人 制

度 改

ビル ２F みずな ら

革
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み ず な ら
法

②所定の認可を受けて﹃一
般社団法人﹄になるか︑ま
たはこれら①②の手続きが
済まなければ︑③その社団
は解散したものとみなされ
法人格がなくなるか︑①〜
③のいずれかとなる︒
︻日将連の動き︼
将棋の総本山﹃社団法人
日本 将棋連盟﹄ も︑旧民
法に基づき設立された社団
法人であるため︑平成 年
月までに①﹃公益社団法
人﹄か②﹃一般社団法人﹄
か③﹃解散﹄かのいずれか
の途をたどるはずだ︒
日将連は︑すでに米長邦
雄会長を中心に対応を練っ

【LPSAの衣替え】

ており①﹃公益社団法人﹄ 有利であるし社会的信用度
を目指しているという︒
が増すが︑他方︑経営・運
︻公益社団法人の
営を公平・オープンにする
メリット＆デメリット︼ ことが義務付けられるなど
﹃公益社団法人﹄は﹃一 組織として動きにくくなる
般社団法人﹄よりも税制上 一面もある︒
非営利目的・公平・オー
プンな組織だからこそ税制
上のメリットも享受できる
という制度だ︒
︻棋士総会に提案︼
米長会長のブログによる
と︑新たな組織の仕組みを
提案し棋士達に説明してい
るようだ︒そして﹃ 月
日に棋士総会を開きます︒
賛同が得られれば直ちに申
請します︒︵米長会長のブ
ログ︶﹄とのことだ︒
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中央区北３西２NC

中央支部（札幌市
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℡011-788-9215

FAX011-788-9215）
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人に関 する 法律及 び公 益社団 法人 ている など の批判 もあ って︑ 制度
及び公 益財 団法人 の認 定に関 する 疲労が指摘されてきた︒
法律の 施行 に伴う 関係 法律の 整備
こう した事 情をふ まえ 平成 年
等に関 する法 律︵平 成 年 法律第 に民法 法人 につい ての 規定の 一部
号︶﹄
が改正 ・整 理され た︒ それが 上記
三法他の関連各法だ︒
公益 法人 制度改 革の 目的は ︑民
間非営 利組 織の健 全な 発展を 図る
明治 時代 に制定 され た民法 は︑ ことに あり ︑官か らの 癒着を 廃し
何度か 改正 されて きた とは言 え現 て公平 な立 場でこ れに 一定の 公益
代の事情 に不似 合いな 部分も あり ︑性を認めていくというものだ︒
また公益法人が天下りの温床になっ
Ｈ 年に国会通過︑ 年施行︒

18

かつての中間法人法（平成13年
法律第49号）に基づいて設立され
た中間法人（無限責任中間法人と
有限責任中間法人とがある）は、
一連の公益法人制度改革にともな
い、平成20年からは(上記では②と
して示した)『一般社団法人』に移
行することとされた。
この流れの中で、例えば「LPSA」
は『有限責任中間法人 日本女子
プロ将棋協会』であったが、すで
に法的 な衣替え を済ませ ていて
『一般社団法人 日本女子プロ将棋
協会』になっている。
20

公 益
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（1）

会報

札幌中央支部

日本将棋連盟

25

18

25

50

20

日本将棋連盟が﹃公益社団法人﹄の認定を目
指しているが︑このアクションの意味を整理し
てみたい︒
︵文責：編集長 山下弘人︶

18

︵特例社団法人︶﹂となっ
た︒
その従来の社団法人︵特
例社団法人︶は︑法施行５
年後の平成 年 月末日ま
でに①所定の認定を受けて
﹃公益社団法人﹄になるか︑

18

︻法改正︼
公 益法 人 改革 法
︵左コラム参照︶が
平成 年 月に施行
され︑従来の社団法
人は自動的・強制的
に﹁ 特例 民 法法 人

49

公益 法人制 度改 革関 連の主 要な
法 は以 下に示 す法 人法 ︑認定 法︑
整 備法 の三法 だ︒ この ほか民 法や
中 間法 人法な ど他 の法 令も関 係す
る︒
▼ ﹃一 般社団 法人 及び 一般財 団法
人 に関 する法 律︵平 成 年法 律第
号︶﹄
▼ ﹃公 益社団 法人 及び 公益財 団法
人 の認 定に関 する法 律︵平 成 年
法律第 号︶﹄
▼ ﹃一 般社団 法人 及び 一般財 団法

