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■主な利用数値
平成 27 年度

数字で見る

□登

録

団

体：３０１団体 （新規登録 16 団体、解散等 5 団体）

□入

館

者

数：２７,８４４人（月平均 2,320 人）

□相

談

数：４６１件

□会 議 室 利 用：３１６件
□持ち込みイベント：１１５日

さぽらんて

□問い合せ数：３２８件

□機 材 貸 出 し：２０２件

さぽらんてだより 号外

ＨＰアクセス実人
数は、初めて４万
人超えに！

平成 28 年 5 月発行

□ホームページアクセス数：１１６，９５１件（実人数 40,923 人）
□登録団体電子図書館記事数：１,４６７件

（※恒常的にさぽらんての電子図書館を活用し情報発信をしている５３団体の記事の合計）

■相談等内訳

さぽらんて 平成 27 年度事業報告 ダイジェスト版

＜相談と特記事項がある問い合せの合計 611 件を分類したもので相談数値集計とは一致していません。＞

さぽらんては、これまで年間入館者数が 28,000 人前後を推移しています。昨年度は登録団体が 300 団体を

対象別相談等の件数

団体別相談分類
任意団体
その他
1%

その他
20%

超え、年間の相談件数は 500 件近く、問い合せを合せると 800 件近くとなりました。市民からの活動や市民団
ＮＰＯ法人
運営
17%

市民
52%
市民団体
25%

任意団体
活動
52%

ＮＰＯ法人
活動
16%
任意団体
運営
14%

さぽらんてでは、支援の基本を相談をにおいています。

市民からの相談内訳

職員がカードに記入した相談と特記事項のある問い合わ
せを合計し分類すると、
「市民」から 320 件（52％）
、
「市

その他
20%

民活動団体」から 153 件（25％）となっています。
半数を占める市民からの相談は、６割近くが「市民活

個人活動
について
17%

意向が見えます。
市民活動団体は、現状の行政サービスでは解決できない社会課題への取り組みや、誰もが笑顔で過ごせる未
来を創るために活動しています。その市民活動団体が自由に活動展開できるように昨年度は以下を重点テーマ

企業
3%

さぽらんて
について
6%

体についての相談も多くを占め、
「機会があれば参加したい！」「市民団体のサービスを利用したい！」という

動団体について」181 件（57％）となっており、
「機会が
あれば活動したい」「市民活動のサービスを利用したい」
市民団体
について
57%

という市民の意向がうかがえます。また、
「個人的な活動
を広めたい、始めたい」など個人的活動についての相談
も 55 件（17％）あります。
市民活動団体からの相談は、「運営について」が 47 件
（31％）
、
「活動について」104 件（68％）となっていま

す。NPO 法人の相談の半数の運営相談は定款や雇用関係の規定やマネジメントなどで、残り半数の活動相談は

として事業を行いました。
（簡単な事業報告は中面をご覧ください。）
事業の詳細については、さぽらんてホームページの「お知らせ」の中の平成 27 年度の事業報告にアップし

平成２７年度重点テーマ
■市民活動団体の情報発信力を支援し、ホームページへの団体情報充実
ボランティア団体やＮＰＯなど市民の自主的な社会貢献活動やまちづくり活動への理解者、協力者を増
やしていくために、わかりやすく、メッセージ性のある情報発信力を支援してさぽらんてのＨＰ上で市
内の市民団体の活動が一堂に見えるよう活用推進していきます。

■ＮＰＯの運営支援
ＮＰＯに対しては、これからの公共の担い手として社会的信頼の得られる組織運営を支援し、寄附を含
む多様な資金調達の可能性を拓いていきます。

■活動するための始めの一歩を支援
「地域社会はこのままでいいのかな？」
「こどもを取り巻く環境をなんとかしたい！」など、活動への一
歩を踏み出そうとする市民を支援していきます。
さぽらんてでは、山口市協働推進条例、協働推進プランに基づいて市民活動支援しています。よりよい活
動、共感を呼ぶ情報発信を行うことで自分たちの活動を身近に感じてもらうことができ、多くの人を巻き
込むことにつながり、市民活動団体が抱える課題（人材不足・資金不足）が解決すると考えています。
てあります。

