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野 菜等朝市　　

３月５日（日）、４月2日（日）、５月7日（日）　　１０時～１５時

３月１８日（土）、５月２０日（土）　１３時～１５時

３月８日(水)～３月１８日(土)

久 住 野 菜 市：毎 週 水 曜日、土 曜日の９時 頃 ～ 午 前 中
吉 野 野 菜 市：毎 週 金 曜日の９時 半 頃 ～ 午 前 中
ゆうゆう朝 市：木 曜日の９時 半 頃 ～ 午 前 中（月３回 ）

ウッドデッキ（多目的スペース）で
イベントを行ってみませんか？
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ライフパル通信　市民活動増刊号を作成中ですライフパル通信　市民活動増刊号を作成中です
　大分市民向けの『ライフパル通信市民活動増刊号』に掲載を予定している大分市内のNPO法人とライフパル登録団体
の紹介記事につきましては、最終確認作業に入り、現在順次、各団体の皆さんにも校正作業をお願いしているところです。
　お手元に届く日をお楽しみに、また到着後はぜひご活用ください。

（担当者：吉野、山下）
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切り絵教室
レースフラワー友の会
作品展「押し花の展示」
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３月１０日（金）、３月２４日（金）、4月１4日（金）、4月２8日（金）、　
5月12日（金）、5月26日（金）１０時～１２時、１３時～１５時　

手編みリフォーム教室

裂き織り教室

おもちゃ病院

掲載を希望する場合には、
ライフパル窓口に
お申し出ください。

手編みリ
フォーム

教室 　クリスマスバルーン教室

　ゆうゆう朝市

　おこづかい帳のつけ方教室

第４０回記念大会 大
分市みんなの消費

者大会

地域消費者フォーラ
ムｉｎ大分

　アンサンブル・ポラリスコンサート

ウッドデッキは、市民活動団体の方などに、各種イベント
（活動発表）や、交流の場として、多目的に使っていただく
ことを目的に設置しています。
※事前に企画書の提出が必要です。
　利用をお考えの場合、お早目に一度ご相談ください。
　【詳しくはライフパルＨＰをご覧ください。】

参加してね

●毎年度4回発行
●「市民活動コーナー」に毎号1～2団体を掲載
●掲載内容：団体の目的、活動内容、市民へのメッセージ等　
   



　まもなく、このライフパル通信の「市民活動増刊号」が出版（２９年３月中旬予定）されます。大分市内の市民活
動団体・ＮＰＯ法人の活動紹介を掲載していますので、みなさんの地域でのお困りごとや、解決したいテーマが
ありましたら、それに対応する団体が探せると思いますので、ぜひご活用ください。 （相談員Ｋ）

市民活動団体・ＮＰＯのファンドレイジングとは

無事クラウドファンディング目標
達成してできた施設

チキン料理が目玉 大人気のハンモック

次なるチャレンジ！
「田植え祭り」（６月予定）

みなさんの団体も地域課題解決のためにチャレンジしてみませんか？

　ファンドレイジングとは、ＮＰＯ法人などの民間非営利団体が、自分たちのミッション達成のための活動
資金を、個人や団体、企業、自治体などから集める行為を言います。端的に言うと資金調達とも言います。そ
の方法は、企業と同様に、サービスの提供や委託による事業収益をあげることがありますが、それ以外にも
寄付金や協賛金、会費、助成金、補助金、借入金なども重要な財源と言われています。

　資金調達をうまく行うコツとして、一番に団体の存在意義や活動のミッションをうまく相手に伝えることが
できるかどうかが鍵と言われています。また、団体の事業報告書や決算書をホームページで公開したり、そ
の時々の活動状況を通信などで報告したりする情報公開が、相手から信頼を得て、資金調達に繋がると思い
ますのでできるだけ積極的に行いましょう。

　ファンドレイジングの中でも、いま注目の“クラウドファンディング”についてご紹介します。
　クラウド（群衆）とファンディング（資金調達）を合わせた造語と言われています。ＮＰＯ等がその目的達成
のために、インターネットを通じて不特定多数から資金協力や出資を募ることを言います。
　特にアメリカでは、２０００年以降いくつかのサービスが開始され、いまでは数多くのクラウドファンディ
ングがあります。

●大分市野津原田ノ口地区のコミュニティレストラン「森のごはんや」もクラウドファンディング活用
　９世帯の高齢過疎地域にレストランを建設し、地域交流による活性化、集落の元気を醸し出しています。

会員年会費、助成金・補助金申請、街頭募金など募金活動、インターネットを通じた寄付（クラウド
ファンディング）、物品寄付、クレジットカードなどのポイント寄付、広告収入寄付、チャリティイベ
ント開催など

ファンドレイジング例

被災地支援や途上国支援など社会的意義が大きいもの
企業への出資など、配当や利益の一部が金銭でリターン
ＮＰＯ関連では最も多いのがこの購入型
支援金額に応じた金銭以外の商品やサービスがリターン

