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今号の目次

・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

　今は殆どのご家庭でパソコンはあると思います
が、購入してからどれくらい使っていますか？簡
単に買い換えられるものでもないので、長い期間
使いますよね。しかし、使い続けると次第に起動
や動作が遅くなりイライラしませんか。そんな人
におすすめです。最新の情報ではないので、既に
実践している人がいるかもしれませんが、数千円
の出費と、所要時間 1 日位の改善方法です。簡単
に言うと部品を交換するのですが、具体的には多

くのパソコンが使っているＨＤＤをＳＳＤに換装
することでかなり改善されます。但し、ＯＳが
Windows７以前のものや、リカバリーデスクが
ないパソコンは対象外と思ってください。一番の
問題は、高価なパソコンを分解する勇気があるか
どうかです。しかし、急がず慎重に、ネット等で
情報を取りながらやれば難しい作業ではありませ
ん。私もこの方法で再生し、快適に使っています。
皆さんも試してみては如何ですか？（那須）

vol.32

・特集１　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

　　　　　～ 2030 年までに達成すべき国際社会共通の 17 の目標～

・取材ボランティアの活動の紹介 ・センター職員のいちおし！ vol.32

　▲１２月１日ＮＰＯ法が施行されたことにちなんで、毎年この時期にＮＰＯウィー
クを開催しています。今年は１２月３日（火）から８日（日）までの６日間開催しました。
ＮＰＯの情報を発信するＮＰＯ博は、霞城セントラル１階のアトリウムにパネルを展
示しました。その他にもＮＰＯ勉強会やＳＤＧｓの学習会、居場所づくりの事例発表
会など多彩な内容となりました。

　　　　

古いパソコンを生き返らせる

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

やまがたＮＰＯウィーク２０１９開催しました

　市民活動やＮＰＯの活動に触れてもらう機会づ
くりとして、当センターに登録している市民活動
団体が行うイベントにお伺いし、記事の作成をす
るのが取材ボランティアです。
　今回は、今年度から活動していただいている高
校生の取材ボランティアの記事を紹介します。

　霞城セントラル２３階にある山形市市民活動支
援センターの高度情報会議室で居場所づくり事例
発表会を行い、４つの団体の皆さんに活動事例を
発表していただきました。
　山形市で活動している「ボランティアおもだか」
は、地域の皆さんが気兼ねなくおしゃべりができ
る居場所を開いています。参加者が下の名前で呼
んだり、手作り料理を食べたりして、より自由で
親しくなれる環境が整っています。代表の堀川さ
んによると、「自分が居場所を作ってあげている、
という感覚を持たずに、地域がこうなればいいな
という強い思いを大事にしている。」とのことでし
た。
　上山市で活動する「ＮＰＯはなはな倶楽部」では、
自身のフラワーアレンジメントの経験を通して、
はなカフェを行なっています。カフェではアレン
ジメントの技術以上に、ほっと一息できるような
交流溢れる空間を大切にしています。代表者の吉
田さん自身もこの活動をとても楽しみにしている
そうです。
　「ＮＰＯ法人すみれ会」は住み慣れた地域で助け
合いを目指し、介護保険制度では手が届かない部

分の支援活動を山形市で行なっています。週一回
の「ミニデイサービス」では、体操や音楽療法、
悩み事や近況報告ができます。「ここにくればみん
なが６４歳！」という合言葉をもとに、様々な世
代間で居心地のよい空間が作り上げられています。
　「ＮＰＯ法人ぽけっとぴーす」では障がいがある
子どもの親をはじめとした親同士での悩みの共有
や問題を解決できるようなおしゃべりカフェを寒
河江市で開いています。ここでのおしゃべりが仲
間づくりに繋がり、事業所づくりに発展するなど、
地域の環境がよりより良くなることにつながって
います。
　発表後の交流の時間では、「この会が活動展開に
興味のある人の励みになって嬉しい」という発表
者の声や、発表を聞いた方から「自分自身にでき
ることが、色々な事例から具体的に描くことがで
きた」などの言葉もいただきました。団体同士や
お越しいただいた地域の皆さんと、地域活動の情
報交換やアイディアの共有ができる場として、充
実したものとなりました。今回のようなすでに活
動している人に直接話が聞ける機会があることで、
地域活動への知
識や具体的な問
題へのアプロー
チについて学ぶ
ことができると
思います。私自
身とても勉強に
なりました。

