NPO 法人化推進の趣旨
役員会において CIF ジャパンの NPO 法人化を進める主な理由として下記の点を上げました。
会員の皆様のご賢察をいただき、忌憚のないご意見をアンケートにお寄せ下さるようお願い申
し上げます。
１．NPO 法人化による社会的信用の確立
CIF ジャパンはその発足当初より、CIP プログラムや各国研修を終えた人たちの親睦と連絡会
としての役割を受け持ってきました。そして２年前より新たに CIP プログラムはじめ各国研
修参加者の募集と参加支援を行うことを事業に加えて参りました。残念ながら会員各位はじめ
役員の努力にもかかわらず実績をあげるにいたっていません。そこで、事業成果を上げるため
にはさまざまな工夫と改善が必要ですが、とくに必要と感じられることは、社会的に認知され、
一般の方々のご理解を頂くことであろうと考えます。そしてその方法として、NPO 法人化が
ひとつの途ではないかと考えます。法人化により、国際研修参加へのひとびとの理解が深まる
ことと期待します。

２．市民に開かれた事業の実施が可能に
NPO 法人は、広く市民に開かれた事業を展開することとされています。そこで将来、国際研
修参加支援事業の他に、市民参加のプログラムを盛り込むことが必要です。これには人手と財
源を要しますが、もともと CIF はソーシャルワーカーや対人サービスに従事する専門家の団
体であり、市民向けに有意義な事業を実施する機会をもつことにより、CIF ジャパンの一般社
会への周知に益することが期待されます。

３．法人化のメリットとしての外部からの助成・支援の受容をめざす
かつて CIP プログラムに参加させて頂いた私たちは、旅費や参加費等を、基金や財団等から
助成金として頂いておりました。ところが現在、国際研修に応募する人々には研修参加に際し
て助成金の手だてが全くありません。また将来、新たな事業を企画、実施するにあたり、財源
確保が当然のこととして課題となります。これらの点について今後、国内の公私諸団体からの
助成援助を得る途を開く必要があります。その際、助成の受ける団体としては法人資格を有す
ることが多く必要とされます。さらに法人化によって、市民一般からの寄付、ボランティアに
よる協力等も、積極的に呼びかけることが可能になると思われます。

４．CIF International の一員として
CIF International の定款に記載はありませんが、別に定められたガイドラインのなかに、支
部設立に際して定款作成の後に、NPO として各国の行政当局に登記を行うことが要請されて
います。これまでわたしたちは無認可の NPO として済ましてきましたが、なるべくはやい時
期に NPO として法人設立の認証を受けたいと考えます。

CIF ジャパンの現行の事業と今後の主な事業〔案〕
CIF ジャパンが NPO 法人として認証されることを前提に、現行の事業とともに、今後の事
業にどのような内容を組み込めばよいか、会員各位のご意見を是非とも拝聴させて頂きいとこ
ろです。とりあえず日頃、役員間で話題としているところから、いくつか拾い上げてみました。
今後内容と実施について審議を重ねる必要があります。
１．CIP プログラム・国際研修参加者の連携・交流の維持・促進。（現行）
２．国際研修プログラム参加者の募集・参加支援活動の推進。（現行）
３．社会福祉及び人的サービスに関する講演会、セミナー等の開催。（将来）
４．わが国での国際研修プログラム（Exchange Program）の定期実施。（将来）
５．CIF International 及び各国支部との連携・交流促進（現行）
６．その他、会員からの提案による活動・事業を、適宜企画、実施。〔将来〕

CIF ジャパンは、役員 7 名、監事 2 名で役員会を構成しております。
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「NPO 法人化」について役員有志の意見を以下にご紹介いたします。
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参考資料

NPO 法人設立までの流れ

NPO 法人設立発起人 NPO 法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議(ミッシ
ョンの構築)。設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書などについて打ち合わせ、原案を作ります。
設立総会の開催 設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、先の設立発起人会で
作成した定款などを決議します。 尚、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産等を新法人に
継承することを確認します。
設立申請書類の取寄せ・作成 設立総会での委任を受け、設立申請に必要な正式書類を作成します。
設立認証の申請 所轄庁へ設立認証書類を提出します。形式上の不備がなければ、書類は受理されます。
1 つの都道府県内にのみ事務所を設ける場合は当該都道府県が窓口、2 つ以上の都道府県に事務所を設
ける場合は内閣府が窓口となります。
公告・縦覧、所轄庁による審査 設立認証書類を提出後、2 ヶ月間、一般に縦覧。縦覧後 2 ヶ月以内 に
認証・不認証が決定されます。審査は原則として書類審査で行われます。
認証・不認証の決定 認証の場合は認証書、不認証の場合は理由を記載した書面で通知されます。
（不認証の場合でも修正して再申請することはできます）
設立登記申請書類の作成 設立登記申請に必要な書類を作成します。注) 認証書が到達した日から 2 週
間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記手続きを行う必要があります。
設立登記の申請 この設立登記を完了させることにより正式に NPO 法人として成立します。
（法人設立日は、登記日＝設立登記申請受付日となります）従たる事務所がある場合は、その主たる事
務所での登記日後、2 週間以内に、従たる事務所の所在地での設立登記を完了させる必要があります。
NPO 法人成立後の各種届出 法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。

「ＮＰＯ法人設立運営．ＮＥＴ」のホームページより抜粋

http://www.npo-with.net/index.html

