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１．通常総会の開催１．通常総会の開催１．通常総会の開催１．通常総会の開催                           
 

   開催日：2003 年 9月 6 日（土）に第 5回通常総会を開催。 

   会 場：仙台市市民活動サポートセンター セミナーホール 

    ＊終了後、記念セミナーの開催予定。 

         会 場：仙台市シルバーセンター 第１研修室    

    
    
２．理事会の開催２．理事会の開催２．理事会の開催２．理事会の開催        
    
   毎月 1回理事会を開催する。（理事合宿を含む） 

    
    
３．評議員会の開催３．評議員会の開催３．評議員会の開催３．評議員会の開催    
    
            年に１回以上、評議員会を開催する。    
                ○第 6回評議員会 2003 年 10 月 7日（火）    

    
    
４．会員について４．会員について４．会員について４．会員について    
                    
                報告書にあるとおり、ここ数年微増を続けているが、6月末の時点で 250 団体／ 
   個人の壁を大幅に越えてはいない。当センターの活動は、会員に特別の利益を提供 

   するというより、広くＮＰＯセクターの利益と社会の利益を増進するための活動を 

   行うという側面が強く、会員は、そのような活動と団体の理解者、支援者、協働者 

   という位置付けである。200 万円強の会費収入は、主に会員向けの情報提供の通信費 

   等と政策提言の原資として使用されている。強い足腰のセンターになるためにも、 

   幅広く呼びかけ、ＮＰＯ情報ライブラリー登録団体にも働きかけて、会員増（目標 

   300 団体／個人）を図りたい。 

    
    

    Ⅰ．センターの運営に関する事項Ⅰ．センターの運営に関する事項Ⅰ．センターの運営に関する事項Ⅰ．センターの運営に関する事項 
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５．事務局について５．事務局について５．事務局について５．事務局について                                                                                                                                    
 

（１）事業・運営会議の開催 

                事業企画、組織運営に関する業務について進捗状況の報告や事業遂行のための審 
    議・検討を行う。（隔週） 

    参加者：常務理事、事務局長、大町事務局勤務スタッフ、仙台市市民活動サポート 

        センター勤務スタッフ 1名 

                                       

（２）事業企画戦略会議の開催 

    事業企画の検討・決定。（毎月第 3木曜日、他） 

    参加者：常務理事、事務局長、事務局次長 

 

（３）センター会議の開催 

    組織全体（戦略）の情報共有。スタッフの研修・スキルアップの場。唯一のスタ 

        ッフ全員参加会議。（毎月第 4水曜日） 

    参加者：常務理事、事務局長全スタッフ 

 

 

６．職員・ボランティアスタッフについて６．職員・ボランティアスタッフについて６．職員・ボランティアスタッフについて６．職員・ボランティアスタッフについて                                                                             
 

（１）職員体制 

    前年度と同様の陣容で、本年度も仕事をしていくことになるが、そろそろ巣立ち 
   の時期を迎えたスタッフも多く、当初から考えていた地域の人材育成センターとし 
   ての役割を再認識して、今年度の人事を考えたい。 
 

（２）ボランティアスタッフとの関わりについて 

    ボランティアスタッフの協力による事務局運営とプロジェクト推進を図る。 
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１．政策提言（アドボカシー）活動１．政策提言（アドボカシー）活動１．政策提言（アドボカシー）活動１．政策提言（アドボカシー）活動                                                                            
 

（１） ＮＰＯ税・法人制度改正関連 

 

   1）ＮＰＯ税・法人制度改正関連 

  2）ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会などへの参加・協力 

  3）公益法人制度改革へのＮＰＯセクターとしての取り組みの把握 

 

（２） 地域のＮＰＯ施策に対する提言 

 

  1）ＮＰＯ政策意見交換会の開催 

    

（３）個別分野における政策提言サポート 

 

（４）その他 

 

   1）行政等による各種委員会、審議会等への委員委嘱協力 

 

 
２．マネジメントサポート（相談・講座・ＮＰＯ向け講師派遣）２．マネジメントサポート（相談・講座・ＮＰＯ向け講師派遣）２．マネジメントサポート（相談・講座・ＮＰＯ向け講師派遣）２．マネジメントサポート（相談・講座・ＮＰＯ向け講師派遣）                                            
 

