
性虐待の初期面接法研修会

1 月 24 目、四本子どもの虐待防止民間ネットヲ←タと俗働でアメリカ ミネソタ州のNPOコ

ナ ハウスよりジz リ ー。ストファーさんを講師に招き 性虐待の初期面接法 P フカ←

(RIFC聞の研修会を行いました。児童相談所や児童養積施股の臓員、弁護士など多数の県内外

の多加がありました。

RIFCR と は「性虐待かもしれないJ と疑った時の対応の頭文字を取ったものです，

fRJ はラポ←ル (Rapporl) =話のできる関係を築くこと.子どもに安心してもらうことが何

より大切で「維にもいわないから」などうそや裏切りになることは首わない。

f 1 J はイソュ←(Issue) =問題点の確総。 '"恒E している内容を具体的に伝えて 路を聴く場

を設けた理由を明確にします@

fFJ はファクト (Fact) =事実確凪原則として 『誰が何をしたか』だけを尋ねる. どこで

いつ どんなふうに どうやってーは子どもが誇るままを聴くだけに止どめ質問はしない.

f CJ はクロージャー(口同U陀)~終結。子どもが家に帰っても安全かどうか何かあったら

維に路せるのかを確箆します巳今後起こりうるこどをE確に伝えます.

fRJ はリポー ト (R叩，ort) =通告回すぐに記録を書き 通告します.

(この研修会には共同募金会の助成をいただきました)
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CAPNA は、 2月 i 日に国税庁の毘定 NPO 法人になりましt~o

全国に約 4万回体の NPO 法人がある中で、認定 NPO 法人はわずか 127 団体 (4 月 1 日現

在)しかありません@簡単にいえば f運営や事業内容が適正で、公益を高める役割を果たして

いるj と国税庁長官が隠めた団体」左いう意味ですE

隠定 NPO 制度では、税法上の特例情置が認められています (2 、 3 面に特集記事).

結成以来 1 5年.子どもの虐待防止に尽くしてきた

私たちの活動が高い評価を得たことは大変な光栄で

す。そして、 fi屋ばれた NPOJ としての責任を自覚し、

財政基盤を盤えより社会の役に立つ活動を推進して

いかねばなりません.

今後>も変わらぬご支援をよろしくお願いします.

うれしい高校生の参加

安線学園高校のインタ←アクトの生徒さんたちが、

叩09 年度の沈レンジリボJキャンベーンに参加協力

して〈ださいました.

昨年 11 月に闘かれた「ドーム祭典 2009 J での

キャンペーンでは啓発グッズを CAPNA のスタッフ

と一緒に、来場者に元気な掛け声をか付ながら配って

くださいました.また対レンジリボン募金もしてく

ださり、寄付もいただきました.

匡豆亙 皆様からご寄付をいただきました.心より御礼申し上げます.

(2∞9.12.1-2010.3.31 分順不岡敬称略)

I個人】 江藤佐犬、矢欄図篤二、石回大育、 石図様子、今西信代、長尾良子、上野恒男、小'"麻子都川俵延

日比野元子催多有毘子爾見かね子他匿名 2名

【団体】 グローバルアークコンサルティング稼式会社、安城学園インターアク トクラプ、 聖心会修道院

初郎通商店街在回米国商工会議所チャイルドスタ←ズ 三和療術お客線一同
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i ゐL五相 iま先月 「新しい公共1 円卓会援で、 NPOへの寄付を促進lFL :
;ため 寄付税制の見直 しについて早急に結姶を出すように指示しました.
ぐらついてる民主党政徳ですが 国が NP O支優にここまで真剣に取り総 i
むようになったのは まさに時代の変化を感じます. CAP N Aが 「総定 i
NPO 法人」 になった意義と 時代背景 NPOをめぐる新たな動きにつ j

いで 解脱したい左息います. (理事 安藤明夫)
L……………………………… ω 

除く 45 万円に対し、 10%の役率で燈除J為認められ減税効果は4 万 500 0 円です周

一方年収 3 000 万円の人が 50 万円を寄付したとすると税率 40%なので )9 万 9200

阿の減税効果があります. 年収に関係なく 定額の控除割合を定めれば年収の多く

ない人でも宅寄付金の額に応じて減税効果を実感できるよつになります。 それが 「税額控

除J です. また 鐙除割合は決まっていませんが 政府の取り組みを大いに期待したい

ものです.

