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・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

　高い山の頂に建てられ、雲海を下に望む城の
ことを、「天空の城」と呼びます。日本では、兵
庫県の竹田城が注目される火付け役となりまし
た。天空の城は、城好きだけでなく、美しい絶
景を愛する旅行者にも人気があります。
　海外では、南アメリカのペルーにあるマチュ
ピチュが有名ですし、日本の長編アニメの作品
にも天空の城が登場するものがありますね。
　山形市市民活動支援センターは、山形駅西口
の霞城セントラルというビルの２２階・２３階
にあります。２３階にある高度情報会議室は、

山形市内では一番高いところにある会議室で、
会議室としての予約が入っていない時には一般
の方に開放して、学習や読書など思い思いの時
間を過ごしていただいています。
　占有の使用ではないので周りに配慮いただく
ことにはなりますが、眺望を楽しんだり学習ス
ペースとしての利用ができ
ます。天空の城のような素
晴らしい眺望の中で、素敵
な時間を過ごしてみてはい
かがでしょうか？ （有川）
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・活動してきたことの「見える化」のススメ ～自分たちの団体の力に変えていくために～

・ 山形市の市民活動のご紹介 ・センター職員のいちおし！ vol.31

　とぴあす vol.46 のＮＰＯ道具箱で「自分たちの団体を語るコツ」についてご紹介し
ましたが、今号ではそこからもう少し踏み込んで、ＮＰＯの活動の「見える化」につい
て特集を組みました。みなさんが活動を通して得たであろう「共感」を生み出すストー
リーやエピソードを、何かしらの形で書き残し、多くの人に伝えてみませんか？

　　　　

天空の城 ～山形市内で一番高い会議室～

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

１０月に各地で発生した台風・豪雨で被害に遭

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。

活動してきたことの「見える化」のススメ

　この日、霞城セントラル高度情報会議室にて「視
覚障がい者のためのメイクアップ講座」が開催さ
れました。その際、会場にお邪魔した時の様子を
お伝えします。
　講座主催のやまがたトークアイは視覚障がいに
より悩みや不安を抱えている仲間が集まり、情報
交換をすることにより心の負担を軽くしたり、社
会参加を促す活動をしている団体です。
　講座の為に企業から 3 名の講師が招かれまし
た。この企業では様々な社会貢献活動を行ってお
り、今回の視覚障がい者向けセミナーは年間を通
じ全国各地で開催されているそうですが、山形県
での開催は今回が初との事でした。
　「机右側にある銀色の袋を手に取ってください。
上に切り込みがあるのがわかるでしょうか。そこ
からシートを取り出せます。シートを取り出しだ
ら一回広げると手のひらサイズになります」講師
の方の丁寧な説明を聞きながら、参加者達はゆっ
くりとスキンケアを始めます。

「背の高いボト
ルと低いボト
ルがあります」

「キャップを
持って、上に
引き抜いてく
ださい」視覚

に障がいを持った方にも伝わるように工夫された
説明に沿って、みるみるとメイクが完成に近づい
ていきます。
　メイクが進むにつれて、参加者のおしゃべりや
笑顔がどんどん増えていきます。
　完成した後には皆さん満面の笑みで綺麗にメイ
クした姿を写真に収めていました。
　参加者からは「今回初めて本格的なメイクをし
た」「今まで人からどう見られているのか気にし
ていなかったが、大事だと思った」という感想が
寄せられました。
　また今回参加していた盲学校の先生達からは

「このような講座がないか調べてみたが、無料で
行ってくれる所はなかなかない。すごくありがた
い」「視覚障がいを持った人達はメイクも出来ず、
外出が嫌になってしまうケースがある。今回参加
して良かったと思ったら感想を広めて欲しい」と
いう意見が出ました。
　講座責任者のやまがたトークアイの三浦さんは

「今回の試みは良かったと思う。これからも継続
してこの講座を続けていきたい」と今後の活動に
意欲を示されました。今後の活動にも是非注目し
ていきたいです。（吉田）

令和元年１０月１２日（土）
女性視覚障がい者のためのメイクアップ講座やまがたトークアイ

市民活動のご紹介山形市の

■お問い合わせ先
　やまがたトークアイ
　三浦保志さん　電話：０８０－６２９１－７２４０

・「ＮＰＯの事業評価」と「休眠預金」の関係
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活動してきたことの「見える化」のススメ

これらのことをつなぎ合わせて、 文章 ・ 図 ・ 表なども用いて表現すると、 他者へ訴えかける

レポートとなり、 様々な場面で活用できるようになります。

● 自らが組織として学びを発見し、 それを共有できるようになる。

「見える化」
　　の
  イメージ

出典：ＮＰＯＣＲＯＳＳ 今田克司氏執筆「ＮＰＯと評価」（https://npocross.net/87/）

　１０月４日にみやぎＮＰＯプラザで、一般財団法人ＣＳＯネットワーク
常務理事の今田克司さんを講師に迎え、宮城県と近県のＮＰＯ中間支援セ
ンターの役員とスタッフを対象に開催されました。
　社会課題の解決を目指した多様な活動が生み出す「社会的成果」につい
ての関心が高まっていることを受けて開催したもので、社会的インパクト
の概念や潮流について、そして社会的インパクト・マネジメントをいかに
実践するかについて理解を深めました。受講者からは「小さな組織の方が
社会的インパクト評価を導入しやすいのかもしれない」などの感想があり、
そして講師の今田さんからは「地方から社会的インパクト評価を実践する
ＮＰＯが出て来るようになれば」と期待を寄せるコメントがありました。

