
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の助成金合同説明会では、財団を含め県内４団体の助成制度の説明や

個別相談もあります。ぜひ、ご興味・関心のある方、お越しください！ 

 

 

 ふるさと島根定住財団では、多くの県民のユニークな発想や企画力を活かし、地域課題解決や地域活性化
に向けた活動を一層充実させ、県民の総力を結集した地域づくりを促進することを目的として助成をしてい
ます。あなたの地域への「思い」を、地域づくり応援助成事業を活用して実現しませんか？ 
今年度第 2 回目の申請締め切りに向けて、お早目のご相談をお勧めします♪  

 

P2. 地域づくり応援助成事業（立上げ・事業化） 
平成 30 年度第１回採択団体 

   

2018.９.20 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
  第 2 回“地域づくり応援助成”に向けて相談受付中！ 

その他にも、質問や不明な点等ありましたら、お気軽にお問合せください！ 

 

 

「トヨタ財団 × 県内 4団体 助成金合同説明会」 

[松江会場] 9 月 26 日(水)13:30～16:30 島根県民会館 

[浜田会場] 9 月 27 日(木)13:00～16:00 いわみぷらっと 

[海士会場] 10 月 2 日(火)13:30～16:00  海士町体験交流施設 

＊スケジュール＊ 

第 1 部 トヨタ財団による制度説明（60 分）※海士会場は不参加（資料による説明のみ） 

第 2 部 県内 4 団体による制度説明（45 分） 

第 3 部 個別相談 [各団体 15 分程度]（60 分） 

参加団体：トヨタ財団・しまね自然と環境財団・しまね文化振興財団・しまね女性センター・ふるさと島根定住

財団⇒ 詳細はこちらをご覧ください（https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3817） 

 

第 27回  

 

今月の見どころ 
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P4. 島根で頑張る人  
合同会社やもり 
田口 壽洋 さん 

2018 

 

P3. 助成金・イベント情報 

 

っちゃん
がいく！  

   ～ 平成 30 年度第 2 回 

地域づくり応援助成事業 ～ 

●申請締切：立上げ支援 12/14（金）

事業化支援 11/30（金） 

●事業開始：2019 年 2/１以降 

⇒詳細はこちらをご覧下さい。 

（https://furefure- 

shimane.jp/support/ 

subsidy） 

助成金や補助金の活用を検討されている島根県内のＮＰＯ法人、

民間団体及びグループ（構成員 5 名以上）、商業法人の皆様へ、 

こんな時、ぜひ、財団スタッフまでご相談ください！ 

☑ 地域の課題解決・地域活性化の為に、取り組みたい事業が 

ある！ 

 ☑ 自分達の団体は申請対象になるのだろうか？ 

☑ 申請までにどんな準備が必要かわからない！ 

☑ 新たな事業展開の為、次のステップにすすみたい！ 

☑ 助成金の申請書の書き方や資料の作り方がわからない！ 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所在地 団体名 事業名 

浜田市 ino 神明クラブ 
小さな交流拠点城山の里ミニコテージ「自然荘 友楽」を核とした地域

創生事業 

松江市 金山農村振興会 軽トラ市・狼煙・法螺貝・火縄銃で、地元野菜の販売強化 

隠岐の島町 五箇こぞって会 五箇地域の人と人、世代や集落を越えたつながりづくり 

邑南町 
特定非営利活動法人

はすみ振興会 
羽須美地区デマンド交通事業 

 所在地 団体名 事業名 

経済振興型 松江市 
株式会社 

VisFactory 
小波地区の魅力を世界におすそ分けプロジェクト 

公益重視型 松江市 
里 山 照 ら

し隊 
農村環境と自然資源で里山を照らす！ 

今月のキーワード 

「役員」 

財団からのお知らせ 

 

 

 

 

今月の和歌    街に住む われが田植えを 手伝えば 田んぼ目線の 街が見え来る     （三重県鈴鹿市 原田祥司さん） 

                                                   第１回農業・農村はかっこいい！和歌募集 入賞作品 

 

▲審査会の様子 

 

 

 

 

●立上げ支援：団体の立ち上がり期の活動や新規の活動で、継続的な実施がみこめるもの 
8月 16日（木）書類審査（5件申請の内、4件採択） 

 

 

今年度 1 回目となる、立上げ支援と事業化支援の審査会が下記の日程で松江テルサにて行われました。審査の結

果、採択された団体は以下の通りです（立上げ支援4団体、事業化支援2団体）。これからがスタートです。事業の成果が

最大限得られるように、地域の皆さんも、ぜひ、応援してあげてください！ 

 

  

 

●事業化支援：新たな事業展開を図る活動で、継続的な実施が見込めるもの 
8月 23日（木）公開プレゼンテーション審査（2件申請の内、2件採択） 

 

 

（しまね県民活動支援センター）では  

交流サロンや印刷機、図書の貸出を行っています！ 

団体のミーティングに… 団体運営の参考に… 

ｎ 

イベントのチラシ印刷に…  

ｎ 

＝ご利用時間＝  
平日 9:00～17:00  無料でご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせください。  



