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みんなでチャレンジ！ 今すぐできる 社会貢献

自分たちの活動を多くの方に知ってもらうために
自分たちの団体を語るコツ

今すぐ誰にでも始められる ” 社会貢献 ” に注目！
山形市市民活動支援センターだより

と ぴ あ す
04｜とぴあす vol.46 2019.7.17

ＮＰＯ道具箱 

社会貢献ができるグルメアプリ「ＴＡＢＬＥ ＣＲＯＳＳ」

今号の目次

ＮＰＯを応援する仕組みや情報をご紹介します

・開館時間 /9 時半～ 22 時

・休館日 / 月曜日、祝日、月曜日が祝日のときは火曜日、年末年始

★印刷と相談の方は１団体２名、２時間までの駐車券補助があります。

（霞城セントラルパーキング・山形駅東口交通センター駐車場をご利用ください）

山形市市民活動支援センター利用のご案内

センター職員のいちおし！ スタッフが気になることやおすすめしたいことなどをご紹介します

　この間初めてタピオカドリンクを飲みました。
今はどのコンビニにもそれらしき飲み物が置いて
あり、味や量の違いがありました。そんなに話題
になっているのであればと思い、実際に飲んでみ
ましたが、ストローが唇に吸い付いて上手くタピ
オカが飲めない…。それでも何とか最後まで飲み
切ると、底の方にタピオカが残っている…。調べ

たところ、飲み方にもコツが有るらしく、
きれいにタピオカを飲む方法が紹介さ
れていました。

　 このタピオカの原料はキャッサバと呼

ばれるイモ類の根の部分から製造した
デンプンで、話題のタピオカティー（タ
ピオカミルクティー）の発祥となった
のは台湾だそうです。冒頭で紹介した
ドリンクの他にも様々なスイーツにも
使われており、タピオカ自体も通販で
手軽に購入できるようです。
　しかし、以外にもカロリーが高く、大量に摂取
すると腹痛や便秘を引き起こす可能性もあるよう
ですので、（そんなに飲まないと思いますが）飲み
過ぎには注意しましょう。（中村）

　まず、自分たちはどんな団体か考えて、仲間同士
の認識は一致しているか確認してみることです。そ
して、時間経過をたどって、自分たちの歴史と活動
の中身をわかりやすく表現してみましょう。「一番思
い出に残っていること」、「失敗したこと」など。　
　次に、自分たちが今特にわかってもらいたいこと
は何かを考えます。そしてそれらを、具体的に示し
ているエピソードを用意しましょう。そこまででき
たら、活動をあまり知らない人に話してみるといい
ですね。どんなふうに伝わったか、どう思ったかに

ついて感想を聞いてみましょう。 
　自分たちの活動を多くの方に
知ってもらうコツは、自分たち
の団体や活動がイメージできる
というキーワードをできるだけ
たくさん考えてみることです。
キーワードがそろったら、それに優先順位をつけて
みましょう。そうすると、ストーリーやエピソード
をつくるための手がかりができて、考えやすくなり
ます。（有川）

vol.29

　グルメアプリに掲載されている飲食店を予約し利
用することで社会貢献ができるアプリがあるのを
知っていますか？アプリを利用し飲食店を利用する
ことで、その広告費の一部が発展途上国を支援する
ＮＰＯ団体などに寄付として送られ、子どもたちに
給食を届けることができるという仕組みの「ＴＡＢ
ＬＥ ＣＲＯＳＳ（テーブルクロス）」というグルメア
プリが配信されています。アプリから飲食店を予約
し利用すると、今まで貢献した金額が累積され、ど
のぐらいの給食を子どもたちに送ることができたか

に換算され見えることや、そのような寄付を行った
後の経過も公式 twitter などでアップされているの
を見ることができることで、美味しく食べてさらに
子どもたちの笑顔にもつながる、2 度幸せになれる
素敵な仕組みだと感じました。
　山形での登録店舗はまだ少ないですが、今後この
ような取り組みに興味を持つ方が増えていくことに
期待したいですね。（後藤）

・治療の難しい病気とたたかう人たちと、

　それを支える人たち
　 ・ ＮＰＯ道具箱 vol.26

・ みんなでチャレンジ！

   今すぐできる社会貢献 vol.24

・センター職員のいちおし！ vol.29

　今年２月２４日に開催された『ＲＤＤ（Rare Disease Day）２０１９「世界希少・難治性
疾患の日」』の様子です。会場に設置された、山形県難病等団体連絡協議会加盟団体による
それぞれの病気の症状や治療法などが書かれた展示パネルに道行く方も足を止め、難病につ
いて知識を深めている様子でした。

vol.26

vol.24

　　　　