今年度

も、昨年同様の支援テーマで、「相談」「講座」を基本に、情報発信力やミッションの整理な

情報発信や新規事業の立ち上げ、助成金などとなっています。任意団体の相談の 3 分の１の運営相談は、法人

どの「寄り添い支援」、
「さぽカフェ」などで社会課題を中心にした「ネットワークづくり」を行っていきま

化についてと多くを占め、活動相談は助成金、情報発信、イベントなどとなっています。

す。主な事業内容は、４月に配布しました「平成 28 年度の主な事業・サービス保存版」をご覧ください（ホ
ームページでも閲覧できます）
。講座等については、ホームページ上でお知らせしていくほか、登録団体には

簡単ではありますが、昨年度の事業報告をお知らせしました。今年度も市民の素朴で温かい思いから始ま

偶数月にさぽらんて情報としてお届けします。

る市民活動があちらこちらにあふれている山口を一緒にめざしませんか？ 気軽にさぽらんてをご活用く
ださい。
（わ）
１

■情報発信講座（全 6 回）

昨年度の事業内容

①発信力を高めるブログ講座Ⅰ～Ⅲ 日時：5/28、6/11、6/25

基本講座

講師：千々松葉子氏

平成 27 年度山口市まちづくりアンケートによると、ボランティア活動（ＮＰＯ等の活動を含む）を行っている

内容：正しく、賢くインターネットでの情報発信を行うための基本、操作

市民の割合は全体の 12％にとどまるものの、
「以前やっていた」
「機会があればやってみたい」との回答は 46％

方法、カスタマイズ方法。

情報発信力 up

あり、市民活動予備軍といえる潜在市民の割合は半数近くいることが推測される。そこで市民活動や市民が主

※さぽらんてでは、団体の気軽な HP として広告のつかないブログサイトＣＡＮＰＡＮ
ブログ（日本財団運営）を推奨しています。ＣＡＮＰＡＮブログのカスタマイズは、さ
ぽろぐ（さぽらんてブログ）のサイドメニューの「ＣＡＮＰＡＮマニア」（千々松講師
のブログ）をご覧ください。

運営力 up

市民活動予備軍への啓発「ええやん新聞」

②ひびくパンフレット講座Ⅰ～Ⅲ 9/10、9/24、10/8

体で進めているまちづくり活動情報を市民目線で発信し、市民活動予備軍への新しい価値観との出会いや気づ
き、新たなつながりや参加のきっかけを創出するための紙面を作っている。
年 2 回 9 月、2 月発行、3 万部発行
今年度の発行予定

講師：小柳明子氏

山口市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校へ全校配布

１４号：9 月、１５号：2 月 3 万部発行予定 テーマは男女共同参画。ご期待ください！

大学生×市民活動のつながり「Ｙｕｃｃａサロン」

内容：広報の基本、団体紹介のパンフレットのレイアウトポイント。

■活動充実講座（全 8 回）

大学と連携して「交流し互いを知る」ということを目的とし、団体側から自分

①ＮＰＯ向けマイナンバー制度学習会 11/12 講師：大原修至氏

たちのめざすことや活動の必要性を伝え、県立大学生に参加することで得られ

内容：制度概要と団体内での導入準備。
②助成金ゲッターズⅠ・Ⅱ

るものをアピールする場（ワークショップ 4 回 5/14、7/7、9/30、12/4）を開催。

10/2 講師：渡邉洋子、2/25 講師：森永小波氏

今年度のＹｕｃｃａサロン

内容：助成金獲得へのアドバイス、山口きらめき財団助成金説明など。
③地域を巻き込むプロになろう！Ⅰ～Ⅴ 12/5、1/16、2/13
講師：栗田将行氏、林陽一郎氏、小川宏氏、小柴徳明氏、横森祐治氏、
長井一浩氏 コーディネーター：久津摩和弘氏
内容：ＮＰＯ、地域コミュニティ関係者に向けてファンドレイジング

