
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 全国の NPO 法人が検索でき、各 NPO 法人のページの「行政入力情報」

で、所轄庁に手続きした情報（定款・事業報告等）が確認できます。 

② 各法人が「法人入力情報」で、活動情報や財務情報等を発信できます。 

 平成 30 年 10 月 1 日より NPO 法人の「貸借対照表の公告の義務付け」が開始されたことに伴い、情報の
発信や開示のあり方について考えられた団体も多いのでは？ NPO 法人だけでなく、任意団体、一般社団法
人など、地域で活動されている皆さんにとっても、情報公開は信頼を高め、協力・支援の輪を広げる為に大
切です。情報発信・情報開示のツールとして、調べるツールとして、便利なサイトをご紹介します！ 
 

 

P2. 成果の導きだし方セミナー・地域づくり応援 
助成事業締切・和歌最終審査会 

   

2018.10.20 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
  評価につながる！情報公開は信頼獲得の第一歩 

ガバナンス認証は非

営利組織の信頼性の

証になります！情報

公開から一歩進んで

評価について学んで 

みませんか？ 

 

非営利組織のための「グッドガバナンス」認証制度説明会を開催します！ 
参加費：無料  対象：非営利組織評価に関心のある方ならどなたでも。 

[松江会場] 11 月 15 日（木）14:00～16:00 島根県民会館 307 会議室 

[浜田会場] 11 月 16 日（金）14:00～16:00 いわみぷらっと会議室 

講師：山田泰久氏（特非）CANPAN センター代表理事 

（一財）非営利組織評価センター業務執行理事 

⇒ 詳細はこちらをご覧ください（https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3865） 
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P4. 島根で頑張る人  
  NPO 法人出雲まちあそび研究所 

理事長  田 中 寛 さん 

2018 

 

P3. 助成金・イベント情報 

 

っちゃん
がいく！ 

 

 

① 情報開示レベルが★１から★５まであり、 

団体の情報開示レベルが一目瞭然！第三者認証の状況もわかります。 

② 助 成 金 によっては、CANPAN の情報開示レベルが審査の参考に！ 

③ 団体情報の登録だけでなく、ブログや事業成果物も掲載できます。 

④ 助成制度や公益活動している団体情報を検索できる全国規模のデータ 

ベースです。 

⑤ CANPAN に登録していれば、県民活動応援サイト「島根いきいき 

広場」への登録がより簡単になります。 

日本財団 ＣＡＮＰＡＮ  NPO 法人だけではありません！任意団体、一般社団

法人にとっても使いやすい情報開示ツールです。 

 

助成制度一覧から新着助成

金を探せます！ 

この機会に登録・活用してみ

ませんか？ 

内閣府 NPO 法人ポータルサイト 
 ＮＰＯ法人の方はこちらも要チェック！ 

まず、自団体の法人名で検

索して、掲載情報を見てみ

ましょう！ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 立上げ支援 事業化支援 

対象事業 
団体の立ち上がり期の活動や新規の活動で、 
継続的な実施が見込めるもの 

新たな事業展開を図る活動で、継続的実施が見込
めるもの 
タイプⅠ公益重視型  タイプⅡ経済振興型 

申請締切 平成 30 年 12 月 14 日(金)（当日消印有効） 平成 30 年 11 月 30 日(金)（当日消印有効） 

助成限度額 20万円以上50万円以下（対象経費の 2/3以内） 50 万円以上 200 万円以下（対象経費の 2/3 以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

財団からのお知らせ 

今月の和歌   懐かしき ことにも勝る 新鮮さ 我が旗立てに 二度目の故郷   （島根県雲南市 小倉健太郎さん） 
                                                     第１回農業・農村はかっこいい！和歌募集 入賞作品 
 

 

あなたの団体はどれくらいの価値を社会に対して提供しているかを説明できますか？前回ご好評いただいた成果の
導きだし方ワークショップの第 2 弾を、浜田市と松江市で開催します！ 
自分たちの事業・活動の目指す成果は何なのか、他団体の事例を参考にしながら、その導きだし方を学びましょう！！ 
 

11 月 10 日（土）13:00～17:00  

 

