
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

Non-Profit-Organization 

P1.「地活っちゃんがいく！」これは便利！ 
  ＮＰＯの事務・運営に関するおすすめサイト集 

P2.しまねソーシャルデザインスクール、地域づくり 
応援助成事業（立上げ支援）、社会貢献基金告知 

P3.助成金・イベント情報 

P4.島根で頑張る人  
  NPO 法人サポートセンターどりーむ 
  土江 和世さん 

今月の見どころ 

111 

2017.６.20 

っちゃん
がいく！ 

第 12回  

2017 

 この 3 年以内に 32 法人が新たに設立され、県内のＮＰＯ法人数は現在 283 法人。うち、125 法人は 10 年以上継

続して活動しています。しっかり活動を続けていくためには、正確な事務や運営のスキルも欠かせません。 

今回は事務で困ったとき、運営で悩んだとき、知っておくと便利なサイトをご紹介します！ 

会計って難しい…！ 

こんなときどうしたら？ 

http://blog.canpan.info/waki/ 

ＮＰＯ会計基準策定委員会副委員長も

務めた税理士・脇坂誠也氏のブログ。Ｎ

ＰＯ法人ならではの会計の悩みや税務

をきめ細やかに解説されています。 

http://blog.canpan.info/sally_nakao/ 

税理士・准認定ファンドレイザーの中尾

さゆり氏のブログ。会計をはじめとしたＮＰ

Ｏ法人の事務の手順と考え方につい

て、わかりやすく説明されています。 

総会が終わった！登記しなきゃ！ 

でも、どの書類がいるんだっけ？ 

 

http://houmukyoku.moj.go.jp/ 

homu/touki2.html 

NPO 法人が役員変更や移転を行う場合

の記載例、様式がダウンロード可能。初

めて担当する方はご一読を。 

大切な労務管理。 

でも、ややこしそうでちょっと苦手… 

 

