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◆「県指定 NPO 法人」に認定されました
WE21 ジャパン・ほどがやは、昨年度 221 名の地域の皆

さまからのご推薦をいただき、そのそのそのその運営組織及運営組織及運営組織及運営組織及びびびび事業活動事業活動事業活動事業活動

がががが適正適正適正適正であることであることであることであること並並並並びにびにびにびに公益公益公益公益にににに資資資資することについてすることについてすることについてすることについて一定一定一定一定のののの

要件要件要件要件をををを満満満満たすものたすものたすものたすものとして、平成 25 年 3 月 26 日付で『県指

定 NPO 法人』に認定されました。これにより、25 年 1 月 1

日から30年3月31日までの皆さまからいただくご寄付が、

申告によって、県民税について税制上の優遇措置を受け

ることができるようになりました。 

今年度は、「認定 NPO 法人」取得が目標です。みなさま

に支えられて続けている助成事業や国内外での支援活動

を、より安定的に継続していけるよう、また、それをわかりや

すくお伝えできるようにしていきたいと思います。 

これからも、ご理解とご協力よろしくお願いします。 

 

～Ｑ１．県指定～Ｑ１．県指定～Ｑ１．県指定～Ｑ１．県指定 NPONPONPONPO 法人制度や認定法人制度や認定法人制度や認定法人制度や認定 NPONPONPONPO 法人制度ってなに？～法人制度ってなに？～法人制度ってなに？～法人制度ってなに？～ 

所轄庁から「認定」を受けた「認定 NPO 法人」及び、「認

定 NPO 法人への寄附者」に対して、様々な税金の優遇を

与えることで、活動を税制面で応援する制度です。平成13

年に制定されました。 

さらに、個人からの寄附金について税制優遇処置を拡

大し、ＮＰＯ法人への寄附を促進、認定ＮＰＯ法人の認定数

の大幅な拡大をめざす寄附税制改革関連法が、平成 23

年６月に成立しました。 

都道府県等が条例において指定した NPO 法人への寄

附金は個人住民税の寄附金税額控除の対象とされること

になりました。神奈川県では、平成 23 年 12 月にこの指定

のための条例を制定、平成 24 年 2 月 1 日から運用を開

始しました。

 

～Ｑ２．ど～Ｑ２．ど～Ｑ２．ど～Ｑ２．どうして県指定うして県指定うして県指定うして県指定 NPONPONPONPO 法人や認定法人や認定法人や認定法人や認定 NPONPONPONPO 法人を取得するの？～法人を取得するの？～法人を取得するの？～法人を取得するの？～ 

認定を取得すると、情報公開が強化され、団体の透明

性が向上するため、社会的信頼性が向上します。 

これにより、内部の意識向上と、税制優遇措置による活

動の拡大また、応援したい個人にも寄附しやすくなるという

メリットがあります。 
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3.11 と原発災害から 2 年が経ちますが、多くの課題が未だに積み残されています。避難や保養をめぐる動き、放

射線量測定や尿検査から見えてくる健康管理の問題などです。また、支援が行き届いていない自主的避難者の現

状も。 

福島では、新たに子どもたちに甲状腺がんが見つかるなど、健康への懸念が広がっています。「除染がはじまっ

て効果があがるまで、せめて子どもたちを一時避難させて！」との切実な声にこたえて、2012 年 1 月～3 月「わたり

土湯ぽかぽかプロジェクト」を実施、渡利の親子や妊婦さんに線量の低い土湯温泉での短期保養を支援しました。

全国から寄附が集まり、延べ 1600 人以上が利用できました。対象を福島市、伊達市、伊達郡に広げ「福島ぽかぽか

プロジェクト」として継続。2013 年 3 月までに延べ 2900 人の親子が参加しました。座談会やアンケートでは、「近いと

ころで参加できるのがありがたい」「ぜひ続けてほしい」などの声をいただきました。5 月からは、猪苗代のシェアハウ

スでの滞在プログラムを新たに開始しています。 

プロジェクトでは宿泊費の補助、交通費、運営費など多くの資金が必要です。できるだけたくさんの親子が、でき

るだけ長い時間、避難できるように、どうか引き続きご協力をお願いします。 



～Ｑ３．寄付者への税制優遇措置ってどんなもの？～～Ｑ３．寄付者への税制優遇措置ってどんなもの？～～Ｑ３．寄付者への税制優遇措置ってどんなもの？～～Ｑ３．寄付者への税制優遇措置ってどんなもの？～ 

「認定 NPO 法人への寄附者」に税額控除方式による税

金控除があります。税額控除は、課税対象額に税率を掛

けて算出した〈税額〉から差し引くことができるもの。住宅ロ

ーンと同じく所得に関わらず原則的に減税額は同じになりま

す。 

（寄附金額ー2,000 円）×40％の所得税（住民税 10%と

合わせて最大 50%）が減税されます。 

 

