　　　　〃 認可

１９条

51
酒販組合 　　　　〃 認可

１９条

52
酒販組合中央会 　　　　〃 認可

１９条

53
酒販組合連合会 　　　　〃 認可

１９条

54
証券業協会 証券取引法（昭和23年法律第25号） 認可

６８条

55
商工会 商工会の組織等に関する法律（昭和35年法律第89

号）（平成５年より商工会法）
認可
２３条

56
商工会議所 商工会議所法（昭和28年法律第143号） 認可

２７条

57
商工会連合会 商工会の組織等に関する法律（平成５年より商工会

法）
認可
２３条

58
商工組合（商店街組合）
（組合員に出資をさせないものに限る。）

中小企業団体の組織に関する法律（昭和32年法律第
185号）

認可
４２条

59
商工組合連合会（会員に出資をさせないものに限
る。）

　　　　〃 認可
４２条

60
商品先物取引協会 商品取引所法（昭和25年法律239号） 認可

１３６条の４０

61
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

（昭和31年法律第107号）
特許
１４条

62
職員団体等
（法人であるものに限る。）

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律（昭
和53年法律第80号）

準則
３条（人事院などの
認証）

63
職業訓練法人 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号） 認可

３５条

64
私立学校教職員共済組合
⇒日本私立学校振興・共済事業団

私立学校教職員共済組合法（昭和28年法律第245
号）

特許
１条

65
新エネルギー・産業技術総合開発機構 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する

法律（昭和55年法律第71号）
認可
１３条

66
真珠母貝養殖調整組合 真珠養殖等調整暫定措置法（昭和44年法律第96号） 認可

３５条

67
真珠母貝養殖調整組合連合会 　　　　〃 認可

３５条

68
真珠養殖調整組合 　　　　〃 認可

３５条

69
真珠養殖調整組合連合会 　　　　〃 認可

３５条

70
信用保証協会 信用保証協会法（昭和28年法律第196号） 認可

６条
製品安全協会 消費生活用製品安全法（昭和48年法律第31号） 認可
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73
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法（昭和42年法律第135号） 特許

１条

74
繊維工業構造改善事業協会 繊維工業構造改善臨時措置法（昭和42年法律第82

号）

75
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律（昭和42年法

律第61号）
認可
３７条

76
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法（昭和37年9月8日法律第

152号）
特許
3条

77
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法 認可

２５条の１４

78
全国農業会議所 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号） 認可

８０条

79
総合研究開発機構 総合研究開発機構法（昭和48年法律第51号） 認可

11条

80
造船業基盤整備事業協会 造船業基盤整備事業協会法（昭和53年法律第103

号）
認可
12条

81
損害保険料率算出団体 揖害保険料率算出団体に関する法律（昭和23年法律

第193号）
認可
３条

82
地方議会議員共済会 地方公務員等共済組合法 特許

3条

83
地方競馬全国協会 競馬法（昭和23年法律第158号） 認可

23条の６

84
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法 特許

3条

85
地方公務員共済組合連合会 　　　　〃 特許

3条

86
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号） 特許

3条

87
地方公務員の団体
（法人であるものに限る。）

地方公務員法（昭和25年法律第261号） 準則
５４条

88
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法 認可

６１条

89
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法（昭和39年法律第118号） 認可

1９条
中小企業事業団 中小企業事業団法（昭和55年法律第53号） 廃止

91
中小企業退職金共済事業団
⇒勤労者退職金共済機構に統合

中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号） 特許
４５条

92
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号） 認可

８２条の２

93
通関情報処理センター 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する

法律（昭和52年法律第54号）
認可
１６条

94
通信・放送機構 通信・放送機構法（昭和54年法律第46号） 認可

１２条

95
投資者保護基金 証券取引法 認可

７９条の３０

96
特定業種退職金共済組合
⇒勤労者退職金共済機構に統合

中小企業退職金共済法 特許
４５条

97
土地改良事業団体連合会 土地改良法 認可

１１１条の１３

98
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号） 認可

１５条の２

99
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法 認可

９０条（６１条準用）

100
都道府県農業会議 農業委員会等に関する法律 特許

１条

101
日本行政書士会連合会 行政書士法 認可

１８条の５（１６条の
２の準用）

102
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法（昭和41年法律第133号） 特許

１条

103
日本公認会計士協会 公認会計士法（昭和23年法律第103号） 特許

４３条

104
日本小型自動車振興会 小型自動車競走法 認可

１８条

105
日本自転車振興会 自転車競技法 認可

１３条の４

106
日本司法書士会連合会 司法書士法 認可

１７条の４（１５条の
２の準用）
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第123号） ４６条

108
日本商工会議所 商工会議所法 認可

２７条

109

日本消防検定協会 消防法 準則附　則　(昭和
三八年四月一五日
法律第八八号)　抄
の５条

110
日本税理士会連合会 税理士法 認可

４９条の１５（４９条
の２の準用）

111
日本赤十字社 日本赤十字社法（昭和27年法律第305号） 特許

１条

112
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法（昭和39年法律第150号） 特許

１条

113
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法 認可

１７条の４

114
日本弁護士連合会 弁護士法（昭和24年法律第205号） 準則

３４条準用する（５０
条）

115
農業共済基金 農業共済基金法（昭和27年法律第202号） 認可

９条

116
農業共済組合 農業災害補償法（昭和22年法律第185号） 認可

２４条

117
農業共済組合連合会 　　　　〃 認可

２４条

118
農業協同組合中央会 認可

７３条の４５

119

農業協同組合連合会（医療法（昭和23年法律第
205号）第31条（公的医療機関の定義）に規定す
る公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置
するもので政令で定める要件を満たすものとして
大蔵大臣が指定したものに限る。）

認可
５９条

120
農業者年金基金 農業者年金基金法（昭和45年法律第78号） 特許

１条

121
農業信用基金協会 農業信用保証保険法（昭和36年法律第204号） 認可

２６条

122
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法（昭和48年法律第53

号）
認可
１１条

123
農畜産業振興事業団 農畜産業振興事業団法（平成8年法律第53号） 特許

１条

124
農林漁業信用基金 農林漁業信用基金法（昭和62年法律第79号） 認可

１１条

125
農林漁業団体職員共済組合 農林漁業団体職員共済組合法（昭和33年法律第99

号）

126
負債整理組合 農村負債整理組合法（昭和8年法律第21号） 認可

１５条

127
弁護士会 弁護士法 準則

３４条

128
弁理士会 弁理士法（大正10年法律第100号）

129
北方領土問題対策協会 北方領土問題対策協会法（昭和44年法律第34号） 認可

３条

130
野菜供給安定基金 野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号） 認可

２６条

131
郵便貯金振興会 郵便貯金法（昭和22年法律第144号） 認可

７７条

132
輸出組合（組合員に出資をさせないものに限
る。）

輸出入取引法（昭和27年法律第299号） 認可
１４条

133
輸出入組合（組合員に出資をさせないものに限
る。）

　　　　〃 認可
１４条

134
輸入組合（組合員に出資をさせないものに限
る。）

　　　　〃 認可
１４条

135
預金保険機構 預金保険法（昭和46年法律第34号） 認可

１１条

136
労働組合（法人であるものに限る。） 労働組合法（昭和24年法律第174号） 準則

１１条

137
労働災害防止協会 労働災害防止団体法 認可

１９条準用する（４５
条）

農業協同組合法

名称 根拠法 設立方式

107
日本障害者雇用促進協会 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律 認可
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人税法 別表３（協同組合等） 法

138
限る。） 活衛星関係営業の適正化及び進行に関する法律 ２４条

139
環境衛生同業組合連合会（会員に出資をさせるも
のに限る。）

　　　　〃 認可
２４条

140
環境衛生同業小組合 　　　　〃 認可

２４条

141
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号） 認可

１００条６（６４条の
準用）

142
漁業協同組合 　　　　〃 認可

６４条

143
漁業協同組合連合会 　　　　〃 認可

９２条（６４条の準

144
漁業生産組合（当該組合の事業に従事する組合員
に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有
する給与を支給するものを除く。）

　　　　〃 認可
８６条（６４条の準
用）

145
商工組合（組合員に出資をさせるものに限る。） 中小企業団体の組織に関する法律 認可

４２条

146
商工組合中央金庫 商工組合中央金庫法（昭和11年法律第14号） －

147
商工組合連合会（会員に出資をさせるものに限
る。）

中小企業団体の組織に関する法律 認可
４２条

148
商店街振興組合 商店街振興組合法（昭和37年法律第141号） 認可

第36条

149
商店街振興組合連合会 　　　　〃 認可

第36条

150
消費生活協同組合 消費生活協同組合法（昭和23年法律第200号） 認可

第58条

151
消費生活協同組合連合会 　　　　〃 認可

第58条

152
信用金庫 信用金庫法（昭和26年法律第238号） 認可

３１条・８７条の２

153
信用金庫連合会 　　　　〃 認可

３１条・８７条の２

154
森林組合 森林組合法（昭和53年法律第36号） 認可

第78条

155
森林組合連合会 　　　　〃 認可

第１０９条（７８条の
準用）

156
水産加工業協同組合 水産業協同組合法 認可

９６条（６４条の準

157
水産加工業協同組合連合会 　　　　〃 認可

１００条６（６４条の
準用）

158
生産森林組合（当該組合の事業に従事する組合員
に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有
する給与を支給するものを除く。）

森林組合法 認可
１００条（７８条の準
用）

159
船主相互保険組合 船主相互保険組合法（昭和25年法律第177号） 認可

１７条

160
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法（昭和33年法律第135号） 認可

４１条

161
中小企業等協同組合（企業組合を除く。） 中小企業等協同組合法 認可

２７条の２

162
内航海運組合 内航海運組合法（昭和32年法律第162号） 認可

２８条

163
内航海運組合連合会 　　　　〃 認可

５８条（２８条の準

164
農業協同組合 農業協同組合法 認可

60条

165
農業協同組合連合会（別表第2第1号の表の農業協
同組合連合会の項に規定する大蔵大臣が指定をし
たものを除く。）

　　　　〃 認可
73条の45

166

農事組合法人（農業協同組合法第72条の8第1項第
2号（農業の経営）の事業を行なう農事組合法人
でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、
賞与その他これらの性質を有する給与を支給する
ものを除く。）

　　　　〃 準則
72条の16

167
農林中央金庫 農林中央金庫法（大正12年法律第42号） 認可

２条

168
輸出組合（組合員に出資をさせるものに限る。） 輸出入取引法 認可

１４条

169
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律（昭和29年法律第 認可

名称 根拠法 設立方式
環境衛生同業組合（組合員に出資をさせるものに 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律→生 認可

154号） １３条

 



 

 

 
法人税法別表に記載がない法人等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名称 根拠法 設立方式

170
輸出入組合（組合員に出資をさせるものに限
る。

輸出入取引法

171
のに限る。） 　　　　〃 認可

１９条の６（１４条の
準用）

172

労働金庫 労働金庫法（昭和28年法律第227号） 準則２７条
（ただし事業の実施
には免許が必要６
条）

173

労働金庫連合会 　　　　〃 準則２７条
（ただし事業の実施
には免許が必要６
条）

）
輸入組合（組合員に出資をさせるも

名称 根拠法 設立方式

174
医療法人 医療法 認可

４５条

175
協業組合 中小企業団体の組織に関する法律 認可

５条の１７

176
マンション建替組合 マンションの建替えの円滑化等に関する法律（マンショ

ン建替え法）
認可
９条

177
マンション管理組合法人 建物の区分所有等に関する法律 準則

４７条①

178
認可地縁団体 地方自治法 認可

260条の２

179
行政書士会 行政書士法 認可

１６条の２

180
政党 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の

付与に関する法律
準則
４条

181
中間法人 中間法人法 準則
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法人名 特定非営利活動法人       社団法人 財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人 医療法人
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

根拠法 
特定非営利活動促進法 民法      私立学校法 社会福祉法 宗教法人法 医療法 中間法人法

法人の 
目的 

●特定非営利活動を行
い、不特定かつ多数
のものの利益の増進
に寄与することを目
的とし、社員の資格
の得喪に不当な条件
がなく、役員の報酬
を受ける者が役員総
数の 1/3 以下、宗教
活動・政治活動を主
目的とはしない 
（2条） 

●特定の個人または法
人その他の団体の利
益を目的とする事業
は行わない、特定の
政党の活動ために利
用しない（3条） 

祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他の公
益に関するもので営利を目的としないこ
と（34 条） 
 

私立学校の設置（3条） 社会福祉事業を行
うこと（22条） 

宗教団体が礼拝の施
設その他の財産を所
有、維持運営し､その
他業務､事業を運営（1
条） 

病院、医師若しくは歯
科医師が常時勤務す
る診療所又は介護老
人保健施設の開設（39
条） 

●社員に共通す
る利益を図る
ことを目的と
し、余剰金を社
員に分配しな
い（2条） 

●社員の共同に
よる定款策定
と署名（10条） 

●最低基金総額
は 300 万円以上
（12 条） 

●社員に共通する利
益を図ることを目
的とし、余剰金を社
員に分配しない（2
条） 

●社員の共同による
定款策定と署名（93
条） 

 

