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 今月の見どころ 

2020.5.20 

第 47回 

P3. 助成金・イベント情報 

P2. スタッフ紹介 
石見事務所のメンバー紹介 
 

P1.「地活っちゃんが行く！」 
新型コロナウイルス対応お役立ち情報コーナー開設！ 

っちゃん
がいく！ 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、NPO・地域づくり団体等への影響が増しています。様々な支援が出され
ていますが、「どこを見たらよいの？」という方も多いのでは？ふるさと島根定住財団では、地域活動応援サイ
ト“フレフレしまね”に新型コロナウイルス対応のためのお役立ち情報コーナーを開設しましたので、ぜひご活
用ください！ 

新型コロナウイルス感染症対策に係るNPO等支援のための緊急アンケート集計結果（76法人から回答）も掲載中！ 

トップページのこちら👆をクリック！ 
 

①ＮＰＯ運営・手続き 
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に対応したNPO

法人の社員総会の開催の手引き（島根県） 

・新型コロナウイルス感染症に関連した情報（内閣府） 

 

③オンラインツール 

・非営利団体向け IT 製品・サービスの寄贈（techsoup） 

 
 

 

 

②資金調達 
・新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫） 

・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制 

上の措置（財務省） 

・雇用調整助成金（厚生労働省） 

・持続化給付金（経済産業省）…など。 

 ※『島根いきいき広場』にも助成金情報を掲載中！ 

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

 

QR コードは 
こちら 

 

その他、おすすめサイト 

・島根県（新型コロナウイルス感染症に関する情報） 

・認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 

・NPO会計道（脇坂税務会計事務所） 

・NPOWEB（NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる

会）…など。 

最新情報を随時掲載していきますので、 

『島根いきいき広場』と共に、 

チェックしてくださいね！ 
 

フレフレしまね 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

山崎 紀明 専任スタッフ（しまね田舎ツーリズム）  

財団からのお知らせ 

今月の和歌       広い背を 追ってこの手で 海を漕ぎ 未だ見ぬ果てと 紡ぐ人の輪  （島根県隠岐の島町 森山 敬介さん） 
                                               第 5回田舎暮らしはかっこいい！和歌募集 優秀賞作品 

 

 

令和 2 年度の石見事務所のメンバーです。 
今年度、新たなスタッフも加わり、8 名で 
石見地域の皆様を応援していきます！ 
どうぞよろしくお願いします！ 

Question１ 自分の性格を一言で分析 
Question２ 最近のストレス解消法は？ 
Question３ 石見のお気に入り地域！ 

 

 

 
山本 亮介 主事（主担当：江津・川本・美郷） 

山藤 美幸 専門スタッフ（主担当：吉賀） 
 
黒川 裕美 専門スタッフ（主担当：大田・津和野） 

山﨑 真生 スタッフ（しまね田舎ツーリズム） 永田 真理子 スタッフ 

①浅く広く。(理想は逆)。 
 
②ストレッチ、日向ぼっこ、家で

映画 
 
③浜田の海、邑南の美食などなど 

①何にでも興味を持ち「知る」こと
が大好き。 

 
②三瓶ダム湖「さひめ湖」の 
１周６km のウォーキング。 

 
③三瓶ダム湖「さひめ湖」。出掛ける
たびに季節を感じることができる。 

①計画好き。計画倒れも多々あり。  

 
②Youtube を見る。 
 

③海・山・川（高津川の美しさに
感動しました） 

①めんどくさがり屋でいかに楽を
するかを考える（サボるではなく効
率化） 

 
②息子と遊ぶ、走る 
 

③きんたの里（お風呂好き）、 
菰沢公園（広くて気持ちいい） 

①基本 前傾姿勢・前のめり 

せっかちな性格です 
 
②自転車・散歩後のシュワッ！ 
             こもざわ 

③キャンプ場（三瓶北の原・菰沢 
公園・海浜公園等々） 

①融通が利きにくいせっかち体質 
 
②深夜の料理とフラダンス 

 
③江津市＆江津市グルメ 
（お肉、野菜、ビール！） 

①楽しいこと大好きでおっちょこ

ちょい 
 
②「紅蓮華」のピアノ練習 

 
③夕陽の見える海 

①ずぼらで整理整頓できない 
甘えん坊 

 
②夢〇ウン店内のウォーキング 
 

③益田市奥座敷の裏匹見峡 
（水の青さに感動） 

くろかわ     ゆみ 

ながた     まりこ 

小笠原 勝司 所長 生田 祐介 参事（主担当：浜田・益田・邑南） 
おがさはら    かつじ いくた    ゆうすけ 

やまさき   のりあき やまもと   りょうすけ 

さんとう     みゆき 

やまさき    まい 

詳細はこちら https://furefure-shimane.jp/information/⇒ 

③の石見のお気に入り地域は、 

コロナ終息後に足を運んでくださいね。 

 

