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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２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.34

▲ 去る７月１１日（土）に、山形市保健所大会議室で「令和２年度山形市コミュ
ニティファンド公開プレゼンテーション」が開催され、市民による審査の結果、
８つの事業が補助の認定を受けました。
　 今号では、この「山形市コミュニティファンド」についてご紹介します。

　　　　
「山形市コミュニティファンド」とは？

・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：黒木・後藤

　当センターの観葉植物の一つにハイビスカスが
あります。作り物ではなく本物を見たのは、実は
ここが初めてでした。次につぼみが開くのはいつ
だろうかと、たまに観察しています。（黒木）

集
編

後
記

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！ 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.34 北海道の観光地・特産物が採れるまち ～難読地名編～
 私は、大学入学で北海道から山形に来たの
ですが、CM で知るまで「左沢」は「ひだり
さわ」と読んでいました。ですが、北海道に
も難読地名が多いといえるかもしれません。
北海道の地名は多くは先住民族「アイヌ」の
言葉に漢字を付けたものです。そのため、漢
字に無理がある地名があり、道民でさえも読
めないものがあります。道内の観光地・特産
物が採れるまちも難読地名が多いです。例え
ば、「①積丹 ( ウニが有名 )」、「②歯舞 ( 昆布
が有名 )」、「③留寿都 ( スキー場が有名 )」、「④

興部 ( 牛乳が有名 )」は読めますでしょうか？
ちなみに、私の出身地も「⑤苫小牧」ですが、
楽天ファンの方には簡
単かもしれません。こ
の他にもありますの
で、地図などでぜひ一
度ご覧になってくださ
い。( 服部 )

ＮＰＯ勉強会 ～ＮＰＯ入門編～
ＮＰＯについて知りたい

１０月４日（日）１４：３０～１６：３０
定員５名　要申し込み

ＮＰＯを対象にパソコン操作で
困っていることに講師が答えます

パソコンお悩み相談室
講師：ＮＰＯ法人 Yamagata1
１０月１５日（木）１３：３０～１５：３０
１時間につき 1 人まで　要申し込み

あなたの職場は大丈夫？
ハラスメント対策講座
１０月２２日（木）１４：００～１６：００
定員５名　１０月１日（木）から申込可

団体運営で注意すべきポイントを学びたい

はじめての労働基準法
１１月２８日（土）と１１月２９日（日）
ともに１４：００～１６：００
定員２０名　１０月１５日から申込可

講師：ＮＰＯ法人山形の公益活動を応援する会・アミル　代表理事　鈴木利右エ門氏

ＳＤＧｓについて考えたい

ＳＤＧｓミーティング
１０月２１日（水）１８：００～２０：００
定員２０名　１０月１日（木）から申込可
ゲストトーク：
　山形大学理学部 教授 栗山恭直氏「ＳＤＧｓと科学」
　リコージャパン㈱山形支社「ＳＤＧｓと働き方」　

１１月１８日（水）１８：００～２０：００
定員２０名　１０月２２日（木）から申込可
ワークショップ：
　「豊かな社会」ってどんな社会？
　～ＳＤＧｓの観点から考える～
　講師：認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ 理事 阿部眞理子氏
　＊当日は ( 認定特活 ) 開発教育協会の教材を用います＊

ＮＰＯ活動ならではの 「想い」 を
伝える広報について学びたい

ＮＰＯのためのウェブ広報講座
１０月１７日（土）１８：３０～２０：３０
定員５名　要申し込み（オンライン開催）

つぶやきホッとサロン
社会の出来事などについて気軽に話をしたい

毎月第２水曜日１０：００～１２：００
事前申込みは不要　途中参加・退出自由

１０月以降に開催する催しです。会場は全て当センター、お問い合わせも当センターまで！

答え：①しゃこたん、②はぼまい、③るすつ、④おこっぺ、⑤と
まこまい(元楽天田中投手の出身高は「駒大苫小牧」です) ●～あなたの想いを地域のために～ 山形市コミュニティファンド



支援を受けたいけど…
どんな団体が申請できるの？ いつ頃から募集するの？

事務局が山形市にあり、山形市内で１年以上
にわたり、地域社会のために自発的な活動を
している団体が対象です。営利活動、宗教活
動、選挙活動等を目的とする団体は除きます。

分野補助と公開プレゼンテーション補助は毎
年４月中に募集し、審査は６月と７月頃、補
助が決定してお金が支払われるのは８月下旬
です。団体補助は通年で募集しています。

私たちが暮らす地域社会での、様々な課題
の解決に向けて取り組む「公益的な活動」
に使うことができます。

応募したいけど、
書類を書くのが不安…

確かに書類はいくつか必要です。そして、誰
でも最初は不安に感じるものです。そんな方
は、ひとまず市民活動支援センターにお越し
ください。あなたの不安をお聞きします。

どんなことに使えるの？
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 山形市コミュニティファンドは、皆様の善意による「寄附」を地域貢献に結び付ける山形市の仕組みです。
皆様からの寄附は、山形市を中心とした地域貢献活動を行う市民活動団体等への支援を通じて、地域の
まちづくりに活用されています。
 平成２０年４月の基金設置から令和元年度末までに、２１８事業に対し、およそ２億１千万円が補助金
として、地域の課題解決へと還元されました。