（１）せんだいＣＡＲＥＳの実施 

    企業人のＮＰＯ体験 120 万人キャンペーン「せんだいＣＡＲＥＳ」プロジェクト 

     助  成：日本財団 

     実 施 日：キャンペーン実施 11 月（1ヶ月間） 

         キャンペーン広報開始 10 月 1 日 

     企画コンセプト 

         ：「せんだいＣＡＲＥＳ」は、仙台圏域に在住する 120 万人に対して行う市民

とＮＰＯ・市民活動団体をマッチングする一大月間キャンペーンプロジ

ェクトである。企業市民に対しては、ボランティアへの参加を通じ社会

参加の機会を提供し、一方の企業市民を受け入れるＮＰＯに対しては、

ＮＰＯの最大の経営資源である「人」を確保する機会を提供する。これ

    Ⅱ．センターの事業に関する事項Ⅱ．センターの事業に関する事項Ⅱ．センターの事業に関する事項Ⅱ．センターの事業に関する事項 
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により仙台というまちを相互のセクターが同じ市民という立場でより住

みやすく「ＣＡＲＥ（世話）」するというものである。 

     企画概要：ＮＰＯの最も重要な資源である「人」に焦点を当て、当センターでは 2002

年度にＮＰＯ･市民活動団体と企業を結ぶ「ＮＰＯへの人財サポートシス

テムの開発」と、ＮＰＯ・市民活動団体と市民を結ぶ「ＶＯＩＣＥ  

           ＯＦ ＮＰＯ ＰＲＯＪＥＣＴ」を行った。この 2 つの事業で蓄積した

ノウハウを基に、今回は特に企業市民に的を絞り「せんだいＣＡＲＥＳ」

を行う。「せんだいＣＡＲＥＳ」では、企業人がＮＰＯ・市民活動団体に

参加する機会を創出するとともに、ＮＰＯに対する社会的認知を高める

ことを 11月の 1ヶ月間を使って効果的に行う。 

          （内 容） 

            １．キャンペーンツールの製作 

            ２．ボランティアメニューパンフレットの製作 

            ３．キャンペーンの実施 

            ４．アンケートの実施 

     目  標：１．分野を超えた一大キャンペーンの実施 

            ＮＰＯ･市民活動団体 20 団体と、企業 10社のキャンペーン参加 

          ２．企業市民のＮＰＯ体験を通じた社会参加の機会提供 

          ３．ＮＰＯへの人材の供給 

          ４．セクター（企業・ＮＰＯ・行政・市民）を超えたパートナーシップの 

            構築   

 

（２）ＶＯＩＣＥ ＯＦ ＮＰＯ ＰＲＯＪＥＣＴ 2003 の企画・実施 

    「ＮＰＯの広報戦略をサポートする情報発信プログラムと 

     広報・編集ボランティア育成インタ－シップシステムの開発」 

    企画のコンセプト 

         ： 日本のＮＰＯは、阪神大震災以後、そしてＮＰＯ法制定もあってようや 

          くその社会的役割が認知され、注目される存在になってきたにもかかわら 

          ず多くのＮＰＯから、活動資金が足りない、寄付が集まらない、会員が増 

          えない、という声をよく耳にする。 

           その中で重要な課題として浮かび上がってきたのは、ＮＰＯのマネジメ 

          ントの不在、その担い手不足によるもので、特に組織における広報・情報 

          発信において、担い手不足が著しいということである。そこで、昨年は本 

          事業を通じて、ＮＰＯの広報力を上げるとともに、その新たな担い手の養   

          成を実施したその成果は、大きな反響を得ることができた。 

           本年は、さらにこの事業を発展充実させるため、昨年実施した市民向け  
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          の講座の時間帯を日中午後から夜に移動して、企業人や行政職員、学生な 