～ 自 分 た ち の 団 体 の 力 に 変 え て い く た め に ～

「見える化」
   　の
    効 用

「見える化」の具体的な作業の例

ビフォー アフター

地域によりそい、
人々によりそって
活動してきた。

地域の人々がこんなこと
に困っていたから、こん
な活動をした結果、地域
がこんな風に変化した。

● それまで 「なんとなく」 やっていた事業を、 事業の目的に至るまでの道のり

     を明確にし、 成果をはっきりと意識できるようになる。

● 事業が良い結果を残した場合、 変化の道のりを表現することで、 単なる主張

     としてではなく、 証拠を伴った提言とすることができるようになる。

活動の動機・経過・結果の「見える化」は、ＮＰＯの事業評価へのファーストステップ！

自分の団体にも力がつく！ 活動・事業がよくなる！

  活動の
「見える化」
  をすると

課題 成果効果活動計画

課題を解決するた

めの活動の目的と

計画をアピール

計画を立てて

実際に活動した

内容をアピール

活動して得ら

れた効果を

アピール

社会に生じた

便益や変化を

アピール

〇〇という課題を解決するために、

〇〇という活動の必要性を感じ、

活動の具体的な内容について

検討し、 計画を立てた。

活動をしたことで、

〇〇において

〇〇の効果があった。

〇〇の間、
〇〇というところで、
〇〇を対象に、
〇〇という内容の活動を
〇〇人で実施した。

私たちの行った活動で、

〇〇という変化を

生み出すことができた。

自分たちが感じ取り、

調査した結果の

社会的な課題を

アピール

効果は、 量的 （数値）、 質的 （ストーリー）

のどちらでも推し量ることができます。

その両方を用いるとより説得力が増すでしょう。

課題は、 具体的に把握することがミソです。 社

会一般に言われていることよりも、 皆さんが実際

に遭遇したエピソードの方が説得力があります。

「ＮＰＯの事業評価」と「休眠預金」の関係をご存知ですか？

　１０年以上お金の出し入れがなく、 金融機関との取り引きがない状態にあるお金のことを言います。 毎年お

よそ７００億円が発生していると言われており、 このお金を役立てようと国が策定したのが 「民間公益活動を

促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 （休眠預金活用法）」 です。

対象となる３つの領域

４つの助成事業

● 子ども及び若者の支援に係る活動

● 日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動

● 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動

草の根活動支援事業 新規企画支援事業 ソーシャルビジネス形成支援事業 災害支援事業

　今年中には現場で活動する団体の公募が始まり、 実際に活動が始まるのは来年の春頃とされていますが、

これらの助成事業の実行にあたり、 現場の団体には 「社会的インパクト評価」 が求められる様になります。

「社会的インパクト評価」とは？

レポート：令和元年度ＮＰＯ支援センター研修
社会的インパクト・マネジメント入門セミナー ～評価をＮＰＯの力にするために～

　事業 ・ 活動によって生じた社会的 ・ 環境的な変化や便益などを、 短期 ・ 中期 ・ 長期に亘り、 定量的 ・ 定

性的に把握して、 事業 ・ 活動に関する情報を体系的に調査し、 その価値に関する情報を可視化する手法の

ことです。 参考：社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（ＳＩＭＩ）ウェブサイト「社会的インパクト評価とは」

「休眠預金」とは？

　この制度の運用は既に始まっています。現場での活動に休眠預金を分配する資金分配団体が今年中に
決定の見込みで、現場の団体の公募はその資金分配団体が行うことになります。今後の動向については
もちろん「社会的インパクト評価」の実際の運用についても、引き続き注目して行きましょう。

▲ みやぎＮＰＯプラザブログ
　 ～をむすび日記～ より

　当センターには時折、法人格の有無に関わらず、様々なＮＰＯから報告書をお寄せ頂くことがあるので
すが、それらの中には、時間をかけて読み込んでしまいたくなるくらいに濃厚な内容のものがあります。
彼らの報告書に共通しているのは、所定の記載例に合わせて作成しているというよりも、受益者の声に耳
を傾けながら、活動の経過を自分たちの言葉で表現していることです。
　活動の軌跡を「行いました」の一言で終わらせるには、勿体ない活動がたくさんあるのではないでしょ
うか。ＮＰＯの事業評価は他者から「下される」ものではなく、自らが主体となって行うことが基本とさ
れています。最初からパーフェクトな事業の報告を目指さずとも、まずはみなさんが取り組んできたこと
を、少しずつ書き起こすことから始めてみませんか？（花屋）


