
今号の内容

　山形財務事務所の職員の方を講師に「夏休み企
画　親子で学ぼう！お買い物ゲーム」を開催しま
した。参加したのは、親子 15組、41名の皆さん
です。参加してくれた山形市内の小学校中・低学
年の児童の皆さんと保護者の皆さんは、親子でお
金のことを話し合ったり、「お金にかんするクイ
ズ」に挑戦したり、お買い物ゲームを楽しみなが
ら、お金の流れや使い方について学びました。

山形市市民活動支援センターとは

市民活動ひとくちコラム「全国脊髄損傷者連合会山形県支部」
センター職員のいちおし！ vol.47

イベント・講座情報「んーぽ新聞」

とぴあす連載コーナー

ぴーちゃん

あみちゃん

スタッフブログ
更新中！

山形市市民活動支援センター

日常で目にする地域の課題を解決したい、そんな「想い」を団体として形にしませんか？

特集：団体として非営利（ＮＰＯ）で活動を始めるには？
　　　センター主催講座 活用案内
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市民活動やＮＰＯの情報をお届けする山形市市民活動支援センター情報紙

様々な分野の市民活動やＮＰＯ、ボランティアなど、公益的な
活動をしている人、はじめたい人たちを応援する施設です。
ＮＰＯ、市民活動に関する各種相談の他、山形市を中心に活動する非営利活動団体
を対象に、会議室、印刷コーナー等を提供しています。
利用対象や利用方法の詳細については当センターまでお問い合わせください。

センターや、市民活動・ＮＰＯ団体が開催するイベント情報を届けします！

団体として非営利（ＮＰＯ）で活動を始めるには？



センター主催講座 活用案内＋

非営利（ＮＰＯ）活動を行う団体とは？

法人格は必要？ＮＰＯ法人化のメリット

●所轄庁への報告義務 ●情報公開の義務 ●他法人と同様の義務

センターを活用しませんか？

縦覧 ・ 審査の後、
認証 ・ 不認証の決定 法人の

成立
法務局へ設立登記

解決したい
地域の課題がある
環境、 地域づくり、 医療など
活動の分野は様々です。

・ 定款の起草、 必要書類の作成
・ 10 人以上の社員 （正会員） の確保

※各講座の開催日時など、最新の情報はセンターウェブサイトにてご確認ください。

各種手続き

　ＮＰＯと聞くとＮＰＯ法人という印象を持たれますが、 法人格を持たない任意団体
として活動している団体も多く、 規模も形も様々です。 任意団体は法人よりも制
限が少なく、 自由な形で活動できることが大きなメリットです。

　団体として運営するため 「想い」 に共感したメンバー
（会員） を集めることが必要です。 メンバーが多くなっ
た時に備え、 事業計画に加えて、 団体のルールである
会則と、 団体としての会計帳簿の作成をおすすめします。

　ＮＰＯ法人 （特定非営利活動法人） は、 法人格を持つことで法人として契約の
主体になれる、 資産の保有などの財産管理ができるなどのメリットがありますが、
義務として法律に沿った運営を行う必要があります。 義務の一つである情報の公
開、 報告を行うことにより、 社会的な信用性が高まるのも法人化のメリットです。

　法人が決めた年度ごとに、 所轄庁への報告の義務、 情報公開の義務などのＮＰＯ法に関連する義務の他、 総会の開催や雇用の手続き、
納税など、 株式会社をはじめとした各種法人にも共通する義務を行う必要があります。

所轄庁へ認証書類の提出

設立総会を開く

●団体内での法人化の準備

　団体を運営するイメージを掴むために、
活動を続けている団体が主催するイベント
や集まりに参加してみるのも一つです。

　センターに寄せられる相談は、 団体それぞれの活動分野や、
法人の定款などによって対応は様々です。 団体の設立、 運営
に関して、 当センターへお気軽にご相談ください。
相談の際は予めご連絡の上、 窓口までお越しください。

・ 事業年度終了後の報告
・ 役員変更の届出
・ 定款変更の認証申請
   または届出

・ 総会の開催　
・ 法務局への登記申請
・ 税務、 雇用の手続き

・ 定款、 事業報告書の公開
・ 事務所に閲覧できる
   書類の備え置き

団体を立ち上げたい！団体として活動するには？

はじめに、

団体の活動ってどんなもの？

法人化するための手順は？

法人格を取得したあとの運営は？

山形市内にも様々な
分野のＮＰＯ・ 市民活
動団体があります。

　ＮＰＯ法人を設立する場合、 他法人と違い費用がかかりませんが、 社員、 役員
の最低人数や、 「縦覧」 という申請情報を一般公開する期間が定められています。

任意団体の活動で
ＮＰＯ法人の実務を
参考にするのも
おすすめです
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　ＮＰＯ・市民活動は、日頃の中で目にする地域の課題を解決したいという 「想い」 から始まります。ＮＰＯ・
市民活動を行う団体として、 「想い」 を形にしてみませんか？今回のとぴあすでは、 非営利 （ＮＰＯ） で
活動する団体の形についての説明と、 センターで主催している各ＮＰＯ関連講座をご紹介します。
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●連絡先／フリースペース雨やどり
　（認定 NPO 法人 発達支援研究センター）
　０２３－６２３－６６２２
　０９０－８６１９－７００３
　amayadori@email.plala.or.jp