●クラウドファンディングの種類
　寄付型：リターンなし
　金融型：金銭的なリターンを伴う
　購入型：金銭以外の物品や権利を購入

●主なクラウドファンディングの紹介
　「Readyfor」　　https://readyfor.jp/　 日本で最初のクラウドファンディング
　「CAMPFIRE」　https://camp-fire.jp/　日本最大級のクラウドファンディング
　「FAAVO」　　　https://faavo.jp/　　　テーマが地域に特化
　「gooddo」　　　http://gooddo.jp/　　　社会貢献型が多い
　など様々な目的や地域限定のクラウドファンディングがあります。

今回は、ＮＰＯ法人等に
関連する話題を紹介します。

法改正に伴うＮＰＯ法人運営上の注意事項について

以前、「ライフパル通信第62号」に掲載しましたが、平成２８年特定非営利活動促進法改正が２９年４月１日から施行
されます。再度運営ポイントを紹介しますので、運営責任者、事務局の方はご注意ください。

１認証申請の添付書類の縦覧期間短縮等
　認証申請の添付書類の縦覧期間を現行の２月から１月に短縮するとともに、現行の公告に加えてインター
ネットによる公表が可能となります。
２財産目録の登記廃止と貸借対照表の公告
　ＮＰＯ法人は、毎事業年度資産の総額（財産目録の正味財産）登記が必要でしたが、これが廃止され、ＮＰ
Ｏ法人自らが貸借対照表を公告することに変更されました。

　ＮＰＯ法人は、公告の方法として、次の❶～❹の方法のいずれかを定めることになります。　　
　❶官報に掲載する方法 　
　❷日刊新聞紙に掲載する方法 　
　❸電子公告（インターネットによる広告、内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。）
　❹公衆の見やすい場所に掲示する方法　
　なお、定款で公告の方法を「官報」としている法人はそのままですと毎年官報に公告する必要が生じます。
　※公告の方法を官報以外に変更する場合は、定款の変更が必要となります。
　　⇒今一度法人の定款をご確認いただき、総会までにその対応を   
　お願いします。

３内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
　所轄庁（県庁）及びＮＰＯ法人は、内閣府ポータルサイトにおい
て、一定の情報の公表に努めることになります。       　　　　
　https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/

４事業報告書等の備置期間の延長等
　ＮＰＯ法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間は、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の
日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されるとともに、ＮＰＯ法人から提
出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間は、現行の「過去３年間」から「過去５年間」
に延長されます。

１海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は不要となります。なお、認定・仮認定
ＮＰＯ法人においては、送金等の金額にかかわらず、上記書類の毎事業年度１回の所轄庁への事後提出が
義務付けられます（内閣府令を改正）。

２認定・仮認定ＮＰＯ法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間は、現行の「翌々事業年度の末日までの
間」から「作成の日から起算して５年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されるとともに、認
定・仮認定ＮＰＯ法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間は、現行の
「過去３年間」から「過去５年間」に延長されます。
３「仮認定」ＮＰＯ法人の名称は「特例認定」ＮＰＯ法人に改められます。

　この改正は平成２９年４月１日から実施。
　ただし、貸借対照表の公告は公布の日（平成２８年６月７日）から2年6か月以内に、内閣府ＮＰＯ情報ポータ
ルサイトの活用は公布の日から実施。

　なお、詳しいお問い合わせは　『大分県消費生活・男女共同参画プラザ　県民活動支援室』までとなっています。
　ＴＥＬ：097-534-2052　ＦＡＸ：097-534-2057
　　

Ⅰ　ＮＰＯ法人制度に関する改正点　

Ⅱ　認定制度・仮認定制度に関する改正点

Ⅲ　実施期日

TEL：０９７－５７３－３７７０　FAX：０９７－５３７－７２７１　E-mail　info@support-oita.jp    担当：山下
〒870-0021 大分市府内町3丁目7番39号大分市市民活動・消費生活センター ライフパル

重要

（おおいたNPO情報バンクより）
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悪質商法、契約トラブルなどで困った時は、

なお、全国共通の３ケタの電話番号（消費者ホットライン「１８８」［いやや］）
に電話して郵便番号を入力するなど行えばお住まいの地域の消費生活相談窓口をご案内します。