          どを対象として、新たな広報の担い手となる市民の育成をめざす。 

           また、講座の内容もより実働的なプログラムを組み入れ、講座回数を増 

          やしながら、ＮＰＯにも受講による成果を実感できるものを提供する。 

           なお、同時に「せんだいＣＡＲＥＳ」や「サポート資源提供システム」 

          に関わる事業との連携を図りながら、セクター間の人材交流を推進するも 

          のである。 

     企画概要：1）ＮＰＯ向けプログラム 

          2）市民向けプログラム 

          3）ＮＰＯへの編集ボランティアインターンシッププログラムの実施 

          4）ＮＰＯ関係者,プロのクリエーターなどの専門家を審査員に迎え、公開 

            コンペを開催し、選考された 5団体に対して、印刷物をＮＰＯに提供 

            する。 

          5）広報・情報発信マネジメントプログラム講座テキストの制作 

          6）昨年の市民受講生によるＮＰＯ広報サポートチーム［ＴＥＮＰＯＴＥ］ 

          7）2003 年版『ＮＰＯ広報ファクトリー』改訂版の制作 

    目   標：1）ＮＰＯ向け広報・情報発信マネジメント研修プログラムの開発と実施 

            参加者目標 20 団体 

          2）市民向け編集ボランティア養成講座の実施  参加者目標 20 名 

          3）ＮＰＯへの広報・情報発信ボランティア・インターンシップの実施 

            参加ＮＰＯ 10 団体  参加ボランティア 20 名 

          4）参加ＮＰＯ5団体の活動案内パンフレットと会員募集チラシの制作 

            参加ＮＰＯ 5 団体  参加ボランティア 10 名 

          5）編集・情報発信ボランティアによる継続的な活動へ 

    

（３）コミュニティ・ビシネス開発講座の企画・実施 
  主   催：（財）仙台市産業振興事業団 

  企画・実施：当センター 

＊昨年に引き続きの実施が今年度はより実践的な内容に衣替えして実施。 
 

（４）コミュニティ・ビジネス実践研究会 

    月 1 回ペースでコミュニティ・ビジネスについての研究会を開催 

 

（５）宮城県内５地域の民間ＮＰＯ支援センター巡回研修・交流事業 
    主  催：みやぎＮＰＯ支援センターネットワーク 

    参加団体：（特活）気仙沼まちづくりセンター、（特活）パートナーシップ古川 
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    （特活）いしのまきＮＰＯセンター、白石市民活動フォーラム 

    （特活）せんだい・みやぎＮＰＯセンター 

    助  成：（社福）宮城県共同募金会 

    目  的：宮城県内には、民間によるＮＰＯ支援センター（支援組織）が 5つ存在する。 

         これらの組織は、2001 年度より、「みやぎＮＰＯ支援センターネットワー 

         ク」を結成し、相互に交流を深めながら、サポート能力向上とサービスメニ 

         ューの開発を行い、支援力ＵＰと地域のボランティア団体、市民活動団体 

         とのネットワーク形成を図ってきた。3年目にあたる 2003 年度には、引き続 

         き 5つの支援センターが協力して企画の開発・運営を行いながら、開催地を 

         古川・石巻・仙台の 3ヶ所に絞った巡回講座を実施する。 

       また、上記事業とは別途、ＮＰＯ支援施設職員を対象にしたスキルアップ講 

       座を、自主事業として展開する。 

     対  象：マネジメント向上に関心を持つ宮城県内のＮＰＯ関係者 

     ＮＰＯに関心のある行政職員、支援センター職員 

     開 催 地：古川市、石巻市、仙台市 

     企  画：ＮＰＯマネジメントの基礎事項についての講座開催 

     テ ー マ：資金調達、会員獲得、人材育成など。地域のＮＰＯ関係者から希望の多い  

          項目を中心とした講座を開催する。 

      仙台講座については、東京からゲストを招き、主にＮＰＯ支援センターの 

          基本的なマネジメント要素を学ぶ機会とする。 

     内  容：【巡回講座】 

     (1)各地域で活躍しているＮＰＯ５団体による事例発表・報告 

     (2)県内他地域で活躍しているＮＰＯから招いたゲストによる講演 

     (3)上記発表・講演のまとめ・分析 

         【自主事業】 

(1)仙台市市民活動サポートセンター、古川ＮＰＯ支援センター、石巻市 

 ＮＰＯ支援オフィス担当職員の人材交流。 

(2)上記 3センター間によるＮＰＯ支援スキルの交換・研修プログラムの 

 実施。 

     開催日時：（古川講座）2003 年 10 月 5日（日） 

     （石巻講座）2003 年 11 月 8日（土） 

     （仙台講座）2004 年 2 月 1 日（日） 

＊自主事業については実施時期未定。 
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（６）ＮＰＯ実践講座の企画・実施 

 

（７）その他、講師派遣 

○ＮＰＯ・市民活動団体向け研修 

○企業向け内部研修 

 

（８）ＮＰＯ経営相談 

    

    

３．ネットワーキングサポート３．ネットワーキングサポート３．ネットワーキングサポート３．ネットワーキングサポート                         
 
（１）市民活動団体の交流広場「センダードサロン」の開催 

 

（２）企業とＮＰＯの交流広場「ＰＯＮＰＯ－ＮＥＴ」の開催 

 