能力 

民法 43 条・44 条の準用
（8条） 

●民法 43 条（法人は法令の規定、定款又
は寄附行為に定められた目的の範囲内
で権利・義務を負う） 

●民法 44 条（法人の理事やその代理人等
が他人に損害を与えた損害賠償責任と
連帯責任。） 

民法 43 条・44 条の準
用（29 条） 

民法 43 条・44 の条
準用（29 条） 

●規則に定める目的
の範囲（10条） 

●第三者への損害賠
償（11 条） 

民法 43 条・44 条の準
用（68 条） 

民法 43 条・44 条の準用（9条） 

設立の許認可
等 

認証（10 条）      許可（34 条） 認可（30 条） 認可（30 条） 認証（12 条） 認可（45 条） 準則主義（10 条
③）(商法 167 条
の準用) 

準則主義（94 条） 

名称の 
使用制限 

あり（4条）       あり（34 条の 2） あり（65 条）
 

あり（23 条） - あり（40 条） あり（8条）

設立時の作成
書類 

申請書、定款、役員名
簿、就任承諾書、役員
の住所を証する書面、
宣誓書、役員のうち報
酬をうける者の名簿、
社員10名以上の者の名
簿、確認書、設立趣旨
書、設立者名簿、設立
の意思決定を証する議
事録、設立当初の財産
目録、設立当初の事業
年度を記載した書面、
摂理の初年及び翌年の
事業計画書、初年及び
翌年の収支予算書（10
条） 

定款の作成（37
条） 

寄附行為の作成（39
条） 

●寄附行為の作成（30
条） 

●私立学校の経営に
必要な資産を有す
ること（25条） 

●定款の作成（29
条） 

●社会福祉事業を
行うに必要な資
産を備えること
（25 条） 

規則の作成（12 条①
-1） 

定款又は寄附行為の
作成（44 条） 

定款（10 条） 

参考資料２ 主な非営利法人格における制度比較 

 



  

法人名 特定非営利活動法人       社団法人 財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人 医療法人
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

構成員 社員        社員 - 社員 社員 社員 社団の場合は社員 社員

総会 

設置・社員総会 
（民法60・61条の準用）
（30 条） 

設置・総会 
（60・61 条） 
●社団法人の理事
は少なくとも毎
年一回社員の通
常総会の開催を
要する（60条）

●社団法人の理事
は必要があると
認めるときは臨
時総会を招集す
ることができる
（61 条） 

- 評議員会（諮問機関）
の設置（41条） 
 
＊評議員の選任は学
校法人の職員、25 歳以
上の卒業者など、寄付
行為の定めによる（44
条） 

評議員会の設置、但
し、任意（42 条） 

定めなし 社団では総会を設置
民法 60・61 条の準用
（68 条） 

●設置・社員総会
（29 条） 

定めなし 

総会の招集者 

●理事（民法の 60・61
条の準用：NPO 法 30
条） 

●社員（民法の 61 条②
の準用：NPO 法 30 条） 

●監事（NPO 法 18 条） 

●理事（60・61 条）
●社員（総社員の
１/５以上、又は
定款の定めにあ
る定数以上の請
求）：61 条② 

●監事（監査によ
り重大な不正等
が発見された場
合）：59 条 

 評議員会について 評議員会について 
●理事長（41 条） 
●評議員（評議員総数

の１/３以上）（41
条） 

●理事 
●監事（評議員会が
あり監査で発見さ
れた不整を報告す
る場合は理事に評
議員会の開催を請
求（40 条）） 
 

定めなし ●理事長（医療法 68
条） 

●社員（民法 61 条②
の準用：総社員の１
/５以上、又は定款
の定めにある定数
以上の請求）：医療
法 68 条 

●監事（民法 59 条の
準用：監査により重
大な不正等が発見
された場合）：医療
法 68 条 

 

●理事（29条） 
●社員（総社員の議

決権の１/10 以
上、または定款の
定めによる社員
の請求：30条） 

●監事（監査により
法令・定款違反等
が発見された場
合、若しくは恐れ
がある場合：55
条） 

定めなし 

総会の招集 
・通知 

民法 62 条の準用 
（30 条） 

少なくとも五日前
に会議の目的・事
項を示し、定款で
定められた方法で
通知を行う 

（62 条）

    定めなし 定めなし 定めなし 民法 62 条の準用 当該社員総会の日
から一週間前、若し
くは定款の定める
（31 条） 

（医療法 68 条） 
定めなし 

総会の権限 

民法 63・64 条の準用 
（30 条） 

●社団法人の事務
は、定款で理
事・その他の役
員に委任したも
の以外は総会の
決議に従う 

（63 条） 
●総会の決議事項
は定款の定めに
よる（64 条） 

 

  評議員会について 評議員会について 
●評議員会議事事項
の議決（41条） 

●○予算・借入金・重
要な資産の処分○
寄附行為の変更○
合併○解散○収益
事業の重要事項○
その他学校法人の
業務の重要事項で
寄附行為の定める
に対する意見（寄附
行為をもつて評議
員会の議決にする
ことも可（42 条） 

●学校法人の業務、財
産、役員の業務執行
状況に対する意見、
諮問、報告の徴収
（43 条） 

定款の定め（42 条
③） 

定めなし 民法 63・64 条の準用 ●社員総会は、この
法律又は定款に
定めた事項に限
り、決議をするこ
とができる（28
条） 

（医療法 68 条） 
定めなし 

 



  

法人名 特定非営利活動法人       社団法人 財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人 医療法人
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

要否 
必要(15 条)       必要（52 条） 必要（35 条） 必要（36 条） 必要（18 条） 必要（46 条の２） 必要（39 条）

定数 
3 人以上（15条）    1 人以上（52条） 5人以上(35 条) 3 人以上（36条） 責任役員 3人以上、う

ち 1人を代表役員（18
条） 

3 人以上、ただし所轄
庁認可の場合は１～
２名で可（46 条の２） 

1 人以上（39条） 

任期 

2 年以内で定款による。
ただし再任は妨げない
（24 条） 

定めなし 定めなし 2 年以内、ただし再
任は妨げない（36
条） 

●責任役員について
は定めなし 

●代表役員は責任役
員の互選（18 条②）

定めなし 理事 2年（41 条）設
立時は 1年 

定めなし 
社員自らがあたる
（102・103 条） 

選出方
法 

定めなし 社員総会による選
任（40 条） 

任命 
方法 

定めなし 
 
＊役員の就任に当たっ

ては就任承諾書を所
轄庁に提出（10・23
条） 

学校長、評議員、寄附
行為の定め(38 条) 

●理事長については
定款、寄付行為に定
めがある医師・歯科
医師の理事より選
出（46 条の３） 

●開設する全ての病
院、介護老人保健施
設の管理者を理事
に加える。但し、所
轄庁の認可を受け
た場合は施設管理
者の一部を加えな
くても可（47 条①） 

委任の規定(43 条) 

定款または総社員
の同意で代表者を
定めることができ
る（103 条②） 

辞任 
解任 

定めなし 

定款に理事の任免に関する規定を記載す
る（37 条） 

●管理者たる理事は
管理者の職を退い
た時は理事の職を
失う（47 条②） 

●所轄庁の役員解任
勧告（64 条②） 

総会決議により解
任(42 条) 

正当な事由がある
ときに限り、他の社
員の一致により除
名が可（100 条） 

報酬 
定めなし  

  

定めなし

定めなし 

定めなし 定めなし

定めなし 定款に定める、定め
がない時は社員総
会の決議（43 条②）

― 

欠格事
由 

成年被後見人等・復権
前の破産者・禁固以上
の刑執行後 2 年以内・
暴力団員・ＮＰＯ解散
時の役員（20 条） 

剥奪公権者・停止公権者(民施 27 条） 校長等の欠格事由準
用（38 条） 

成年被後見人､福祉
関係法違反､禁固以
上の刑を執行され
ている者､社福法人
解散時の役員（36
条） 

未成年者・成年被後見
人、禁固以上の刑を執
行されている者（22
条） 

成年被後見人、医師法
等での罰金・禁固以上
の刑執行後 2 年以内
（46 条の 2） 

定めなし  (社員の法定退社)
定款に定めた事由
発生、総社員の同
意、除名、死亡、破
算、後見開始の審判
（99 条） 

理事 

理事会
の制限 

●有給役員の割合制限
1/3 以下（2条②） 

●役員総数の 1/3 未満
に同一親族等を制限
(21 条) 

●監事・職員との兼任
禁止（19 条） 

定めなし    三親等以内の親族、配
偶者が一人をこえて
就任することの排除
（38 条） 

三 親 等 以 内 の 親
族・配偶者が役員総
数の１/２をこえる
ことの排除(36 条) 

定めなし 定めなし 定めなし

― 

職務 
権限 

●代表権（定款で制限
することも可）（16
条） 

●業務決定権（過半数
が必要）（17条） 

●代表権（53 条） 
●事務決定権（過半数が必要）（52 条） 

●代表権（寄付行為で
制限することも可）
（37 条） 

●業務決定権（過半数
が必要）（36条） 

●代表権（定款で制
限することも可）
(38 条) 

●業務決定権（過半
数が必要）（39 条）

●代表役員の代表権
（18 条③） 

●事務決定権（18 条
④） 

●事務執行権（民 52
条②準用） 

●理事長は医療法人
を代表し、業務を総
理する（46条の3③） 

●業務の執行（44
条） 

●代表権（45 条） 
 

社員自らがあたる
●業務の執行（102

条） 
●代表権（103 条）

義務 
責任 
(内部) 

利益相反の代表権の制
限については民法57条
の準用（30条） 

●定款の規約、寄付行為が定める趣旨と総
会議決に従う(53 条) 

●利益相反の代表権の制限(57 条) 
●善管注意義務（644 条） 

利益相反は民法 57 条
準用（49 条） 

●利益相反は民法
57 条準用（45 条）

●管理財産の目的外
使用・又は濫用の禁
止（18 条） 

●利益相反の代表権
制限(21 条) 

●理事長は医療法人
を代表し、業務を総
理する（46条の3③） 

●違法な基金返還
の弁済・違法な損
害の賠償（47 条）

●利益相反の代表
権限制限（46 条）

― 

義務 
責任 
(外部) 

民法 44 条②の準用（8
条） 

第三者に対する損害賠償責任（民法 44 条
②） 

民法44条②の準用（29
条） 

民法 44 条②の準用
（29 条） 

11 条② 民法44条②の準用（68
条） 

●悪意又は過失の
場合、第三者への
賠償（48 条） 

― 

理
事
の
職
務
と
責
務 

その他       ●役員の責任（76 条） ●代表訴訟（49 条）  

 



  

法人名 
特定非営利 
活動法人 

社団法人      財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人 医療法人
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

設置 

一人以上（15 条） 
 

任意（58 条）  二人以上（35 条） 一人以上（36 条） 定めなし 一人以上（46 条の２） ●一人以上（51 条）
●社員総会による
選任（52 条） 

●任期３年以内（53
条） 

定めなし 
＊社員は他の社員

に事業遂行状況
の報告を求め、法
人の業務・財産の
状況を調査する
こ と が で き る
（105 条） 

選任 
方法 

定めなし     定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 社員総会による選
任（52 条） 

定めなし 

監事 

役務 

○理事の業務執行状況
○法人の財産状況○不
正等発見時の社員総
会・所轄庁への報告○
報告が必要な場合の社
員総会の召集○理事へ
の意見（18条） 

○法人の財産状況○理事の業務執行状況
○不正等発見時の総会又は所轄庁への報
告○報告が必要な場合の総会の招集（59
条） 

○法人の財産状況○
理事の業務執行状況
○不正等発見時の評
議員会又は所轄庁へ
の報告○理事長に対
する評議員会召集請
求○○理事への意見
（37 条②） 

○理事の業務執行
状況○法人の財産
状況○不正等発見
時の評議員会（所轄
庁）への報告○理事
に対する評議員会
召集請求○理事へ
の意見（40条） 

定めなし  定めなし ○理事・使用人の事
業遂行状況○法人
の業務・財産の状況
○理事の社員総会
提出議案書類の調
査○不正等発見時
の社員総会への報
告○社員総会にお
ける幹事の選任・解
任報酬への意見○
理事に対する損害
行為等をやめるよ
う請求（55条） 

 

定款 

【定款】 11 条 
①目的②名称③特定非
営利活動の種類及びそ
れに係る事業の種類④
主たる事務所、その他
の事務所の所在地⑤社
員の得喪に関する事項
⑥役員に関する事項⑦
会議に関する事項⑧資
産に関する事項⑨会計
に関する事項⑩収益事
業を行う場合の種類そ
の他の収益事業に関す
る事項⑪解散に関する
事項⑫定款の変更に関
する事項⑬公告方法 

【定款】 37 条 
①目的②名称③事
務所④資産に関す
る規定⑤理事の任
免に関する規定⑥
社員の資格の得喪
に関する規定 

【寄付行為】 39 条 
①目的②名称③事
務所④資産に関す
る規定⑤理事の任
免に関する規定 

【寄付行為】 30 条 
①目的②名称③私立
学校の名称・課程等④
事務所の所在地⑤役
員に関する規定⑥評
議員会及び評議員に
関する規定⑦資産及
び会計に関する規定
⑧収益事業の種類等
に関する規定（収益事
業を行う場合）⑨解散
に関する事規定⑩寄
付行為に関する規定
⑪公告の方法 

【定款】 31 条 
①目的②名称③社
会福祉事業の種類
④事務所の所在地
⑤役員に関する事
項⑥会議に関する
事項⑦資産に関す
る事項⑧会計に関
する事項⑨評議員
会に関する事項（設
置する場合）⑩公益
事業の種類（行う場
合）⑪収益事業の種
類（行う場合）⑫解
散に関する事項⑬
定款の変更に関す
る事項⑭公告の方
法 

