
特定非営利活動法人 杜の伝言板 ゆるる（宮城県） 
市民活動やコミュニティ活動の充実に向け、市民と行政の協働により市民活動支援拠点

を整備。拠点づくりを通じてスタッフを育成し、施設の管理運営を担う NPO 法人を設

立。 

登米市市民活動支援拠点づくり事業（平成 23・24 年度 新しい公共支援事業） 

 

１ 団体の概要 

杜の伝言板ゆるるは、豊かで住みよい地域づくりの実現のために、平成８年から宮城県内のボラ

ンティアや NPO活動等に関する情報の収集及び提供を開始し、宮城県内の NPO情報等の発信を目的

とした月刊誌の発行を行っていた。多くの NPO と接するなかで、NPO の基盤を支援する組織が必要

と考え、平成 15年３月に NPO法人化し、NPO情報の発信に加え、相談対応や講座の開催を通じてボ

ランティア育成や NPO スタッフの育成などを行っている。更に平成 26 年 1 月には認定 NPO 法人を

取得した。 

特に NPO の会計面での支援を重視し、NPO 法人会計基準講座や個別相談、会計サポーター養成と

派遣等を行っている。また認定 NPO法人の取得支援も行っている。 

 

活動開始年度 平成８年度 法人設立年度 平成 14年度 

主な活動分野 NPO情報の発信、NPOの人材育成、NPO活動拠点の運営、ボランティア育成 

所在地 宮城県仙台市宮城野区榴丘３-11-６コーポラス島田 B6 

電話 022-791-9323 FAX 022-791-9327 

E-mail NPO@yururu.com 

URL http://www.yururu.com 

代表者 大久保 朝江 会員数 50名 

スタッフ数 17名（内有給常勤 14名、有給非常勤３名） 

事業規模 約 6,950万円（平成 25年度） 

 

２ 活動内容 

当団体の支援により平成 24 年１月に登米市の中間支援組織検討委員会委員と市内 NPO 関係者で

「とめ市民活動フォーラム」を組織し、そのメンバーを中心に登米市担当者と当団体が「とめ市民

活動支援協議会」を設立し、拠点づくりに向けて検討を加え、同年４月に「とめ市民活動プラザ」

をオープンした。 

同プラザは NPOや市民団体の打合せやミーティングができ

る交流サロンとなっており、スタッフ２名が、火曜日～日曜

日（休館日：月曜日）の 9:00～18:00において、印刷機、コ

ピー機の貸し出し、情報提供用ラック・掲示板に係るサービ

スの提供を行っている。 

また、NPO の設立、会計、ボランティア育成の相談会や助

成金獲得等のための助成金いろは講座の開催、NPO 女子交流

会、登米市の市民活動に関する情報誌（ニュースレター）の
とめ市民活動プラザ 

Ｎｏ.６ 

 

44



 

 

発行（第 4号まで各 2,000部発行）、NPO団体・コミュニティとの交流、連携、スタッフ研修、中間

支援団体の設立支援などを実施している。 

平成 25年度からは「とめ市民活動プラザ」を市に移管し、「とめ市民活動フォーラム」を NPO法

人化した上で、市が「NPO法人とめ市民活動フォーラム」に運営管理を委託する形に変更している。 

 

３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●NPO支援の経験を通じたリーダーシップの発揮 

協議会設立、運営委員会の実施から約３か月で、「とめ市民活動プラザ」をオープンさせるな

ど当団体は強いリーダーシップを発揮している。この背景には、かねてより登米市に対して市民

活動促進のための中間支援組織や担い手育成の必要性を提案するとともに、社会福祉協議会や地

域づくり団体、NPO、ボランティア等との大規模な交流会を開催するなど、当団体が地域のリー

ダーとなる団体等との交流を図っていたことが大きな要因となっている。 

また、当団体は平成 15年度ごろから NPOの運営支援を本格的に実施していたことから、NPOの

立上げや運営ノウハウを有しており、「NPO法人とめ市民活動フォーラム」の立上げ、運営につい

ても的確な支援を実施したことが短時間での組織化を可能にした一因である。 

 

●ネットワークを活かした学識経験者等の活用 

登米市には大学が設立されていないこともあって地域に詳しい学識経験者が必ずしも多くな

い等のため、NPO 会計基準講座等の開催にあたっては、講師等についても市外から招く必要があ

ったが、当団体は宮城県内の NPOの活動拠点である「みやぎ NPOプラザ」の運営等を通して、多

様な人材のネットワークを有していたため、「とめ市民活動プラザ」や「とめ市民活動フォーラ

ム」の設立・運営に当たって適切な学識経験者を招くことができた。 

 

（２）成長プロセスにおける特徴 

事業実施前 事業実施中 事業実施後 

～平成 23年 平成 23～24年度 平成 25～26年度 

 
中間支援組織、担い手の必
要性等を市に提案 
 
市内の各リーダーの大交流
会を実施 

 
市民活動団体として「とめ
市民活動フォーラム」を立
ち上げ、杜の伝言板ゆるる
とともに「とめ市民活動支
援協議会」を設立。 
協議会内にて運営委員会の
事務局として、検討を推進 
 
平成 24年度当初から「とめ
市民活動プラザ」をオープ
ンし、２名を雇用し、運営。 
 

 
平成 25年度に「とめ市民活
動フォーラム」を NPO 法人
化し、市に移管した「とめ
市民活動プラザ」を運営・
管理。 
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（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 
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４ 活動の成果 

