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山形市の市民活動の情報と支援センターからのお知らせをお届けする情報紙

令和３年 9 月１５日発行

山形市市民活動支援センターだより

と ぴ あ す

今号の目次

●山形市市民活動支援センター主催講座・イベントのご案内

●センター職員のいちおし！ vol.39

ＮＰＯ法人の方も、設立を考えている方も必見！

個人情報保護のこと
ふらっとふれんずと学ぶ

　　名簿や利用者の氏名や住所などの個人情報っ
てどうすれば良いの？法律による決まりってある
の？そんな疑問にお答えします。

・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

山形市市民活動支援センターだより とぴあす
　　　　　　　　　　　　担当：後藤・川部

ここ数日であっという間に涼しくなりました。快適な
気温のうちになにか始めたいという方、「学問の秋」
でもありますので、センターの講座や「ふらっと」で
の読書などいかがでしょうか。（後藤）

集
編

後
記

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

vol.39 ラムネでリフレッシュ！
　最近、仕事や勉強の合間にとあるお菓子を
食べています。それは「ラムネ」。以前は甘い
ものなら何でもいいか、と思い飴やチョコレー
トなどを食べていましたが、コンビニで販売
していたラムネ菓子を見て懐かしさから購入
したところ、ちょうど良い甘さと手軽さで今
はカバンの中に携帯するほど愛用しています。
　ラムネには脳のエネルギーとなる「ぶどう
糖」が多く配合されており、商品のＷｅｂサ
イトではプロ棋士やアスリートなど世界で活
躍する方々が、普段どのようにラムネを活用

しているかが紹介されています。
その他に、有名メガネメーカー
が働き方改革のひとつとして会
議室やオフィスの至るところに
このラムネを置いているなど、ぶどう糖の効
果が科学的にも実証され導入されたという話
もあります。
　普段何気なく目にするラムネ菓子ですが、　

「頭が回らない」「気持ちを切り替えたい」と
いうとき、手軽においしく糖分補給をして、
リフレッシュしてみませんか？（中村）

●

当センターが主催する今後の催しです。お問い合わせ・お申し込みは当センターまで。

.

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）等の
一部を改正する法律が施行されました 

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）等の

　　　　　　　　　一部を改正する法律が施行されました

● 山形市の市民活動のご紹介「居場所と学びの場づくり ぷらいず」

● 令和３年度　これまでのセンター主催講座 報告

ＮＰＯ勉強会

会場
日時

山形市市民活動支援センター会議室Ｂ

定員
会場
日時

定員
先着8名 10/2(土)まで

（霞城セントラル22階）

（水）10/ 6 19:00～21:00

50回！
開催開始から

ＳＤＧｓでつながる事業 
～「市民×民間企業×ＮＰＯ」が達成するＳＤＧｓ～

（入門編）

（オンライン）

申込締切

「ジェンダーの観点から誰一人取り残さない
社会を考える」をテーマに、パネルディスカッ
ション形式のトークイベントを行います。 

山形市市民活動支援センター高度情報会議室

先着15名 10/13(水)まで
（霞城セントラル23階）

（土）10 /16 14:00～15:30

申込締切

会場

日時
講師

講師

定員

「ＮＰＯってなあに？」「ＮＰＯとＮＰＯ法人っ
て何が違うの？」といった、ＮＰＯに関する疑問
を少しでも解決するための勉強会です。

山形市市民活動支援センター高度情報会議室

先着16名 10/1(金)～11/9(火)
（霞城セントラル23階）

（土）11/13 14:00～17:00

申込受付期間

ＳＤＧｓミーティング

会場

日時

定員

オンライン開催（Zoom使用）

Zoom視聴：先着30名
センターでの視聴：先着10名
10/27(水)まで

※直接会場で参加する方は霞城セントラル
　22階 山形市市民活動支援センター

（土）10/30 14:00～16:00

申込締切

（株）ＣＳＲインテグレーション 今田裕美氏

山形市市民相談課市民相談係 係長 鈴木千恵氏

ＳＤＧｓが示している様々な社会的課題を、民間の多様
な担い手が連携して行う事業で解決することについて、
一緒に考えてみませんか？座学と「ＳＤＧｓアウトサイ
ドイン・カードゲーム」の体験会をセットで開催します。

山形市市民活動支援センター主催講座・イベントのご案内

おーすけ

ぴーちゃん

んーぽちゃん

ＮＰＯ法とは？
法人格とは？

解説付きでご紹介！
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「しゅわしゅわぷらいず」に行ってきました
ぷらいず