■締 切 日：平成 30年 10月 12日（金）17時 

■対   象：社会福祉分野で活動し、認定 NPO法人の取得を計画し

ている特定非営利活動法人 

■助成金額：１団体につき 30万円(総額 600万円を予定) 

■助成内容：認定 NPO 法人の取得に関する費用であれば、使途は問

いません。（※所轄庁受付日が2018年4月1日～2020

年 3月 31日のものが対象） 

●問合せ先：（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団 事務局 

TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3907 

■締 切 日：平成 30年 10月 14 日（日）消印有効 

■対   象：身近な緑を守り育てる活動、緑の大切さを次世代に伝える

活動に取り組んでいる団体（NPO・町内会・自治会・学校） 

■対象活動：A持続可能な森づくり活動 B人づくり活動 C花と緑のコミ

ュニティづくり活動 D地域の生物多様性を守る活動 

■助成内容：1・2年目 50万円/年（上限）3年目 25万円・年（上限） 

15～20団体程度 総額 2,000万円 

●問合せ先：(公財)都市緑化機構「花王・みんなの森づくり活動助成」

事務局 TEL：03-5216-7191 FAX：03-5216-7195 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3902 

■締 切 日：平成 30年 10月 10日（水）必着 

■対   象：コミュニティスポーツを楽しむ民間の非営利団体。（日本

国内の活動拠点で、1年以上の活動実績がある） 

■助成内容：①特定の地域を拠点として独自のコミュニティスポーツに

取り組むもの【1件 50万円以下(14件程度)】 

②地域や分野の異なる複数の団体がチームを作り発展 

と普及に取り組む 【1件 200万円以下(4件程度)】  

●問合せ先：(公財)住友生命健康財団 助成プログラム係 

 TEL：03-5925-8660 FAX：03-3352-2021 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3912 

■開 催 日 時： 各回 18:00～20:00 （最終受付 19：30まで） 

【益田市】 2日（火）益田市立市民学習センター 

【吉賀町】 9日（火）ふれあい会館  【川本町】10日（水）川本町役場 

【邑南町】11日（木）田所公民館   【江津市】18日（木）パレットごうつ 

【浜田市】24日（水）いわみぷらっと 

【津和野】25日（木）津和野町民センター  

【大田市】26日（金）大田市役所   【美郷町】30日（火）みさと館                   

●問合せ先：ふるさと島根定住財団 石見事務所  

TEL：0855-25-1600 ＦＡＸ：0855-25-1630 

 https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3836 

■締 切 日：平成 30年 10月 20日(土)当日消印有効 

■対   象：【国内】地域の水環境や生物多様性の保全・再生につな

がる実践活動。スタートアップ・ステップアップをめざす市

民団体の活動【海外】各国・各エリアの水資源保全また

は衛生的かつ快適な生活環境づくりに向けた実践活動 

■助成金額：【国内】１件 80万円(上限)/年×最長 3年（最大 240万

円)【海外】1件あたり上限なし（300万円目安） 

●問合せ先：TOTO株式会社 総務部総務第二グループ 

TEL：093-951-2224 FAX：093-951-2718 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3914 

 

■締 切 日：平成 30年 9月 28日（金）当日消印有効  

■対   象：公益に資する事業を計画している非営利団体 

■対象事業：環境保護・環境保全関連の事業活動①里山・森林・緑

化整備運動②生態系保護③水・河川環境保全④地域

環境整備⑤リサイクル⑥環境教育・体験学習⑦啓発・イ

ベント⑧研究・開発⑨その他 

■助成金額：①１団体につき 150万円(上限)総額 2,000万円を予定 

●問合せ先：（公社）日本フィランソロピー協会 事務局 

TEL：03-5205-7580  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3913 

■実施期間：平成 30年 9月 15 日（土）～11月 25日（日） 

■内   容：今年も美郷町で体験できる素敵なプログラムを 19種類実

施します。「陶芸体験」「作って食べよう♪薬草スイーツ」

「SUP・カヤックで本格江の川下り」「旧 JR三江線の跡地を

巡るドライブ」「竹細工に挑戦！～竹かご編～」など。  

■申込方法：受付は先着順に行い、定員に達した時点で締め切り。 

申込の最新状況は HP で確認可。 

●問合せ先：美郷町観光協会 (土日祝除く) 

TEL：0855-75-1330 FAX：0855-75-1260  

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3829 

■開催日時：平成 30年 9月 24 日(月・祝)10:30～14:00  

■場   所：スサノオホール（出雲市佐田町反辺 1747-6） 

■内   容：ステージイベント 10:30～12:00 

「うたものがたりコンサート」マイトリー×KENKEN♪BANBAN 

出店ブースイベント 12:00～14:00 

■料   金：スサノオホールへの入館無料 ※館内出入り自由 

「うたものがたりコンサート」小学生以上 500円（全席自由） 

●問合せ先：NPO法人スサノオの風  

TEL：0853-84-0833 FAX：0853-84-0834 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3825 

    