（３）企業とＮＰＯの交流・連携のための巡回フォーラム 

    助 成：（社福）宮城県共同募金 

    目 的：県内における企業とＮＰＯの交流と連携の促進 

    対 象：宮城県内の社会貢献やＮＰＯとの連携に興味を持つ企業関係者 

        企業との連携に関心のを持つ宮城県内のＮＰＯの関係者 

        両者の関係づくりに関心のある行政職員、支援組織職員 

    内 容：県内外からゲストによる講演 

        県内企業からの事例発表 

        地元ＮＰＯによる協働・連携事例の発表 

        参加者を巻き込んだ全体での討論 

        交流タイム 等 

 

（４）各地ＮＰＯ推進機関との連携 

1）ＮＰＯ／ＮＧＯに関する税・法人制度改革連絡会 

2）市民社会創造ファンド 
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４．情報サポート４．情報サポート４．情報サポート４．情報サポート                                                                                                                                            
 

（１）ＮＰＯ情報ライブラリー 

    登録団体数 100 団体を目標に拡充を図る 

 

（２）情報の収集 

 

（３）情報の発信 

  1）事務局通信「みんみん」の発行（隔月発行） 

  2）「ＦＡＸみんみん」の発信（随時） 

3）ホームページによる情報発信（随時更新） 

 

（４）書籍販売「みんみん堂」 
 

（５）各種取材への協力 
 
 
５．調査・５．調査・５．調査・５．調査・研究・コンサルティング事業（行政・企業向け講師派遣・相談）研究・コンサルティング事業（行政・企業向け講師派遣・相談）研究・コンサルティング事業（行政・企業向け講師派遣・相談）研究・コンサルティング事業（行政・企業向け講師派遣・相談）        
 

（１）ＮＰＯの政策提言力の開発と、ＮＰＯの参画を保障する自治体の政策形成システムの提案 

 助  成：トヨタ財団 市民社会プロジェクト助成 

 実施団体：（特活）まちづくり情報センター（アリスセンター） 

      （特活）市民活動センター・神戸、当センター 

 

（２）人財サポートプログラムの実施 

    「ＮＰＯへの人財サポートシステムの開発（企業人のソフトランディングプラン 21）」 

    目  的：ボランティア団体・市民活動団体・ＮＰＯ（以下ＮＰＯ）の活動を支える資 

         源のなかで、能力のある人財の不足を嘆く声が資金不足と共に常に上位を占 

         めている。これは単なる個別団体の問題であるだけではなく、日本社会のボ 

         ランティア文化の未熟と、ＮＰＯを取り巻く「人」の要素に関わる知識の欠 

         如、受け入れＮＰＯ側のノウハウ不足などの構造的問題に起因するのではな 

         いかと推測される。 

         そこで、当センターでは「サポート資源提供システム」の成果を活用し、企 

         業におけるＮＰＯで活躍し得る人的資源の開発・提供とその受け入れ先ＮＰ 

         Ｏとの連携を円滑に行うためのシステムづくりを 2ヵ年計画で実施する。今 

         年度はその 2年目となる。 
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    目  標：企業人材の社会参加促進、定年後のソフトランディングなどに対する企業側 

         のニーズ調査を行い、課題の抽出を行う。 

 

（３）地域貢献活動相談センター 

    常時、市民・企業・団体等からの相談に対応する。 
 
（４）みやぎ地球市民すくすく計画 2002 青年リーダーすくすくプログラム（市民プロデューサ 

   ー養成講座）への講師派遣 
        主 催：宮城県（環境生活部青少年課人材育成班） 
 

（５）まち美化に関する市民活動推進のための支援事業 
    受託先：仙台市（環境局廃棄物管理課） 

    目 的：ごみの散乱のない快適なまちづくりを市民、事業者、行政の協働により効果的 

        に進めるため、まち美化に関する市民活動を活性化し、活動相互の連携を図る 

        ための支援事業を実施する。 

    内 容：1）全市一斉「ポイ捨てごみ」調査・清掃キャンペーンの実施 

         ＊企画・コーディネート 

       2）アレマ隊活動オープン会場の実施 

          ＊企画・コーディネート 

        3）アレマ会議の実施 

          ＊企画・準備・コーディネート 

        4）アレマ隊員養成講座の実施 

        ＊企画・準備・コーディネート 

        5）まち美化タウン･ミーティングの運営 

          ＊企画・コーディネート 

        6）仙台まち美化ネットワーク通信（アレマ新聞）の発行 

          ＊企画・取材・原稿作成（印刷は含まない） 

 

