（社）福井県測量設計業協会

法 人 制 度 改 革 に伴 う
移 行 について

20

11

前に設立された社団法人は、平成 年
月までの間に「公益社団法人」また
は「一般社団法人」へ移行するか、も
しくは解散するかの三者択一を迫られ
ているのです。ちなみに解散した場合
は、その保有資産は類似の公益法人等
に寄贈されるか、最終的には国や県に
帰属することとなります。

このような状況を改善し、純粋な公
益事業をおこなう「民間による公共」
に対して欧米先進国なみに税を優遇し、
「寄付の文化」を市民に根付かせると
ともに、それ以外の収益に対しては厳
格に課税して、埋蔵金の活用を促して
いく、という目論見があるようです。

では、福測協はこれからどっちに移行
すればいいのでしょう？
公益社団法人に移行することのメリ
ットは、大きなものとしては２つあり
ます。
１、
「公益」の２文字を名乗ることに
より社会的信用度が高まる
２、収益事業のうち、公益目的事業
に該当するものには課税されない
このうち１、に関してはともかく、
２、に関しては、そもそも福測協は収
益事業そのものをほとんど実施してお
らず、ましてや公益目的事業で外部か
ら収益を得ることもないので、税法上
の特典を受けることは期待できません。
ではデメリットとして何があるかとい
うと、最大のものは、支出の ％以上
を公益目的のために費やさなければな
らないという制約です。そして、一旦
公益法人になると公益目的事業費率が
％をきった時、一般社団法人に移行
することは叶わず、直ちに解散となり
財産は没収同様となります。
ほかにも、
ここに書くのもおぞましいほどたくさ
んありますが、知りたい方は私に直接
聞きにきてください。
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～堅苦しいけれど、たいせつなお話 ～
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総務委員長 野崎敏
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では、今までの福測協はどんな法人だ
ったのでしょうか？
公益法人制度の歴史は、百年以上前
に遡ります。現在は削除された民法
条により、
営利を目的としない法人は、
主務官庁
（福測協の場合は福井県知事）
の許可を得て、社団法人を設立するこ
とができました。いわゆる「民法法人」
ですが、通常は単に「公益法人」と呼
ばれてきたものです。ここでいう「公
益」
とは、
かなり広い概念で捉えられ、
業界の発展、所属企業の経営改善や技
術研鑽・指導、あるいは親睦を目的と
する活動も、広く公益活動とされてき
たわけです。
このようにして、現在までに国また
は都道府県が所管する公益法人は、社
団・財団あわせて２万５千近くあると
いわれています。この中で、純粋に公
益目的の活動をしている団体は僅かで
あり、縦割り行政のもと、内輪の事情
で設立されたものや天下りの温床とな
っているものなど
「名ばかり公益法人」
がかなりの数を占めていると考えられ
ます。
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いま福測協は、とてつもなく大きな岐
路にさしかかっています。
この会が新しく生まれ変わるという、
創立以来最大の革命的なイベントが、
ここ１、２年のうちに控えているので
す。しかし一般会員の皆さんにしてみ
れば「なんのこっちゃ？」と首をかし
げたくなる程度のことかもしれません。
そう、総務担当理事と総務委員長（私）
など、ごく一部の関係者だけがこのた
めに振り回されるという、じつに割の
合わない、不公平で悲惨なイベントな
のであります。
（涙）
平成 年 月 日に全面施行とな
った、いわゆる公益法人制度改革３法
のうち、「一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律の
施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律」という名の法律（長ったらしい
ので「整備法」と略す）によって、福
測協はここ１～２年の内に新法人に移
行しなければならなくなったのです。
整備法によれば、平成 年 月以
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広報委員会

メニュー
・法人制度改革に伴う移行について
・近江八幡水郷巡り
・森と湖に親しむ旬間 in 真名川ダム
・ひそかに
・私のＮＰＯ「美しい田園２１」の活動
・馬借街道ウォーキング
・新しい家族
・バーベキュー場の穴場

結論として、わが福測協は「一般社団
法人」へ移行せざるを得ない、
というのが現時点での総務委員会の
提案です。これを前提に作業を進めて
いきます。どうしても「公益」の２文
字にこだわりたい、公益法人になりた
い、と言う人は、事務局を通して意見
を述べてください。
一般社団法人への移行が完了するま
では、いわば猶予期間であり、
「特例民
法法人」として今までの活動を継続し
ていくことができます。しかし、新た
な法人にスムーズに移行するためには、
早めの計画、準備が必要です。具体的
には、公益法人会計基準の適用、定款
をはじめとする諸規則の改定、そして
移行認可申請と登記、などの作業が待
ち受けています。中でもいちばん頭を
悩ますのが、会館建物を含む現有資産
の公益目的支出計画を策定することで
す。こういった多くの作業に、私たち
総務委員は仕事の合間を縫って頭と身
体を酷使しているのです。会員の皆様
のご理解とご協力をおねがいします。