令和元年１2 月８日（日）

取材ボランティアのご紹介

・特集２　休眠預金をうけて活動したいとかんがえている団体がおさえておきたいポイント　

当センターでは参加者を随時募集しています。取材ボランティアの活動が
気になる方は、センターまでお問い合わせください。

やまがたＮＰＯウィーク２０１９企画講座
居場所づくり事例発表会

メールマガジンを購読されている皆様へ

現在、定期的に配信している当センターのメールマガジンが届いていないという

ご連絡が数件寄せられています。メールマガジンに登録されている方で、毎月の

配信日（１、１５日）に届いていないという方は、当センターまでご連絡ください。

配信希望、情報掲載は引き続き受付しております。詳細はお問い合わせください。



国や自治体の補助をうけていると休眠預金はうけることができません。 また、 ３年間でファンドレイジン

グ体制を高める必要があることと、 事業評価をおこない、 定期的に報告をおこなうことが求められます。

特集２ 休眠預金をうけて活動したいと考えている団体がおさえておきたいポイント

SDGs に関する内容の講座を紹介します。

とぴあす vol.49 2020.1.15｜0302｜とぴあす vol.49 2020.1.15

特集 1  ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

２０１９年１２月～２０２０年１月頃 ………･ 実行団体の公募開始

２０２０年１月頃～２月頃 ………………… 実行団体の審査 ・ 選定

２０２０年３月頃～ ………………………… 実行団体への助成等実施、 実行団体の活動開始

～ 2 0 3 0 年 ま で に 達 成 す べ き 国 際 社 会 共 通 の 1 7 の 目 標 ～

１２月７日開催「はじめてのＳＤＧｓ～そもそもＳＤＧｓってなに？～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主催：山形市市民活動支援センター）

（主催：山形市市民活動支援センター）

　前号で取り上げた休眠預金。 持っているだけで、 １０年以上にわたって取引をしていない口座に眠っている

私たちの預金を、 所定の機関に移管し、 社会課題の解決や民間公益活動のために活用する制度 「休眠預

金等活用法」 が２０１８年１月１日から施行されています。

　休眠預金等は、 平成２６～２８年度の実績の平均で毎年１２００億円程度発生しており、 払い戻し額を差し

引いても約７００億円が残っています。 そのお金を民間公益活動に活用することで、 社会全

体への大きな波及が期待されています。

　日本では前例のない施策であり、 日本が抱える人口減少 ・ 高齢化の進展等の経済や

社会の急速な変化によって直面している様々な課題を解決するべく、 民間公益活動を促

進するために活用しようとするものです。

指定活用団体・資金分配団体ってなあに？
　        資金分配団体
　資金分配団体は、 社会の諸課題の効果的 ・ 効率

的な解決に向けた事業を企画 ・ 設計し、 民間公益

活動を行う団体 （実行団体） を公募で選定して、 実

行団体に対して助成等の資金的支援と経営 ・ 人材

支援等の非資金的支援を伴走型で提供する団体で

す。

　公募 ・ 審査を経て１１月末に資金分配団体に選定

されたのは、 全体で２２団体、 ２４事業、 最長３年

間の活動が対象とされました。 助成総額は約２９.８

億円 （事業費２１.６億円、 基盤強化支援費用８.２億

円） です。

　

「休眠預金活用法」と休眠預金

現在の状況と今後の流れ

休眠預金のスキーム
　
①指定活用団体
　国で唯一の団体で、 方針や基準、 各種ルール作りをしたり、 国から休眠預金等の財源を預かり、 ２０団体程

の資金分配団体を公募 ・ 審査 ・ 選定した後に助成を実施します。

②資金分配団体
　指定活用団体から資金を受けて、 実行団体に助成していきます。 指定活用団体が

策定した方針や基準、 ルールに沿って資金分配をしていきます。

③実行団体
　社会課題を解決するために活動している団体で、 資金分配団体から資金の助成をうけます。

　        指定活用団体
　指定活用団体は公募され、 休眠預金等に係る預金

者等の利益を保護しつつ、 休眠預金等に係る資金を

民間公益活動を促進するために活用することにより、

国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するた

め、 内閣総理大臣が、 民間公益活動の促進に資す

ることを目的とする一般財団法人で、 民間公益活動

促進業務に関して規定される基準に適合すると認めら

れるものを、 その申請により、 全国に一つ１月に指定

しました。

　それが、 一般財団法人日本民間公益活動連携機構

です。１２月１５日開催「国際理解実践フォーラム」ジェンダーから見る多文化共生
　　　　　　　　  （主催：公益財団法人山形県国際交流協会、ＪＩＣＡ東北、認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ）