 

西部会場 

 

東部会場 

[会  場] 夢の音村 森の公民館 
（浜田市金城町久佐ハ 295-13） 

[事例団体] NPO 法人 NPO-MASUDA 
[事例内容] 歴史や資源を活用して観光客を 

誘致！ 
 

[会  場] 宍道農村環境改善センター 
     （松江市宍道町上来待 212-1） 

[事例団体] NPO 法人くらしアトリエ 
[事例内容] 島根を知る・学ぶ・楽しむための施設 

『シマシマしまね』の運営 
 

【第 1 部】 
・成果とは何かを学ぶ～基礎編～ 
・成果の導きだし方模擬体験 

ワークショップ 
内容 

【第 2 部】 
・自団体の成果を導きだすワーク 
 

11 月 11 日（日）10:00～15:00  

 

 

講師は第 1 回に引き 
続き石川孔明さん 
です！ぜひお申込み 
ください♪ 

 過去の助成採択団体、 

申請予定団体必見！  

 

 

 

 

 
 

 

※申請を検討されている方は、必ず事前に担当までご相談ください。 

 

 

 

 

今年で 4 回目を迎える“農業・農村はかっこいい！”和歌募集。 
今年も農業・農村の素晴らしさや故郷への思いが込められた和歌が全国各地から届
きました。ご応募いただいた皆さま、本当にありがとうございました。 
11 月 25 日（日）には、今回ご応募いただいた全 1,211 作品の中から入賞した 8 作
品の最終審査会を行います。入賞者による工夫を凝らしたパフォーマンスは必見！ 
入場無料・出入り自由ですので、ぜひご来場ください♪ 

日 時：平成 30 年 11 月 25 日（日）12:30～15:40 
会 場：松江テルサ 1 階テルサホール（松江市朝日町 478-18） 

 

 
～ 審査会プログラム ～ 

  ●入賞者によるパフォーマンス（15 分程度×8 名）※予定 

入賞者は 10 月下旬頃に決定 

  ●審査員による審査  ●結果発表・表彰式 

   

 

 

地域課題解決や地域活性化に取り組む県内の NPO 法人、民間団体 
及びグループ（構成員 5 名以上）、商業法人の活動を応援します！          詳しくはこちら⇒ 
 

(公財)ふるさと島根定住財団

の設立 25 周年記念講演会も

同日、同会場で 16 時より開

催いたします。 

ぜひ、お越し下さい！ 

▲ 昨年の審査会の様子 

※会場によって開始時間が違うのでご注意を！ 



■締 切 日：平成 30年 11月 15日（木）消印有効 

■対   象：難病患者さんの療養・修学・就労等、生活の質（QOL）向

上のための活動を行う、国内に拠点を有する支援団体等 

■助成金額：①プロジェクト助成（3 年以上の活動実績団体）：1 件あた

り上限 100万円②スタートアップ助成（1年以上の活動実

績団体）：1件あたり上限 30万円 (総額 1,000万円) 

●問合せ先：（公社）日本フィランソロピー協会内「田辺三菱製薬 手の

ひらパートナープログラム」事務局 

TEL:03-5205-7580 FAX:03-5205-7585  

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3940 

■締 切 日：平成 30年 11月 20日（火）当日消印有効 

■対   象：中国地域に所在する文化、スポーツに関する団体が主催

し、中国地域在住者が過半数を占める活動で中国地域内

において行う【創造・普及・育成につながる美術の展示活

動・音楽の公演活動、地元固有の伝統文化の保存・伝承・

復活・復元・発表活動、アマチュアスポーツの振興活動】 

■助成内容：1件あたり 10～50万円（助成対象経費 2分の 1上限） 

●問合せ先：(公財)エネルギア文化・スポーツ財団事務局 

TEL:082-542-3639 FAX:082-542-3644 
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3942 

■締 切 日：平成 30年 11月 12日（月）必着 

■対   象：オーケストラ・オペラ・室内楽等の日本のプロの音楽団体

が主催する創造的な音楽公演。それに伴う文化芸術の

普及及び育成も含む。 

（高度の芸術水準を有し、純粋な芸術活動であるため

に、採算の取れにくい活動。） 

■助成金額：1件あたりの限度額 100万円  

●問合せ先：(公財) 花王芸術・科学財団事務局 

 TEL:03-3660-7055 FAX:03-3660-7994 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3938 

