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遺贈・遺産相続によるご寄付のお願い
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　昨今、ご自身が築かれた大切な財産に自らのご意志を遺すために、遺言を作成される方が増えて
います。また、人生について自らが考えることもあるのではないでしょうか。自分らしく生きていたい
という想いと、自分らしく命をつなぎたいという想いは、すべての人が願う人生のテーマかもしれません。
　大切なご家族への想いと同時に、ご自身のゆかりのある場所や人びと、社会へ何か恩返しがした
い、と考える方もいらっしゃいます。あなたの想いをご自身の大切な資産に託し、社会に還元することは、
未来への新しい希望と喜びになります。その想いは世代を超えて繋がり、新しい形で生き続けます。
　もし、「世界の人びとに何かの形で自分の想いを伝えたい」という想いがございましたら、そのお気持
ちを分けていただけませんか。アジア、アフリカなどの開発途上国や自然災害の被災で困っている
人に手を差し伸べるために、遺贈・遺産相続によるご寄付が活用されます。遺贈・遺産相続による
ご寄付は、支援をする人とされる人が繋がり、人びとの心と心の絆が地球のどこかで根付き新しい
芽生えが生まれます。

遺贈による寄付とは
生前に残された遺言にしたがって、ご自身の貴重な財産の全て又は一部を、遺贈として
ご寄付いただくことができます。遺言作成の際には、ご意思を確実に実現するためには、
法的に有効な遺言書を作成頂く必要があります。詳細は７頁をご参照ください。

遺産相続による寄付とは
相続された財産の全て又は一部を、ご寄付いただくことができます。また、相続税の申告
期間内（故人ご逝去後10か月以内）に、必要書類を税務署にご提出いただくことで、当該寄
付分の相続財産については非課税扱いの対象となります。詳細は７頁をご参照ください。

あなたの想いをご自身の大切な資産に託し、社会に還元する。
それは、未来への新たな希望と喜びとなります。
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　私ども公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会は、内閣府に認定された７つの公益法人が協力
して、遺贈・相続財産のご寄付を呼びかけています。一つひとつの公益法人には歴史、特色ある活動、
実績があります。私どもの公益法人は連携することで、より一層の社会的信頼を得て、日本および
海外での活動を発展させたいと心より願っております。皆様のご理解とご支援を賜りたく、何卒よろ
しくお願い申し上げます。

公益法人に関する NGO 連絡会・遺贈分科会からのメッセージ

公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会とは？
国の公益法人制度改革3法の成立（2008年）に合わせ、「公益法人に関するNGO連絡会」は2009年8月に設立
されました。公益法人として適切な情報意見交換を行い、加入法人が円滑に組織運営と事業の実施を行う公益法人
のグループです。加入する10団体は、内閣府が認定した公益財団法人・公益社団法人が構成メンバーです。「遺贈
分科会」は、そのうち遺贈・遺産相続による寄付に協働して取り組む７つの公益法人で構成されています。

あなたの想いをご自身の大切な資産に託し、社会に還元する。
それは、未来への新たな希望と喜びとなります。
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あなたの大切な財産です。
あなたの希望をもっとも活かせる団体を
しっかりと選んでください。

遺贈や遺産相続による寄付の大切さについて

私たちは公益法人として連携し、遺贈や相続財産の一部によるご寄付を呼びかけています。
ご寄付したいと思う団体をご自身で選択できます。

　７つの公益法人（公益社団法人、公益財団法人）は内閣府に認定された社会的信頼度が高い法人です。
また、世界的に実績が高く評価されており、東日本大震災でも活動が評価された法人です。
私たちは次のことをお約束します。

□ 支援活動が一人ひとりに行き届く、きめ細かな取り組みをします。
□ 支援地域の人びとに寄り添い、住民が自立するために効果的な支援を行います。
□ 寄付金の使途を明確に分かりやすくします。
□ 開発支援や緊急復興支援のプロフェッショナルとして能力と専門性を磨き続けます。

　なお、寄付金は一定の条件により所得税や相続税等について優遇措置を受けることができます（詳しくはP.7の「寄付まで
の流れについて」の「遺贈によるご寄付の場合」及び「遺産相続によるご寄付の場合」をご覧ください）。