これまでの令和３年度

令和３年６月６日（日）

市民活動のご紹介山形市の
居場所と学びの場づくり

　６月６日日曜日、山形市銅町にあるぷらいずさんのフリー
スペースにおじゃましてきました。
　居場所と学びの場づくりぷらいずは、さまざまな理由で
孤立してしまいがちな人々の居場所づくりを目的に活動し
ている団体です。毎週日曜日にはフリースペースを開放し
ていて、午後１時から午後４時までは「日曜日のぷらいず」
として、バザーやゲーム大会など、さまざまな催しを行っ
ています。
　おじゃました日は「しゅわしゅわぷらいず」が開催され
ました。この日は小さいお子さんやお母さんを中心に、約
１5 人ほどが参加していました。講師を中心にみんなで車
座になり、あいさつや自己紹介などの手話を教わります。
約３０分程度のしゅわしゅわぷらいずは、終始にぎやかで
笑いが絶えず、教室というよりは楽しく遊んでいるような
雰囲気でした。
　ぷらいずで手話を学ぶことにしたきっかけは、花笠パレー
ドだったそうです。もともとぷらいずでは、毎年花笠パレー
ドに参加して、聞こえにくい方たちとも一緒になって踊っ
ていました。以前は唇の動きをろうあの方が読み取ってく
れてコミュニケーションがとれていたものが、コロナ禍と

なりマスク越しでは
それが難しくなって
いたことから、みん
なで手話を学ぼうと
始まったのだそうで
す。この会によって、
より手話が身近なものになればいいと代表の佐藤茜さんは
言います。「ここに来るきっかけは手話を学ぶというひと
つの目的でなくていい。たまたま今日ぷらいずに来たら手
話が学べた。ただお昼寝しに来るためでもいい。なにかを
吐き出しに来るでもいい」と佐藤さん。ぷらいずに来るこ
とで、いろいろなモノやひととふれあうきっかけになれば
いいとお話しくださいました。自分が今いる場所に窮屈さ
を感じたら、一度ぷらいずのドアをたたいてみてはいかが
でしょうか。今より広くて優しい世界が、あなたを迎えて
くれるに違いありません。（川部）

■お問い合わせ先
居場所と学びの場づくり　ぷらいず
メール：prize.yamagata@gmail.com

◀記事全文は
　こちらから

ＮＰＯ勉強会 ＳＤＧｓミーティング
はじめてのＳＤＧｓ

プレゼンテーションの
基礎を学ぼう！

市民活動のスキルアップ

市民活動を学ぶ・知る

今後の
講座情報は
裏面へ！

プレゼン資料作成講座
想いを伝える

プレゼン資料などのスライドをより良く作成する
ための考え方、構成や、デザインについてお話し
た後、実際に操作しながら、デザインのコツや操
作方法をお伝えしました。（6/9 開催）

プレゼンテーションによる審査が条件の補助金に申
請、または申請する予定の団体を対象に講座を開催し
ました。ポイントとして、「事前確認」「原稿作成」「練
習」の項目に分けて説明しました。（6/26 開催）

ＳＤＧｓを含む「２０３０アジェンダ」
の理念「あらゆる形態と側面の貧困をな
くすこと」にフォーカスを絞り、ＳＤＧ
ｓの成り立ちや、１７の各目標が指し示
す課題、世界の貧困と日本
の貧困などについて解説し
ました。（6/12、15、8/11
開催）

今年度は、ＳＤＧｓに関係する社会的な課題をテーマに
パネリストを招き、日頃の取り組みについてお聞きし
て理解を深めるパネルトーク形式で開催しています。

子ども食堂の運営者と、食材を提供している企業の立
場でそれぞれの活動についてや、山形県のひとり親家
庭の実情、国内と山形の貧困の実情などについて話を
していただきました。（6/26 開催）

「山形のフードロス」をテーマに、知見者、
生産者、流通業者のそれぞれの立場から、
取り組みの様子や活動を通して感じている課題などに
ついて話をしていただきました。（8/7 開催）

　当センターでは市民活動に関する様々な講座を開催しています。
その中から、今年度４月～これまでに開催した講座をピックアップしました。

「ＮＰＯとはなに？」といった疑
問や、ＮＰＯに関心をお持ちの方
を対象に、「任意団体とＮＰＯ法
人の違い」や、「団体をつくる際
に気を付けること」などについて
お話しました。（5/25、8/22 開催）