http://www.c-s.or.jp/tohoku/kotsu/ 

ＮＰＯ法人シーズが運営するサイトで、会

計・税務、労務、法務の基本を解説。特

に労務の情報が充実しています！ 

あれもこれも、 

とにかくいろいろ分からない！ 

http://www.npoweb.jp/modules/ 

bluesbb/topic.php?top=1 

ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制

度をつくる会のサイト。会計、登記、定款

など、投稿された様々な質問に対する回

答が集約されています。新規投稿は現

在受け付けていませんが、閲覧は可能。

今なおとても参考になります。 

もっとスムーズに活動したい！ 

事務のコツをつかみたい！ 

http://www.npoweb.jp/changerecipe/

index.html 

こちらもＮＰＯ法人シーズのサイト。イベン

ト運営の計画表作成、情報発信のツボ、

メールを使った総会の開催方法などな

ど、かゆいところに手が届くような実務的

なコツが盛りだくさんです。 

資金の確保がいつも悩み。 

何から始めたらいいんだろう？ 

http://fundraising-lab.jp/ 

ＮＰＯの資金調達を支援するファンドレ

イジング・ラボが運営。助成金獲得の

ヒント、会員継続率を高めるコツ、寄付

税制の仕組みなど、様々な場面で役

立つ情報ばかり。 

最新情報をチェックするなら！ 

https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

ご存知？！島根いきいき広場は、助

成金やセミナー情報が満載。皆さん

のお役に立つべく、スタッフがほぼ毎

日更新していますので、ぜひ定期的

にご確認ください！ 

事務力を更にアップしたい 

方には、8/1・2、9/5・6開催の 

ＮＰＯ事務局セミナーが 

おすすめです。 

初めて担当する方、 

もう一度復習したい 

方、ご参加お待ちしています！ 
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財団からのお知らせ 

おき校 

みさと校 

つわの校 

定員 
各 20 名 
程度 

ソトコト編集長の指出さんとシーズ総合政策研究所の藤原さんをお招きした開校プレセミナーを終え、いよいよ

7 月から隠岐の島町・美郷町・津和野町の 3 地域でしまねソーシャルデザインスクール“地域のみらいを考える

学校”が始まります。「NPO を立ち上げて地域を盛り上げたい！」など、すでに明確な目標を持っている方はも

ちろん、「地域の役に立ちたいけど何から始めたらいいんだろう…」とモヤモヤしている方にもおすすめ。みん

なで一緒に、地域を盛り上げるためのヒントを学びませんか？ 

おき校講師 

石川孔明さん 

みさと校講師 

山元圭太さん 

つわの校講師 

古賀桃子さん 

◎おき校日程 

7/1（土） 

7/8（土） 

9/9,10（土、日） 

9/23（土） 

◎みさと校日程 

8/21（月） 

9/4（月） 

10/23（月） 

11/3,4（金、土） 

12/18（月） 

◎つわの校日程 

9/30（土） 

10/14（土） 

10/28（土） 

11/18,19（土、日） 

12/2（土） 

＊会場や内容などの詳細は、定住財団ホームページをご覧ください。 

地域づくり応援助成事業（立上げ支援）の今年度 1 回目の〆切まで、

残り 1 カ月となりました。申請を検討しているけれどまだ一度も相談

していない…という方は、お早目にご相談ください！  

      

■対   象：県内の NPO 法人、民間団体およびグループ、商業法人等 

■対 象 事 業：団体の立ち上がり期の活動や新規の活動 

■助 成 率：対象経費の 2/3 以内 

■助 成 期 間：1 年 

■助成限度額：20 万円以上 50 万円以下 

■審 査 方 法：書類審査 

今月の和歌   ドドドドド泥上げ走るコンバインおいらのペースで生きていくだけ（岐阜県揖斐川町 牧村幸さん） 
                                                     第 2回農業・農村はかっこいい！和歌募集 秀作作品 
 

 

申請 6件

採択 5件

申請 10件

採択 9件

第1回

第2回

＜ 昨年度の実績 ＞ 

＊第 2 回の立上げ支援申請は 12/21〆切予定です！ 

 

6 月 1 日より、インターネットを利用したクレジットカード決済による寄附もできるようになりました。 

Yahoo ふるさと納税で、島根県（しまね社会貢献基金）を選択していただき「申し込みフォーム」に入力して

いただくと、お申込みからお支払いまで完了します。 

 

T ポイントを使った 

寄附も可能です！ 

 

※詳しくは島根県ホームページ「しまね社会貢献基金とは」内の「寄附 

の手続き」をご覧ください。 

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/kikin/kikin/about.html 



■締 切 日：平成 29年 7月 31日(月) 当日消印有効 

■対象団体：社会福祉法人が運営する障がい児者福祉施設 

※老人ホームは贈呈対象としない 

■助成内容：1施設につき1台/標準タイプの電動車椅子（ジョイスティ 

ック操作型、時速4.5㎞）※オーダーメイド型及びハンドル 

操作型ではありません 

●問合せ先：（公財）みずほ福祉助成財団 事務局 

TEL:03-3596－5633 FAX：03-3597－2137 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3627 

 

■日 時：平成 29年 7月 15日（土） 

①10：00～11：00（受付 9：30～） 

②14：00～15：00（受付 13：30～） 

■会 場：大社文化プレイスうらら館 ごえんホール 

■講  師：国立音楽大学教授 神原雅之氏 

■参 加 費：1人 700円 

●問合せ先：シニアリトミックあんそれいゆ 

TEL：090-1686-7310/090-2809-9288 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3592 

■締 切 日：平成 29年 7月 5日（水）17:00 

■対象事業：認知症等の高齢者を在宅で介護する家族等を対象とし

た研修会（講習会・勉強会・介護教室等含む） 

■助成金額：１団体１５万円を上限 

■対象団体：活動実績１年以上の「介護家族の会」及び「在宅で高齢

者を介護する家族等を支援する特定非営利活動法人」 

●問合せ先：（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 

TEL：03-3349-9570  FAX：03-5322-5257 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3613 

■締 切 日：平成 29年 7月 31日(月) 17:00必着 

■対象団体：被災地でこころのケアのための“傾聴ボランティア”として 

        活動をしている団体/被災地から県外に避難を余儀なく 

        された方々を対象に、こころのケアのための“傾聴ボランテ 

        ィア”として活動をしている団体 

■助成金額：年 50万円を上限（最長 3年間） 

●問合せ先：（公財）ユニベール財団 

TEL：03-3350-9002  FAX：03-3350-9008 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3614 

