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18 : 「市民活動なんでも相談室」会議室終了にあたって

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2007/01/09 14:27

去年の9月1日からスタートした「市民活動なんでも相談室」も  
12月末をもって、終了となりました。  
拙い進行であったにも拘らず、投稿していただいた皆さん、  
閲覧していただいた皆さん、本当にありがとうございました。  
 
私自身、頭の中で考えていること、感じていることを、  
いざ文章にするとなると思うように答えられず、そのうち  
時間だけが経ってしまい、なかなかの試練でした（汗；）。  
 
このような感覚は皆さんも同じではないでしょうか（？）。  
いろいろ分からない、尋ねたいと思いつつも、いざ文章にして  
「投稿」となるとやはり、二の足を踏んでしまうものではないでしょうか。  
きっと「閲覧はしていたが．．．」、「投稿したかったけど．．．」と  
いった潜在層の皆さんは多くおられたと思います（たい？）。  
 
ひと昔前までは「ボランティア」という一言で片付けられていた、  
「市民活動」というものが、その必要性・重要性の認知度の向上とともに、  
今後もその裾野を広げていくと思います。  
その意味においても「分からない」、「今更こんなこと聞けない」といった素朴な  
疑問から皆で考えなければならない新たな疑問まで、多々でてくることでしょう。  
 
本会議室は、ひとまず終了となりますが、「京都市市民活動総合センター」  
（河原町五条下る東側「ひとまち交流館 京都」２階）  
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/ では常時、そんな皆さんの疑問を  
一緒に考え、「キモチ」を「カタチ」に、「カタチ」は維持継続へと発展  
できるよう、お手伝いをしていますので、是非一度お越し下さい。  
3ヶ月という短い期間ではありましたが、本当に有難うございました。 

 
返信  

 

 

17 : Re:支援につきまして

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/12/13 16:15

岸田さん、はじめまして。  
 
さてお問合せいただいた件、いろいろと調べてみましたが、残念ながら  
岸田さんがイメージされている（私が岸田さんのメールからイメージした）  
内容に沿うものは見つけられませんでした。  
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障害のある人に対してのＩＴ関連（岸田さんのＨＰを拝見しました）の  
施策的なものとしては、障害のある人を支援している企業の支援というよりは、  
以下のような、それぞれ本人を直接支援する形式のものしか見つけられませんでした。  
 
１．ＩＴ利 用相談窓口（障害のある人のためのＩＴ基礎技能習得等住民サポート事業 )  
障害のあるパソコン初心者を対象 に、電話又はFax等による次のような相談、  
質問に対応します。(無料)  
・ＩＴ利用の基礎に関すること  
・機器の操作方法，インターネットやＥメールの利用方法及び各種  
 トラブルの解決方法  
・機器及びソフトウェアに関すること  
・障害の種類や特性に対応した機器及びソフトウェアの紹介及び利用方法  
・障害のある人のＩＴ利用をサポートする家族やボランティアからの相談  
・相談窓口の設置場所等  
 
２．京都市就労に向けた障害者向けIT教室のご案内 など  
 
因みに、岸田さんは「助成に頼らず．．．」とメールに書かれていますが、  
「助成金情報」に関しては、京都市市民活動総合センターのＨＰに分野ごとに  
常時最新のものを掲載しております。何か参考になるかもしれませんので、  
一度ご覧下さい。  
 
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/ 

 
返信  

 

 

 

15 : 支援につきまして

投稿者 ： きし・かずやん。/『岸田 和也』 投稿日時 ： 2006/12/12 15:54

拝啓  
 
突然のメール失礼致します。  
 
現在 障害を持っておりまして、事業を立ち上げております。  
無我夢中で走っており、現在ここまできましたが、  
こういうのを行政で何かの形で支援してくれるような事はないのでしょうか？  
こちらの方にメールいたしました。助成に頼らず一生懸命で  
走っている我々を応援してくださらないものでしょうか？  
 
少し何か行政であるのかな？と思い メールいたしました。  
 
お忙しい中すみません。  
 
それではメールにて失礼致します  
 
http://orange-life.jp/  
 
敬具  
岸田 和也 
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返信  

 

 
 

14 : Re: 地域の回覧板

投稿者 ： kddi 投稿日時 ： 2006/12/04 15:52

テストです 

 
返信  

 

 

 

9 : Re: 地域の回覧板

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/10/08 23:02

はじめましてaskさん  
 
お返事が遅くなってスミマセン m(__)m  
 
さて、ご質問の件ですが、それぞれの地域においてのルール的なものがあるかもしれま
せんね。  
 
askさんがお住まいの地域の自治会（町内会）の役員をされている方（例えば、「町内会
長」と呼ばれる方など）や地域の市政協力委員をされている方などにご相談されるのが良
いのではないでしょうか。  
 
ちなみに、きょうとＮＰＯセンターでは、「京都市市民活動総合センター」（河原町五条下る
東側「ひとまち交流館 京都」２階）の運営を行っております。  
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/  
 