☎０９７－５３４－６１４５へ消費生活相談専用電話

液温は95℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

タンブル乾燥ができる
（排気温度上限80℃）

低い温度でのタンブル乾燥ができる
（排気温度上限60℃）

タンブル乾燥禁止

底面温度200℃を限度として
アイロン仕上げができる

底面温度150℃を限度として
アイロン仕上げができる

底面温度110℃を限度として
スチームなしで
アイロン仕上げができる

アイロン仕上げ禁止

パークロロエチレン及び石油系溶剤に
よるドライクリーニングができる

パークロロエチレン及び石油系溶剤に
よる弱いドライクリーニングができる

石油系溶剤によるドライクリーニング
ができる

ドライクリーニング禁止

ウェットクリーニングができる

ウェットクリーニング禁止

ウェットクリーニングとは、クリーニング店が特殊な技術
で行うプロの水洗いと仕上げまで含む洗濯です。

ぬれ干しとは、洗濯機による脱水や、
手でねじり絞りをしないで干すことです。

弱い操作によるウエットクリーニングが
できる

非常に弱い操作によるウエットクリー
ニングができる

石油系溶剤による弱いドライクリーニ
ングができる

つり干しがよい

日陰のつり干しがよい

ぬれつり干しがよい

日陰のぬれつり干しがよい

平干しがよい

日陰の平干しがよい

ぬれ平干しがよい

日陰のぬれ平干しがよい

液温は70℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

液温は60℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

液温は40℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

液温は50℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

液温は30℃を限度とし、洗濯機で
洗濯ができる

液温は60℃を限度とし、洗濯機で
弱い洗濯ができる

液温は50℃を限度とし、洗濯機で
弱い洗濯ができる

液温は40℃を限度とし、洗濯機で
弱い洗濯ができる

液温は40℃を限度とし、手洗いが
できる

家庭での洗濯禁止

塩素系及び酸素系の漂白剤を使
用して漂白ができる

酸素系漂白剤の使用はできるが、
塩素系漂白剤は使用禁止

塩素系及び酸素系の漂白剤の
使用禁止

液温は30℃を限度とし、洗濯機で
弱い洗濯ができる

液温は40℃を限度とし、洗濯機で
非常に弱い洗濯ができる

液温は30℃を限度とし、洗濯機で
非常に弱い洗濯ができる

ウェットクリーニング

ドライクリーニング

自然乾燥

タンブル乾燥

新しい洗濯表示が始まりました！！
平成28年12月1日から衣類に付いている洗濯表示が変わりました。
記号が22種類から41種類に増えました。新しい表示を見ながら上手
に洗濯しましょう。

アイロンマークは
アイロンのかけ方だよ！

四角のマークは乾燥の
しかただよ！

おけのマークは
洗濯のしかただよ！

三角のマークは
漂白のしかただよ！

丸のマークは
クリーニング屋さんの
洗い方の種類だよ！

平成28年11月30日までに洗濯表示を
行った衣類は、それまでの表示のまま
で販売されているから注意してね！
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（ライフパル）

野 菜等朝市　　

３月５日（日）、４月2日（日）、５月7日（日）　　１０時～１５時

３月１８日（土）、５月２０日（土）　１３時～１５時

３月８日(水)～３月１８日(土)

久 住 野 菜 市：毎 週 水 曜日、土 曜日の９時 頃 ～ 午 前 中
吉 野 野 菜 市：毎 週 金 曜日の９時 半 頃 ～ 午 前 中
ゆうゆう朝 市：木 曜日の９時 半 頃 ～ 午 前 中（月３回 ）

ウッドデッキ（多目的スペース）で
イベントを行ってみませんか？
ウッドデッキ（多目的スペース）で
イベントを行ってみませんか？

ライフパル通信　市民活動増刊号を作成中ですライフパル通信　市民活動増刊号を作成中です
　大分市民向けの『ライフパル通信市民活動増刊号』に掲載を予定している大分市内のNPO法人とライフパル登録団体
の紹介記事につきましては、最終確認作業に入り、現在順次、各団体の皆さんにも校正作業をお願いしているところです。
　お手元に届く日をお楽しみに、また到着後はぜひご活用ください。

（担当者：吉野、山下）

法人・団体の皆様の活動状況等をライフパル通信（平成29年度分）に
掲載してみませんか?
法人・団体の皆様の活動状況等をライフパル通信（平成29年度分）に
掲載してみませんか?

切り絵教室
レースフラワー友の会
作品展「押し花の展示」

２月２５日（土）、３月２５日（土）、４月２９日（土）、５月２７日（土）　１３時～１５時

３月１０日（金）、３月２４日（金）、4月１4日（金）、4月２8日（金）、　
5月12日（金）、5月26日（金）１０時～１２時、１３時～１５時　

手編みリフォーム教室

裂き織り教室

おもちゃ病院

掲載を希望する場合には、
ライフパル窓口に
お申し出ください。

手編みリ
フォーム

教室 　クリスマスバルーン教室

　ゆうゆう朝市

　おこづかい帳のつけ方教室

第４０回記念大会 大
分市みんなの消費

者大会

地域消費者フォーラ
ムｉｎ大分

　アンサンブル・ポラリスコンサート

ウッドデッキは、市民活動団体の方などに、各種イベント
（活動発表）や、交流の場として、多目的に使っていただく
ことを目的に設置しています。
※事前に企画書の提出が必要です。
　利用をお考えの場合、お早目に一度ご相談ください。
　【詳しくはライフパルＨＰをご覧ください。】

参加してね

●毎年度4回発行
●「市民活動コーナー」に毎号1～2団体を掲載
●掲載内容：団体の目的、活動内容、市民へのメッセージ等　
   