※ 認定ＮＰＯ法人が所轄庁の指定を受けている場合は、

住民税も寄附金控除の対象になり、控除割合は最大 10% 

 

例えば、所得に関わらず ( 50,000 - 2,000 ) × 0.5 = 

24,000……5 万円の寄附で 24,000 円 減額！ 

 

 

～Ｑ４．「認定～Ｑ４．「認定～Ｑ４．「認定～Ｑ４．「認定 NPONPONPONPO 法人自身」の税制優遇措置による活動のメリットってなに？～法人自身」の税制優遇措置による活動のメリットってなに？～法人自身」の税制優遇措置による活動のメリットってなに？～法人自身」の税制優遇措置による活動のメリットってなに？～ 

認定 NPO 法人が、法人税法上の収益事業を行った場

合、収益事業から得た利益を収益事業以外の特定非営

利活動事業に使用した場合に、この分が寄附金とみなされ、

結果として、収益事業にかかる法人税が軽減されます。

「みなし寄附金制度」といいます。 

 

＊みなし寄附金の控除上限額は、所得の 50％か 200 万

円のいずれか高い方 

 

～Ｑ５．どれくらい税金を払っているの？～～Ｑ５．どれくらい税金を払っているの？～～Ｑ５．どれくらい税金を払っているの？～～Ｑ５．どれくらい税金を払っているの？～ 

2012 年度のリユース・リサイクル事業でえた収益に対し

て支払った税金の額は、 855,200855,200855,200855,200 円円円円    

＜内訳＞ 法人税・・・・・・・・・・・ 337,300 円 

復興特別法人税・・・・・33,700 円 

法人事業税・・・・・・・・・60,700 円 

地方法人特別税・・・・・49,100 円 

法人県民税・・・・・・・・・36,800 円 

法人市民税・・・・・・・・・95,900 円 

消費税・・・・・・・・・・・・241,700 円 

 

 

この大きな税金の額は、私たちの活動が、ボランティアの

皆さまに支えられており、経費が抑えられている結果でもあ

ります。しかし、この分が支援や助成金に回ったら、どれだ

け私たちも、支援先の皆も、寄付してくださった方々も、ボラ

ンティアに参加してくれている皆さんも嬉しく励みになるだろ

うと、今までずっとずっと抱きつづけてきた気持ちです。 

やっとこれがかなうと思うと、認定取得へチャレンジある

のみです！ 

（イラスト参照） 

神奈川県発行リーフレット 

「NPO に関する諸制度が大きく変わりました！」 より抜粋 



クレヨンキャンペーン 贈ったクレヨンで

子どもたちが絵を書き、毎年送ってくれます 

天王町店 フェアトレードコーナー 

◆第 13 回通常総会を開催しました 
～～～～2013201320132013 年度の活動がスタートしました～年度の活動がスタートしました～年度の活動がスタートしました～年度の活動がスタートしました～

5 月 12 日に総会を開催。会員過半数以上の出席があり、2012 年度事業報告・2013 年度事業計画が、活発なる質

疑のもと、すべて承認されました。 

終了後、東日本大震災被災からの復興に向けた支援活動「福島ぽかぽかプロジェクト」（認定 NPO 法人 FoE Japan）よ

り現地の報告を受け、私たちが継続して支援することの意義を再確認しました。 

～今年度の活動方針～～今年度の活動方針～～今年度の活動方針～～今年度の活動方針～

★★★★大大大大ぜいのぜいのぜいのぜいの““““もったいないもったいないもったいないもったいない””””のののの思思思思いをいをいをいを集集集集めめめめ、、、、資源資源資源資源のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを図図図図りりりり、、、、地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全をめざしますをめざしますをめざしますをめざします★★★★

 

  

                                                                      

 

 

  

 

 

 

 

★★★★アジアアジアアジアアジア等等等等にににに暮暮暮暮らすらすらすらす市民市民市民市民、、、、支援先支援先支援先支援先のののの人々人々人々人々とととと連携連携連携連携しししし、、、、情報情報情報情報のののの受発信受発信受発信受発信にににに努努努努めめめめ平和平和平和平和へのへのへのへの関心関心関心関心をををを高高高高めめめめ広広広広めますめますめますめます★★★★

 

 

 

    

★★★★WE21WE21WE21WE21 ジャパン・ほどがやのジャパン・ほどがやのジャパン・ほどがやのジャパン・ほどがやの活動活動活動活動をををを伝伝伝伝ええええ、、、、広広広広めるためのめるためのめるためのめるための広報広報広報広報をしていきますをしていきますをしていきますをしていきます★★★★    

リユース・リサイクルショップ「WE ショッ

プ星川店、天王町店」は、地域の皆さま

の貴重な寄付品を有効活用し、販売とリ

メイクをさらに充実させます。 

 

