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「人と猫にとっての理想郷」
それは、
猫達が飼主の保護の元で
屋内生活する
目指すべき人と猫の共存社会
「地域猫活動」
とは
不妊化手術と
行き届いた世話により、
猫人口と猫達の生活を
地域の人達が管理する
「人と猫の共存の為の手段」
と言えるのですが
一般的には
「猫トラブルを無くす活動」
として紹介されています

H27 年３月 11 日以降
私達が行う活動への
寄付行為に対して
ノラ猫の手術・医療費の
約４割を国が肩代わり！
里子を迎える時の
医療費も
約４割を国が肩代わり！
純寄附金も
約４割を国が肩代わり！
税の確定申告が必要です
が、約４割還付されるのは
嬉しいですね。

今回より「キャットネットかまくら」の情報誌として CNK ニュースレターを年間３回の
予定で発行してまいりますのでご期待ください。

1 認定 NPO 法人
1-1 認定取得 （N 協第４００９号 期間 H２７年３月１１日-H３２年３月１０日）
神奈川県より 2015 年 3 月 11 日付けで認定 NPO として認定（県内動物関
係 NPO で最初）を受けました。
私達「NPO 法人キャットネットかまくら」の定款第三条では
「この法人は、鎌倉市内及び周辺近隣地域の地域住民に対し、猫に特化して動物
福祉の向上に関する事業を行い、人と猫・動物が共生する快適な地域環境の整備
に寄与することを目的とする」としていますし、さらに同第四条では
「この法人は、前条の目的を達成するため、まちづくりの推進を図る特定非営利活
動を行う」組織であると定めています。
また認定 NPO 法人とは
「NPO 法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資
するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいう」と NPO 法に定められています。
認定を受けた「NPO 法人キャットネットかまくら」は今、社会貢献活動の新局面を
迎えています。
今後私達は、「人と猫にとっての理想郷：鎌倉」を究極の目標にして、基本となる地
域猫活動の充実、生命尊重意識向上の事業を展開致します。

1-2 認定 NPO 取得の目的
*行政機関による認定審査を経た高い社会的信用と信頼性の証明
＊寄附者へ寄附額の約 40％が税還付されるので“寄付を受けやすい”
＊不妊化手術費、里子譲渡時医療費が寄付金扱され、約 40％税還付される
例：
1） 所得控除：年間寄附金額から￥2.000 を差し引いた金額を、その年の総所得
金額から控除できる（所得金額の 40％が限度）
例：￥10.000 寄付で￥8.000 の所得控除になり、結果税が軽減される
2）税額控除：年間を通した寄附金から￥2.000 を差し引き、残り金額の 40％が確
定申告時に所得税額から控除できる。
（控除税額は所得税額の 25％が限度）
例：不妊化手術に￥100.000 支出の場合、￥98.000x40%=\39.200
所得税控除され、実質￥60,800 の支費になる。
＊ 1 と 2 の、どちらか有利な方を選択して申告出来ます。
3）個人住民税（県・市）の税額控除：寄附金 - ￥2.000 の 10％ （詳細は別途お知
らせの予定）
4）相続人が相続財産を認定 NPO の事業に寄付した場合、寄付した財産の価額
は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されない。

1-3 ご注意
上記所得税控除が適用されるキャットネットかまくら発行の領収書は、規定により
認定日（２０１５年３月１１日を含む）以降の分となります。
４月以降、認定承認番号 N 協第 4009 号入り専用領収書へ切り替えを行う予定
です。 発行済み旧領収書は順次専用領収書に差し替えさせていただきます。
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2

活動報告

（２０１５年２月２8 日現在）

2-1 手術支援事業
不妊化手術支援数は 178 頭 （発足以来通算２１３３頭）で、年度内２００頭超え
の見通しです。
2-2 里親さん探し
２０頭の保護猫達の里親さんが見つかりました（待機保護中 ９頭）
2-3 葬祭事業
火葬・納骨依頼が５件５頭分ありました。
2-4 実施済みイベント
猫の写真展 ＜４月１8 日～２0 日＞ 鎌倉学習センター地下ギャラリー
314 名の来場者をお迎えしました。
鎌倉市環境保全課事業展 ＜５月２７日~６月２日＞ 鎌倉駅地下道ギャラリー
キャットネットかまくら「地域猫活動」紹介パネルを展示しました。