近江八幡水郷巡り
㈱ 宮本測量建設
宮本洋明
総務委員長の 最｢低でも県外 と｣いう
フレーズに誘われ 六月に滋賀県への
研修旅行に参加してきました。

移動の車内での親睦？宴会？に始ま
り、
水郷めぐりでのんびり舟に揺られ、
漕ぎ手まで経験させてもらい、リタイ
ア後の就職を打診されるなど面白・可
笑しく 過ごしました。
私が漕いでいる間 同乗者の不安そ
うな顔は忘れません。
さて、昼食は待ちに待った 近江
牛！
会員同士で食卓を囲みながらの食事後
はみんな真っ赤な顔してましたね 笑( )
午後の部はボランテイアガイドさん
の案内の元 講習会・町並み散策をし
ながら新旧の調和を目で見て 感じて
きました。
私自身 もう少しゆとりをもてれば
違った楽しみ方があったのかと思いま
す。
最後に当日 福井は雨が降っており
どうなるのかと懸念したのが嘘のよう
に 外に出ている時は雨が降らず一日
終えた事を 日頃の行いの賜物？とさ
せて頂いて〆の言葉とします。

しも わ か ご

真 名 川 ダム

森 と湖 に親 しむ旬 間

真名川ダムは、大野市下若生子に、洪水調節

㈱協立測量設計 川端元之

in

と不特定灌漑及び発電の機能をもったダムと
して建設したものです。昭和 42 年に着手し、
総事業費約 355 億円で、昭和 54 年３月に完成
しました。
ダムはコンクリート造りの「アーチ式」で、ダ
ム湖の面積は約 3ｋ㎡で、水深にして約 48ｍ
（ビルの 12 階の高さに相当）、容量にして
8900 万㎥（東京ドームにして約 72 個分）の
水をダムに貯めて洪水調節を行うことができ、
福井平野を水害から守る一役を担っています。

毎年７月 日から 日までが「森
と湖に親しむ旬間」です。
今年も例年のとおり盛大にイベントが
７月 日（土）に催されました。 ダ
ム堤体内見学（要予約）もできますの
で一度足を運んでみては如何でしょう。
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朝、いつものように会社に出社する
ときのことでした。
いつもはそんなに混むような道では
ないのですが、今日は車がなかなか前
に進みませんでした。
「どうしたのか
な？」と思うこと数分、渋滞の先頭ま
で来ると謎が解けました。
原因は、今日から始まった道路の舗
装工事でした。
その道は、行きと帰り、どっちでも
通るので、
今日はどんな作業をしたか、
どれだけ進んだか、ついつい見てしま
います。
その光景を見て、ひそかに「今日は
こんな作業をしたから明日はあれか
な？」と、一人で勝手に予想をしてい
ます。
朝の通勤のときに、自分の予想が当
っていると、ちょっとうれしい気持ち
になります。しばらくは、毎日の通勤
を楽しませてもらおうと思います。

㈱キミコン 藤田貴準
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ひそかに

24

井北部丘陵地の北潟地区において、学
校教育との連携という形で、あわら市
立北潟小学校の３年生と４年生の児童
名と「トウモロコシ」収穫作業を行
いました。

２３

水土里ネット坂井北部の横田課長か
ら、坂井北部丘陵地開発の歴史等の説
明があり、
私たちＮＰＯが中心となり、
４月 日に植付けた「トウモロコシ」
の収穫に入りました。子供たちは、歓
声をあげながら、トウモロコシをもぎ
取り、決められた場所で皮をむき、生
トウモロコシをおいしいおいしいと言
いながら食べ、先生や私たちのカメラ
に向いピースサインを送っていました。
子供たちは、夏休みのひととき、農
業の大切さを学習するとともに、大人
との交流を楽しみ、お土産のトウモロ

コシをたくさん手に持って満足した様
子で近くの学校まで手を振りながら帰
って行きました。

二、片山津温泉の
「柴山潟堤防クリーン作戦」

この活動は、平成 年度から始まり、
今回で 年目を迎えました。
７月 日、水土里ネット三湖が主体
となり、小松市民、加賀市民、柴山潟
を守る環境団体、ほか各種団体と私た
ち、ＮＰＯも参加し、総勢１７３名の
方々で、７月 日から８月 日まで
の期間行われる「片山津温泉納涼花火
まつり」に奇麗な環境で見物できるよ
う清掃活動を行いました。

３１ １０

３１

１３

馬 借 街 道 ウォーキング

」の活 動

手渡してくれた。それのおかげで、友
人はすぐに痛みがひいて歩けるように
なった。
その方にお礼を言うと、「毎年、
何人か怪我をする人がいるんで、準備
してきてただけですから。
」と言った。
赤の他人のことを心配してくれる地
元の方の優しさに触れることができ、
参加してよかったと思えました。

