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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 7 月 30 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
●山形大学からのインターン生にちょこっとインタビュー

●山形市市民活動支援センターからのお知らせ

●センター職員のいちおし！ vol.38

・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：川部・後藤

今回は「公開プレゼンテーション」をテーマにお届け
しました。当日の熱気が少しでも伝われば幸いです。
早くコロナ禍があけて、各参加団体の独自な発表が見
れる日が来ることを切に祈ります。（川部）

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.38

●

.

ようこそ！山形市市民活動支援センターへ　

インタビュー

山形市コミュニティファンド

山形市市民活動支援センターからのお知らせ
催しに関するお問い合わせ・お申し込みは当センターまで。

ＮＰＯ勉強会～ＮＰＯ入門編～
日時　８月 22 日（日）14 時 30 分～ 16 時 30 分 　　
会場　山形市市民活動支援センター 会議室 B
         または　オンライン（Zoom）　　　　　　　　　
定員　会場・オンライン 各先着 5 名　

　申込締切　
８月 18 日（水）

センターの印刷機使用について
現在、当センターで稼働可能な輪転機は２色機１台
のみとなっており、使用が重なる場合が多くなって
おります。ご使用の際には出来るだけ事前にご連絡
ください。また、封筒などの特殊印刷は印刷出来な
い場合があります。ご注意ください。

　「魚の中で何が好き？」と聞かれると、私
は毎回必ず「かわざかな」と答えます。具体
的には、マス、イワナ、アユ、ヤマメなどの
ことをひっくるめて「かわざかな」と答えて
います。中でも小さい頃から親しんでいるの
が「ニジマス」。小学校の頃は地元の子ども
会主催の「マスつかみ大会」で、年に１回は
必ず、ニジマスを手づかみでつかまえ、実際
に調理し、その場で焼いて食べていたもので
した。そんな経験があるからなのか、この歳
になってもあの味は忘れられず、年に数回は

養殖場やお店に塩
焼きなどをお願い
しています。実の
ところ、海の魚の刺身は得意ではなく、その
一方でニジマスの刺身は大好物で、この差は
一体何なのかが自分でも不思議です。そんな
風にして「かわざかな」が身近にいて、そし
て気軽に食べられることは、地方都市ならで
はの楽しみなのかもしれません。（黒木）

かわざかな
当日のようすを
紹介するよ♪

インターン生にちょこっと                     

—あなたがおすすめする本や映画など、 1本だけ教えて
ください！

三田誠広さんの「いちご同盟」です。初めて読んだ時期
が主人公と同じ 15 歳という思春期だったこともあり、
生と死についてすごく考えさせられました。年齢によっ
てこの本から得られる感情はまた異なると思うので、ぜ
ひ多くの方に読んでいただきたいです︕

中間支援とは具体的にどのように行われているのか、
また NPO 団体を支える立場として地域の課題にどう対
応しているのかを学びたいと思い、インターンシップ
先としてこのセンターを選びました。
—センターでのインターンを経て、 印象深かったことは何
ですか？

センターが市民の方々にとってどのようは役割をはたし
ているのかを学ぶことができました。市民団体からの相
談対応について、実際にどのような相談を受け、対応し
ているのか知ることができ、とても勉強になりました。

畠山　美那さん菅野　乃愛さん

相談や問い合わせに対して、職員それぞれが個別の判
断によって対応しているのではなく、正確な情報を伝
えることや、平等性を意識して応えていることが印象
深かったです。
—職業に限らず、 将来どんなことがしてみたいですか？

私は東北から出たことがほとんどないので、全国をま
わって、それぞれの地域にどんな人がいて、どんな課
題があって、どんな取り組みをしているのかを実際目
で見てみたいです。それをほかの地域の課題解決につ
なげられたらと思います。個人的にはまだ京都に行っ
たことがないので、まず京都に行ってみたいです。

—センターでのインターンを経て、 印象深かったことは何
ですか？

山形大学人文社会科学部
地域公共政策コース　

公共の利益のために活動している市民団体の活動が、
どのように地域社会に貢献しているのか、また様々な
団体が活動を行うにあたりどのような困難があり、セ
ンターからの支援が必要となるのかについて知りたい
と思いました。