ここではＮＰＯ・市民活動に携わっておられる団体の皆さんのイベント開催案内・ボランテ
ィア募集などの情報を「掲示板」や「メールマガジン」など、センターの広報ツールを使って
「情報発信」のお手伝いをしています。  
 
askさんがより広範にボランティア募集をされるのにお役に立てると思いますので、詳細を
是非一度お尋ねください。ご利用をお待ちしております。 

 
返信  

 

 

 

8 : 地域の回覧板

投稿者 ： ask 投稿日時 ： 2006/10/02 15:36

はじめまして、ＮＰＯ法人を主宰しておりますaskと申します。  
現在、母子家庭支援活動として、毎月1回イベント（読み聞かせ、子育て講演など）を開催
しているのですが、地域発事業として実施していくために、地域のボランティアを募集しよ
うと思っています。  
 
そこで、地域の自治会（町内会）の回覧板にチラシをはさんで欲しいのですが、どういった
ルートでお願いするのがよいのか、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか？  
 
ちなみに、京都府の支援事業に採択されており、怪しいものではありません。 
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返信  

 

 

 

7 : Re: NPOについて

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/09/23 14:15

はじめまして K-ITOHさん。  
 
特定非営利活動法人（以下、ＮＰＯ法人）は「特定非営利活動促進法」、  
有限責任中間法人（以下、中間法人）は「中間法人法」に基づく法人です。  
 
両者の共通点としては、  
１．「会費で運営される」こと  
２．「非営利」であること  
 
相違点として、  
１．活動に参加する人の条件  
  ＮＰＯ法人は原則として活動に参加する人の「条件づけ」をしませんが、中間法人は  
  活動に参加する条件を設けます  
２．活動（事業）の恩恵を受ける対象  
  ＮＰＯ法人は「公益」（不特定多数の者の利益を図ることを目的とする）を対象と  
  するのに対して、中間法人は社員（会員）自身に共通する利益を図ることもできます  
 （例：同窓会，親睦団体，同好会の会員など）  
 
中間法人とは社員（会員）に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を  
社員（会員）に分配することを目的としない社団で、「非営利の有限会社」ともいえる  
特徴をもっています。  
 
たとえば、定款を制定し、総会の決議を経て運営されることはＮＰＯ法人と変わり  
ませんが、定款には公証人の認証を必要とすることや、設立時に民間会社で資本金に  
相当する「基金」（最低３百万円）を確保しなければならないことは大きな違いです。  
また、法人税についても収益事業・収益事業以外の事業を問わず、普通法人と同様に  
取り扱われます。  
 
詳しくは以下の「法務省民事局」のホームページをご覧ください。  
 
中間法人制度Ｑ＆Ａ  
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html  
 
中間法人の設立手続  
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji41.html 

 
返信  

 

 
 

6 : (削除済) Re: NPOについて

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/09/23 10:41

(投稿者によって削除されました)
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5 : NPOについて

投稿者 ： K-ITOH 投稿日時 ： 2006/09/20 05:59

伊藤要と申します  
よろしくお願いします  
 
ときおりセンターへはおじゃま致しております  
 
少しわかれば教えてほしい事があります  
最近、知り合いから法人設立の相談があって  
ＮＰＯと有限責任中間法人の違いが話題に上りました  
私は全く門外漢で知らない事で  
その人に曰く、ＮＰＯは役員の人数も多いし  
決まりも多いので、有限責任中間法人でも  
ＮＰＯ的に運営が出来るのではないかというのです  
中間法人は人数も少ないし作る書類も多くないと  
言います  
 
あまり深くご説明頂く文字数も多くなるので、  
簡単に教えてもらえませんでしょうか  
 
税務上の利点がＮＰＯにはあるのでしょうか？  
（収益などの点を中心に） 

 
返信  

 

 

4 : Re: 市民活動って何？

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/09/15 01:26

まっちさん、こんにちは。  
さて、さっそくですが、きょうとＮＰＯセンターでは現在、「京都市市民活動総合センター」  
（河原町五条下る東側「ひとまち交流館 京都」２階）の運営を行っています。  
http://shimin.hitomachi-kyoto.jp/  
 
わたしたちは毎日、電話や窓口で、みなさんから寄せられるさまざまな相談に  
対応しています。  
そこで、市民活動総合センター（以下、しみセン）の利用者のみなさんの顔を  
思い浮かべながら、まっちさんの質問にお答えしたいと思います。  
 
＞どのような年代の方がどのような活動をされているのか  
しみセンでは、男女をとわず10代～80代まで幅広い年代の方が利用されています。  
たとえば、地域で子育て支援、まちづくり、環境保全活動に関わる方など、  
よりよい社会をめざして課題の解決のために活動する方々です。  
 
＞具体的にどのような活動をされている人がどのような相談に来られるのでしょうか？  
大きく３つに分けると……  
（１）ＮＰＯ・市民活動に興味・関心がある方＜個人＞  
「最近、テレビや新聞で“ＮＰＯ”や”市民活動”とういう言葉をよく聞くけど、  
どういう意味なのどんなことをしているの」という方です。  
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さらに興味を持ってもらったり、ボランティアをはじめ活動に参加するきっかけを  
提供することを心がけ、質問された方の興味・関心に沿ってお答えするようにして  
います。  
 