　私たち「公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会」は、内閣府の「民による公益」と社会的信頼性の
観点から、認定条件が最も厳しい審査による公益財団法人と公益社団法人で構成されています。私たちの
分科会の「遺贈及び相続財産のご寄付」による国際協力活動の趣旨は外務省からも関心を寄せられ、外務
省NGO活動環境整備事業の一環で「NGO研究会」のテーマの一つとして審査を受け採用されました。ご
寄付をお考えの際は、私たちの分科会を選択肢の一つとしてご検討ください。

どこに寄付をしたらよいのでしょうか？

「公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会」の特色と動き

私たちが「想い」という言葉に込めた気持ち
　このパンフレットでは、私たちは「想い」という表現にいたしました。その理由を少しご説明させてください。人は誰で
も自分のことを考えます。その考えは自分を中心とした「思い」です。自分の家族、親戚、隣人、友人、地域の人びとな
ど、相手の気持ちになり微力でもお役に立ちたい、喜んでもらいたいという気持ちは、相手の気持ちに立った「想い」
に変わるのではないでしょうか。
　皆様のお気持ちによる遺贈や相続財産のご寄付は、海を越えて、開発途上国の人びとに届けたいという想いかと
存じます。自分の思いを大事にし、まわりの人の思いも大切にする、そして同じ地球上で生活する人びとへの想いに繋
がる。私たちは、このような人と人との心のリレーで開発途上国の人びとの心に灯をともし、新たな希望と喜びが広が
る世界にしたいと考えています。どうぞ皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
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公益財団法人オイスカ（OISCA）
緑あふれる豊かな地球を、みんなの未来へつないでいくために

「子供の森」計画は、子どもたちが学校や地域で苗木を植え地球緑化を進めながら「自然を愛する
心」や「緑を大切にする気持ち」を養うプログラムです。森のはたらきや命のつながりを学んだ子どもた
ちは、ふるさとを愛する心をも育み未来の地球を守る人材に育ちます。

公益財団法人オイスカ（OISCA）とは…オイスカは農業を基本としながら、植林などの
環境分野で地域の発展に貢献しようとする人材を育てています。この活動を通じて持
続可能な地域発展とともに世界の平和を目指します。

TEL： (03)3322-5161   Email: oisca@oisca.org
http://www.oisca.org/

問い合わせ先
ホームページ

公益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS）
「渇くアジアと世界に水を！」 一滴の水から村作りが始まります。
あなたの参加がきっと何かを変えます。
アジア18か国の64か所のネットワーク団体の仲間と共に、安全な水の供給、こども教育支援、小規模産
業・職業訓練による生活向上・貧困対策、環境保全運動、災害緊急支援等をおこなっています。アジアの友
として人 と々の真の交流を目指し、セミナーやチャリティプログラム、青少年活動にも力を入れ、そこに暮らす
人々の文化も学び「理解と協力と連帯」の輪を拡げています。

公益社団法人アジア協会アジア友の会（JAFS）とは…「生命の水」を贈ることを基軸とし、忘れ
てはならないこと「誰もが生まれてきて良かったと思える」社会つくりを目指して、開発途上国の課
題である環境・教育・医療・貧困の解決に35年以上取り組んでいる大阪のNGOです。

TEL： (06)6444-0587   Email: asia@jafs.or.jp http://jafs.or.jp/問い合わせ先 ホームページ

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン（CARE）
戦後1千万人の日本人に届いた支援物資「CAREパッケージ」
世界の女性や女子へ「恩返し」の支援を

「知る」ことは、「生きる」こと。2002年に独立したアジアで最も若い国、かつアジア最貧国のひとつ
「東ティモール」でCAREは、学習雑誌の制作配布と啓発活動を行っています。この雑誌を通じて、人
びとが、読み書き計算をはじめ、農業、小規模ビジネス、衛生など、生きるために必要な知識を身に付
け、自立できるよう支援しています。

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン（CARE）とは…貧困のない世界を目指して世界80カ国以
上で支援活動を行う世界最大級のNGO「CARE（ケア）」。特に弱い立場に置かれた女性や女子に、教育機
会や収入の術、安全な水や保健向上などの支援を届けています。「戦後支援の恩返しを」と、日本事務所が設
立されました。