【規則】 12 条 
①目的②名称③事務
所の所在利④その宗
教法人を包括する宗
教法人名⑤代表役員、
責任役員、代務者等の
呼称・責任⑥議決、諮
問、監査等の機関（設
置する場合）⑦公益事
業・その他の事業の種
類・内容（行う場合）
⑧基本財産の設定、管
理、処分、予算、決算、
会計、財務に関する事
項⑨規則変更に関す
る事項⑩解散の事由、
精算人選任等の事項
⑪公告の方法⑫他の
宗教団体を制約する、
又は制約をうける場
合の事項 

【定款又は寄付行為】 
44 条 

①目的②名称③開設
する病院、診療所、介
護保険施設の名称、場
所④事務所の所在地
⑤資産、会計に関する
規定⑥役員に関する
規定⑦会議に関する
事項⑦社員の得喪に
関する規定⑧解散に
関する規定⑨定款、寄
付行為の変更に関す
る規定⑩公告の方法 
 

【定款】 10 条 
①目的②名称③基
金の総額④基金拠
出者の権利⑤基金
の返還手続⑥公告
の方法⑦社員の氏
名・住所⑧主たる事
務所の所在地⑨社
員の資格の得喪規
定⑩事業年度 

【定款】 93 条 
①目的②名称③社
員の氏名・住所④主
たる事務所・住たる
事務所の所在地 

事業等の変更 

●定款の変更は、定款
の定めるところによ
る社員総会の議決
（25 条の①） 

●所轄庁の認証（25 条
の②） 

●定款の変更は総
社員の３/４以上
の同意（38 条の
①） 

●主務官庁の認可
（38 条の②） 

- 寄附行為の変更は所
轄庁の認可（45 条） 

定款の変更は所轄
庁の認可（43 条） 

規則の変更は所轄庁
の認証（26条） 

定款、寄付行為の変更
は都道府県知事の認
可（50 条） 

社員総会の決議（72
条） 

総社員の同意（107
条） 

会計 

財産目録、貸借対照表、
収支計算書の備置（28
条の①） 

財産目録の備置（51
条①）、社員名簿の
備置（51 条②） 

財産目録の備置（51
条①） 

財産目録、貸借対照
表、収支計算書の備置
（47 条） 

計算書類（財務目
録、貸借対照表、終
始計算書）の備置
（44 条） 

財産目録、収支計算書
の備置（25条） 

●決算の都道府県知
事への届出（51 条） 

●財産目録、貸借対照
表、収支計算書の備
置と債務者への閲
覧（52 条） 

付属明細書（貸借対
象表、収益計算書、
事業報告書、余剰金
の処分又は損失処
理に関する議案作
成（59 条）） 

定めなし 

 



  

法人名 
特定非営利 
活動法人 

社団法人      財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人 医療法人
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

収
益
事
業(
33

業
種)

 

●収益事業（33 業種）
により生じた所得に
課税（46 条①） 

●軽減税率の適用なし
（46 条①） 

●30％（所得 800 万円
までは 22％） 

●収益事業（33 業種）により生じた所得に
課税（法人税法 7条） 

●軽減税率の適用あり（法人税法 66 条③） 
●22％ 

●収益事業（33 業種）
により生じた所得
に課税（法人税法 7
条） 

●軽減税率の適用あ
り（法人税法 66 条
③） 

●22％ 

●収益事業（33 業
種）により生じた
所得に課税（法人
税法 7条） 

●軽減税率の適用
あり（法人税法 66
条③） 

●22％ 

●収益事業（33 業種）
により生じた所得
に課税（法人税法 7
条） 

●軽減税率の適用あ
り（法人税法 66 条
③） 

●22％ 

●収益事業（33 業種）
により生じた所得
に課税（法人税法 7
条） 

●特定医療法人には
軽減税率の適用あ
り（租税特別措置法
67 条の２） 

●22％ 

定めなし（課税：30％（所得 800 万円まで
は 22％）） 

法
人
税 

非
収
益

事
業 

非課税（46条①）  非課税（法人税法 7条） 非課税（法人税法7条） 非課税（法人税法 7
条） 

非課税（法人税法7条） ●特定医療法人には
軽減税率（22％）の
適用あり（租税特別
措置法 67 条の２） 

定めなし（課税：30％（所得 800 万円まで
は 22％）） 

当
該
法
人
の
寄
付

金
損
金
算
入
額

当該事業年度の収益事
業所得金額の 2.5％ 
（法人税法施行令73条
①(2)） 

当該事業年度の収益事業所得金額の 20％
（法人税法施行令 73 条①(3)ロ） 

当該事業年度の収益
事業所得金額の 50％、
または200万円のうち
大きい額 
（法人税法施行令 73
条①(3)ｲ） 

当該事業年度の収
益事業所得金額の
50％、または 200 万
円のうち大きい額
（法人税法施行令
73 条①(3)ｲ） 

当該事業年度の収益
事業所得金額の 20％
（法人税法施行令 73
条①(3)ロ） 

（当該事業年度の所
得金額の 2.5％＋資本
等の 0.25％）×１/２
（法人税法施行令 73
条①(1)） 

（当該事業年度の所得金額の 2.5％＋資本
等の 0.25％）×１/２ 
（法人税法施行令 73 条①(1)） 

み
な
し
寄
付 

適用されない（NPO 法
46 条②） 

適用あり（法人税法 37 条④） 適用あり（法人税法 37
条④） 

適用あり（法人税法
37 条④） 

適用あり（法人税法 37
条④） 

適用されない 適用されない 
支
援
税
制 

寄
付 

外
部
か
ら
の
寄
付 

●法人寄付 
・NPO 法人に対しての寄

付は一般寄付金の枠
内 

・認定 NPO 法人に対し
ての寄付は一般寄付
金と別枠で損金参入
限度額まで割増で損
金参入（法人税法 37
条③(3)、法人税法施
行令 73 条①(1)(2)） 

●個人寄付 
・NPO 法人には適用され

ない（NPO 法 46 条②） 
・認定 NPO 法人につい

ては所得控除が適用
される（租税特別措
置法 41 条の 18、66
条の 11 の２） 

●法人寄付 
特定公益増進法人として認定された法人
に対する寄付は一般寄付金と別枠で損金
参入限度額まで割増で損金参入（法人税法
37 条③(3)、法人税法施行令 73 条①
(1)(2)） 
●個人寄付 
特定公益増進法人として認定された法人
のみ所得控除が適用される（所得税法 217
条①(3)） 

●法人寄付 
特定公益増進法人と
して一般寄付金と別
枠で損金算入限度額
まで割増で損金参入
（法人税法 37 条③
(3)、法人税法施行令
73 条①(1)(2)） 
●個人寄付 
特定公益増進法人と
して所得控除が適用
される（所得税法 217
条①(4)） 

●法人寄付 
特定公益増進法人
として一般寄付金
と別枠で損金算入
限度額まで割増で
損金参入（法人税法
37 条③(3)、法人税
法施行令 73 条①
(1)(2)） 
●個人寄付 
特定公益増進法人
として所得控除が
適用される（所得税
法 217 条①(4)） 

●法人寄付 
一般寄付金の枠内 
●個人寄付 
適用されない 

●法人寄付 
一般寄付金の枠内 
●個人寄付 
適用されない 

●法人寄付 
一般寄付金の枠内 
●個人寄付 
適用されない 

情報公開・報告 

●事業報告書等の備置
（28 条の①）と閲覧
請求があった場合の
閲覧（28 条の②） 

●事業報告書等、役員
名簿等、定款等を毎
年１回、所轄庁へ提
出と閲覧（29 条） 

定めなし ●評議員会の報告徴
収（43、46 条） 

●所轄庁への寄付行
為変更の報告（45
条） 

●所轄庁への報告書
提出（6条） 

●事業報告書、財産
目録、収支計算書
の監事への提出
（44 条③） 

●利害関係者への
閲覧（44 条④） 

●所轄庁への報告
書（59 条①） 

●規則、財産目録、収
支計算書、境内建物
に関する書類等の
備置（25 条①） 

●上記書類等の所轄
庁への提出（ ） 

●規則案､財産処分、
合併、解散等重要事
項の信者等利害関
係人への公示（12
条③、23 条、34 条
①、44 条等） 

●決算の都道府県知
事への届出（51 条） 

●財産目録、貸借対照
表、収支計算書の備
置と債務者への閲
覧（52 条） 

●付属明細書の
社員総会への
提出・承認（59
条） 

●定款、社員名
簿、社員総会の
議事録の備置
と社員への閲
覧（68・69 条） 

 

 



  

 

     法人名 
特定非営利 
活動法人 

社団法人 財団法人 学校法人 社会福祉法人 宗教法人
医療法人 

 
中間法人 

（有限責任） 
中間法人 

（無限責任） 

監督 

所轄庁による 
●立入検査（41 条） 
●改善命令（42 条） 
●認証取消（43 条） 

主務官庁による命令、検査（67 条）  所轄庁による
●閉鎖命令（5条①-2）
●収益事業停止命令
（61 条） 
●解散命令（62 条） 

所轄庁による 
報告徴収、検査、役
員の解職勧告、業務
停止命令、解散命令
等（56 条） 

所轄庁による 
●公益事業以外の事

業停止命令（79 条）
●解散命令（裁判所）

（81 条） 

都道府県知事による 
●報告徴収、立入検査

（63 条） 
●業務停止命令、役員

の解任勧告（64 条） 
●収益事業の停止命

令（64 条の２） 
●設立認可の取消（65

条） 

●社員の代表訴
訟（49 条） 

●監事の監査（55
条） 

他の社員に事業遂行
状況の報告請求､法人
の業務･財産の状況調
査ができる(105 条) 

合併 

●他の特定非営利法人
との合併が可（33 条） 

●社員総会（3/4 以上）
の議決と所轄庁の認
証（34 条） 

定めなし 可（理事の 2/3 以上の
同意と所轄庁の認可）
（52 条） 

他の謝意会福祉法
人との合併が可（理
事の2/3以上の同意
及び所轄庁の認可
による）（49条） 

●宗教法人との合併
が可（32 条） 

●所轄庁の認証（39
条） 

●社団の医療法人は
他の社団の医療法
人と合併が可、財団
の医療法人は寄付
行為の規定がある
時に限り他の財団
の医療法人と合併
が可（57 条①） 

●社団の法人は社員
の同意、財団の法人
は理事の2/3以上の
同意 

●知事の認可（57 条） 

●他の中間法人と合併することができる
（122 条） 

●有限責任中間法人と有限責任中間法人
の合併、有限責任中間法人と無限責任中
間法人の合併は「有限責任中間法人」、
無限責任中間法人と無限責任中間法人
の合併は「無限責任中間法人」（122 条②）

事由 

社員総会の決議、定款
所定の解散事由の発
生、目的とする特定非
営利活動の不能､社員
の亡欠、合併、破算、
認証取消（31 条） 

●定款規定の解散
事由の発生、目的
たる事業の成功
又は不能、破産、
認可の取消（68 条
①） 

●総会の議決、社員
の欠亡（68条②） 

寄付行為所定の解
散事由の発生、目的
たる事業成功又は
不能、破産、認可取
消（68 条①） 

理事の 2/3 以上の同
意、寄附行為に定めた
解散事由の発生、目的
たる事業成功の不能、
合併、破産、所轄庁の
解散命令（50 条） 

理事 2/3 以上の同
意、定款規定の解散
事由の発生、目的た
る事業成功の不能、
合併、破産、所轄庁
の解散命令（44 条）

任意解散、規則で定め
る解散事由の発生、合
併、破産、認証取消、
裁判所の解散命令、包
括宗教団体の欠亡（43
条） 

社団の法人は定款所
定の解散事由の発生、
目的たる業務成功の
不能、総会の決議、他
の医療法人との合併、
社員の亡欠、破産、設
立認証の取消（55 条） 
財団の法人は寄付行
為所定の解散事由の
発生、目的たる業務成
功の不能、他の医療法
人との合併、破産、設
立認可の取消 

定款所定の解散
事由の発生、社員
総会の決議、合
併、社員が一人、
破産、裁判所の解
散命令（81条） 

定款所定の解散事由
の発生、総社員の同
意、合併、社員が一人、
破産、裁判所の解散命
令（108 条） 

手続 
所轄庁の認定（31 条の
②） 

登記及び主務官庁
への届け出（77 条） 

登記及び主務官庁
への届け出（77 条） 

所轄庁の認可・認定
（50 条） 

所轄庁の認可・認定
等（46 条②） 

任意解散の場合、所轄
庁の認証（44 条） 

都道府県知事の認可、
届け出（55条） 

登記（商 96・97
条の準用）（84 条） 

登記（商 96・97 条の
準用）（111 条） 

解散 

清算 
規定 

民法の準用（40 条）      73 条～77 条 民法の準用（58 条） 民法の準用（55 条） 民法の準用（51 条） 56 条以下 85～92 条 112～121 条 

罰則 

●改善命令の違反は 50
万 円 以 下 の 罰 金
（47・48 条） 

●登記をしていない
時、財産目録の不備
置・不記載、不実の
記載は20万円以下の
過料 

50 万円以下の過料（84条） 
登記の怠り、主務官庁、裁判所の検査妨害、
監督上の命令違反、不実の報告、事実の隠
蔽、破産宣告不請求、不正の公告 

１万円以下の過料（66
条） 
●登記の怠り、不実の
登記、財産目録の不
備、貸借対照表の不
備、合併規定違反
（53 条、54 条②）

●破産宣告の不請求、
公告規定違反（ ）

罰金、過料（131～
134 条） 
停止命令違反、寄付
募集に関する報告
違反、不実の登記な
ど 
 

１万円以下の過料（88
条） 
不実の記載による認
証、不実の登記、解散
の届出、規定に違反し
た公告、財産目録等の
不提出、破産宣告の不
請求、不正の公告、裁
判所の検査妨害 