１２月１７日開催「山形県における気候変動適応策とＳＤＧｓ推進セミナー」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主催：ＮＰＯ法人環境ネットやまがた）

　

　日本国内でも企業を中心に広がりを見せて来ている 「ＳＤＧｓ」 ですが、 一般市民にはまだ浸透していない

現状があります。 そこで、 冊子 『私たちが目指す 世界子どものための 「持続可能な開発目標」 日本語版』
の読み合わせを通して、ＳＤＧｓとはなにか、 そして、ＳＤＧｓの１７目標は何を課題とし
て設定されているのかについて、 この目標が掲げる 「誰一人取り残さない」 ことと、
社会 ・ 経済 ・ 環境の三側面を念頭に置き、 センタースタッフを含む７人が感じたこと
などを述べ合いながら理解を深めました。
　参加者の満足度は高く、 「参加して良かった」 「一人で勉強するのはなかなか大変
なので、 今回のような機会はありがたかった」 「（ＳＤＧｓの達成に向けて） 自分でで
きることから取り組みたい」 といった感想が寄せられました。 （花屋）

　分科会 「ジェンダーから見る多文化共生～家庭を中心に考える～」 では、 「女だから ・ 男だから」、 「女らし

さ ・ 男らしさ」 ジェンダーってなに？というテーマで、 前半はジェンダーを理解する２つのワークショップを行いま

した。 後半は家庭の中のジェンダー、 国によって異なるジェンダー観について２名の県内在住外国出身者の話

を伺い、 その後グループに分かれて話し合いをしました。 理想的なジェンダーという正解はない事、 相手の持

つジェンダー観と付き合うことが大切な事、 突き詰めると思いやりとコミュニケーションが

大切なのではないか等の意見が出されました。

　文化的背景が異なる人たちがより気持ちよく暮らすにはどうすればよいのか、 参加者

同士が一緒に考えて、 意見交換や情報共有を通して交流を深め、 国際交流 ・ 協力に

関わる人々の輪が広がっていければいいと感じました。 （有川）

　２部構成のセミナーで、 第１部では、 気候変動における 「適応」 についての講演、 そして、 豪雨時の洪

水メカニズムについて実演があり、第２部ではＳＤＧｓに関するカードゲームの体験会が行われました。 中でも、

第２部の体験会にはおよそ６０人が参加し、㈱ＣＳＲインテグレーション代表取締役の今田裕美氏の進行で 「Ｓ

ＤＧｓアウトサイドイン ・ カードゲーム」 を体験しました。 このゲームは、 参加者

数人で一つのチームを作り、 各チームは特徴の異なる架空の会社として、 社

会課題の解決を目指して企業活動をするというもの。 自社が保有する資源を組

み合わせ、 時には他社と取り引きをしながら、 種々の課題解決を図る新ビジネ

スを創って行こうとするもので、 一般企業の視点ではもちろん、 ソーシャルビジ

ネスの観点からも参考になるものだと感じました。 （花屋）

２０１５年９月の国連サミットで全会一致で採択された、２０３０年までに達成を目指している世界の目標です。
「地球上の誰一人として取り残さない（leave no one behind）」をスローガンに、１７の目標を掲げています。
最近はニュースや新聞などでもよく取り上げられています。

目標１ （貧困をなくす）　目標２ （飢餓をなくす）　

目標３ （保健）　目標４ （教育）　目標５ （ジェンダー）

目標６ （水 ・ 衛生）　目標７ （エネルギー）　

目標８ （経済成長と雇用）

目標９ （インフラ、 産業イノベーション）

目標１０ （不平等の是正）　目標１１ （持続可能な都市）

目標１２ （持続可能な生産と消費）　目標１３ （気候変動）

目標１４ （海洋資源）　目標１５ （陸上資源）

目標１６ （平和と公正）　目標１７ （実施手段）

実行団体になるには？！