（６）平成 15年度百年の杜づくりフォーラム 
    受託先：仙台市（建設局百年の杜推進部） 

    目 的：百年の杜づくりフォーラムは、平成 14 年度「各区フォーラム」として 5区それ 

        ぞれ 1回ずつ開催し、参加者 179 名による熱心な討論の結果、さまざまな意見 

        が寄せられた。平成 15 年度はこれを踏まえて、「意見を出し合う場」から「自 

        分で動き出してみる場」「市民活動の仲間を育てる場」への発展を目指し、市民 

        協働による百年の杜づくりを促進するものである。行政による主導・誘導では 

        なはく、市民の意見を引き出し、市民が自ら動く、市民主体のフォーラム運営 



 
 

SendaiSendaiSendaiSendai----MiyagiMiyagiMiyagiMiyagi    NPONPONPONPO    CenterCenterCenterCenter    2003.72003.72003.72003.7----2004.62004.62004.62004.6    
                                  

11 

        を基本とする。さらに、このフォーラムが終了した後も、将来的に市民活動・ 

        市民組織が続くことを視野に入れて支援を行うこととする。 

    内 容：フォ－ラムの運営管理 

         テーマ (1)仙台の「残したい緑」を調べよう 

             (2)地域に特色のある公園をつくろう 

             (3)緑のボランティア活動をしよう 

             (4)子どもたちに緑の体験をさせよう 

        フォーラム運営会議の実施 

 

（７）起業家育成・支援事業（アクティブシニア・ビジネス部門）企画・運営 
    受託先：宮城県 

    目 的：中高年によるコミュニティビジネス立ち上げの誘導・促進を図ることにより、 

        中高年者の持つ経験・技術の社会への還元及び社会参加を促進する。また、あ 

        わせて中高年者が地域資源を活用し、起業することにより、地域の活性化につ 

        ながる。 

    内 容：1）事業実施に係る各種アドバイザー業務 

        ・申請書の構成・記入項目 

        ・事業認定方法(審査方法、審査基準等の認定プロセス策定) 

          ・事業周知に関する広報 

        2）募集告知 

        3）講習会開催 

        4）相談会の開催 

        5）平成 14年度応募者に対する起業状況調査の実施 

        6）その他委託業務全般に関するコンサルティング業務 

        7）業務実績報告書の作成 

 

（８）石巻地域新市まちづくり計画検討委員会運営支援業務 
    受託先：石巻地域合併協議会 
    目 的：石巻地域 1市 6町の合併による新市の発展的な建設に向け、1市 6町の速やか 

        で円滑な融合・一本化を促進し、地域の持続的発展と住民福祉の向上を目指し 

        た新市建設計画（まちづくり計画）を策定するにあたり、新市の将来像やまち 

        づくりの方針を地域住民とともに検討し、地域の意見を新市建設計画（新市ま 

        ちづくり計画）に反映させていくために組織する新市まちづくり計画検討委員 

        会を、円滑で効果的な運営をしていくため実施するものである。 

    内 容：新市まちづくり経過禹検討委員会の運営・企画に関する業務 
        検討委員会開催のための事務局会議に関する業務 
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（９）その他、自治体職員向け研修・講師派遣 
    ○自治体職員向け研修 

 

 

６．特別事業６．特別事業６．特別事業６．特別事業                                                            
 

（１）サポート資源提供システムの運用 

 

（２）仙台市市民活動サポートセンターの管理・運営 

    受 託 先：仙台市（市民局地域振興課） 

    業務内容：施設管理業務 

          情報収集提供業務 

          相談業務 

          連絡調査業務 

          人材育成業務 

          サポートセンターまつり事業 

          市民活動起業（コミュニティビジネス）講座事業 

          資料の購入 

          その他 

    平成 15 年度の取り組み目標（当センターで設定） 

     「4年間の蓄積をふまえ、具体的で即効性のあるサポートメニューを提供する。」 

       Ａ：ターゲット別、ニーズ別のサービスの成功事例を可視化する。 

       Ｂ：既存データを活用し、支援メニューを開発する。 

      具体的な取り組み 

□団体定点観測：団体の成長プロセスを分析する。 

□サポセン物語：サポセン利用団体や利用者の活動にまつわる成功事例やエピソ

ードを綴り、ぱれっと及びホームページ等、適切な媒体を活用して発信する。 

□相談内容の分析：顧客を特定し、類型化して深める。 