罰金、過料（72～77
条） 
秘密漏洩（72 条）、禁
止違反（73 条）、届出
義務違反（74 条）、両
罰規定（75 条）、医療
法人の役員の責任（76
条）、名称冒涜（77 条） 

●理事等の特別背任罪:５年以下の懲役又
は 200 万円以下の罰金（157 条） 

●法人財産を危うくする罪:3 年以下の懲
役又は 100 万円以下の罰金（158 条） 

●虚偽文書行使罪: 3 年以下の懲役又は
100 万円以下の罰金（159 条） 

●預合いの罪:3 年以下の懲役又は 100 万
円以下の罰金（160 条） 

●汚職の罪:3 年以下の懲役又は 100 万円
以下の罰金（161 条） 等 

その他 

      所轄庁の設立認可や
権限行使に当たって
の審議会の関与（8
条,31 条、61 条、62
条）、親族の役員就任
制限（38 条④） 

●助成目的確保の
ための監督（58 条
②） 

●所轄庁の認可を
経て、設立登記に
より法人格を取
得する（34条） 

 

 



 

参考資料３ 法人税法が定める収益事業 33 業種と適用の範囲 

事業区分 適用除外規定 

1
 
．物品販売業 

物品販売業（動植物そ

他通常物品といわない

のの販売業を含む。）の

ち次に掲げるもの以外

もの 

イ 日本体育・学校健康センター法（昭和 60 年法律第 92 号）第 25 条第１項（学校給食用

物資の供給の相手方の制限）の規定による文部科学大臣の指定を受けた法人が行う同法第

20 条第１項第３号（業務）に規定する学校給食用物資その他学校給食の用に供する物資

で財務省令で定めるものの販売業 

ロ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条（公益法人の設立）の規定により設立された法

人が行う児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条（児童福祉施設）に規定する児童

福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳（関税暫定措置法（昭和 35 年法律第 36 号）第８

条の７（軽減税率の適用手続）の規定の適用を受けたものに限る。）の販売業 

ハ 農畜産業振輿事業団が農畜産業振興事業団法（平成８年法律第 53 号）第 28 条第１項第

１号イ、同項第４号イ並びに同項第５号イ及びロ（指定食肉等の売渡し）並びに加工原料

乳生産者補給金等暫定措置法（昭和 40 年法律第 112 号）第３条第１項第３号及び第５号

（指定乳製品等の売渡し等）に掲げる業務として行う物品販売業 

ニ 野菜供給安定基金が野菜生産出荷安定法（昭和 41 年法律第 103 号）第 15 条第１項第３

号（指定野菜の買入れ、保管及び売渡し）に掲げる業務として行う物品販売業 

ホ 小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和 31 年法律第 115 号）第 14 条（特定の貸与機

関）に規定する貸与機関が同法第２条第６項（定義）に規定する設備貸与事業として行う

設備（同法第 12 条第１項（事業計画）に規定する事業計画に係るものに限る。）の販売業

ヘ 塩事業法（平成８年法律第 39 号）第 21 条第１項（指定等）に規定する塩事業センター

が同法第 22 条第１項第１号から第３号まで（業務）に掲げる業務及び同法附則第 41 条第

１項（センターの供給する塩に関する経過措置）に規定する業務として行う物品販売業 

ト 新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法（平成 12 年法律第 36 号）第

31 条第１号（機構の特定アルコールの販売の業務）に掲げる業務及び同法附則第２条（機

構の業務）に規定するアルコール（特定アルコールを除く。）の販売を行う業務として行

う物品販売業 

 

の

も

う

の

2．不動産販売業 

不動産販売業のうち次

掲げるもの以外のもの 

イ 民法第 34 条の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しくは拠出された金

額の 2 分の１以上が地方公共団体により出資若しくは拠出されている法人又はその出資

金額若しくは拠出された金額の全額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法

人で、その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの（以下この項におい

て「特定法人」という。）の行なう不動産販売 

ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法（昭和 41 年法律第 133 号）第 23 条第 1号

及び第 2 号（住宅の建設及び譲渡等）に掲げる業務として行なう不動産販売業 

ハ 農業者年金基金が農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 39 号。次

号ホ及び第５号チにおいて「平成 13 年農業者年金基金改正法」という。）附則第３条第１

項第１号（業務に関する経過措置）に掲げる業務として行う不動産販売業 

ニ 中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法（平成 11 年法律第 1 9 号）第 21 条第１

項第３号（業務の範囲）に掲げる業務（同項第２号ロに掲げるものに限る。）として行う

不動産販売業 

ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和 62 年法律第 62 号）第３条第１項（民間

都市開発推進機構の指定）に規定する民間都市開発推進機構（次号及び第５号において「民

間都市開発推進機構」という。）が同法第４条第１項第１号（機構の業務）及び同法附則

第 14 条第２項第１号（機構の業務の特例）に掲げる業務並びに同条第 10 項（同条第 12

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に基づく業務として行う不動産

販売業 

ヘ 食品流通構造改善促進法（平成３年法律第 59 号）第 11 条第１項（指定）に規定する食

品流通構造改善促進機構（第５号において「食品流通構造改善促進機構」とう。）が同法

第 12 条第２号（業務）に掲げる業務として行う不動産販売業 

 

に

3．金銭貸付業 

金銭貸付業のうち次に

げるもの以外のもの 

イ 北方領土問題対策協会が北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律（昭和

36 年法律第 162 号）第４条第１号から第４号まで（北方地域旧漁業権者等への貸付け等）

に掲げる業務として行なう金銭貸付業 

ロ 勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（平成 14 年法律

第 39 号）附則第 10 条（貸し付けられた資金に係る債権に関する業務）の業務として行う

金銭貸付業 

ハ 中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法第 21 条第１項第２号イからニまでに掲げ

る事業及び同項第３号に掲げる業務（同項第２号イ、ハ又はニに掲げるものに限る。）に

係る同項第２号イ、ハ又はニの中小企業構造の高度化に寄与する事業、中小企業構造の高

度化を支援する事業又は中小企業の新事業の開拓を支援する事業に関して行う金銭貸付

業並びに同項第９号及び第 12 号に掲げる業務として行う金銭貸付業 

ニ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 74 条第５項（特定退職金共済団体の承認）

に規定する特定退職金共済団体が行う同令第 73 条第１項第５号ヘ（特定退職金共済団体

の要件）に掲げる貸付金に係る金銭貸付業 

ホ 農業者年金基金が平成 13 年農業者年金基金改正法附則第３条第１項第１号に掲げる業

務として行う金銭貸付業 

 

掲
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事業区分 適用除外規定 

ヘ 自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法（昭和 48 年法律第 65 号）第 31

条第１項第３号及び第４号（業務）に掲げる業務として行なう金銭貸付業 

ト 新エネルギー・産業技術総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関

する法律（昭和 55 年法律第 71 号）第 39 条第１項第４号（業務の範囲）に掲げる業務と

して行う金銭貸付業 

チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第４条第１項第２号

（機構の業務）に掲げる業務として行う金銭貸付業 

リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法（平成９年法律第

48 号）第 22 条第１項第２号に掲げる業務として行う金銭貸付業 

ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第 14 条に規定する貸与機関が同法第２条第５項に

規定する設備資金貸付事業（同法第 12 条第１項に規定する事業計画に係るものに限る。）

として行う金銭貸付業 

4．物品貸付業 

物品貸付業（動植物そ

他通常物品といわない

のの貸付業を含む。）の

ち次に掲げるもの以外

もの 

イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 111 条

の９（事業）に掲げる事業として行なう物品貸付業 

ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その

他農業若しくは林業を営む者の組織する団体（以下この号及び第 10 号ハにおいて「農業

者団体等」という。）に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の

造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう物品貸付業 

ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第 14 条に規定する貸与機関が同法第２条第６項に

規定する設備貸与事業として行う設備（同法第 12 条第１項に規定する事業計画に係るも

のに限る。）の貸付業 

 

の

も

う

の

5．不動産貸付業 

不動産貸付業のうち次

掲げるもの以外のもの 

イ 特定法人が行う不動産貸付業 

ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第 23 条第１号及び第２号に掲げる業務と

して行う不動産貸付業 

ハ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 22 条（定義）に規定する社会福祉法人が同法

第２条第３項第８号（定義）に掲げる事業として行う不動産貸付業 

ニ 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第４条第２項（宗教法人の定義）に規定する宗

教法人又は民法第 34 条の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業 

ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業 

ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業（イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業

を除く。）で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を

満たすもの 

ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第４条第１項第１号

に掲げる業務として行う不動産貸付業 

チ 農業者年金基金が平成 13 年農業者年金基金改正法附則第３条第１項第１号に掲げる業

務として行う不動産貸付業 

リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第 12 条第２号に掲げる業務とし

て行う不動産貸付業 

ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成５年法律第 51 号）

第３条第１項（基本指針）に規定する商工会等が同法第５条第１項（基盤施設計画の認定）

に規定する基盤施設事業として行う不動産（同項に規定する施設に該当するもののうち小

規模事業者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。）の貸付業 

 

に

6．製造業 

製造業（電気又はガス

供給業、熱供給業及び

品の加工修理業を含

。）のうち次に掲げるも

以外のもの 

イ 第１号イに規定する文部科学大臣の指定を受けた法人が行う同号イに規定する物資の

製造業 

ロ 新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法附則第２条に規定するアルコ

ールの製造を行う業務として行う製造業 

 

の

物

む

の

7．通信業 
（放送業を含む。） 

8．運送業 
（運送取扱業を含む。）

9．倉庫業 
 

寄託を受けた物品を保

する業を含むものと

、第 31 号の事業に該当

なし 

（

管

し

するものを除く。） 
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事業区分 適用除外規定 

10．請負業 
 
請負業（事務処理の委

託

 
 

ロ は国若しくは都道府県に対し土地改良法第 111 条の

ハ

ニ その設置

を受ける業を含む。）の

うち次に掲げるもの以外

のもの

イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行なうその委

託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法

令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件を備えるもの 

 土地改良事業団体連合会が会員又

９に掲げる事業として行なう請負業 

 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される

土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう請負業 

 私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条（定義）に規定する学校法人が

している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの（当該研究に係る実施期

間が３月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属

及び公表に関する事項が定められているものに限る。） 

特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主とし

会員に配布するために行なうもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的

を達成するため会報をもっばらその会員に配布するために行なうものを除く。 

し 

席貸業について該当範

 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業 

 イに掲げる席貸業以外の席貸業（次に掲げるものを除く。） 

校）の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第

)法人がその主たる目的とする業務に関連して行

22．土石採取業 

23．浴場業 

11．印刷業 なし 

12．出版業 
て

13．写真業 な

14．席貸業のうち次に
掲げるもの 

 
囲 

イ

ロ

(1)国又は地方公共団体の用に供するための席貸業 

(2)社会福祉法第２条第１項（定義）に規定する社会福祉事業として行われる席貸業 

(3)私立学校法第３条に規定する学校法人若しくは同法第 64 条第４項（専修学校及び各種学

31 条（職業訓練法人）に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して

行う席貸業 

(4 う席貸業で、当該法人の会員その他これ

に準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えない

もの 

15．旅館業 

16．料理店業その他の
飲食店業 

17．周旋業 

18．代理業 

19．仲立業 

20．問屋業 

21．鉱業 

24．理容業 

25．美容業 

26．興行業 

27．遊技所業 

28．遊覧所業 

なし 
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事業区分 適用除外規定 

イ 日本赤十字社が行う医療保健業 

 社会福祉法第 22 条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業 

 私立学校法第３条に

ニ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保

険団体連合会が行う医療保健業 

ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業 

 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医

ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業 

 民法第 34 条の規定により設立された法人で、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第

150 条第１項及び第２項（保

号）第 79 条（福祉施設）又は船員保険法（昭和 14 年法律第 73 号）第 57 条ノ２（福祉事

業）の規定による事業又は施設の経営につき政府の委

リ 民法第 34 条の規定により設立された法人で、結核予防法（昭和 26 年法律第 96 号）の

規定に基づく健康診断、予防接種及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究（その研究

につき国の補助があるものに限る。）を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全

国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う医療保健業 

ヌ 民法第 34 条の規定により設立された法人で、ハンセン病患者の医療（その医療費の全

額が国の補助によつているものに限る。）をするものが行う医療保健業 

 民法第 34 条の規定に

究に付随して行う医療保健業 

ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第 34 条の規定により設立された法

人で、その残余財産が国

診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、か

つ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要

う医療保健業 

 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の

定める要件を備える法別表第２第１号の表に掲げる農業協同組合連

業 

 民法第 34 条の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進に関する法律

（平成４年法

護保険法（平成９年法律第 123 号）第７条第８項（定義）に規定する訪問看護、老人保健

法（昭和 57 年法律第 80 号）第 46 条の

定する指定老人訪問看護又は健康保険法第 44 条の 4 第１項（訪問看護療養費）に規定す

る訪問看護の研修に付随して

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一

定の医療施設を有して

る要件を備える公益法人等が行う医療保健業 

け、編物、手

理

劇、演芸、舞踊、舞踏、

音楽、絵画、書道、写真、

工芸、デザイン（レタリ

ングを含む。）、自動車操

縦若しくは小型

トン数５トン

型船に限る。）の操縦

（通信教育に

授及び技芸に関する免

する行為を含

号にお

ちイ及びハからホまでに

掲げるもの以外のもの。 

又は学校の入学者を選

抜するための学力試験

 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条（学校の範囲）に規定する学校、同法第

82 条の２（専修学校）に規定する専修学校又は同法第 83 条第１項（各種学校）に規定す

る各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの 

ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定

めるもの

ハ 社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第 51 条（通信教育の認定）の規定により文部科

学大臣の認定を受けた通信教育として行う

もの

29．医療保健業 
 
医療保健業（財務省令

で定める血液事業を含

む。以下この号において

同じ。）のうち次に掲げる

もの以外のもの 

ロ

ハ 規定する学校法人が行う医療保健業 

ヘ 療保健業 

チ

健事業及び福祉事業）、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115

託を受けたものが行う医療保健業 

ル より設立された法人で専ら学術の研究を行うものがその学術の研

又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は

件を備えるものが行

ワ 財務省令で

合会が行う医療保健

カ

律第 86 号）第 14 条第１項（指定等）の規定による指定を受けたものが、介

５の２第１項（老人訪問看護療養費の支給）に規

行う医療保健業 

いること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定め

30．一定の技芸教授業
 
洋裁、和裁、着物着付

芸、料理、

容、美容、茶道、生花、

演

船舶（総

未満の沿岸

小

（以下この号において

「技芸」という。）の教授

よる技芸の

教

許の付与その他これに類

む。以下こ

の いて同じ。）のう

に

備えるため若しくは学校

教育の補習のための学力

の教授（通信教育による

イ

 