◎民間主導による市民活動支援施設の開設 

当団体が市民活動団体である「とめ市民活動フォーラム」の運営支援、スタッフ研修等を行う

ことにより、短期間で民間主導による市民活動支援施設「とめ市民活動プラザ」の開設に導いた。 

 

◎市民活動支援施設管理・運営団体の設立・NPO法人化 

当団体により、地域の市民活動団体の組織化（とめ市民活動フォーラム）が図られており、事

業後には、「とめ市民活動プラザ」の管理運営を行う団体として NPO法人化に導いている。 

 

 

市民団体・個人 

特定非営利活動法人 
杜の伝言板ゆるる 

登米市 

情報提供 

制作提案 
交流会 

協働 

とめ市民活動支援協議会 とめ市民活動プラザ 

とめ市民活動フォーラム 

登米市 

協議 

運営支援 スタッフ研修 

特定非営利活動法人 杜の伝言板ゆるる（事務局） 

とめ市民活動プラザ 

NPO法人 とめ市民活動フォーラム（管理・運営） 

登米市 

管理 

平成 25年度のみ運営支援 

特定非営利活動法人 

杜の伝言板ゆるる 

委託 

とめ市民活動支援協議会 

支援（平成 25年 8月末で解散） 
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◎地域の NPOの組織強化 

開設１年目の平成 24 年度には、55 団体、6,181 人（平成 24 年度）の「とめ市民活動プラザ」

の利用があった。NPO の設立や運営の相談対応、会議スペース、印刷機やコピー機の利用等のサ

ービスの提供により、各団体・個人の活動の促進に寄与している。特に、NPO に対する各種相談

会には 16団体・人の参加があり、NPO法人設立や助成金の申請方法、運営や活動の継続等につい

ての相談があるなど、NPOの活動の促進や活動資金獲得のための取組の強化に繋がっている。 

 

◎中間支援組織設立支援のモデル化 

当団体が支援した「とめ市民活動プラザ」の設立は、中間支援組織の設立支援モデルとなり、

名取市の中間支援組織の設立支援事業の受託に結びついた（平成 25 年度）。名取市においでは、

平成 25年度に当団体が地元中間支援団体の設立を支援し、平成 26年３月に NPO法人化に至って

いる。本事業の取組は、他地域においても、中間支援組織の設立の有効なモデルとなっている。 

 

＜事業を通じて得た定量的な成果＞ 

事業を通じた成果 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

平成 26年度

（12月末時点） 
累計 

施設（とめ市民活動プ

ラザ）利用者数 
－ 6,181人 － － － 

団体の設立、会計、ボ

ランティア育成相談

会参加数 

－ 16団体・人 － － － 

NPO 女子交流会・助成

金いろは講座参加数 
－ 26人 － － － 

情報発信 － 8,000部※ － － － 

雇用者数 － ２人 ３人 ３人 － 

事業は平成 23､24年度実施「新しい公共支援事業」平成 23年度は拠点づくりの検討のみ 

※ニュースレターとして第 4号まで各 2,000部発行 

 

５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎NPOに関わるスタッフ人材の育成 

当団体においても、NPO に関わる人材の育成が課題となっている。一般的に NPO の活動におい

て OJT の実施により実務を習得することは比較的容易で、その機会も十分にあるが、NPO 等のス

タッフは単に事務能力やコミュニケーション能力に長じていれば良いというわけではなく、市民

活動に対する思いや志が重要であり、それは研修等で培えるものではない。このため、当団体に

ついても思いや志を持って活動に取り組む人材の育成が課題となっている。 

 

◎自主財源の確立 

当団体では、宮城県の委託事業や民間の助成金を活用して、多数の活動を実施している。 

そのなかで、当団体の活動の中核となる月刊情報誌「月刊杜の伝言板ゆるる」は創刊 200号を
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超えているが、基本的には収益事業となっていない。この事業だけで当団体の収入を賄うために

は、広告収入等を増やす必要があるが、そのためのスタッフを手当てすることは経費がさらに増

大することになり、事業本来の趣旨に添わないことになる。 

もう一つの中核事業である NPO法人の会計支援事業については、これまで県からの委託事業と

して実施してきたことから無料となっているメニューが多いが、会計サポーター派遣事業等は、

将来、有料化し自主財源の一つとして確立していくことが課題となっている。 

 

◎NPO情報の発信を支える仕組みづくり 

「月刊杜の伝言板ゆるる」をはじめ、様々な NPO情報の提供を無償で行っているが、将来的に

は編集や寄附金など、NPO をはじめ多数の市民や団体、企業で支える仕組みづくりを行っていく

ことが課題となっている。 

 

（２）今後の展望 

◎宮城県との協働による NPOに関わる多様な活動の展開 

 当団体は、宮城県内の NPOと広く関わっており、地域の NPO支援や中間支援組織の立上げなど

に携わっている。またこうした実績をもとに宮城県の NPO 活動拠点である「みやぎ NPO プラザ」

の管理運営を指定管理者として担うなど、NPOに関わる広い分野で活動を展開している。 

 宮城県の信頼も厚く連携も密であることから、今後も継続して NPO支援に関わる事業提案やそ

の実施に向けて取り組んでいく。 
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