毎月開催するリメイク講座は人気で

す。これを継続します。 

星川店 リメイクコーナー 布ぞうり講習会 

http: / /we21hodogaya.cocolog-n i fty.com/     

 

♪昨年度開設したブログ♪昨年度開設したブログ♪昨年度開設したブログ♪昨年度開設したブログ    

    

10 月 17 日の“世界貧困撲滅キャンペー

ン”に今年も参加し、支援先の情報を発信し、

現状について学び・知る場とします。 

現地で作られたものを公正な価格で入手し

販売するフェアトレードコーナーを設置していま

す。 

東日本大震災被災からの復興支援は、今

年度も継続し毎月 11 日の売上から 20％と、3

月 11 日の売上全額を寄付します。被災地か

らの手作り品も販売しますのでご協力ください。 

 

ブログの継続と、ホームペ

ージの新設をし、多世代の

方々への受発信をします。 

公開講座を開催し、地域

市民や団体・グループの

人々と共に学び、交流を深

めます。 



◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    ショップからの‘おねがい’ショップからの‘おねがい’ショップからの‘おねがい’ショップからの‘おねがい’    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆ 

ご寄付のお願いご寄付のお願いご寄付のお願いご寄付のお願い    

ご家庭で眠っている『捨てるにはもったいない』、そん

な品物をぜひご寄付ください。 

衣類、着物、日用雑貨、バッグ、アクセサリーなど。 

収益は、海外での子どもたちが生きていくための支援活

動や、東日本の被災地復興支援の活動に寄付していま

す。 

お取扱いできないもの、家電、化粧品、食品…等、また

部品の欠損や破損、汚れのひどいものなどもございますの

で、必ず営業時間内にショップにお持ちください。 

    

    

ボランティアにご参加くださいボランティアにご参加くださいボランティアにご参加くださいボランティアにご参加ください    

WE ショップは、ボランティアの皆さま方に支えられて活動

しています。 

≪内容≫ ●品物の整理・接客・レジ打ち・値札付け 

店内の片づけ・掃除・アイロンかけ… 

       ●リメイク、布ぞうり、裂き織りチームへの参加 

       ●広報チームへの参加 

      

気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいねわせくださいねわせくださいねわせくださいね。。。。待待待待っていますっていますっていますっています    

 

 

    

  

  

 

 

    

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    お知らせお知らせお知らせお知らせ    ◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆ 

★夏季休業のご案内   

星川店 ８月１０日～１８日、天王町店 ８月１１日～１８日 ショップお休みです。お気を付けください！ 

 

 

 

特定非営利活動法人 WE２１ジャパン･ほどがや       

WE ショップ星川店 Tel/Fax：045－334－5140  10:30～17:30  休業日： 土曜・日曜・祝日 
     WE ショップ天王町店 Tel/Fax：045－333－6336  10:30～17:30  休業日： 水曜・日曜・祝日    

○８月７日～９日○８月７日～９日○８月７日～９日○８月７日～９日        星川店星川店星川店星川店    『夏お楽しみフェア』『夏お楽しみフェア』『夏お楽しみフェア』『夏お楽しみフェア』    

店内にわくわくドキドキがいっぱい！ぜひご来店くださいね♪        

○○○○9999 月月月月 5555，，，，6666 日日日日        星川店星川店星川店星川店    「セレクト市」「セレクト市」「セレクト市」「セレクト市」…ブランド品のフェアです    

○○○○9999 月月月月 9999 日～日～日～日～11114444 日日日日    天王町店天王町店天王町店天王町店    「アクセサリーフェア」「アクセサリーフェア」「アクセサリーフェア」「アクセサリーフェア」    

○○○○9999 月月月月 29292929 日日日日    天王町店天王町店天王町店天王町店    商店会フリーマーケットのため、日曜オープン商店会フリーマーケットのため、日曜オープン商店会フリーマーケットのため、日曜オープン商店会フリーマーケットのため、日曜オープン    

    

○○○○10101010 月月月月    貧困なくそうキャンペーン…貧困なくそうキャンペーン…貧困なくそうキャンペーン…貧困なくそうキャンペーン…詳細は未定ですが、一緒に私たちの暮らしと世界とのつながりを考えたいです 

    ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～    

●●●●裂 き 織 り 講 習 会    ：：：：    毎月第２水曜日 １３：００～１５：００ 費用 300～500 円       

●●●●布 ぞ う り 講 習 会    ：：：：    毎月第３水曜日 １３：００～１５：３０      500 円 

●●●●リメイク小物づくり講習会     ：：：：    毎月第４水曜日 １３：００～１５：３０      300 円前後 

※8 月は、全ての講習会をお休みします。9 月から、またのご参加をお待ちしています。 

 

お問い合わせは 

ＷＥショップへ    