技芸の教授又は学力の教授 

ニ 理容師法（昭和 22 年法律第 234 号）第３条第３項（理容師試験の受験資格）又は美容

師法（昭和 32 年法律第 163 号）第４条第３項（美容師試験の受験資格）の規定により厚

生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定める

並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法

人の当該指導として行う技芸の教授 

ホ 船舶職員法（昭和 26 年法律第 149 号）第 13 条の２第１項（試験の免除）の規定による

船舶職員養成施設として国土交通大臣の指定を受けた４級小型船舶操縦士第２種養成施

設において養成として行う技芸の教授 
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事業区分 適用除外規定 

当該学力の教授を含む。

下この号において同

じ

校の入学者を選

するための学力試験に

備えるため広く一般に参

加者を募集し当該学力試

験にその内容及び方法を

擬して行われる試験をい

う。）を行う事業 

以

。）のうちロ及びハに掲

げるもの以外のもの。 

若しくは公開模擬学力

試験（学

抜

32．信用保証業 
 
信用保証業のうち次に掲

もの 

イ

の他の財務

で定める要件を満たすもの げるもの以外の

 信用保証協会法（昭和 28 年法律第 196 号）その他財務省令で定める法令の規定に基づ

き行われる信用保証業 

ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることそ

省令

利又は著作権（出版権及

ものを行う事業

省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等 

 
 

 
 

 
 

31．駐車場業 なし 

33．無体財産等の提供
を行う事業 

 
その有する工業所有権

その他の技術に関する権

び著作隣接権その他これ

に準ずるものを含む。）の

譲渡又は提供（以下この

号において「無体財産権

の提供等」という。）のう

ち次に掲げるもの以外の

 

イ 国又は地方公共団体（港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）の規定による港務局を含む。）

に対して行われる無体財産権の提供等 

ロ 宇宙開発事業団、海洋科学技術センターその他特別の法令により設立された法人で財務

ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益

に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等 

法文より価値総合研究所作成 
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参考資料４ 準則主義で非収益事業非課税が適用さ

 
 

 

労働組

れる法人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
組合

マンション管理
法人

政党 農事組合法人 弁護士会

る政党等に対する法人格労働組合法
建物の区分所有等に関す

政党交付金の交付を受け

る法律
の付与に関する法律

農業協同組合法 弁護士法

準則（労働委員会の証 準則
明） （４７条①） （４条） （７２条の１６） （３

準則 準則 準則
３・３４条）

政党とは、政治団体(政治 農事組合法人は、その組

を図ることによりそ

護士会は、弁護士及び弁
の使命及び職務

にかんがみ、その品位を
護

の
関

目的

組合員３人以上

資金規正法の第３条①に 合員の農業生産について 護士法人
規定する政治団体)のう の協業
ち、政党法３条①各号い
ずれかに該当し、中央選
挙管理会の確認を受け、
その主たる事務所の所在
地において登記すること

の共同の利益を増進する
ことを目的とする。
（７２条の３）

保持し、弁護士及び弁
士法人の事務の改善進
歩を図るため、弁護士
指導、連絡及び監督に
する事務を行うことを

により、法人となる。（４
条）

とする。（３１条）

（７２条の１０）
労働者とは、職
を問わず、賃金、給
の他これに準ず
よつて生活する
（３条）

理化法人、継続的取引関

公益法人等（法人
もの）
（法人税法２条別表 （１３条①） い場合）

業の種類
料そ

農民、組合、農地保有合

る収入に
者をいう。

係者
（７２条の１０）

である

２）

公益法人等
（４７条⑬）

公益法人等（法人である
もの）

協同組合等（組合員に対
して確定給与を支払わな

公益法人等
（法人税法２条別表２）

非課税
（法人税法７条

非課税 非課税 軽減税率の適用あり（２ 非課税

軽減税率の適用あ
２％）
（法人税法６６条③

軽減税率の適用はなし 軽減税率の適用はなし 軽減税率の適用あり（２ 軽減税率の適用あり（２

●当該事業年度の
事業所得金額の2
人税法施行令73条
ロ）
●みなし寄附の
（法人税法37条

が非課税
3)

ロ）
り

そ
の
他

支
援
税
制

収益
事業

準

法人の目的・性
格

構成員

構成員たる資格

法人税法上の
取り扱い

非収益事業

マンション管理組合法人と

（４７条①）

、労働者が
となつて自

持改
経済的地位の向
ことを主たる目的と
織する団体又はそ
団体で（２条）、この
の規定に適合する
働委員会の証明
労働組合は、その
事務所の所在地に
登記することによつ
人となる。（１１条）

衆議院議員又は参議院

） （４７条⑬） （１３条①） ２％）
（法人税法６６条③）

（法人税法７条）

り（２

）
（４７条⑬） （１３条①） ２％）

（法人税法６６条③）
２％）
（法人税法６６条③）

収益
0％（法
①(3)

寄付金の損金不算入（４７
条⑬）

●寄付金の損金不算入
（１３条①）
●みなし寄附の適用はな
し（１３条①）

農業生産法人の要件を満
たしているものが行う農業
については都道府県民税

●当該事業年度の収益
事業所得金額の20％（法
人税法施行令73条①(

適用あり
④）

（地方税法７２条の４③） ●みなし寄附の適用あ
（法人税法37条④）

法人名

拠法

設立

労働組合とは
主体
働条件の維

は、「建物並びにその敷主的に労
地及び付属施設の管理を善その他
行うための団体（３条）」の
うち、区分所有者の数が３
０人以上で、区分所有者
及び議決権の各四分の三
以上の多数による集会の

上を図る
して組
の連合
法律
旨の労

決議で法人となる旨並び
にその名称及び事務所を
定め、かつ、その主たる事
務所の所在地において登
記をすることによつて法人

を受けた
主たる
おいて
て法

となる。

議員５名以上など（３条）

税 条 表
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参考資料５ 公益法人改革を取り巻く流れ 
日時 

成 

２
年 

１
12 月１日 

４月 13 日 「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」とりまとめ 

７月 23 日 「行政委託型公益法人等の改革を具体化するための方針」とりまとめ 平
成 

１
３
年 

12 月 18

平成１７年度末までを目途に、これを実施するための法制上の措置その他の必
要な措置を講じる。 

４月１日 中間法人法施行 

４～６月 公益法人有識者ヒアリング 

８月２日 「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」 
・非営利法人制度のあるべき姿として、法人設立の簡便性、公益性判断指標の明
確化と客観性、行政庁の関与の最小限化、法人運営の透明性の担保、時代の変
化に対応が５つの視点による改革パターン。 

・改革の対象は社団法人・財団法人、ＮＰＯ法人、中間法人に限定され、このほ
かの社会福祉法人、学校法人、宗教法人等の法人は含まず。 

・ＮＰＯ法人は発展的解消 
12 月 1

平

 

１
４
年

内容 

平

「行政改革大綱」閣議決定 
 財政負担の軽減・合理化と公益法人に対する補助金の支出適性化などの観点か
ら「公益法人に対する行政関与のあり方の改革」が位置付けられる。 

日 「行政委託型公益法人等改革の実施計画（補助金等関係）中間取りまとめ」 

「公益法人制度の抜本的改革に向けた取り組みについて」閣議決定 
・平成１４年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定。 
・

３月 29 日 

「公益法人に対する行政の関与にあり方の改革実施計画」閣議決定 

1 日 改正ＮＰＯ法成立 
・別表に掲げる活動の種類の追加（情報化社会の発展
動の活性化、職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援、消費者の保護） 

・その他の事業の明確化 
・設立及び合併の認証の申請に係る申請書類の簡素化 
・定款記載事項の変更（事業年度を追加等） 
・暴力団を排除するための措置の強化 
・役員の任期の伸長 
・予算準拠の規定の削除 
・課税の特例（認定ＮＰＯ法人） 
・虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設 

、科学技術の振興、経済活

成

 

12 月 24 日 財務省、税制改正大綱発表 
・認定ＮＰＯ法人の認定要件の緩和 
・認定ＮＰＯ法人のみなし寄附（寄附金の損金算入限度額）を所得の金額の 100
分の 20 

平
成 

１
５
年 

１月 30 日 「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」（11 月～１月までの６回） 
●法人制度 
・公益法人制度と中間法人制度とを一括りにした「非営利法人」類型を新たに設
ける。  

・現行の NPO 法人制度は、この非営利法人制度の中に発展的に解消される可能性
が高い。  

・非営利法人は準則主義（登記）により設立。  
・非営利法人の法人格は、公益性の有無に関わらずに法人格取得。  
・非営利法人のガバナンス（統治）は、中間法人制度の規律を基本としつつ、商
法の規律も参考。  

・会計処理原則の統一も検討する。  
・中間法人制度にある基金制度は、導入する方向で検討。  
・非営利法人には、中間法人並みのディスクロージャーを義務付け。  
・財団法人制度については、準則主義での設立、社会貢献性の判断を「社団」と
同様に行う。  
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 ●税制優遇措置等 
・非営利法人の事業が、法律に規定する「社会貢献性」を有するとされる要件を
満たした場合、一定の優遇措置を講ずる。  

・この優遇措置は、法人格の取得から切り離すとともに、更新制とする。  
・「社会貢献性」の要件は、法律上客観的で明確な基準とする。  
・「社会貢献性」の要件は、「法人の事業等の領域」「事業の実績・運営実態」「そ
の他の規律」の３つの要素から判断。  

・社会貢献性があると判断された法人は、理事構成の制限やディスクロージャー
の強化などの義務。  

・社会貢献性がある場合の優遇措置として重要な「税制上の優遇措置」について
は、別途、財務省、総務省等において検討。  

・社会貢献性がある非営利法人は、登録制度を実施する。登録先は、国の単一行
政庁（第三者機関を含む）と、都道府県内において事業を行う法人等については
都道府県を想定。 

１月 21 日 ＮＰＯ税制改正、閣議決定 

２月１日 「中小企業挑戦支援法」施行 
 資本金１円でも株式会社・有限会社の設立が可能に。 

２月 14 日 第３回税制調査会非営利法人課税ワーキンググループ 
新たに設けることが検討されている「非営利法人」に対して、基本的に利益に

法人税を課すという「原則課税」方式をとる方向で検討。ただし、一定の要件を
満たす「非営利法人」に関しては非課税とするという、２段階方式。 

２月 20 日 （財）公益法人協会「新公益法人制度の提言」を発表。 

３月４日 第４回税制調査会非営利法人課税ワーキンググループ 
非営利法人は原則課税との方針 

３月 10 日 自民党の行政改革推進本部公益法人委員会が、政府の行革事務局に「ＮＰＯ法人
はいったん外すよう」に申し入れ。 

３月 12 日 （財）公益法人協会は「４つの問題点-公益法人制度改革論議について-」と題す
る緊急アピールを発表。 

３月 14 日 政府税制調査会会長が記者会見で社団法人・財団法人とＮＰＯと中間法人は性格
が全然違う」「それを十把一からげに非営利という形で税を仕組むというのは非常
に問題」と発言。今回の公益法人制度改革からＮＰＯをはずすべきという意見を
述べるとともに、「公益法人と中間法人を括ることも分解の可能性がある」と指摘。

３月 18 日 民主党組織委員会ＮＰＯ局は、「公益法人制度改革について」と題する局長談話を

平
成 

１
５
年 

日時 内容 

発表。談話では、公益法人制度改革で求められているのは、民間の非営利活動、
社会貢献活動を活性化させ、これらの多様性が生きるしくみづくりであるとし、
また、議論の過程に市民を参加させることを求めている。 

３月 25 日 ＮＰＯ法、公布から５周年 

３月 28 日 改正認定ＮＰＯ法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成１
５年度予算案とともに、参議院本会議で可決成立。４月１日から施行。 