2-5 バザー
材木座センターでは毎月第三日曜日から木曜日までの５日間チャリティ
バザーを開催しました。 毎週木曜日と土曜日の店内売上と合わせて
これまでに約６１万円の収入になりました。
有志の方からの献品（新古衣類や雑貨）を販売し、活動資金になります。
2-6 収支状況 （2015/2/28 現在）
収入の部
会費

¥200,000

手術・治療の代行

¥922,817

一時保護預り

¥40,000

猫の葬祭事業

¥12,000

バザー売上

¥614,811

寄附金

¥511,952

助成金 企業寄附金

¥405,000

収入合計

¥2,706,580

前期繰越金

¥463,892

当期収入合計

¥3,170,472

支出の部
猫の不妊化に関する事業

里子に出た猫達

¥1,343,013

飼育改善(保護と医療）事業

¥629,619

動物福祉啓発（展示・広報）事業

¥181,475

管理費

¥700,577

当期支出合計
繰越金

¥2,854,684
¥315,788
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里子に出た猫達

3

イベント予定

3-1 鎌倉市環境保全課事業展示における「地域猫活動」パネル展示
期日：２０１５年４月２８日（火）～５月４日（月）
場所：鎌倉駅地下通路ギャラリー
3-2 「猫の写真展」 五月祭 2015
期日：２０１５年５月８日（金）～１０日（日）
場所：鎌倉学習センター 地下ギャラリー
時間：10：30（初日 11：00）～17：00（最終日 16：00）
自慢猫の作品を募集していますので、奮ってご参加ください
テーマ：猫 猫と人 猫と自然 etc.
作品：JPG (500KB～5MB 位)
出品数：3 点まで(展示は主催者の選択一任、また作品を広報活動に使用する
事についてのご了解願います)
メールで各作品のキャプション、作者名をお書き下さい
送り先： kmurata@nyc.odn.ne.jp
〆切り：２０１５年４月２０日頃まで
3-3 展示リサイクル品販売と定期チャリティバザー
材木座センターでは
毎週木曜、土曜のオープン時展示販売
毎月第３日曜日から木曜日まで「チャリティバザー」
を行っています。

4

お願い

4-1 ご寄付
「キャットネットかまくら」の運営は、ご理解ある個人・企業、また鎌倉市助成金など、
多くの皆様からの寄附金や献品により成立っています。
私達が認定 NPO となりました事により、２０１５年３月１１日付け領収書から、H２７年度
確定申告時に寄附金の所得税控除・還付申請が可能となります。
是非皆様の今までにも増したご支援を宜しくお願いいたします。
4-2 バザー用品の献品のお願い
活動資金集めの大変有効な方法として、材木座活動センターにおいて常設でリサ
イクル品の販売を行っています。
ひとえに、献品頂く皆様のご厚意による資金提供であり、感謝に堪えません。
この猫達以外も全員が優
しい里親さんの元で
幸せに生活しています
里親希望の方を
ご紹介ください
発行：
NPO 法人
キャットネットかまくら
事務局
編集人：村田圭四郎
090-3090-0104

ご献品いただく際にご留意頂きたい事柄
① 献品して下さる方ご自身が買い求めたい品かどうか
② 新品、または新古品がベスト
③ 衣類はシミ等がない品、クリーニング済みの品
④ 良く売れるのは衣類、食器・什器、アクセサリー、台所用品など
⑤ 書籍、靴、人形、大きめの家具、運動器具は殆ど動きがありません
いろいろ勝手なお願いをいたしますが、猫達を救う資金となりますので、どうぞご協
力を宜しくお願いいたします。
4-3 「キャットネットかまくら」年会費納入のお願いについて
運営者からのご案内が遅れた事もあり、会費納入が少なくなっています。
猛省しております。
関係者様のご入会も是非ご検討・ご紹介下さい。
皆様のご理解とご協力を宜しくお願い申し上げます。

kmurata@nyc.odn.ne.jp
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