■締 切 日：平成 29年 7月 15日（土）当日消印有効  

■対象団体：島根県の女性たちが自主的・主体的に企画実施する、 

地域への影響力が大きくネットワークの広がりがある事業 

■助成金額：1万円単位で上限５０万円（対象経費の２／３）＊男女

共同参画社会づくりの普及・啓発活動は、１万円単位で

上限１０万円（対象経費を全額助成） 

●問合せ先：（公財）しまね女性センター 

 TEL：0854-84-5514  FAX：0854-84-5589 

 https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3602 

 

■日 時：平成 29年 7月 9日(日)10:00～15:00  

■会 場：冒険の森てんばケンケン広場（島根県雲南市大東町山王

寺 551）※雨天の場合は迎賓館にて実施 

■内 容：農楽隊、韓国民族芸能サムルノリ、アフリカダンスとドラム

グループ、山陰サムルノリによる演奏など/マルシェ＆ワー

クショップも同時開催 

●問合せ先：NPO里山笑楽校（代表：多久和）TEL：090-8606-0202 

  E-mail：takuwaatsushi@gmail.com 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3600 

■締 切 日：平成 29年 7月 31日（月） 当日消印有効 

■表 彰：最優秀：全作品から 1編（賞金 50万円）優秀：各部門か

ら 2編（賞金 20万円）佳作：各部門から若干（賞金 5万

円）矢野賞：全作品から 1編（賞金 20万円） 

■内 容：【第 1部門】障がいのあるご本人の部門 

【第 2部門】障がいのある人とともに歩んでいる人の部門 

●問合せ先：（福）NHK厚生文化事業団「障害福祉賞」係 

TEL：03-3476-5955  FAX：03-3476-5956 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3625 

 

 

■締 切 日：平成 29年 7月 14日(金) 必着 

        ※インターネットの場合は 14日（金）正午まで 

■対象事業：地域の自然保護に役立てるためのプラティカルな研究

や、シカ問題に対する地域住民や行政の理解を深める

ための普及・啓発活動 

■助成金額：1件あたり約 100万円を上限（最大 2年間の助成） 

●問合せ先：（公財）自然保護助成基金プロ・ナトゥーラ・ファンド助成 

TEL：03-5454-1789  FAX：03-5454-2838 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3626 

    

今月のキーワード 

「役員」 

助成金・イベント情報 

詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索 https://www.shimane-ikiiki.jp 

シニアのためのリトミック講習会 
 

2017年度 研修会資金助成 
 

特定活動助成 
「自然災害支援プログラム」 

 

平成 29年度電動車椅子 贈呈 
   

平成２９年度 公益信託しまね 
女性ファンド助成事業 後期 

冒険の森てんば 
         １周年記念イベント 

第 52回 NHK障がい福祉賞  

サイト「島根いきいき広場」には助成金・イベント情報が盛りだくさん！  

一部を抜粋してお届けします。QR コードはこちら ☞ 

2017年度プロ・ナトゥーラ・ファンド 
＜特定テーマ助成＞ 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え方や経験から団体活動に迫るコーナーです。スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。

[松江事務局] 

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

発行元：公益財団法人ふるさと島根定住財団 

県内 NPO 情報 H29.5.31 現在  

QR コードはこちら

ＮＰＯ法人サポートセンターどりーむ 

   理事長 土江
つ ち え

 和世
か ず よ

さん 
1947 年、旧平田市出身。地

元幼稚園で教諭として勤務する

傍ら、長男の誕生をきっかけに、

1988 年に任意団体わんぱく学

園を立上げ。2009 年のＮＰＯ法

人設立以来、理事長を務める。 

 わんぱく大使館の他、毎週日曜

に野外活動を楽しむわんぱく学園

を開催。また、障がい者と健常者

が共に演奏する「バンドどりーむ」を

結成し、CD の販売、コンサート開

催も行う。アートプロジェクトの作品

は、県内各地や首都圏で毎年開

催される展覧会で観ることができ

る。NHK「ニュースウォッチ 9」でも

取り上げられた。 

平成 20 年度県民いきいきステッ

プアップ事業採択団体。 

HP：http://sc-dream.net/ 

団体の主な活動 

ありのままを認めて信じる 

 出雲市の就労支援Ｂ型事業所「わん
ぱく大使館」。ＮＰＯ法人サポートセ
ンターどりーむが運営するこの作業
所では、箱の組み立て等の軽作業に加
え、通所者が絵画や陶芸、工芸品など
を制作し販売している。あざやかな色
彩や驚くほど緻密な作業で描かれた
絵の数々。のびのびと創作活動が行わ
れるこの空間には、理事長の土江和世
さんの思いがつまっている。 
 土江さんが 30 歳のとき出産した長
男は、生まれつき重度の知的障がいが
あった。最初はとても悩み、涙がとま
らなかったという。そんな日々の中
で、亡き夫と交わした会話が忘れられ
ない。 
幼稚園教諭だった土江さんは、保護