■締 切 日：平成 30年 11月 15日(木)当日消印有効 

■対   象：環境活動を行っている NPO法人・一般社団法人・任意団

体（日本国内の団体および活動） 

■助成内容：【山の森・海の森づくり助成】１団体上限 50 万円【活動助

成】1団体上限 200万円（NPO他）100万円（任意団体）

【NPO自立強化助成】1団体上限 400万円【緑化植花助

成】1団体上限 30万円【清掃助成】1団体上限 20万円 

●問合せ先：（一財）セブン-イレブン記念財団 

TEL:03-6238-3872 FAX:03-3261-2513 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3941 

 

■締 切 日：平成 30年 11月 12日（月）当日消印有効  

■対   象：過去に日本国内の大学又は専門学校を卒業（中退）した

が、何らかの事情で方向を変え新たに医療・福祉・看護を

学ぶため、進学を希望する者。 

■助成金額：教育機関の最短修学年限（12～48 ヶ月）において、月次

5 万円を支給。(年 60 万円・就学時最小 60 万円・最大

240万円)※奨学金は返済の義務はありません。 

●問合せ先：（公財）公益推進協会 「逸男記念・再チャレンジ奨学金」

TEL:03-5425-4201 FAX:03-5405-1814 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3928 

■開催日時：平成 30年 12月 6日（木） 13:00～16:00  

■場   所：たまちハウス（出雲市斐川町出西 1763） 

■内   容：しまね田舎ツーリズム第 6回県内研修会 

発表：「たまちハウスで実施したワークショップについて」 

体験：「マコモのクリスマスリースつくり体験」 

■対   象：しまね田舎ツーリズム実践者、行政・関係機関担当者、

関心のある方どなたでも。 

●問合せ先：（公財）ふるさと島根定住財団 松江事務局（担当桃井） 

TEL:0852-28-0690 FAX:0852-28-0692 

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3869 

■締 切 日：平成 30年 11月 30日(金)当日消印有効 

■対   象：就労継続支援 A型事業所、就労継続支援 B型事業所、

生活介護事業所、地域活動支援センター 

■助成内容：【ジャンプアップ】すでに障がい者の給料増額に一定の実

績がある施設事業所500万円（10件程度）【ステップアッ

プ】障がい者の給料増額に努力し、全国平均以上の給料

支給実績がある施設事業所上限 200万円（20件程度） 

●問合せ先：（公財）ヤマト福祉財団 助成金事務局 

TEL:03-3248-0691 FAX:03-3542-5165 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/3934 

 

■開催日時：平成 30年 11月 11日(日) 13:00～16:30 

■場   所：出雲市立平田図書館 2F視聴覚ホール 

（出雲市平田町 2110－1） 

■内   容：自閉症スペクトラムの特性をふまえた移行支援につい

て考え学ぶ機会。重松孝治氏（川崎医療短期大学 

医療保育学科講師）による講義 

■料   金：参加費 1,500円 定員 100名 ※参加申込み必要 

●問合せ先：認定特定非営利活動法人 療育センター燦々 

TEL:0853-63-5604  

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/3852 

    

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 

2019年度生募集 
逸男記念・再チャレンジ奨学金 

難病患者団体支援活動 第 7期 
「手のひらパートナープログラム」 

 

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 ☞ 

 

エネルギア文化・スポーツ財団 
平成 31年度（前期）助成事業 

花王芸術・科学財団 
2019年度音楽公演への助成 
 

セブン‐イレブン記念財団 
2019年度 環境市民活動助成 
 

田舎ツーリズム施設で 
ワークショップを開こう！ 

 

平成 31年度福祉助成 
障がい者給料増額支援助成金 

さんさん講演会 「自閉症スペクト
ラムへの支援～移行支援～」 
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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
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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。 