んーぽ新聞
イベント・講座情報 登録団体からのお知らせ

センターからのお知らせ

ＮＰＯ勉強会 ～ＮＰＯ設立編～

センター主催の講座・イベント情報の
詳細はこちらからご覧いただけます

登録団体からのお知らせ

■日時　９月１７日（土）１４：３０～１６：３０
■場所　山形市市民活動支援センター　会議室Ｂ　
　　　　（霞城セントラル２２階）
　　　　オンライン（Ｚｏｏｍ使用）
■定員　会場参加　１０名
　　　　オンライン参加　１０名
　　　　※要事前申込。どちらも先着順。定員に達し次第締切。　

センターの講座や、 センターに登録している市民
活動団体の活動など、市民活動・ＮＰＯ・ボランティ
ア情報をお届けします！

ＮＰＯ法人を設立したい、または活動する中で法人格が
必要となったという方を対象とした勉強会です。本講座
はＺｏｏｍを用いたオンラインでも開催いたします。

最新情報はセンターウェブサイトをチェック！！

「人生の醍醐味」
―第１２回哲学カフェ　Salon de Yamagata

■日時　９月１４日（水）１４：００～１６：００
■場所　山形市市民活動支援センター　ふらっと
　　　　（霞城セントラル２２階）

哲学カフェは、毎月一回、決められたひとつのテーマに
沿って、悩みや日頃思っていることなどを自由に話し合
う場所です。１２回目のテーマは「人生の醍醐味」。年齢、
職業問わず、どなたでも参加可能です。

ドキュメンタリー映画『ひめゆり』上映会

仲間たちと自主上映して来たドキュメンタリー映画『ひ
めゆり』、沖縄本土復帰５０年という節目の今年、４回目
の上映です！戦争のない世の中を作っていくために、私
たちに何が出来るのか？ともに考え、語り合いましょう！

　■日時　９月３日（土）
　　　　　１０：００～／１４：００～　（２回上映）
　■会場　山形県生涯学習センター「遊学館」２階ホール
　　　　　（山形市緑町１丁目２ー３６）
　■前売券　一般 １，２００円（当日１，５００円）
　　　　　　１８歳未満　５００円（当日７００円）
　　　　　　未就学児は無料
　※当日１７:３０～１９:３０　遊学館学習室にて柴田監督を
　囲んでアフタートーク「『ひめゆり』を語る会」も同時開催
　（会費３００円）

●連絡先／
　映画 『ひめゆり』 を観る会２０２２＠やまがた
　（ぷらいず　居場所と学びの場づくりＮＰＯ）
　 prize.yamagata@gmail.com

もうひとつの進路合同説明会
    ー自分に合った進路を見つけてみよう！！－

やまぎん県民ホール野外シネマ ～太鼓の宴～

■日時　８月２１日（日）　１６：００～２１：００
■会場　やまぎん県民ホール イベント広場（ＪＲ山形駅西口）
■料金　無料、映画鑑賞は要事前申し込み
■主催　山形県総合文化芸術館 指定管理者みんぐるやまがた
■共催　認定ＮＰＯ法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭、
　　　　山形県

　

『自走する組織の作り方』出版感謝講演会＠山形

■日時　９月３日（土）１５：００～１６：３０
■場所　山形ビッグウイング４０１会議室
　　　　（山形市平久保１００番地）
■参加費　無料　※書籍を購入しなくても参加できます。
　　　　　　　　　（会場での書籍販売有り）
　

　　

●連絡先／１５ＹＥＬＬ( いちごえ～る )
　０９０－９７４５－３７４６ （村山）
　15yell.yamagata@gmail.com

組織のリーダーとして孤軍奮闘しているみなさん！
あなたが無理に動かなくても、あなたの組織が活き活き
と輝く！そんなヒントが満載の出版感謝講演会です！
あなたの組織やチームや家族が大きく変わります！！

■日時　９月１０日（土）１４：００～１６：００
■場所　山形ビッグウィング　４階　中会議室・研修室
　　　　（山形市平久保１００番地）
■対象　・進路先に悩む中学生とその保護者
　　　　・進路変更を検討している高校生とその保護者
　　　　・高等学校卒業資格を取得したい人
■内容　１部：各高校、各支援機関の簡単な概要説明
　　　　２部：個別ブースにて、より詳しく
　　　　　　　質問・確認・相談をしていた
　　　　　　　だくことができます

みなさんは、通信制・定時制高校をご存知ですか？
通信制・定時制高校には、「働きながら学ぶ高校生」や「か
つて不登校に悩んだ高校生」、「人のつき合いが苦手な若
者」など、いろいろな経験や悩みをもつ高校生が通って
います。