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 

2018年 スミセイ コミュニティ 
スポーツ推進助成プログラム  

花王・みんなの森づくり 
活動助成プログラム 

 

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 ☞ 

 

2019年度 東洋ゴムグループ 
環境保護基金 

NPO基盤強化資金助成 

認定 NPO法人取得資金助成 

第 14 回 
TOTO水環境基金助成 

 

石見・地域づくり応援助成金 
出張相談会 （平成 30年 10月） 

スサノオのさと  
こどもフェスティバル in さだ 2018  

2018秋 
みさと・みちくさ日和 
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県内ＮＰＯ法人数

だんだん認証レベル
取得団体数
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新設ＮＰＯ法人数

解散ＮＰＯ法人数

 

 

 
『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。 

学生の頃から素潜りにはまり、北海
道から沖縄まで数々の海に潜った田口
さん。そんな海を愛する田口さんが住
むのは中山間地域の津和野町。2014
年に自伐型林業※の地域おこし協力隊
として移住してきた。 
「山をやる人が増えれば川と海が良

くなり漁業も良くなる。それなら山仕
事をやればいい」。これが協力隊の応
募のきっかけという。現在は協力隊の
任期を終え、木こりとしての生活のほ
か、地域おこしのコーディネートなど
の仕事も受けている。 
 自伐型林業の活動と併せて注目した
のは津和野町の特産品「わさび」。津
和野町は山が良く水もきれいなため良
質のわさびが採れる。東の静岡、西の
島根」と言われるほどだが、一方で、
地元住民や飲食店がわさびに品種があ
ることを知らず、食べ比べる機会も少
なかった。しかも「津和野町の産品」
という認識も薄い状況だった。 
 六次産業化や食材のブランディング
の経験から、わさびが高い評価を得る
食材と確信していたが、自分が「良
い」と言っても説得力がない。まず考
えたのは、生産者に外部からの評価を
知ってもらい、どのように売られ誰が
買うのかを知ってもらうこと。「島根
わさび」として生産者や関係者と展示
会に参加することで、商品価値だけで
なく、やる気向上にも繋がっていっ
た。 

 

 
津和野町発！ 

「島根わさび」を海外に 

地元向けには、町内の飲食店にわ
さびを使ってもらい、メニュー提供
をするフェアを実施。「津和野町特
産品＝島根わさび」としての認識向
上を狙った事業だ。フェア後、参加
した飲食店からは継続してわさびを
使いたい、またフェアをやってほし
いという声が上がっている。 
 展示会やフェアなどを経て、わさ
びの商品力や反応の良さが目に見え
て面白かった。しかし、あくまでも
主役は現場。自分が率先してやらな
くても良いのでは、と感じることも
あったが、「きっかけ作りの一人で
しかない」という考えに変化が起こ
ったのは、やる気にあふれた行政職
員との出会いがあったからだ。「こ
れまでの経験を活かし、自分が出来
ることをする」と、決意した。 
 平成 29年 12月、島根わさびブラ
ンド推進協議会が設立された。生産
者、行政職員などの意識が変わった
ことで設立もとんとん拍子に進んで
いった。今後、大都市圏や海外に
「島根わさび」を売り出すために、
県内の他の生産地との連携も必要と
なってくる。同じクオリティにする
ことや新たな生産者の育成など課題
はあるが、海外でも通じる「Wasabi 
」の可能性は大きく、まだまだ田口
さんの忙しい日々は続く。  

      （K） 

 

月 2,000人を集客する山奥のうど
んな店 

森林教室の様子 

1978 年、神奈川県出身。アウトドア業

界、広告代理店など勤務後、2014 年

に津和野町に移住。自伐型林業の地

域おこし協力隊「津和野ヤモリーズ」の

第1期生として活動。同時に自身の会

社「合同会社やもり」を設立。任期終

了後は自伐作業を行いながら、津和

野町内外の地域おこしの取組みにも

関わっている。 

 

 
主な活動 

2017 年度地域づくり応援助成事業

（立上げ支援事業）「『島根わさび』利

用実態調査事業」採択。 

「島根わさび」↓↓ 

https://shimane-

wasabi.jp/index.html 

 

 

 
 

 

 

合同会社やもり 
田口 壽洋 さん 

 
 

県内 NPO 情報 H30.8.31 現在  

[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： chiiki@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 

●今月の新設ＮＰＯ法人 

特定非営利活動法人松江市手をつなぐ育成会（松江市） 

主な活動：医療環境・教育環境・社会環境を改善する活動

を行い、障害児者の社会参加と自立を図り、共生社会の実

現を目指すことを目的とする。 

 

（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♪ 

28５ 

6 

1 

1 

1 

62 

46 

33 

 

▲わさびフェアのポスター  

※「自伐型（じばつがた）林業」とは？ 

 

採算性と環境保全を高い次元で両立

する持続的森林経営。参入障壁が

非常に低く、幅広い就労を実現。今、

国土の 7 割を占める山林を活用する

「地方創生の鍵」として期待され、全

国各地で広がっている。 

（参照元：自伐型林業推進協会） 
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