私 のＮＰＯ
「美 しい田 園

㈱ ワカサコンサル福井支店
技術部長 小島 勉

ＮＰＯ「美しい田園 」は東京に本
部があります。私は、北陸支部に所属
して活動しています。
このＮＰＯの目的は、広く一般市民
を対象として、美しい田園の創造のた
めの活動を行う地域の団体や住民組織
等と連携を図り、水と土、地域環境等
の資源保全活動などを通じて農業農村
の振興を支援するとともに、美しい田
園の創造、都市と農村の共生、国土の
保全、地域社会の健全な発展に寄与す
ることを目的としています。

日、坂

一、坂井北部（あわら市、坂井市）地
区における耕作放棄地での植栽活動
連日猛暑が続くなか、７月

３０

㈱キミコン
辻和鉱

私の地元には、馬借街道という、中
世から明治初期まで使われていた古街
道がある。山を越えるための道で、中
世、近世において、軍事、物流道とし
てよく利用されたらしい。 もちろん
今は使われていないので、道は荒れ放
題である。
しかし、年に１回、
「地元の歴史に触
れよう」
という目的で、
参加者を募り、
徒歩で場借街道を歩くイベントがある。
私も学生の頃に、委員会の活動の一環
として、無理やり参加させられたこと
があった。
歩くだけなら楽だろうと思っていた
が、実際に歩いてみるとかなりきつか
った。
ヘトヘトになりながら歩き、もうど
れぐらいの距離を歩いたのか、また、
あとどれぐらいなのか分からなくなっ
てきたころ、友人の一人がいきなり足
の痛みを訴えだした。日頃、あまり運
動をしないのに、山道を長時間歩いた
せいで、
足が攣ったらしい。
私たちは、
コールドスプレーのような気の利いた
もの持っている訳もなく、ただ、痛み
が治まるのを待つしかなかった。
すると参加者の一人の男性が、「これ
を使いなさい。
」
とコールドスプレーを

２６

２５

２１
２１

らず大変驚きました。
大変暑い日でしたが、テーブル位置
が森林に囲まれているため、意外に涼
しく、近くに子供達が遊ぶ遊具や池が
あり、子供達も大満足でした。また、
ときどきですが、イベントなどが開催
され、運が良いとカヌーなどにも乗せ
てもらえるそうです。

施設としては、バーベキュー場、遊
具、池、トイレ、かき氷屋、駐車場で
す。この場所は、あま
り知られておらず、福井市から遠いた
め、容易に予約が取れます。この夏、
バーベキューを企画しているが、どこ
でしようか迷っているパパにはオスス
メです。

かわらばん７号の発行に当たり、たくさんのご応募有難うございました。
特に今回は公益法人に関する大切な話に大きなスペースを割いた関係で、ＳＤ学院の講習会、知事
要望等協会の活動報告が掲載できませんでした。しかし・・・・

文字通り大切な話なので社内回覧を通して出来るだけ多くの方に読んで頂く様お願いします。

新 しい家 族
中央測量設計 ㈱

・寝ようと思ってベッドに入ると、お
腹の上に飛び乗ってくる
・夜中、朝早い時間に起こされる
などなど、色々されても、やっぱり猫
可愛い！何をされても憎めないので
す！
季節はもう夏、人間様も熱中症で倒
れたり危険ですが、自分でエアコン点
けたりできない室内飼の動物も大変で
す。特に家の猫は子猫なので日中エア
コンはフル稼働です。
電気代が・・・・・・。

バーべーキュー場 の穴 場
丸一調査設計株式会社
柳原智
７月中旬頃に勝山市恐竜博物館のあ
る長尾山総合公園で、家族と友人達で
バーベキューを行いました。毎月第３
日曜日がタダで入館できるため、恐竜
博物館には度々行ったことはありまし
たが、バーベキュー場があったのは知

また随時、各委員会並びに会員の皆様からの投稿記事を受け付けています。
投稿・お問合せ先
社団法人 福井県測量設計業協会 事務局
〒918-8012 福井市花堂北 1-7-5
http://www.fukusoku.jp/ E-mail info@fukusoku.jp
TEL.0776(34)1828
FAX.0776(34)4610

木内貴之
今年の六月、新しい家族を迎えまし
た。とは言っても、嫁さんでもなく、
子供でもなく猫ちゃんです。
猫ちゃんは生後一ヶ月のアメリカンカ
ールで名前を「ドルバッキー」といい
ます。
もう飼い始めてから二ヶ月が経とう
としていますが、未だに最初に見た時
の感動（愛くるしさ）は冷めず、仕事
が終わり帰宅後は猫にベトベトの毎日
が続いております。
猫を飼ったことがある方は共感して
頂けると思いますが、飼い猫というも
のは本当にかわいいのです！

・
「ただいま～」と扉を開けると、ちょ
こんと鎮座でお出迎え
・ご飯食べようと食卓につくと、トコ
トコやって来てじぃーっと観察
・ＰＣしていると、キーボードの上を
歩こうとする

編集後記