公共の利益のために活動している市民団体の活動が、
どのように地域社会に貢献しているのか、また様々な
団体が活動を行うにあたりどのような困難があり、セ
ンターからの支援が必要となるのかについて知りたい
と思いました。

山形大学人文社会科学部
地域公共政策コース　

山形市コミュニティファンド
令和 3 年度公開プレゼンテーション特集！

令和３年度

公開プレゼンテーション

特集！

　皆様の善意の寄附を地域貢献
に結び付ける山形市の仕組みで
す。みなさまからお寄せいただ
いたご寄附は、山形市を中心と
した地域貢献活動を行う市民活
動団体への補助を通じて、さま

ざまな地域貢献に活用されます。
　市民・事業者・行政が、適切な役割を担い、
協力・補完し合いながら、地域課題の解決に
繋げる地域貢献型のファンドです。

山形市コミュニティファンド
　ってなんだろう？

山形市コミュニティ
ファンドとは・・・

公開プレゼンテーション補助は、
市民自らが投票で補助対象事業を
選ぶ仕組みだよ。
平成１７年から行われているんだ。

　市民活動団体が公募の市民審査員を前に地域課題
解決のための事業提案を行い、審査員の投票により
補助金の交付先を決める山形市の取組です。市民活
動団体が取り組む公益事業を支援する‟山形市コ
ミュニティファンド” の補助メニューの一つ「公開
プレゼンテーション補助」の補助事業を決定します。

公開プレゼンテーション
とは・・・



　発表スタート

参加団体が市民審査員に対しプレゼン
テーションを行います。市民審査員は
プレゼンテーションや選考資料の内容
をもとに事業の内容を評価し、応援し
たい５つの事業を選び投票します。投
票の結果にもとづき補助事業を決定
し、予算の範囲内で１事業あたり最大
４０万円の補助を行います。

選考方法について・・・

７月１７日

　  （土）
令和３年度　公開プレゼンテーションが開催されました︕

発表時間　１団体４分間
発表形式　発表者は１団体１名まで。マイク、プロジェ
クターは使用可。ただし、今年度は新型コロナウイルス感染予防のため、
大声を出しての発表、寸劇、歌、ダンスは不可

今年は山形テルサ１階大会議室を会場に、１５団体の発表となりました。

投票は1.実行可能性、2.実施効果、3.
経費の妥当性、4.独自性・先進性、5.
波及効果・継続性の5つの基準で採点し、
各審査員が５団体を選んで投票します。

採択された団体には認定証が
公布されました。（右は認定証）

１. 山形市視覚障害者福祉協会　
 共生の街やまがた　ありがとうキャンペーン

２. 学校法人山本学園創立１００周年記念事業実行委員会
 ベニちゃんバス（西くるりん）バスアプリ

３. 骨髄バンクを支援するやまがたの会
 骨髄バンクを支援するやまがたの会２５周年記念事業

5. 村木沢地区振興会
地域の農産物を利用した「特産品」の製作ーメンマー

6. 成沢郷土史研究会
成沢郷土史研究会

7. 花見山プロジェクト
「裏山を花見山に」―自然豊かな憩いの場をつくろうー

４. 地域を元気にする会
  実践編・あなたも街の外国語ガイド︕

8. 特定非営利活動法人Ａ Village
2021 やまがたｄｅ愛ミーティング
  男女共同参画時代の婚活支援

Check!