参加できなかっ
た方のために講
座内容は、ＨＰで
見ることができ
るよ！

■中学生キャリア教育
中学校からの申し入れを受け、初めて中学生への市民活動体験を含んだ 2 日間（9/17,18）のキャリア教育に
取り組んだ。中学生にとっては身近な社会課題を考えるきっかけとなり体験が新鮮だった様子。今後市民活動

今年度の講座予定

団体と連携し「中学生向け 社会課題を考えるプログラム」を作成したいと検討中。今年度受付中！

5/24（火）10-12 時

２月開催予定

〇人を呼び込むチラシ講座（全２回）6/14（火）
・7/12（火）いずれも 10-12 時
〇ＳＮＳを使いこなす（全２回）9/2（金）
・9/30（金）いずれも 10-12 時
〇市民活動のための Excel 活用（全２回）11/8（火）
・1/17（火）いずれも 10-12 時

昨年度の事業内容
２回連続講座。
１団体２名以上
の参加を。

〇ＮＰＯ向け組織力アップの講座 開催日未定

昨年度の事業内容

さぽカフェ→コドモジカンプロジェクト→報告会
①さぽカフェ（円卓会議）
：市民活動団体 7 団体を集めた「こどもを取り巻く

市民活動

市民活動
パワーアップ
事業

課題 共育を考える」をテーマにしたさ

■ＮＰＯのマネジメント支援
①訪問支援：NPO 法人の人材不足、資金不足の解決のための組織運営力を理
事・職員のマネジメント力を定着させるために、複数回寄り添い、必要に応じ
て専門家も交えて「ファンドレイジング」など「マネジメント」アドバイスを
行った。
ＮＰＯ法人格をめざしている団体の勉強会への講師派遣も行った。
②企業×ＮＰＯのつながりプロジェクト「支え人。
」：2 年目。3ＮＰＯ法人に
対して、7 企業から 259,306 円（累計 515,454 円）の寄附。

ぽカフェを 3 回（5/18、6/19、7/8）実施。

種まき事業

決まり次第登録団体へチラシでご

案内します！

の具体的な進め方、広報力などの実例からマネジメントを学びました。
〇助成金講座

開催日未定

今年度のＮＰＯ支援

②コドモジカンプロジェクト：さぽカフ

これからＮＰＯ法人になりたい、認定ＮＰＯ法人を目指したい団体に向けての勉強会や

訪問支援「おでかけさぽらんて」行います。企業×ＮＰＯのつながりプロジェクト「支え人。
」へのエントリー

ェの意見をもとに協力団体を募集し主

もお待ちしています。まずは気軽にご相談ください。

に白石地域の小学生を対象にした居場

■市民活動の始めの一歩を支援

所づくり「夏休み街中コドモジカンプロ

さぽ de night

ジェクト」を実施。12 団体が子どもたちの豊かな体験活動のワークショ
実行委員会への呼びかけをし、活動を始めたばかりの８団体による「人・モノ」持ち寄りの共助型バザーを、

ップを展開。62 人のボランティア、のべ 185 人の小学生が参加。

商店街が一番に賑わうちょうちん祭りの夜（8/6、7）に開催。活動のＰＲと活動費、他団体とのネットワーク

③報告会：やまぐち路傍塾とコラボレーションして報告会を 12/19 に開催。
今年度のさぽカフェ予定

テーマ：特別な配慮を必要とする人への災害時支援を考える！

5/13・6/30

づくりともなった。１企業の社会貢献参加、その他協力２団体。バザー売上 105,580 円。

10-12 時。最近これまでに考えられなかった自然災害が各地で多発し不安を抱えている人も多いと思います。

当日バザーを行う団体への大学生ボランティアのコーディネートも行った。

身近にいる配慮の必要な人たちの思いや、災害の体験談を聞きながら、防災・減災に向けて市民でできること

今年のちょうちん祭りの夜は…

に向き合います。今年度も皆さんの意見を基にアウトプットを考えていきます。

実行委員会への参加団体募集中！

昨年のコドモジカンプロジェクトも地域へ向けて推進中！

今年のちょうちん祭り（8/6、7）では「おもちゃ de night」開催します。

･･･今年度も市民活動で「暮らしを楽しく！」さぽらんてと一緒にチャレンジしていきませんか？…