頭で漠然と考えていた
ことが明確になった

実践者のお話には
重みがあった

それぞれの立場からの考えや
アイデアを学ぶことができた

「子ども食堂から私たちの暮らしを考える」

「山形のフードロスを考える」

～入門編～ （オンライン）

センター主催講座 報告

１回目

２回目
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特定非営利活動促進法 (ＮＰＯ法 )等の
一部を改正する法律が施行されました

設立・定款変更・合併の認証申請に必要な書類の
縦覧期間が１ヶ月から２週間に短縮されました

所轄庁に提出する申請書等様式内の
押印が不要となりました

認定・特例認定ＮＰＯ法人について、
提出する必要がある書類が削減されました

縦覧・閲覧請求があった場合の書類において
住所等が公表等の対象から除外されました

山形市市民活動支援センターでは、ＮＰＯの法人化や運営などの各種相談を行っています

　今回の改正 (「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」( 令和２年法律第 72 号 )) では、ＮＰＯ法人の設立や
運営の事務負担を軽減しようとのことから、必要な手続き等について見直しが行われました。現在ＮＰＯ法人とし
て活動している方だけでなく、今後ＮＰＯ法人を立ち上げを検討している方もぜひチェックしてみてください。

※特定非営利活動促進法（NPO 法）に基づく事務についてであり、
　法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります。

※令和 3 年 9 月以降に開始する事業年度において提出する書類について適用

●特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令
（令和３年内閣府令第 33 号、令和 3 年 5 月 31 日公布、令和 3 年 6 月 9 日施行）

●特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
（令和２年法律第 72 号、令和 2 年 12 月 9 日公布、令和３年６月９日施行）

【出典】

”ＮＰＯ法人は情報をできるだけ公開し、市
民がＮＰＯを監督する” という趣旨から公開
する期間のことです。期間中は各所轄庁担当
窓口で縦覧することができます。

※相談でご来館の際には予め当センターまでご連絡下さい。また、来館の際はマスクの着用、手洗い・手指の消毒にご協力をお願いします。

 所轄庁に提出するＮＰＯ法関係申請書等様式から「　」が削除
され、押印不要となりました。

縦覧期間の短縮に従い、申請書や添付書類に不備がある場合の
補正期間も２週間から１週間に短縮されました。

個人情報保護の強化として、情報公開を求められたときに、ＮＰ
Ｏ法人や所轄庁が市民に見せなければならない「役員名簿」や「社
員名簿」から、住所等の個人情報を除けるようになりました。

「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する
事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となり
ました。なお、引き続き「書類の作成」・「事務所への備え置き」・

「事務所における閲覧」については、義務とされます。また、「役
員報酬規定」・「職員給与規程」について、すでに提出されてい
るものから、内容に変更がない場合には毎事業年度の提出が不
要となりました。役員等の報酬の状況を記載した
書類は、毎事業年度の提出が必要になります。

令和３年６月９日に

縦覧期間とは？

山形市内にのみ主たる事務所がある
団体の所轄庁は山形市だよ！

市民が行う自由な社会貢献活動の
発展を促進する法律なんだね！

一般法人と同様に毎年度１回以上の総会の
開催や税務、雇用の手続きの他、所轄庁へ
の報告、活動実績や会計書類を開示するこ
と等、様々な義務があります。

市民活動やＮＰＯに関する疑問から、ＮＰＯ法人の運営や、設立時に提出する書類の確認など、様々なお悩みをご相談いただけ
ます。また、当センターでは程度別のＮＰＯ勉強会を定期開催しています。興味のある方はぜひご参加ください。

ＮＰＯ法人の義務

社会課題の解決を目標とする「市民活動」や
「ボランティア活動」を行う団体が活動しや
すくなるよう、法人格の必要性が議論され、
平成１０年に成立した法律です。
通称「ＮＰＯ法」とも呼ばれます。

特定非営利活動促進法とは？
改正の概要

印

そうだね。
でも、いろんな情報を
多くの人に見てもらう
ことで、活動の透明性
を示すことができるよ !

ＮＰＯ法人は
しなければならな
いことがたくさん
あって大変だね…

ＮＰＯ・市民活動をもっと知りたい！という皆さんへＮＰＯ・市民活動についてもっと知りたい！という皆さんへ
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