４月２日 自民党、行政改革推進本部公益法人委員会で意見集約 
・法人類型は、公益法人と中間法人を一括りにして「非営利法人」。  
・非営利法人の設立は準則主義。  
・非営利法人は課税法人とする。  
・社会貢献性の高い事業を行う非営利法人は法人類型ではなく、その事業に着目
して税制優遇措置。  

・優遇措置の対象となる事業の基準は客観的な基準を法定。 
５月１日 改正ＮＰＯ法施行 

５月 16 日 公益法人改革与党３党合意 
・公益性に関係なく設立できる「非営利法人」制度を創設。 
・すでに課税されている中間法人（業界団体や同窓会など）を当面、検討対象か
ら除外。 

・新たな非営利法人は原則課税とされる方向だが、明記されず。 
・合意文書では、非営利法人への課税について「普遍的な国民の納税義務の下で、

優遇措置を与えるためには明示的な立法による」ことを要請。 
・優遇措置のもとになる社会貢献性（公益性）は「客観的で明確な基準を法律で
定める」とし、「所轄庁から独立した機関」が基準に合うかを判断。 



 

日時 内容 

５月 30 日 与党３党による行財政改革推進協議会が公益法人改革に意見書 
●一般的な非営利法人制度の創設  
・現行の公益法人制度を廃止し、公益 無に関わらない新たな非営利法人制
度を創設する。  

記）による設立とする。  

法制上の
関係を整理する。  

・社会貢献性（公益性）のある法人には税等の優遇措置を与える。  
性に留意

して行う。  

性の有

・非営利法人は準則主義（登
・法人格と一定の優遇措置とを切り離す。  
・非営利法人制度の設計にあたっては、中間法人制度・NPO 法人制度との

●一定の優遇措置のための「社会貢献性」  

この優遇措置は、特別法に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合

・社会貢献性の判断については、客観的で明確な基準を法律で定める。 

・非営利法人全体のベースとなる基本類型（非営利法人（仮称））と、
型をベースに税制上の優遇措置を与えられた法人類型（税制支援非営利法
称））の２階建てとする。 

・非営利法人（仮称）は、簡易に法人格を取得できるよう、登記（も

業）のみ課税と

・税制支援非営利法人（仮称

民主党がまとめたパブリック・サポート・テスト等を
・税制支援非営利法人については、法人税は原則非課税（収益事業のみ課税）の
うえに、みなし寄付金制度や寄付控除等の優遇措置を与える（残余財産は分配
不可）。 

・情報公開を徹底し、基本的に官庁による事前規制（官－民規制）から民間も含
めた事後評価（民－民規制・格付け）に移行。 

・中間法人制度については、
分配できる点で非
当面残す。 
ＮＰＯ法人制度については、制度の多様性を確保するという観点に配慮しつ
制度として存続すべきか
人（仮称）」両制度の詳細が固まる中で検討していく。

「公益法人制度の抜本
務省、法務省、財務省の４

各種資料から価値総合研究所作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 19 日 民主党・公益法人制度改革案（中間報告） 
その法人類

人（仮

・主務官庁制は廃止する。 
しくは、基

準を明確にしたうえでの認証）により設立できることとする。 
・法人税については、非営利法人（仮称）は原則非課税とし、収益事業（３３事

する。また、この法人類型については解散時の残余財産分配を
不可とする。 

）については、社会貢献性、ガバナンスの整備、情
報公開の程度等税制優遇を受けるにふさわしい法人として、明確な基準を設け
たうえで、第三者機関が認定することとする（ＮＰＯ支援税制を検討した際に

イメージ）。 

非営利法人の一種ではあるが、残余財産を構成員で
営利法人（仮称）と本質的に異なるため、法人類型としては

・ つ、
否か、今後「非営利法人（仮称）」・「税制支援非営利法

 
６月 27 日 「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」閣議決定 

平
成 

１
５
年 

８月１日 的改革に関する関係府省連絡協議会」が発足（内閣府、総
府省で構成） 
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参考資料６ 公益法人の現況と指摘されている問題点等についての考察 

 
当初、「行政委託型公益法人等」に対する行政の関与についての見直しに端を発した公益

法人改革は、制度上 いった批判

とも相まって、制度全般についての見直しが議論されている。 

この議論は、制度疲労をおこし社会状況の変化に対応できない制度を見直すといった点

では賛同できるもの

い、規模の大小などを

ＮＰＯ法人と同様、 なされており、この多様性を認識しないまま、ひと

くくりで論じようとすることは不適当である。 

ここでは、「問題意識」で指摘されている検討課題と問題点に沿って、改めて、34 条法人

の現況について整理

 

①34 条法人の概況

平成 13 年 10 月１日現在で、34 条法人は社団法人・財団法人あわせて 26,183 法人と報

告され 平 る。 

設立 法

社団 け

なお、社団法人における社員数が０人、または０団体としている法人は、会員の対

象を個人または企

財団法人は、設立当

ら現在の貨幣価値

年間収入金額を たりの平均は７億

7,051 て 万円と大きな隔たりがあり、また、1,000 万

円以上 円

法人が中央値にも達していないなど、その規模の格差は大きい。 

年間支出額も同 平均は７

億8,021億円、中央 5,000万円未満の法人が26.2％、1,000

万円未満の法人が 20.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

の不備や一部の 34 条法人による不祥事、公務員の天下りと

の、その制度設計に当たっては、活動目的や事業分野・活動分野の違

十分に考慮した上で、検討される必要がある。34 条法人においても、

多種多様な活動が

を行った。 

 

ており、 成 10 年の 26､380 法人をピークに、微減傾向にあ

目的別の 人数をみると、多様な目的や事業を行っていることがうかがわれる。 

法人にお る社員数や財団法人における基本財産をみると、その規模にも多様性が

ある。

業に限定しているものと考えられ、また、少額の基本財産しか有さない

初は十分な金額であったが、積み増しをせずに年月が経過したことか

とかけ離れてしまったことが考えられる。 

みると、年間収入総額が 20 兆 1,742 億円で一法人あ

億円となっ いるが、中央値が 5,965

5,000 万 未満の法人が 26.1％、1,000 万円未満の法人が 26.1％と、半数近くの

様の傾向にあり、支出総額 20 兆 4,282 億円で一法人あたりの

値が5,959万円、1,000万円以上
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図表 参資６－１ 設立目的別法人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延べ法人数 － 4,075 3,544 9,155 10,212
生活一般の小計 1,295 6,163 5,613

家 庭 生
保 健 ・ 衛 生 ・ 医 療 14.5 190 349 2,498 889
体育・ﾚｸﾘｴｰｼ 188 315 1,118
保 育
福 祉 ・ 援 護 7.4 112 197 608 1,074
職 業 ・ 労 64
福 198 354 585
居 住 ・ 環
安 全 148 64 442 303
その他の生活一 138 63 217 272

教育・学術の小計
教 育 1,647

英 ・ 奨
術 ・ 研 究 7.0 368 836 300 397

文 化 ・ 芸
報 道 ・ 出 版
宗 教 関 係
国 際 交
その他の教育学術

政治・行政の小計 73 11.8 971 441 698 1,063
政 治 ・ 行
財 政 ・ 経 済 68 18
総 合 計 画
地 方 行 政 3.1 41 60 181 560
自 然 ・ 環
国 際 関 係
その他の政治行政 277 1.0 30 25 126 96

産業の小計 7,440 27.6 1,913 891 3,019 1,617
金 保
農 林 水 137 1,105 733
通 商 産 業 1,963 7.3 459 295 732 477
運 輸 ・ 交 通 652 2.4 430 145 49 28
建 設 962 3.6 171 56 613 122
通 信 208 0.8 103 59 42 4
情 報 654 2.4 230 114 187 123
そ の 他 の 産 業 489 1.8 85 47 246 111

  合　    　　　計 35,940 - 5,483 5,281 11,731 13,445

  所  管 都道府県所管

 

 

法人数 割合(％) 社  団 財  団 社  団 財  団
26,986
14,444 53.5 1,373

活 191 0.7 10 16 132 33
3,926

ｮﾝ 1,809 6.7 188
227 0.8 2 1 15 209

1,991
働 2,290 8.5 402 141 1,283 4

利 ・ 共 済 1,213 4.5 76
境 1,150 4.3 107 78 299 666

957 3.5
般 690 2.6

10,883 40.3 1,226 2,654 1,851 5,152
2,997 11.1 206 430 714

育
学

学 1,517 5.6 26 407 48 1,036
1,901

術 2,035 7.5 201 294 213 1,327
335 1.2 145 95 51 44
228 0.8 14 61 16 137

流 1,089 4.0 218 452 170 249
781 2.9 48 79 339 315

3,1
政 272 1.0 58 55 82 77

830 3.1 698 46
103 0.4 15 30 15 43
842

境 496 1.8 39 78 164 215
353 1.3 90 147 62 54

融 ・ 険 249 0.9 147 38 45 19
産 2,263 8.4 288

合　　　計 国

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 



 

図表 参資６－２ 事業種類別法人数 

 
出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

合　　　計 国  所  管 都道府県所管

振興・奨励の小計 13,119 48.6 877 2,235 3,564 6,443
2,338 2,482

貸与 656 2.4 28 99 67 462

その他の振興・奨励 1,274 4.7 113 132 483 546

409 353 1,152 894
相談 1,358 5.0 143 117 585 513

15.5 586 345 2,002 1,241
調査・研究の小計 11,884 44.0 3,190 2,422 3,727 2,545

研究 4,587 17.0 1,319 1,049 1,252 967
情報の収集 2,564 9.5 692 453 891 528

情報資料の作成 1,161 4.3 358 284 299 220

普及・広報の小計 8,316 30.8 2,465 1,336 2,526 1,989
1,237

説明会 216 0.8 121 13 62 20

検
検査・検定 569 2.1 76 146 186 161

その他の検査・検定 133 0.5 18 30 38 47
交 964 515

国内交流 523 1.9 82 70 282 89

共済の小計 1,031 3.8 65 79 416 471
共同・共済 596 2.2 42 37 201 316

施設の運営の小計 6,835 25.3 177 643 844 5,171
34 55 68 248

施設の管理 3,382 12.5 55 224 382 2,721
会館・施設の貸与 756 2.8 28 65 129 534

施設の公開 425 1.6 2 51 19 353
の他の施設の運営 1,867 6.9 58 248 246 1,315

その他 2,154 8.0 231 183 961 779
    合 63,074 - 10,207 9,359 20,959 22,549
(注)　割合は、延べ法人数に対する百分率。

事業種類別公益法人数

割合(％) 社  団 財  団 社  団 財  団
延べ法人数 26,986 － 4,075 3,544 9,155 10,212

振興 5,829 21.6 486 523
助成・給付 4,599 17.0 151 1,256 549 2,643

表彰 610 2.3 68 204 106 232
信用保証 151 0.6 31 21 21 78

指導・育成の小計 16,052 59.5 2,466 1,495 7,689 4,402
教育・訓練 2,808 10.4

研修会・講習会 7,712 28.6 1,328 680 3,950 1,754
その他の指導・育成 4,174

その他の調査・研究 3,572 13.2 821 636 1,285 830

普及 4,851 18.0 1,468 660 1,486
雑誌・図書出版 998 3.7 357 342 127 172

その他の普及・広報 2,251 8.3 519 321 851 560
査・検定の小計 961 3.6 193 266 268 234

資格の付与指定 154 0.6 80 45 20 9
証明 105 0.4 19 45 24 17

流の小計 2,722 10.1 543 700
連絡 308 1.1 102 30 132 44

国際交流 1,369 5.1 318 552 241 258
その他の交流 522 1.9 41 48 309 124

補償 174 0.6 12 18 98 46
その他の共済 261 1.0 11 24 117 109

会館・施設の建設 405 1.5
会館・

会館・
そ

            計
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図表 参資６－３ 34 条法人数の推移 

平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年
社団 3,317 3,372 3,442 3,504 3,557 3,583 3,627

国所管 財団 2,967 3,036 3,127 3,187 3,242 3,284 3,295
合計 6,284 6,408 6,569 6,691 6,799 6,867 6,922
社団 7,877 8,046 8,238 8,499 8,643 8,771 8,882
財団 8,758 9,051 9,327 9,658 9,864 10,059 10,215
合計 16,635 17,097 17,565 18,157 18,507 18,830 19,097
社団 11,186 11,409 11,648 11,946 12,142 12,296 12,451

全体 財団 11,697 12,056 12,420 12,811 13,072 13,309 13,476
合計 22,883 23,465 24,068 24,757 25,214 25,605 25,927

平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年
社団 3,654 3,672 3,691 3,704 3,883 3,877

国所管 財団 3,161 3,171 3,178 3,175 3,271 3,266
合計 6,815 6,843 6,869 6,879 7,154 7,143
社団 9,023 9,130 9,196 9,228 9,139 9,147
財団 10,343 10,396 10,410 10,342 10,145 10,070
合計 19,366 19,526 19,606 19,570 19,284 19,217
社団 12,618 12,743 12,827 12,872 12,889 12,889

全体 財団 13,471 13,532 13,553 13,482 13,375 13,294
合計 26,089 26,275 26,380 26,354 26,264 26,183

*1　国と都道府県との共管法人があるため、国所管と都道府県所管とを足した数は全体数と一致しない。

　各年10月１日現在

都道府県
所管

所管

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省）

都道府県

*2

 

 

図表 参資６－４ 社団法人における個人社員および団体社員の規模別法人数 

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

 