TEL： (03)5950-1335   Email: legacy@careintjp.org www.careintjp.org/問い合わせ先 ホームページ

私たちは、
開発途上の国や災害で被災された人びとを
助ける活動をしています。

公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会  所属団体の紹介

私たち「公益法人に関するNGO連絡会」を構成する7団体は、
開発途上の国や災害で被災された人々を助けるための手の届く活動を126の国・地域で展開しています。
それぞれの団体がどの様な活動をしているか紹介します。
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公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会（JOCS）
医療を通じて、愛を世界へ。 
平均寿命が50代半ば、マラリアや下痢で命を落とす人が多くいるウガンダで、100人を超える保健医療
従事者に奨学金を支給してきました。地方の町に住む看護師は、奨学金による学びで病気予防の重要
性に気づきました。彼は今、家の周りの小さな空き地で、炊事の残り水を利用して栄養価の高い野菜を栽
培する「キッチンガーデン」を地域に広め、栄養状態の改善に努めています。

公益社団法人日本キリスト教海外医療協力会（JOCS）とは…困難の中にある
人々の健康といのちをまもるため、保健医療協力を行い、みんなで生きる平和な社
会の実現に寄与します。アジア・アフリカの保健医療従事者への奨学金支援、日
本からの保健医療従事者派遣、現地の団体との協働プロジェクトを行っています。

TEL： (03)3208-2416   Email: info@jocs.or.jp  http://www.jocs.or.jp/問い合わせ先 ホームページ

公益社団法人日本国際民間協力会（NICCO）
世界中の若者の成長と自立をサポートしていきます
世界中で、若者たちが自然災害や紛争、貧困に直面しながらも、未来を見据え必死に今日を生きています。
NICCOは、途上国の若者たちが厳しい現実に打ち勝ち、明日の平和な社会を担う人材に育っていけるよ
う、その成長と自立をサポートしています。世界の若者の明日を育てるために、皆様のご支援をお願いします。

公益社団法人日本国際民間協力会（NICCO）とは…NICCOは、1979年からアジア、中東、アフ
リカで、①緊急人道支援、②環境に配慮した自立支援、③若者の人材育成に取り組む京都の国際
協力NGOです。

TEL： (075)241-0681   Email: info@kyoto-nicco.org
http://www.kyoto-nicco.org/

問い合わせ先
ホームページ

公益財団法人ジョイセフ（JOICFP）
世界のひとりでも多くの妊産婦と赤ちゃんの命を救いたい
母親の笑顔は、地域の笑顔
ジョイセフは1968年からアジア・アフリカ32カ国で母子保健事業を順次実施しています。物資支援は
91カ国に及んでいます。ザンビアの農村地域にマタニティハウス（出産待機ハウス）を建設しました。
妊婦さんが安心して出産できるようにするためです。以前は、自宅から出産施設までは遠い距離を歩
くしかないため、多くの妊婦さんが自宅で不衛生ななかで不安な思いでお産をしていました。また、母
子保健推進員を育成して妊婦さんが地域で安心して出産できるようにしています。

公益財団法人ジョイセフ（JOICFP）とは…世界では、毎日約800人の女性が妊娠と出産が原因で命を落としています。今で
も出産の際に家族に別れを告げ、命がけで出産をするお母さんがたくさんいます。このような状況を少しでも変え、一人でも多く
の妊産婦の命を救いたいという想いで、アジア、アフリカ地域などで45年以上にわたり活動を行っています。

TEL： (03)3268-5875   Email: izou_souzoku@joicfp.or.jp http://www.joicfp.or.jp/問い合わせ先 ホームページ

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA）
子どもたちの未来のために、教育を受ける機会を与えてください。
本の力を、生きる力に。
タイにある難民キャンプ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、アフガニスタンなど貧困、紛争などで子
どもたちが教育を満足に受けられない国で、図書館や学校の建設、絵本の出版と配布、移動図書
館、図書館員の育成を行っています。

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会（SVA）とは…世界で字の読
み書きができない人は7億7500万人。字が読めなければ、仕事に就けず、
貧困から抜け出すことができません。薬の飲み方を間違えるなど命の危険に
もさらされます。本を通じた教育支援を行っています。