やまぎん県民ホールイベント広場初の野外上映会！太鼓芸
能集団「鼓童」が主演する映画作品『戦慄せしめよ』（豊
田利晃監督作品）の上映を中心に、東北芸術工科大学和太
鼓研究会「太悳」の和太鼓演奏披露や、世界各国のグルメ
が楽しめるＷＯＲＬＤ　ＭＡＲＫＥＴも同時開催！　

●連絡先／やまぎん県民ホール
　０２３－６６４－２２００

！

第５７回山形県発明くふう展作品大募集

日常生活をより豊かにするための、自然科学を利用した優
れた発明くふう作品を募集します。この作品展は、県民の
発明くふうの関心を高め、次代を担う青少年の豊かな観察
力や創造力を養うために実施されています。皆様からの独
創的でアイデアに富んだ作品をお待ちしています。

■募集締切　９月２０日（火）まで
■対象　小・中学生、高校生、大学生、一般
■作品展　１０月１５日（土）、１６日（日）
　　　　　米沢市　ナセＢＡ　よねざわ市民ギャラリー
　　　　　　（米沢市中央１丁目１０番６号）　
※応募の方法、申込書など、詳細は下記２次元バーコード
　よりご確認ください。

●連絡先／ （一社） 山形県発明協会
　発明くふう展係
     ０２３－６４４－３３１６

！



私達「全国脊髄損傷者連合会山形県支部」は労災・
交通事故・疾病・先天性等により下肢に障害を持っ
た重度障がい者団体です。

自ら自動車を運転する車椅子常用者は駐車場スペー
スがあっても不正使用により、これまではなかなか
停めることが出来ませんでした。車椅子の運転者は
車椅子を出し入れするためにドアを広く開けなくて
はならず、乗り降りに３.５メートルの幅のスペース
が必要となります。

私達は当事者・ボランティア・管理者・子供達等が
一緒になり、平成１７年より障害者駐車場の全面青

色塗装活動に取り組んできました。
山形県では全国で２番目にパーキングパーミットが

導入され、要望していた国際シンボルマーク入りの
青色障がい者駐車場が県条例化されましたが、まだ
まだ条例通りにはいっていないのが現状です。今回
の山形市コミニュティファンドで採択された助成金
を活用し、パーキングパーミットを広
く知ってもらえるよう、この活動を押
し進めていきたいです。

★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だより とぴあす
　　　　　　　　　　　　担当：後藤・川部

やっと暑さも終盤かという中で紙面を作成しています。まだまだ油断できない気
温が続きますので、熱中症などに気をつけてお過ごしください（後藤）

発行 :山形市市民活動支援センター 霞城公園
（山形城跡）
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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.47 書籍　パラリンピックは世界をかえる　ルートヴィヒ・グットマンの物語

　 今年の冬に行われたパラリンピックを見て、感動
や元気をもらった方は多いのではないでしょうか。
そのパラリンピックはどのようにして始まったのか
知っていますか？この本は、パラリンピックを生ん
だ脳神経外科医・ルートヴィヒ・グットマンの生涯
をえがいた伝記です。ドイツにユダヤ人として生ま
れ、ナチスの迫害をうけてイギリスに亡命したグッ
トマンは、戦争によって負傷した兵士の、もう死ぬ
しかないと諦めていた下半身まひの治療にとりく

み、格段に生存率を向上させました。ある日、患者
たちが車いすで庭を走り回っているのを見て、患者
がスポーツによって情熱をとりもどしていくのを目
の当たりにしました。治療にスポーツの要素を取り
いれようと考え、ひとつの病院ではじまった小さな
競技大会は、パラリンピックへと発展し、やがて社
会の認識を変えることになりました。感動の伝記を
ぜひ一度手にとって読んでみてください。

（文責：荒井）

市民活動ひとくちひとくちコラム

とぴあす 連載コーナー

全国脊髄損傷者連合会山形県支部
事務局　髙橋　玲子さん

〒990-8580　山形市城南町 1-1-1 霞城セントラル 22・23 階
電　話：023-647-2260　ＦＡＸ：023-647-2261 　メール：center@yamagata-npo.jp
・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

22 階が
窓口です！

●連絡先／全国脊髄損傷者連合会山形県支部
　 ０９０－１４９１－６０１６（髙橋）

　 

ローリー・アレクサンダー 著　 千葉 茂樹  訳　福音館書店　出版

貸出備品はどういうものがあるの？

　当センターでは、登録団体の方を対象に各種備品の貸し出しを行っています。
　会議室、ミーティングコーナーを使用する場合は、パソコン・プロジェクター・スクリーン・マイクなど
を利用することができます。プロジェクターを利用する際は、端末によって使用できない場合がありますので、
事前にご相談いただくか、ご来館いただき動作を確認の上ご活用ください。
　また、登録団体用に館外への持ち出しが可能なプロジェクターやスクリーン、野外活動で使用できるテン
トやテーブルなどの貸し出しも行っています。活動に必要な備品がありましたらぜひお声がけください。
※貸し出しできる備品の数には限りがございます。予めご了承ください。

センター利用登録についての詳細は、右記２次元コードよりご確認いただけます
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