 

 

 

 

 

（個 模別法人数）
管官庁

社団法人数 0人
1～
99人

100～
499人

500～
999人

1,000～
4,999人

5,000人
以上

国所管 3,877 1,918 676 500 184 411 188 6,264,799 1,616
都 府県所管 9,147 2,383 2,736 2,472 748 623 185 6,118,111 669

12,889 4,208 3,389 2,966 923 1,030 373
比率(％) 32.6 26.3 23.0 7.2 8.0 2.9

年合計 12,889 4,168 3,393 2,978 931 1,039 380 12,857,618 998

（団 模別法人数）
所管官庁

社団法人数 0団体
１～

99団体
100～

499団体
500～

999団体
1,000～

4,999団体
5,000

団体以上
国所管 3,877 954 1,375 6 291 475 86 2,195,111 566

都道府県所管 9,147 5,364 2,569 9 171 66 7 602,144 66
12,889 6,312 3,861 1,656 438 529 93

比率(％) 49.0 30.0 12 3.4 4.1 0.7
前年合計 12,889 6,296 3,924 1,619 217

団体社員規模別法人数
団 体 社 員
合計団体数

団 体 社 員
平 均 団 体

数

合計 2,760,073 214

個人社員規模別法人数
個人社員
合計人数

個人社員
平均人数

合計 12,367,092 960

人社員規
所

道

前

体社員規

96
70

.8
419 535 96 2,799,087
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図表 参資６ 別法人数 

 

図表 参資６－７ 年間支出規模別法人数 

 

②指摘されている問題点等についての考察 

1)公益とは言い難い事業を行っている 

各 34 条法人の目的と現在の公益性に関する基準とを照らし合わせ、各主務官庁が判

断したものをみると、約 15％の 34 条法人が互助・共済など、本来の公益法人として

十分な資格を有さないと報告されている。 

この要因としては、その設立許可に当た

管官庁によって公益性の判断基準が異なっていることと、34 条法人以外に法人格取得

所管官庁

財 団 法 人
数

500万円
未満

500万円～
１千万円

未満

１千万円～
５千万円

未満

５千万円～
１億円
未満

１億円～
10億円
未満

10億円以

－５ 財団法人における基本財産別規模

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

 

図表 参資６－６ 年間収入規模別法人数 

法人数
１千万円

未満

１千万円
～

５千万円

５千万円
～

１億円

１億円
～

５億円

５億円
～

10億円

10億円
以上

所管官庁

年間収入額規模別法人数
年間収入
合計金額
（百万円）

年間収入
平均金額
（百万円）

上

国所管 3,266 316 105 585 289 1,398 573 2,648,096 811
都道府県所管 10,070 1,515 579 3,072 1,257 3,166 481 2,314,371 230

13,294 1,825 682 3,641 1,538 4,555 1,053
比率(％) 13.7 5.1 27.4 11.6 34.3 7.9

前年合計 13,375 1,856 709 3,683 1,526 4,556 1,045 4,931,305 369

基本財産規模別法人数
基本財産
合計金額
 （百万円）

基本財産
平均金額
 (百万円)

合計 4,957,948 373

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

社団 3,877 256 1,114 737 1,167 239 364 3,650,331 942
財団 3,266 350 611 348 907 324 726 7,889,453 2,416
社団 9,147 2,116 3,043 1,099 2,136 396 357 2,303,123 252
財団 10,070 2,703 2,101 1,079 2,321 689 1,177 6,441,258 640

26,183 5,397 6,837 3,228 6,476 1,643 2,602
比率(％) 20.6 26.1 12.3 24.7 6.3 9.9

26,264 5,469 6,828 3,279 6,473 1,670 2,545 20,450,176 779

771

前年合計

国所管

都道府県
所管

合　　　　計 20,174,226

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

法人数
１千万円

未満

１千万円
～

５千万円

５千万円
～

１億円

１億円
～

５億円

５億円
～

10億円

10億円
以上

社団 3,877 252 1,118 748 1,159 235 365 3,632,729 937
財団 3,266 335 597 360 924 327 723 8,176,702 2,504
社団 9,147 2,131 3,058 1,088 2,131 384 355 2,290,370 250
財団 10,070 2,708 2,107 1,071 2,316 694 1,174 6,438,409 639

26,183 5,398 6,848 3,232 6,475 1,635 2,595
比率(％) 20.6 26.2 12.3 24.7 6.2 9.9

26,264 5,447 6,790 3,324 6,478 1,670 2,555 20,499,294 781前年合計

都道府
県所管

合　　　　計 20,428,199 780

所管官庁 合計金額
（百万円）

平均金額
（百万円）

国所管

年間支出額規模別法人数
年間支出 年間支出

っての主務官庁の裁量が非常に広範で、所



 

の方法がなかったことが挙げられる。また、設立当時には公益性があると判断されて

いた法人が時代の移り変わりに伴い、現在の基準に照らすと公益性が乏しい、または

認められないと判断される法人もあるものと考えられる。 

一方、個別事業においても、営利法人と競合する事業の実施も指摘されているとこ

ろではある。ただし、これらの点については、「営利」と「非営利」では、そもそも

利益配分の原則が全く違っていることを改めて認識したい。 

前述のとおり、“公益”の概念は時代の移り変わりにも影響され、その判断基準は不

変ではない。また、後述するように、大部分の法人では補助金によらず、各法人の事

業目的に照らし合わせながら、創意工夫により活動費用の調達を行っている。そして、

収益事業は 34 条法人に限らず、非営利法人全般においても、その財政基盤を支える

上では重要なものである。 

これら収益事業は 1,617,600 の営利法人31と同様、様々な形でサービスや事業がな

されているが、基本的には、利益配分を目的とするものではなく、各法人の設立目的

に照らし合わせて行われている。この点については、営利法人には適用されない税制

上の優遇措置が34条法人には適用されている点から議論となっているが、“非営利性”

の意義や多様性を看過して、ひとくくりにしての 34 条法人の規制強化論に結びつけ

ることは避ける必要が

 

図表 参資６－８ 性格別法人数 

 
 

2)官主導で設立したり、民間法人に行政代行的機能を担わせることは不適当 

「行政委託型公益法人等」は、前述のとおり、特定の法令により各官庁から制度的

に事務・事業の委託・推薦を受けている 34 条法人の総称である。これには単に補助

金や委託費を受けている法人は含まれない。 

行政がこのような法人を設立するのは、例

運営、講習や試験の実施、検査など、公平性や中立性が求められる行政が直接行うに

は不適切な事業や、柔軟な対応を必要とする事業、また、経営合理化の観点から行政

                                                 

ある。 

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省）

法 人 数
本 来 の
公 益 法 人

互 助・ 共済
団 体 等

営利法人等
転 換 候 補

そ の 他

社団 3,877 3,638 237 1 1

財団 3,266 3,220 45 0 1

社団 9,147 6,229 2,833 25 60

財団 10,070 9,185 772 15 98

26,183 22,100 3,882 41 160

比率(％) 84.4 14.8 0.2 0.6

所管官庁

国所管

都道府県
所管

合　　　　計

性格別法人数

えば、産業振興や文化振興、援助、施設

 
31 平成 13 年度事業所・企業統計調査（総務省） 
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が直接行うより効率的かつ円滑に行える事業があることが、その理由として挙げられ

る。ただし、「行政委託型公益法人等」の数をみると、国所管で 551 法人、都道府県

所管で 1,228 法人となっており、全体に占める割合は 6.8％と少数となっている。 

「行政委託型公益法人等」には法令で指定されている事業の独占や他からの参入が

規制されている点への批判や指摘がみられる。これらの点については改善される必要

があるが、公益法人制度の見直しだけでは不十分であり、「行政委託型公益法人等」

の在り方やその根拠についての検討も必要である。そして、これを踏まえずに、公益

法人制度 性をもたせる

とした制度設計の後退につながるものと考え

一方、34 条法人に対する行政からの補助金や委託費が問題点として指摘されるが、

国所管の場合は補助 けている法人数は 674

と、合計 909 法人で国所管の法人全体の 12.7％となっている。金額をみると補助金交

付総額は 4,071 億円で１法人平均 955.6 百万円、委託費交付総額は 1,728 億円で１法

人平均 256.4 百万円となる。これと金額別の法人数とを見比べると、その支出金額の

一部の法人に偏っていることがうかがわれる。なお、都道府県所管では金額別の法人

数の集計はなされていないが、補助金の交付法人数 4,344 法人、委託費の交付法人数

3,033 法人、合わせて 7,337 法人となっており、都道府県所管の法人全体の約４割と

なっている。そして、補助金交付額は約 3,225 億円で、１法人当たり平均 74 百万円、

委託費の交付額が約 5,208 億円で１法人当たり平均 172 百万円となっている。 

補助金や委託費額は、その補助対象や事業内容において相違があるため、一概にそ

の金額の大小から適否の判定は行えない。そして、34 条法人全体からみれば、補助金、

委託費の交付を受けている法人は３割程度となっており、他の７割の法人では、事業

収入を中心に、その他、会費収入、財産運用収入により運営費用を調達していること

がうかがわれる。当然、補助金や委託費の使途については、厳格にチェックされる必

要があり、また、極端に補助金の額が集中している法人や、補助金を受けているにも

かかわらず役職員の報酬が必要以上に高額の法人についてはチェックをする必要が

あるが、これが直ちに 34 条法人全体の批判に直結するものではない。これにより、

公益法人への補助金や受託費の交付に過重な規制や制約を課することは、公益法人活

動全体への後退も懸念される。 

 
図表 参資６－９ 行政委託型公益法人等の数 

行政委託型
公益法人等

の数

割合
(%)

全般について規制や制限を強化することは、非営利法人の多様

られる。 

金を受けている法人数は 426、委託費を受

全法人数

国所管 7

 

都道府県所管 19,217 1,228 6.4%

＊国と都道府県との共管法人があるため、国所管と都道府県所管と

を足した数は合計に一致しない

,413 551 7.4%

合計 26,183 1,779 6.8%

 
出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 
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交　付　額 交付法人数 交　付　額 交付法人数
知 事 部 局 所 管 247,376   3,804        437,597   2,799        

合　　　 計 322,467   4,344        520,756   3,033        

（注）　補助金等、委託費とは、それぞれ、地方自治法施行規則第15条

（平成12年度決算ベース：百万円）

教育委員会所管 75,091     540           83,159     234           

補 助 金 等 委 託 費

　　　２　本資料における補助金等とは、平成12年度決算書コード番号における目番号が

34 条法人に対する補助金・委託費等の交付額と交付

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省）

　　 を指す。

　　第2項別記でいう「節19　負担金、補助金及び交付金」、「節13　委託料」

77 155 138 56
(32.4) (13.1)

182 318 139 35

(20.9) (42.7) (26.1) (10.3)（構成比）

補助金等
407,096 426

委託費
(18.1) (36.4)（構成比）

（平成12年度決算ベース）

交付額 交付
1,000万円

未満
１千万円～
１億円未満

１億円～
10億円未満

 参資６－10 国所管の 34 条法人に対する補助金・委託費等の交付額と交付法人数 

(27.0) (47.2) (20.6) (5.2)
190 388 237 94合計

579,910 909

（注）１　法人数は共管による重複を除いた実数である。

（構成比）
172,814 674

　　　　目番号が「14」のものである。　

　　　　原則として「16」の補助金、負担金、交付金、補給金等である。また、委託費とは、同じく

 

参資６－11 都道府県所管の

（百万円） 法人数

金 額 別 法 人 数

10億円以上

図表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 法人数 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

こ

常勤理事として就任している法人は 3,385 法人で 12.9％を占めている。 

 

出所：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

(百万円)

合 計

3,650,331
7,889,453
2,303,123
6,441,258

1,031,009 529,369 1,835,845 12,884,660 3,892,586 20,174,226
5.1 2.6 9.1 63.9 19.3 100.0

1,020,190 518,503 1,991,809 12,718,042 4,199,830 20,450,176前年合計

国所管

都道府
県所管

合　　　　計

 

図表 参資６－12 34 条法人の年間収入構成 

会費収入
財産運用

収入
寄附・補助
金等収入

事業収入
その他の

収入
社団 408,715 48,392 275,538 2,538,119 378,809
財団 231,268 229,454 673,725 5,213,799 1,541,210
社団 259,083 70,952 231,696 1,231,383 510,008
財団 133,655 180,887 661,856 3,992,121 1,472,739

3)公務員の再就職先として安易に用いられていないか 

34 条法人には、公務員出身者が理事として就任し業務を執行している法人があるこ

とから、公務員の天下り先として 34 条法人が利用されているとの批判がみられる。

公務員出身理事がいる法人数は 7,916 法人と全法人数の 27.5％となっているが、

のうち常勤理事として就任している法人数は 3,638 法人で 13.4％、所管官庁出身者が

出所：平成 14 度版 公益法人白書（総務省） 年
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公務員出身者が理事に就任し業務を行うことは、行政機関で培った経験や人的ネッ

トワークを活すことにより効率的な運営が行えるというメリットもある。また、全て

の理事が報酬を受けているとは限らない。特定の法人で所管官庁の出身者が多数を占

めており、出身官庁との間に不透明な関係をつくったり、補助金を得ているのにもか

かわらず役職員が必要以上に手厚い報酬を得ていたりすることが問題なのであって、

公務員出身者の就任が全て悪いわけではない。また、同様の議論として、特定企業の

社

 

4)