ＴＨＥ タピオカ ！

山形市市民活動支援センターだより とぴあす
　　　　　　　　　　　　担当：有川、花屋

６月に発生した山形県沖地震で、被害に遭われた

皆様に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い

復旧をお祈りいたします。

治療の難しい病気とたたかう人たちと、それを支える人たち

毎年２月の最終日はＲＤＤ（世界希少・難病性疾患の日）として、
世界各国・日本各地でイベントが開催されています。
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山形市の取り組み

治療の難しい病気とたたかう人たちと、それを支える人たち

　日本の難病対策は、１９５０年代に胃腸薬に入っていたキノホルムによって発生した薬害への対応として
始まりました。その対策として国は各省庁が横断的に検討を進め、難病の発生原因・病態の解明の研究・診
断の整備・難病に対する医療費公費負担などの包括的な対応を目指し、１９７２年に「難病対策要綱」を策
定しました。この施策を中心にした対応が４０数年続きましたが、２０１４年にはこの施策の見直しを含め
て新法「難病の患者に対する医療等に関する法律」( 難病法 ) が成立しました。この新法により、指定難病
が３３３疾病 (２０１９年７月１日 ) となりました。
　また、難病法の他、２０１７年に施行された「障害者総合支援法」による難病の範囲も別に定められてお
り、今年 7 月 1 日には３５９疾病から３６１( 指定難病の他２８疾病を含む ) 疾病に見直され、現在は福祉サー
ビスの対象となっています。

山形県難病相談支援センターに聞く

　当センターに利用登録しているＮＰＯ・ 市民活動団体の中には、 治療の難しい病気、 更には 「難病」 に指定さ

れている病気の患者さんの、 生活上の課題に向き合って活動している方々がいます。 しかし、 その一方で、 私

たちはそれらの病気のことについて、 わからないことが多い様な気がします。

　そこで今号では、 治療が難しい様な重い病気、 そして 「難病」 についての理解を深めていきます。

「難病」とは？　● 発病の機構（仕組み）が不明　 ● 治療法が確立していない
　　　　　　　  ● 希少な疾病である　 　　　　　● 長期療養が必要である

　難病の指定を受けていない病気でも、 治療が難しく、 発病する人が少なく、 長期に渡る療養が必要な病気がある

ことも忘れてはなりません。

「山形県難病相談支援センター」の運営を担っている「山形県難病等団体連絡協議会」は、
当センターの利用登録団体です。

この４つに当てはまるものを、国では「難病」と定めています。 山形県難病相談支援センターの取り組み

山形県難病相談支援センター
山形市小白川町２丁目３番３０号　山形県小白川庁舎１階
電話／ＦＡＸ　０２３－６３１－６０６１（小児慢性専用：０２３－６６４－０１７９）
Ｅメール　nanbyou-y@ebony.plala.or.jp
ウェブサイト　http://www17.plala.or.jp/nanbyou-yamagata/

　療養上の不安や悩みなどの相
談を、電話、面接、メール等で
受けています。

各種相談支援

　山形県難病相談支援センターは、 難病はもちろん、 難病に指定されていない治療の難しい病気、 そして、 慢性

疾患をかかえ長期の療養を必要とする児童等の相談窓口として、 専門の相談支援員や自立支援員が無料で相談

に応じているところです。

　今回は、 難病はもちろん、 治療の難しい病気を取り巻く社会的な課題、 そして、 患者のみなさんが抱える悩み

の解消に向けて行われている取り組みについて、 難病相談支援員の小笠原眞佐子さんにお聞きしました。

ピアサポート事業、地域交流会など

訪問相談支援

慢性的な疾病を抱える児童等の支援

　療養生活支援、社会資
源の調整などを目的に訪
問相談を行っています。

　仲間づくり、情報交換等を目的に当事者・家
族の交流会を開催しています。中でも、毎月第
２木曜日の午後に開催している難病カフェ「ア
ンダンテ」は、当事者からご家族、支援者、お
知り合いの方どなたでも参加できます。