　  ～あなたの想いを地域のために～
山形市コミュニティファンド

皆様からの寄附によって成り立っているファンドです

令和２年度山形市コミュニティファンド補助事業のご紹介

 山形市コミュニティファンドの原資となっているのは、市民・企業をはじめとする皆様からの寄附です。
これまでの寄附件数は１７０件で、およそ２億４千万円の寄附金が寄せられました。
 寄附の方法は次の３種に分けられます。

分野希望寄附
山形市発展計画の重点政策に基づく１２分野の中から支援したい分野を希望する寄附
で、分野補助の原資となります。５千円から受け付けており、１０万円を超える寄附
の場合は「個別ファンド」を設置することができます。

一般寄附 特定の分野や支援先を指定せず、広く市民活動等に役立ててほしいとする寄附で、
主に公開プレゼンテーション補助の原資となります。千円から受け付けています。

団体希望寄附 コミュニティファンドへの登録団体の中から支援したい団体を希望する寄附で、
団体補助の原資となります。５千円から受け付けています。

 また、寄附して頂いた方のお名前・企業名はコミュニティファンドのホームページ「ご寄附をいただきま
した」にて、御礼として紹介されています。寄附者を匿名にすることも可能です。

地域課題の解決に繋げる地域貢献型の市民ファンド

寄附に対する税制優遇 コミュニティファンドへ寄附すると、税制控除を受ける事ができます。

【個人の寄附】寄附された金額のうち、２千円を超える分が所得税と住民税から差し引かれます。
　　　　　　　（控除の対象となる金額には上限があります）
【法人等の寄附】損金算入限度額にかかわらず、寄附金の全額を損金に算入することができます。
【遺贈の場合】行政機関への遺贈の扱いとなります。

 一般寄附を原資として、市民活動団体等が地域
課題解決に向けて新たに取り組む公益事業を支援

しています。市民自らが補助対象事業を選ぶ仕組みで、活動分野を問わず、山形市で活動する市
民活動団体等の公益事業を支援します。

 分野希望寄付を原資として、
市民活動団体等による公益

事業を支援しています。各分野・個別ファンドの
設置目的に合致した事業を募集し、評議委員会に
よる書類選考で支援事業が決定されます。

分野補助

公開プレゼンテーション補助

山形市コミュニティファンドの
お問い合わせ・お申し込み窓口

山形市役所　企画調整課　協働推進係
電　話　　023-641-1212（内線 222)
ＦＡＸ　　023-623-0703
Ｅメール　kikaku@city.yamagata-yamagata.lg.jp

● ユネスコ創造都市ネットワークを活かした学生活動推進事業
　 （山形県立山形東高等学校探究部国際班ＹＹＷＹ）
● 「村木沢の史跡やパワースポットを巡るウオーキングマップ」の作製（村木沢地区振興会）
● 義光スクールを活用した郷土愛育成推進事業（最上義光歴史館サポータークラブ義光会）
● あなたも街の外国語ガイド！ウェビナー（地域を元気にする会）
● 2020 YAMAGATA マスク de 街コン（山形商工会議所青年部）
● 2020 やまがた de 愛ミーティング（ＮＰＯ法人 A Village）
● 連携型コミュニティ活動（ＮＰＯ法人まちづくり山形）
● 我街の防災を考える 廃棄物処理の現状と最近の自然災害
　 （災害に強い地域づくりを考える会）

 このファンドの補助メニューの一つで、補助を受けるためには、コミュニティファンドへの団体登録の申請が必
要です。また、市民や企業からコミュニティファンドへの団体希望寄付（登録団体の中から支援したい団体を希
望した寄付）が必要で、書類選考の後に補助が決定します。

団体補助とは？

実績報告書

公式ホームページ
ＵＲＬ：  https://www.yamagata-cf.jp/

ファンドについてより詳しく知りたい方へ

右記の山形市の窓口と市民活動支援
センターでお配りしています。

（芸創協会）

●史跡あふれるまち・山形
　長谷堂城跡案内板設置事業

ＭＩＮＴＯ住民参加型まちづくり支援ファンド 

●地域景観環境改善事業
（柏倉にぎわいづくりネットワーク）

株式会社東北シーアイシー研究所３５周年 
環境型社会の形成ファンド　

●すずかわみんなの食堂「おかわり」
　おなかいっぱい・元気いっぱい・手間をかけあい、
　つながる地域
（ＮＰＯ法人おかわりキッズやまがた） 

株式会社蔵王サプライズ５５周年
青少年育成ファンド 

●七日町コン ２０２０ （七日町商店街青年会）
●結婚支援プロジェクト（やまがたし良縁隊）
やまがた de 愛ファンド 

令和２年度「公開プレゼンテーション補助」採択事業

●マーシャル諸島でおきたこと
　～映画「タリナイ」を通して戦争を語り継ぐ
（嗚呼山形自主上映会）

映像文化創造都市やまがた推進ファンド地域社会が抱える課題解決に活用できるファンドです
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