者に「子どもたちそれぞれに成長のペ
ースがあるから焦らないで」とよく声
をかけていた。夫は「君が言っていた
“それぞれのペースでよい”とは、心
からの理解ではなかったのかな？」と
ニコっと笑い、この子を信じようと言
った。そこから、愛情を持って長男を
育てる心構えができたという。 
 障がいの有無に関わらず、誰しも才
能がある。そう考える夫とともに長男
を育てていくうち、障がい者と健常者
がともに生きる共生社会を実現した
いとの思いが芽生えた。「私たちがあ
の子を育てているだけでなく、あの子
も私たちの考え方を変えていったん
です」と土江さんは振り返る。その一
歩として、1988 年に任意団体「わんぱ
く学園」を立上げ、特殊学級に通う子 

どもとその親が外遊び等を通じて交
流する場を作った。対象の子どもたち
の家一軒一軒を回り、参加者を募っ
た。時に門前払いされることもあった
が、めげずに再訪問し、最終的に 30
組以上の親子が参加するようになっ
た。障がい者の親が自ら団体を立ち上
げたことは、当時全国的にも珍しかっ
たという。やがて活動はバンド活動、
陶芸教室へと広がった。 
2009 年にはＮＰＯ法人化し、アート

プロジェクト事業を開始。現在、絵や
陶芸が好きな人を中心に約 20 名が通
所し、プロの指導も受けつつ自由に制
作に取り組む。作品はインターネット
等で販売する他、主催する見本市「チ
ャレンジドアートエキスポ」で展示し
ビジネスに繋げようとしている。 
 ねらいは二つある。一つは軽作業の
他にも収入を得る手段を作り、障がい
者の自立をより確かなものにするこ
と。もう一つは、本人の個性を認め光
を当てること。作品を多くの人に見て
もらい、「すごい！」と心からの言葉
を受け取る。そうした経験を積み重ね
ることで、それぞれがありのままの自
分を認められるようにしたいとの思
いがあるのだ。 
作品は工事現場の看板を飾ったり、

映画のポスターにも使われている。企
業からの問い合わせも増えた。長年の
活動が実りの季節を迎えつつある。
「第二の山下清が誕生するかもしれ
ない。ここに来る人の可能性を、私は
信じています」。長男が生まれた頃の
夫の言葉の一つひとつが、今でも土江
さんの中で原動力となっている。(M) 

全体

内認定

内仮認定

2

3

4

全体

内レベル２

しまね社会貢献基金登録団体数

県内ＮＰＯ法人数

だんだん認証レベル
取得団体数

1

5

新設ＮＰＯ法人数

解散ＮＰＯ法人数

 

[松江事務局]  

〒690-0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ３階 

TEL (0852)28-0690  FAX (0852) 28-0692 

E-mail： shimane@teiju.or.jp 

[石見事務所] 

〒697-0034 浜田市相生町 1391-8 シティパルク 

浜田 2 階 石見産業支援センター「いわみぷらっと」内 

TEL (0855)25-1600  FAX (0855)25-1630 

E-mail： iwami@teiju.or.jp 

発行元 

（しまね県民活動支援センター）

Facebook も日々更新中！ 

しまね県民活動支援センター（ふるさと島根定住財団）で

検索してみてください♪ 

283

6

1

1

0

65

41

28

映画のポスターに使われた作品絵が工事現場を明るくする 

 

 
 

●今⽉の新設ＮＰＯ法⼈  
ＮＰＯ法⼈⽝猫縁の会（出雲市）主な活動：負傷、不当遺棄、保健
所から引き出しの出来た⽝猫に必要な治療、飼育等を⾏い、⾥親希
望者に譲渡するとともに、適正飼育等の啓蒙活動を⾏い⼈と動物が
住みやすい社会の実現に寄与する。 
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