フケ 私たちも 「公共J としての責任をいっそう自覚する必要があります@ 社会の役

に立つ活動を継続し、多くの子どもたち 。 貌たちを支えていくために、関題はまだまだ

た く さんあります. マンネリに陥ることなく 経営の安定 人材の備保、時代に即した

事業に散り組んでいきたいと患います.

東京の認定 NPO 法人 「君愉 NPOJ は今月 望ましい非営科組織のあり方として 『エ

クセレント NPOJ の評価体系をまとめましたa

NPO 法ができて 11 年a 団体は噌えたものの 多くは経営的に非力で t則包解決カや

市民とのつながりも弱いという現状を改めていくために自己診断できる基準を殺けてい

こうという取り組みです.課題解決に向けた努力 自立性 {計四項目) 市民参加 (9

項目人組織の安定性 (1 5 項目)のチェックリストを近く公表する予定です.

少子高齢化が進み 不況が畏引き、圃家財政は火の車>いフ日本で これからの地峻

社会を支えていくのは、行政と NPO のよりより協働。信頼されるパ トナ になって

いくためには 自分たちの団体を客観的に眺め 使命に照らして改善していく左いう姿

勢が fエクセレント NPOJ につながっていきます.

認定 NPO 法人になったと言っても それだけで寄付額が噌えて組織が安定するわけ

ではありません回虐待防止の大切さを多くの人に知っていただき、協力を求めていく活

動のじゃに f税制優遇j のメリットが加わっただけのこ と です. 行動が伴わなければ、 利

点は見えてきませんE ただ、責任が 段と重くなったこ Jとだけは確かです.

がんばっていきましょう。

NPO 先進国アメリカでは資産家や企業からの寄付活動が盛んです. 個人による寄

付だけで年間 20兆円に遣するそうです. それは寄付が税制よの優遇措慣を得られると

いう制度が背景にあります。一方の日本の寄付額は年間 3000 億円程度です.

日本でも 、 市民活動を磁り上げていくためには 事寄付の文化を育てることが不可欠左

いう声が高まり 叩01 年 10 月に認定NPO法人制度がスタ トしました。しかし企

業の資産隠しゃ慈賞商法などの隠れみのに使われてはいけないといヲ配慮から、認定基
準はきわめて厳しく定められ、 最初の l 隼では全国でわずか 9団体しか認定を得られ，!t

い状況でした.

NPO関係者や国会議員らから改正を求める声が高まり 、 06 年度ど 08 年度の説制改

正で、公益性の高い活動をしている団体が正当に評価されるように 認定基調怖が改めら

れました 愛知県でも 06 年以降に取得する団体が相次いでいます(表参照)。

認定NPO法人になる般大のメリッ トは、 寄付者に対して説制上の優遇措置があるこ

とです。個人の方が今後 CAPNA に宅寄付する場合、 所持視の計擦において 寄付金径

除の対象になります. 確定申告の際に、 寄付金額を僅除した金額が裸線対象になるわけ

で寸 。 法人が寄付する場合も、一般寄付金(通常の NPO 法人への寄付を含む)の領金

参入の限度額とは別枠の限度額が設けられています。 相続などで得た財産を寄付する場

合も、相続税の線税対象から除かれます.

また認定 NPO 法人自身にも鋭制の優遇処鑑があり 収益事業で得た利益を非収益

の事業に使った場合は 『みなし寄付」 として、抱負金算入できるようになります。収益を

上げることを目指す企業と違い 自身のミッシヨン(使命)を達成するために活動する

のが NPO ですから 収入を有効に活用できるのは歓迎すべきことです.

さらに 政府の税制閉査会が匁在検針しているのは 来年度に寄付金減授を見直し、

現行の 「所得鐙除j を改めて 『税額鐙除J を新設することです，

現行の所得鐙除だと 所専税の続率によって得られる恩恵が変わってきます.

年収 7 0 0 万円の人が CAPNA に 50 万円寄付したとすると、僅除対象外の 5万円を
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