情報提供・医療講演など
　情報紙の発行やウェブサイト
等により、難病に関わる情報提
供をしています。

　慢性的な疾病を抱える児童等とその家族の負担軽
減や、長期療養をしている児童等の自立や成長支援
について、 地域の社会資源の活用や環境等に応じた
支援についての相談を受けています。

各専門機関との連携
　ハローワーク、医療機関、保健所、市町
村など関係機関との連携を図るとともに、
支援者向けの研修会も開催しています。

当センターには、 特定の疾病やその療育方法を団体名に冠している、 １４の市民活動団体が利用登録しています。

　今年４月の中核市への移行に伴い、山形市では
保健所（霞城セントラル４階）を開設しました。
　保健師等が難病患者の方々やその家族の心配や
困りごとについての相談を受け付けています。

【注意】　指定難病の医療費助成等に関する申請は
　　　　山形県の各保健所が窓口です

■問合せ　山形市保健所健康増進課
　　　　　電話　０２３－６１６－７２７２

○難病相談山形県における難病患者の状況
（医療費助成対象・２０１８年度末現在）

　患者のみなさんを取り巻く状況には、さまざまな課題があります。難病といわれる患者さんの実態把握が
難しいといわれ、どちらに相談すべきかわからない等の状況にあること。また、小児慢性疾病の子どもたち
が成人に移行 ( 小児科から各専門科への移行 ) する時等の医療支援に課題があることなどです。センターに
寄せられる相談は、「療養生活全般に関する相談」が多くを占めていますが、最初の相談では、患者さんの様々
な相談事を整理させていただきます。相談の内容は様々なものに分けられるため、それぞれに応じて医療機
関、福祉事務所、ハローワーク、ケアマネージャーといった専門機関、専門職の方々にご協力をお願いする
ことになります。
　医療の発達によって治療に希望も見えてきていますが、難病の方の慢性疾患化という課題にも直面してい
ます。例えば、「職場で病気のことを理解してもらえるだろうか」「難病であることを伝えても仕事に就ける
のだろうか」「病気の進行と就労継続への不安」といった療養と就労の間の躊躇と葛藤などには、両立支援
の試み等について一緒に検討しています。また、患者団体の方々との連携のもとに、ピアサポーターの養成
やピアサポート事業 ( 仲間づくり ) にも力を入れております。特に、対象や予約などの制限のない難病カフェ

「アンダンテ」は、ピアサポーターの方々のご活躍もあって予想以上に盛況です。孤独感・孤立感の解消に
意味があると感じられることも少なくなく、このようなレベルでの情報交換のニーズは開催してみなければ
わからないことでした。
　これらのことから、難病患者とそのご家族の皆さんの生活には、周囲の方々の理解と協力がとても大きな
支えになるといえるでしょう。

就労相談会
　難病患者就職サポーター（ハロー
ワークやまがた）と連携し、毎月第
２木曜日の午前に開催しています。

みなさんはヘルプマークを知っていますか？
　   ～私たちにもできるちょっとした支援～

　義足や人工関節を使用している
方、内部障害や難病の方など、援
助や配慮を必要としていることが
外見からは分からない方が、周囲
のみなさんに知らせるためのもの
です。ヘルプマークを見かけたら、
電車やバスで席を譲る、困ってい
る様であれば声を掛けるなどして
サポートをしましょう。

　県難病相談支援センターからの案内で、 先日、 紙面でも紹介している難病カフェ 「アンダンテ」 にお伺いしてきました。

私はそこで、 参加者の何気ない会話の中に、 難病の当事者やその家族の方が抱いている思いや、 日頃考えていることが

ところどころに感じ取られ、 そして、 その様にして彼らの話をじっくりと聞く機会がこれまでなかったことに気づきました。

　また、 公表されている指定難病の患者数と県民の比率を自分で計算してみたところ、 およそ１４０人に１人の方が何らか

の疾病を抱えながら生活していることにも気づき、 この点からも、 自分が思っている以上に 「難病」 は身近なものであると

感じました。 これに指定難病ではない患者の方も加えると、 その比率はもっと高くなることでしょう。

　例えば、 本紙で紹介したヘルプマークの一つをとってみても、 これを身に付けている方が、 どんな気持ちで身に付けてい

るのだろうか。 それらのことを相手の立場になって考えてみると、 彼らのために私たちができる、 日常生活の中でのちょっ

とした配慮やサポートというのは、 自分でイメージしているよりも意外とあるのかもしれませんね。 （花屋）

○指定難病　：６８３３人
○小児慢性疾病：８５１人