（２）実際に何らかのカタチで活動している方＜ＮＰＯ・市民活動団体のみなさん＞  
市民活動にボランティアとして関わったり、団体の企画・運営のスタッフとして  
関わったりしている方や、団体を立ち上げたりする方たちです。  
たとえば、活動・イベントなどに対する会員・参加者の集め方（上手な広報方法・手段  
など）やそれらの開催・募集情報等の収集、団体の運営方法・運営資金の集め方  
（助成金）などや団体の労務・会計に関する相談などです。  
 
（３）法人格を取得するための手続きを進めている団体  
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）という法人格の取得をめざす団体に、一定の  
手続きと提出が必要な書類がありますので、それらの作成に係る相談が寄せられます。 
 
 
＞年代別で「人気の高い活動」や「流行っている活動」を教えてもらえません  
でしょうか？  
なかなか難問ですね。しみセンの利用者で目立つのは、環境・福祉・子ども・  
国際関係の活動です。  
ただし、たとえば「環境」とひとくちで言っても、活動している方が取り組んで  
いるのは、「太陽エネルギー」、「河川環境」、「森林保全」など、アプローチは  
さまざまなんです。また、人のネットワークを活かして、他の団体や分野と連携を  
しながら活動したりします。一義的にお答えするが難しいのが、市民活動の魅力とも  
いえます (^_^;)  
 
 
まっちさんは「サラリーマン」だそうですが、そうですね、実際に活動されておられる  
ひとはたくさんいらっしゃいます。  
活動時間帯としては、やはり平日は午後６時以降の利用が多く、土日はまる１日、  
しみセンで会議や作業をしたり、「ひと・まち交流館 京都」でイベントをしていると  
いう方もおられます。「働き盛り」のサラリーマンが、笑顔でいきいきと活動に取り  
組む姿も見られますよ。  
 
一言二言では語れないということは、NPO・市民活動というものが、年代・分野ともに  
その裾野を大きく広げているということ、活動も実に多彩だということだと思います。  
 
市民活動総合センターでは、定期的に情報紙やメールマガジンを発行したりして、  
みなさんへの情報提供につとめています。  
まっちさんもぜひ一度、足を運んでください。  
 
いかがでしょう、少しは参考になりましたでしょうか。また投稿してください。  
知恵を絞ってお答えします。 m(__)m 

 
返信  

 

 

3 : 市民活動って何？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2006/09/13 10:27

こんにちは。ラインハルトさんはじめまして！まっちと言います。  
電子会議室ではめっきりベテランになりつつあります(笑)  

6/8 ページ市民活動なんでも相談室

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shiminkatudo



 

 
なんでも相談室ということなので、ごくごく初歩的な質問をさせて  
いただきたいのですが、一般の市民の中には「市民活動って何？」  
って思う人が多いと思います。  
 
ただ、僕は一般的なサラリーマンで活動を一切していないので、  
逆にどのような年代の方がどのような活動をされているのか、  
ということに興味があります。  
 
そこで質問ですが、きょうとＮＰＯセンターさんは普段から相談業務に  
携わられているようですが、具体的にどのような活動をされている人が  
どのような相談に来られるのでしょうか？  
 
また、年代別で「人気の高い活動」や「流行っている活動」を教えて  
もらえませんでしょうか？  
 
そのあたりがわかれば、今後、質問がしやすくなるような気がします。  
 
とんち問答のような変な質問で申し訳ないですが、どうぞよろしく  
お願いします！m(_ _;)m 

 
返信  

 

 

 

2 : Re: 今日からスタートです！

投稿者 ： きもの大王 投稿日時 ： 2006/09/06 12:47

はじめまして。きもの大王です。  
 
市役所広場のインターネットを使ったコミュニケーションを考える～電子会議室ご意見箱
～の進行役をさせていただいております。どうぞ宜しくお願いします。  
 
私の方は市民活動に関わっていると言うより市民メディアに関心があります。  
市民の情報発信や、市民活動の情報発信というあたりでしょうか？  
場違いだったらすいません。m()m  
また皆さんにいろいろ教えていただければと思っています。  
 
それでは宜しくお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

1 : 今日からスタートです！

投稿者 ： ラインハルト 投稿日時 ： 2006/09/01 19:33

「市民活動なんでも相談室」が今日からスタートします。  
「市民活動」ということについて、皆さんどのようなお考え・イメージをお持ちでしょうか。  
素朴な疑問から、中には参加者全員が頭を抱えてしまうような課題も．．． きっと、いろ
いろな意見・感想・疑問などをお持ちのことと思います。  
ここでは、そんな皆さんの市民活動についてのあれこれを一緒に考えていきたいと思いま
すので、どうぞ宜しくお願いします。 
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返信  

8/8 ページ市民活動なんでも相談室

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=shiminkatudo