に結びつけることは避ける必要がある。 

そして、①の非収益事業の非課税措置は、これまでの法人税の課税根拠に関する議

論の流れからいって税制優遇措置とは位置付けられないと考えられる。 

 

 

理事数 公務員出身

員の理事就任も問題点として挙げられているが、財団法人の中には、企業による出

捐による設立がなされているものもある。この点を勘案せず、一律に規制や制約を課

すことは、公益法人活動全体の後退にもつながりかねない。 

図表 参資６－13 公務員出身者の理事への就任 

うち
うち

所管官庁 常勤

 

理事数
出身

理事数
理事数

常勤理事数
出身

常

うち
公務員出身

うち
所管官庁

勤理事数
社団 108,911 2,424 1,763 4,043 684 590
財団 44,712 3,761 2,639 5,088 968 826
社団 149,773 4,652 4,232 4,150 1,319 1,245

416,585 20,237 17,478 20,525 4,860 4,469

公務員出身

法人数

所管官庁

いる法人数

公務員出身

いる法人数

所管官庁

事がいる法

社団 3,877 995 831 524 472

社団 9,147 2,150 2,017 1,174 1,108

26,183 7,916 7,227 3,638 3,385合計

国所管

都道府県
所管

国所管

都道府県

合計

資料：平成 14 年度版 公益法人白書（総務省） 

財団 116,045 9,400 8,844 7,442 1,889 1,808

法人数

うち

理事がいる

うち

出身理事が

うち

常勤理事が

うち

出身常勤理

人数

財団 3,266 1,478 1,242 609 537

財団 10,070 3,293 3,137 1,331 1,268所管

 

営利法人が行う事業内容と類似の事業が税の恩典を受けるのは不公平ではないか 

34 条法人に対する税制措置としては、主として、①税法上の収益事業以外の事業か

ら得た所得の非課税措置、②収益事業から得た所得に対する軽減税率の適用、③収益

事業部門から公益事業部門への支出についての損金算入の措置、の３つが挙げられる

が、剰余金を出資者に配当することを目的とする営利法人と、剰余金の社員への配当

を禁止し次年度以降の事業費に充当することとしている 34 条法人への課税を同列に

扱うことの適否についての議論が、まず必要であろう。 

“非営利性”の意義を踏まえず、営利法人が課税であるといった観点で、ひとくく

りにしての 34 条法人の規制強化論
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参考資料７ イギリスにおけるチャリティ改革の概要 
●「Private Action, Public Benefit」の公表 
イギリスの内務省（cabinet）では、チャリティ及びチャリティ委員会に対する見直しを行っ

ている。戦略ユニット（チャリティプロジェクト）では、今後の改革の方針として、報告書「Private 
Action, Public Benefit － A Review of Charities and the Wider Not-for-profit Sector」
を 2002 年９月に公表、パブリック・コメントを 2002 年 12 月 31 日まで受け付けた。これは、イ
ングランド及びウエールズにおけるチャリティ法についてを対象としたものである。 
チャリティの制度は 16 コミュニティ

のための活動を行ってきた 政府とボランティア組織の協力関
係を築いてきた。 
し な
ている。時代遅れの法律は国民の信頼を失いかねない。非営利セクターは、組織が持つ潜在能
を十分に発揮することを妨げる多くの課題に直面している。「Private Action, Public Benefit
 A Review of Charities and the Wider Not-for-profit Sector」では、400 年も続いてき
チャリティの法改正を提案し、一般国民に対する情報公開やチャリティ委員会の現代化などの
急な変更を要求している。 

「Private Action, Public Benefit」公表の背景 
1. 新しいチャリティ法人組織形態の必要性：新しい法人形態の必要性 
2. 法律の改定などを含むチャリティの現状改善 
3. 英国非営利セクターの展望：非営利組織の増加とそれに伴う現代の法規制 
4. Social Enterprise 組織形態の変革の必要性 
5. チャリティの吸収合併の自由性 
6. 資金調達の規制 
7. スポーツの振興 

●チャリティ目的について 
チャリティについては、その団体のチャリティ目的が 1891 年の判決によるチャリティ目的分

他の公益活動）に当てはまるかどうかをチャリティ委員会がチェックしていた（類似性の判断
、判例をもとにチャリティ委員会の裁量で決まる）。しかし、この法文は複雑であり不明瞭で
ると以前より指摘されていた。 
・4 つの「ヘッド」は今日チャリタブル・ステイタス（charitable status）がある全ての
組織の特徴とチャリティを受けるべきでない組織の特徴の範囲を正確に示していない。 

・「ヘッド」④に該当する組織はそれが公益をもたらさなければいけないのに対して、 ①～
③に該当する組織が実際に公益をもたらすかどうかについては論理的根拠がほとんど見
当たらない。 

・自助的、相互的な組織がチャリタブル・ステイタスを得ることができる範囲、及び、一般
に個人が受けることができる私益の許容レベルの範囲の設定があいまいである。 

これを整理し、明文化すべきであるという議論は以前より行われており、今回の報告書にもそ
れは盛り込まれている。新たな法律のもとで、新たに広い範囲の・既存の分野では公益性の判断
が難しかったチャリティが認められる可能性がある一方、既存のチャリティがその権利を失う可
能性があるが、原則的に いる。 

今後の予定 
「Private Action, Public Benefit」における協議期間の後、内務大臣は政府が取るべき次の
テップを明記したペーパーを発行する予定となっている。 

01 年に始まり、貧民の救済、教育の推進、宗教の促進、
。政府は非営利セクターを支援し、

かし、近年急激に組織数が増加し、また、チャリティに対する法律が現状に追いつかなく
っ
力
－
た
早
 
●

 

類に従った４つのカテゴリー（「ヘッド」－①貧困の解消、②教育の振興、③宗教の振興、④そ
の
は
あ

はそれらの改革を躊躇なく進める方針となって
 
●

ス
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参考資料８ ドイツにおけるチャリティ改革の概要 
ドイ
 
この 1

登録が
てもよい。 
 
199

おける財団文化発展のために、新しい近代的な財団（関連の）法を要求した。緑の党（左派・財
団に対 いての改正
（REFOR
ミ関係について、財団はトップテーマの扱いを受けた。1998 年、本来なら予算委員会に属する
財団税
なった
 
先の

た。こ
団税法と財団民法（Stiftungszivilrecht；州法）の両方が改訂されて、初めて財団（関連の）
法が改
 
国と州との間の争議・軋轢等を避けるべく、連邦法務大臣(前)は国と州の代表による財団民法

改正の
月初旬 く、言い換えれば現実に
わせるための法の手直しが必要である、という結論をだした。 
2002 年初頭に法務省は財団民法の改正案を提示し、これに続き 2月 20 日にＳＰＤと連合 90・

緑の党は共同の法案「財団法の近代化のための法案」を出した。これは、2001 年 4 月 4 日に連
邦議会ＦＤＰ議員団が出した法案「財団民法の改正のための法案」を補充するものである。 
財団税法の改正に対してなおまだ責任を持っていた、「文化とメディア連邦議会内委員会」では
なく、ドイツ連邦議会の責任ある法務委員会が 2002 年 3 月 20 日に各党の議員団の法案を聴取、
2002 年 9 月 1日に法が発効された。 
 

財団民法上の改正が残念ながら不十分であり、次期行政期間中にさらなる改正が必要とされて
いる。しかしながら、ドイツの財団関係者は、財団税法の改正と、財団民法の（不十分な）小改
正は市民の財団に関する関心を呼び起こしたと評価している。 
 
 
１．財団税法（Stiftungssteuerrech）改正 

先の内閣行政期間中に行われた財団税法（Stiftungssteuerrech)の改正によると、財団の税的
優遇策が緩和されて、寄附額の税上の控除額は、20,450 ユーロまでとなり、収入の少ない寄付
者が優遇されることになった。その他、大きな財産を公益財団に寄付することが容易になった。
 

・国が寄付行為（による財団設立）に弾みをつけるため、公益性のある財団の設立に当たっ
て寄付者は税的優遇を受ける優遇策を講じた。
く、寄付者は自分の財産の一部か、または全部を永久に手放すことになるため、このよう
な社会のためになる行為は税的に考慮されなければならないとしている。 

・財産による、公益性のある財団の設立は、寄付によるものも税的に特別支出として（所得）

・企業家（個人事業者）、または企業は年間総売上と会計年度における支払賃金の合計 0.2％
ま

・税法改正により、私法上、公法上の財団はこれまでの控除額を超え、20,450 ユーロまで

助となるものである。 

ツの財団関連の改革概要 

0 年来財団新規登録件数は年毎に増え、1990 年は 181 であったが 2001 年には 829 件の
あった。5倍以上の増加である。ドイツはかつて無いほどの財団ブームの中にあるといっ

7 年にドイツ連邦議会副議長アンティエ・フォエルマー氏（連合 90・緑の党）がドイツに

しては締め付ける立場であった）の提言にあわてたＣＤＵ／ＣＳＵが財団につ
M）を連邦議会に提議することになり、それ以降、ドイツ連邦議会、連邦参議院、マスコ

法についての議論の責任が、「文化とメディア連邦議会内委員会」によりなされることに
。 

内閣行政期間中、財団税法（Stiftungssteuerrech)改正で寄付行為が明らかに簡単になっ
の成果は議員たちに次の一歩、財団民法の改正に踏み切る勇気を与えるものであり、「財

正されたことになる」として財団民法の改定についても議論された。 

提案を考えるための研究委員会を設置、一年以上にわたる討議の末、委員会は 2001 年 11
に、改正の余地はなく現状で満足で、民法は些少な改正のみでよ

合

寄付行為そのものは節税することではな

控除の対象となる。この際、税の対象となる収益の５％までを（所得）控除できる。 

でを税的控除額として計算できる。学術的、慈善的、及び特別に振興されるべきとみら
れる文化的財団への寄附は 10％が所得控除できる。 

を非課税収入とみることができるようになった。この規則は少収入者の寄付へのうながし
であり、特に多くの寄付者をかかえる財団、たとえば、市民的な、共同体的な財団への援
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・また一方では多くの財産を公益財団に寄附できる寄付者は財団への寄附に際し、最大

付者の寄付行為を喚起する。 
307,000 ユーロまでを 10 年に渡り控除の対象とすることができる。この改正により大口寄

・更
を上回る場合、8年を限度とし、分散して寄附できるようになった。 

・ 控除さ
れ

・この税的優遇の可能性以外にも、更なる有利点が生じた｡たとえば、財団設立や既存の財
産から財団

を設立する場合、場合により相続者にも与えられる点である。また、国内の土地財産の公
益財団への譲渡の際、土地譲与税が非課税になる。財団設立は根本的に売上税を課税され
ない。 

益及び財産税を免れる。このことは、
国家が財団を公共への利益のための任務を遂行するものとして認めることに他ならず、本
来なら税金で行われるべき仕事を代わって果たすものという事を確認することである。 

 
２．財団民法（Stiftungszivilrecht）の小改正 
今回は認可から認証に変化しただけの小改正となった。改正後の法の欠点として、財団の定義

が統一されなかったことがあげられる。 
 
・財団民法は、税法と異なり各州にまかされていて連邦法の範囲ではない。そのため 16 の
州で相違があるが、基本的な特質は合意されている。 

・州法は州の役割り（適用範囲、財団監視のための役所）を定め、財団の定款の内容、特に
財団の名称と所在地、目的と財産、及び財団の組織、財団の収益の利用の仕方、などを規
定書として受領する。更に、最終的に州法により、財団監視の権利と義務が明らかにされ
ている。 

・法律の重要な改正点は、財団は今後は「承認（anerkannt）」されるものとなるのであり、
もはや、「許可（genehmigt）」されるものではなくなる、ということである。財団は寄付
行為が民法典（ＢＧＢ）81条の定める所に従っていれば承認される。財団の正当性がこの
ように保証されるようになった。 

・残念なことに、財団とはいったい何か、ということについて法は説明しそこなっている。
財団の理念を本当に助成したいなら、将来財団を一元的に定義しなければならない。そう
すれば「みせかけ、いんちき」や「似非財団」が財団の好評判を汚すことがなくなる。 

 
 
参考：ドイツ民法典（Burgerlichen Gesetzbuch (BGB)）80 条 財団法人の成立；所在地財団法
人の成立には寄付行為のほかにその財団の所在地となる州の許可が必要である。もし財団が一つ
の州内に本拠を持たない場合、ドイツ上院である連邦参議院の許可が必要となる。財団の所在地
は、とくに他に決定されない限り、事務管理のなされる場所がこれに該当する。81 条 寄附行
為の形態と撤回（１）生命物体間（訳註：おそらく人間を指す。ドイツの独特の言い回し）の寄
附行為には書面での形式が必要である。（２）許可が与えられるまでは寄付者に撤回の権利があ
る。許可が当該役所に請願されている場合、撤回はこの役所に対してのみ、表明されるだけでよ
い。もし寄付者が管轄の役所に申請願いを出した場合、もしくは、寄付行為が公証人により登録
された時、公証人に登録の際、または後に請願を委託した場合、寄付者の相続人は撤回の権利を
もたない。 

 

に寄付者には所謂「大規模寄附規則」が定められた。これによると、寄付の額が控除額

これら、税上の可能性をすべて駆使すると、個人の寄付者は寄附額のおよそ半額を
ることも可能である。 

団への寄附は譲与税・相続税が非課税となる。この優遇点は、仮に相続者が遺

・公益財団は、このほかにまた、ほとんどの税、特に収
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