シャッターが閉まっていることが多
く、人通りの少ない地元商店街に人の
流れを生み出し、個店の魅力を知って
もらいたい──そんな思いから、商店
街をボードゲーム「人生ゲーム」の舞
台に見立て、各個店をめぐりながら商
品に関するクイズや交流を楽しむ「ま
ちあそび人生ゲーム」。その普及を目
的に発足したＮＰＯ法人の理事長とし
て、日々東奔西走する。 
始まりは、商工関連の会で聞いた知

人のつぶやき。「過去、商店街活性化
の事業として様々なイベントが企画さ
れたが、その間、各個店は店を閉め、
終わってみると個店への来客数が増え
ることはなく、一過性の賑わいで終わ
っている」という話を聞いたことだっ
た。これを受け、それぞれの個店へし
っかり人を導ける活性化策はないか頭
をひねり、商店街で展開するリアル版
「人生ゲーム」の構想が生まれた。 
そのアイディアを形にするために

は、商店街関係者への度重なる説明、
合意の形成、「人生ゲーム」の製造元
であるタカラトミーの公認の取り付け
と、いくつもの山があったが、様々な 
人脈も手繰り寄せながら、粘り強く事
業の土台を構築。これまでに平田や大
社の商店街等で計２０回以上の「まち
あそび人生ゲーム」を開催し、１回あ
たり数百人規模から数千人規模という
来場者を生んだ。 
この取り組みを進める中で、ゲーム

をきっかけに来店した店への関心や購 

 「人生ゲーム」の舞台は商店街！ 
“まちを元気に” 願い込め 

 

買機会が創出されたのをはじめ、最
初は「イベントには付き合うけど、
うちにあまりメリットはない」と話
していた古美術店主が、回数を重ね
るうちにワゴン市を自ら企画した
り、自宅にあるものを鑑定する「鑑
定券」を新たに作成する等、商店街
関係者のマインド自体を変えていっ
たという。出雲市内の高校生も一部
企画段階から参画する等、若い世代
も巻き込んだ動きとなっている。 
 現在は、他県へもこのノウハウを
伝える講演やイベント支援を手掛
け、毎年県外から視察が入るように
なった。商店街のみならず、福祉や
防災の行事への応用も検討される
等、活用の裾野も拡大しつつある。 
 今後は、さらなる事業の継続を図
る上で、スポンサー企業の模索や参
加費のあり方などを含め、収入の柱
を増強するという課題に向き合って
いく。支援の体制も、できるだけ商
店街の自発性を引き出せるよう、手
を引くべきところは引き、適度な距
離感を保てるよう配慮したいと話
す。「誰かがやってくれる、では意
味がない。まちのことを知っている
のは、まちの人。自分たちで考えて
もらうことに、意義がある」と考え
るからだ。 
陥りがちな「イベントありき」の

本末転倒を防ぎ、地域づくりの基本
へ常に立ち返りながら、次の挑戦に
向けたステップを歩み出している。 

       （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 

1975 年、出雲市東福町出身。旧平

田市役所に入庁し、市町村合併後の

出雲市役所では産業振興課等に勤

務。役所での業務の傍らＮＰＯ法人とし

ての活動を進め、二束のわらじをはき

こなす。信条は「言われたことは『は

い』と言う」。何でもとりあえずやってみ

る。「失敗することもあるけど、寝れば

忘れる。それに、これはいけない、と分

かることで、経験値が上がります」。 

 

主な活動 
2015 年 8 月、ＮＰＯ法人出雲まちあ

そび研究所設立。2015 年度地域づく

り応援助成・事業化支援（公益重視）

「商店街活性化事業『出雲まちあそび

人生ゲーム』」採択。2017 年度「日経

トレンディ大賞“地方発ヒット”」受賞。 

 
 

 

 

ＮＰＯ法人  
出雲まちあそび研究所  
理事長  田中寛さん 

 
 

県内 NPO 情報 H30.9.30 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 

（しまね県民活動支援センター） 
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▲「まちあそび人生ゲーム」で賑わう商店街 ▲「まちあそび人生ゲーム」で使うアイテム 

 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♪ 

。 

イベントの告知に！助成金

情報の収集に！！「島根い

きいき広場」をぜひご活用

ください。 
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