18

日本将棋連盟札幌

日 将連 の ﹃▲ 次 の一 手 ﹄

せ ま る 法 定 期 限
48

平成２２年１１月１１日
通巻第18号
公益法人制度改革特集号

認定法第六条等にあるように公益社団
○○○支部 と>名乗ることは︑禁じられ
法人でない者が公益社団法人と誤認・誤 るのであろうか︒
解されるような名称を名乗ることは禁じ
なるほど法を杓子定規に解すれば︑そ
られている︒
の名乗りは違法となろう︒が︑それがは
﹁支部﹂は︑各会員の会費を日将連に たして法の趣旨に合致した運用だという
納入するが︑それ
のか ？
( ︒) 今後の動 向を
◇
ど
う
な
る
？
◇
支
部
の
位
置
づ
け
◇
以外の収支は独立
注視したい︒
しており︑公益社団法人となる日将連と
▼もちろん︑公益社団法人が公式に各
は別組織︵人格なき社団︶と考えられる ︒地に支店・支社を設けることもあるだろ
ならば︑日将連が首尾よく公益認定を う︒例えば関西将棋会館 関(西本部 は)公
受け﹃公益社団法人﹄となった以後︑我々 益社団法人の公式の支部・支社に該当す
の支部が︑ 公<益社団法人 日本将棋連盟 ることと予想される︒

遅いと一年以上かかってい
るとのことだ︒準備期間か
ら新法人の最初の総会まで
は１〜２年必要のようだ︒

（2）

会報

札幌中央支部

日本将棋連盟

旧法人の決算・申告
七︑登記した後の新法人の
決算︑総会︑申告︒
これらの手順の中で︑申

請書・定款・議事録・構成
員の名簿・公益事業の内容・
財産目録・収支損益などの
財務諸表その他諸々の書類
が作成される︒
十数件の法人の手続きを
経験した税理士・行政書士
に直接話を聞いたところに
よれば︑申請から公益認定
を受けるまで早くて三カ月︑
︻詰将棋︼ 手詰

11

作 山下弘人

▲編集後記▲
本号は公益法人制度改革特集。
文中の意見・感想・分析等は、当支部
の公式見解ではなく編集長の私見である。
支部会報と言いながらも、文責は編集
長（山下弘人）にある。
御鞭撻を頂戴したい。

︻新組織への
スケジュール︼
旧民法に基づいて設立さ
れた社団法人が﹁公益認定﹂
を受けて﹃公益社団法人﹄
となる場合の一般的なスケ
ジュールは︑おそらく以下
のようなものになろう︒
一︑その理事ら役員が新組
織の方向性を提案する︒
二︑その提案を総会で決議・
決定する︒
三︑主務官庁に申請
四︑公益認定を受ける
五︑公益社団法人として法
人登記
六︑法人登記をする以前の
民法法人は都道府県または国（各省庁・
大臣）を主務官庁としているが、道（総務
部 行政改革局 法人団体課）では約800法
人を管轄している。
道内法人でも、『公益財団法人 札幌交
響楽団』『公益社団法人 森と緑の会』な
どは、すでに公益認定を受けている。
一方『一般財団法人 札幌アイスホッケー
連盟』や『一般社団法人 北海道中小企業
家同友会』などは一般財団・一般社団法人
に組織変えを済ませた。
平成22年10月現在、ホームページを見る
限りでは『社団法人 北海道柔道連盟』
『財団法人 北海道剣道連盟』『社団法人
北海道将棋連盟』など多くの法人は、未
だ組織変更していない。

◇公益認定◇
今後の社団法人は︑①公
益性を認め税制上のメリッ
トも受けられる﹃公益社団
法人﹄と︑②比較的設立の
容易な﹃一般社団法人﹄と
の二制度になった︒
その場合の﹁公益性﹂は
有識者による委員会の意見
により判断することとし︑
主務官庁の権限を抑えた制
度設計になっている︒
こ のた め ︑ そ の 組織 が
﹃公益事業﹄を行う者とし
て適当かどうか︑所定の委
員会によって判断されるこ
とになる︒
これが﹁公益認定﹂の難
関である︒
山下弘人

︻詰将棋︼７手詰
作

北 海 道 の 特 例 民 法 法 人

平成２２年１１月１１日
通巻第18号
公益法人制度改革特集号