採択補助事業の紹介 ここでは今年度採択された団体の事業をご紹介
します。

参加された皆様、本当にお疲れ様でした

投票の
ようす

山形市　　　　　　　　
コミュニティファンド

それぞれ事業採択を目指し
て、熱のこもった発表が繰り広げら
れました︕

まず初めに山形
市から選考方法
についての説明
がありました　開会

村木沢地区振興会
グループえがお ひがし食堂ふれあい

特定非営利活動法人　A Village特定非営利活動法人　A Village

骨髄バンクを支援する
やまがたの会
骨髄バンクを支援する
やまがたの会

花見山プロジェクト花見山プロジェクト 特定非営利活動法人　　
論語に学ぶ会やまがた
特定非営利活動法人　　
論語に学ぶ会やまがた

成沢郷土史研究会成沢郷土史研究会

投票結果発表︕
採択決定︕

学校法人山本学園　　　　　
創立１００周年記念事業実行
委員会

学校法人山本学園　　　　　
創立１００周年記念事業実行
委員会

やまがたの自然の魅力︕
満喫プロジェクト
やまがたの自然の魅力︕
満喫プロジェクト

地域を元気にする会地域を元気にする会

投開票

街中で助けてもらった経験をもとに、感謝の気持ちをお返ししたい
ということで、ベニちゃんがデザインされたステッカーを配り、助
け合いの輪を広げていくという活動を行います。

ベニちゃんバスの利用者にバスを待つ間、地域のお店やイベント情
報などを検索し、バスの利用率の向上と地域活性化につながるアプ
リを作成します。

骨髄バンクのことを広く知ってもらうため、活動を記録した記念誌
の発行、出前講座の実施、特別休暇制度の導入などの促進を目的と
した事業を行います。

山形市内の観光地でのガイド体験を通して、山形市のインバウンド
をサポートする外国語ガイドの育成を図ります。

地域活性化活動の一環として、村木沢の生産物、「筍」を利用した特
産品「メンマ」を作ります。制作後は製品化を目的とし、試食会・
講習会を通して、地域のアピールをしていきます。

成沢地区の史跡や文化財を広く市民へ広めるため、教育機関や専門
家と連携し地域マップの作成や史跡の整備、講演会を行い、より魅
力のある地域社会の形成を目指します。

耕作放棄地となっている場所に桜を植樹し、誰もが散策できる自然
公園として、市民が交流・学習できる憩いの場をつくり、その景観
を保全していく取り組みです。

山形市内、ひいては国内の少子化・人口減少の問題を解決する
ために、男女共同参画の視点から結婚を望んでいる男女に出会
いの場・機会を提供し、地域の活性化を目指す事業です。

PM 1:15

PM 2:40
PM 3:20

※紹介の順番は得票順です。

　事業実現の費用対効果、メリット等を考慮して、なかなか頭の体操になった。
　安くない補助金額を生かすために、どのくらいの人のメリットとなるのかをポイントにした。

今回参加された市民審査員のかたにお話をお伺いしました♪

今回は審査が終わられたばかりの市民審査員の方に、いくつか質問をさせていただきました。
　今回、審査員をされての感想は︖　　自分なりの採点のポイントはなにかありましたか︖

団体の皆さんがこんなにも山形のことを考えていると思うと嬉しくなった。プレゼン力の差が大きかったのが残念。
気持ちの強さや内容、特に山形だからこそ出来るという事業を応援したい。
山形市にこんなにいろんなジャンルの団体があることに驚かされた。
障がいをもったかたや子どもなど、自分の力だけではどうしようもないハンデの助けになる団体を選んだ。

山形に長く住んでいながら、自分がこれまでまったく知らなかった地域のことを多く知るいい機会になった。
どのくらい役に立つかに加え、自分が好感の持てるプレゼンに投票した。

2度目の参加だが、今回は以前に比べて参加団体が多くて、採点が難しかった。
独自性と波及効果。実現可能性も大事だが、オリジナリティと、のちのちへの波及効果をポイントとして採点した。

授業の一環として参加したが、思った以上に自分のためになった。
心情に訴えるところと、客観的なデータを示しているところが分かれていて、そのバランスに注意して採点した。

想像以上に熟考された活動や、こんなのがあったらいいなという活動が多くて、聴いていてとても面白かった。
それがあったらいいなと思えるかどうかをポイントに、応援したいと思える活動を選んだ。
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70 代男性

30 代男性
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PM 1:00 いよいよ　
各団体の　
発表です！

山形市視覚障害者福祉協会山形市視覚障害者福祉協会

特定非営利活動法人　　
まちづくり山形
特定非営利活動法人　　
まちづくり山形

子ども食堂　「うぃずゆう」

災害に強い地域づくり
を考える会
災害に強い地域づくり
を考える会
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