TEL： (03)5360-1233   Email: info@sva.or.jp http://sva.or.jp/ホームページ問い合わせ先
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1	各団体への連絡
	 　　➡
2	遺言書の作成

遺言書の主な方式として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。遺言は、安全で確実な「公正
証書遺言」をお勧めします。詳しくは日本公証人連合会（電話03-3502-8050）へご連絡下さい。
遺言書の中で、遺言書の内容を具体的に実現する「遺言執行者」をご指定下さい。弁護士、行政書士、
信託銀行などの専門家や機関を指定することが多いようです。
法律上、相続人に最低限の遺産取得を保証する「遺留分制度」があります。遺贈をお考えの際は、相続
人の方の遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。

	 　　➡
3	遺言の執行

ご逝去の報告により遺言執行者が遺言書に基づいて手続きを行います。
（注1） 土地、建物などの財産を遺贈する場合の譲渡所得税の取扱い

土地、建物などの財産を遺贈する場合には値上がり益に対して譲渡所得税が課税されますが、一定の要件を満たすものとして国税
庁長官の承認を受けたときは非課税とする特例制度が設けられています（租税特別措置法第40条）。金銭以外の財産を遺贈する
場合には、事前にご相談ください。
なお、上記の特例制度の詳細につきましては、国税庁HPに収録されております「「租税特別措置法第40条の規定による承認申請
書」の記載のしかた」をご参照ください。

1	ご逝去
相続の開始

	 　　➡
2	各団体への連絡

（注2） 相続財産を寄付する場合の相続税の非課税
公益社団法人・公益財団法人などの特定の公益法人に対して相続税の申告期限内（故人ご逝去後10か月以内）に相続財産を寄付
した場合には、一定の要件で、寄付した財産に係る相続税を非課税とする特例措置を適用することができます。
なお、寄付した相続財産が土地、建物などの金銭以外の財産の場合には含み益に対して譲渡所得が課税されます。この点につきま
しては、上記「遺贈によるご寄付の場合」の（注1）をご参照ください。

寄付までの流れについて

遺贈によるご寄付の場合

遺産相続によるご寄付の場合
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Q1 寄付金はどういうことに使われますか。

A1 開発途上国の人びとの未来につながる活動に直接に使われます。具体的には「３．団体の紹介と
連絡先」をご覧ください。

Q2 遺贈や相続財産のご寄付の活用用途はどのように分かりますか。

A2 ご指定いただいた公益法人が定期的な事業報告書をお送りいたします。ご質問がありましたら、
別途、お問い合わせください。

Q3 遺贈や相続財産の寄付について、事前に相談することはできますか。

A3 事前のご相談を承ります。各公益法人とご遺贈と相続財産のご寄付について、事前にご相談
ください。

Q4 特定の国や地域のための寄付はできますか。

A4 事前にご相談ください。

Q5 複数の公益法人に遺贈や相続財産の寄付をすることはできますか。

A5 複数の公益法人を指定して、配分を決めていただけます。

Q6 現金以外の不動産は、遺贈や相続財産の寄付として受け付けていますか。

A6 不動産（土地、建物等）も受け付けています。ただし、個別の公益法人により現金のみを受け付け
ている場合もありますので、事前にご相談ください。

Q7 「公益法人に関するNGO連絡会」には社会的信用度が高いどのような団体が支援していますか。

A7 （公財）公益法人協会が専門性の高い助言と指導をしています。（公財）公益法人協会は1972年
設立以来、公益法人等民間非営利組織を支援・助言する事業や、政府等への提言と協力活動を
続けている団体です。

Q8 相談や問い合わせはどこに連絡すればよいのですか。

A8 次のリストにある各団体の遺贈担当に直接ご相談ください。
	 （公社）アジア協会アジア友の会（JAFS）	 206-6444-0587
	 （公財）オイスカ（OISCA）	 203-3322-5161
	 （公財）ケア・インターナショナル　ジャパン（CARE）	 203-5950-1335
	 （公社）シャンティ国際ボランティア会（SVA）	 203-5360-1233
	 （公財）ジョイセフ（JOICFP）	 203-3268-5875
	 （公社）日本キリスト教海外医療協力会（JOCS）	 203-3208-2416
	 （公社）日本国際民間協力会（NICCO）	 2075-241-0681

遺贈と寄付金の活用に関するQ&A