NPO 法人は、毎事業年度終了後 3 ヵ月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出することが義務づけられ

ていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらく、困っている NPO 法人の方も多い

のではないでしょうか。NPO法では、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「みなし総会（社員総会決議の省

略）」も制度上可能とされています。法人内でよく話し合った上で、それでも社員総会が開催できず、事業報告書等

の提出が遅れそうな場合は、所轄庁へお早目にご相談ください。 

フレフレしまね HP 内『NPO・地域づくり団体のための新型コロナウイルス対応お役立ち情報コーナー』の「新型

コロナウイルス感染症拡大防止に対応した NPO 法人の社員総会の開催の手引き」などを参考に、社員総会に 

ついて、柔軟な方法による開催を検討してください。     

 



■締 切 日 ：令和 2年 5月 29日(金) 消印有効  

■助成対象 ：難病児及びその家族を支援する福祉、医療分野におけ

るボランティア団体への助成 

■申込資格 ：非営利団体 

■助成金額 ：総額 200万円 ※使用用途に条件あり 

●問合せ先 ：(公財)ドナルド・マクドナルド・ハウス財団 

TEL：03-6911-6068 FAX：03-6911-6198 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4259 

■締 切 日 ：令和 2年 5月 29日（金） 必着 ※第 2回締切 6月末  

■助成対象 ：新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、児童養護施

設を退所して大学や専門学校等で学ぶ方のうち、アルバ

イトによる収入が減り経済的な不安を抱えている方 

        （他の奨学金と併給が可能） 

■助成金額 ：学費または生活費として、緊急的に一人あたり 10万円  

●問合せ先 ：（社福）中央共同募金会 基金事業部「盛和塾プログラ

ム担当」 E-mail：ouen@c.akaihane.or.jp 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4283 

■締 切 日 ：令和 2年 6月 20 日（土）当日消印有効 

■助成対象 ：中国地域に所在する文化、スポ-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

域内において行う活動。（美術の展示活動、音楽の公演

活動、伝統文化、アマチュアスポーツの振興活動等） 

■助成金額 ：1件あたり 10～50万円 

●問合せ先 ：（公財）エネルギア文化・スポーツ財団 

TEL：082-542-3639 FAX：082-542-3644 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4275 

NPOや地域づくり団体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、団体自らが実施する継続的な活動を応援します！ 

■締 切 日 ：令和 2年 6月 30日（火）当日消印有効 

■対    象 ：県内の NPO法人、民間団体やグループ（構成員 5名以上）、商業法人等 

■対象事業 ：団体の立ち上り期の活動や新たな事業展開を図る活動（本格的規模 

拡大・グレードアップ等）で継続的な実施が見込めるもの。活動の継続や 

発展に関わろうとする外部人材の参画を促進する取り組みであること。 

■助成金額 ：30万円以上 150万円以下（助成率：対象経費の 2/3以内） 

●問合せ先 ：（公財）ふるさと島根定住財団 地域活動支援課 （担当：加納・梶谷・吉留） 

 TEL：0852-28-0690 FAX：0852-28-0692 

  https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4253 

■締 切 日 ：令和 2年 5月 31日(日) 消印有効  

■助成対象 ：社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動など）を行

う民間の団体が企画する事業案件※条件あり 

■申込資格 ：非営利法人（3年以上継続的な活動実績があり、組織

的な活動を行っている団体は対象とする） 

■助成金額 ：1件あたり上限 200万円 

●問合せ先 ：(社福)丸紅基金 

TEL：03-3282-7591 FAX：03-3282-9541 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4258 

■締 切 日 ：令和 2年 5月 30日（土）消印有効  

■助成対象 ：市民主体の公益的な団体（要件あり）が行う、国内で起

こる災害に「備える」ための活動、国内で起こる災害から

生命を「守る」ための活動、国内で起こった災害後の生

活再建へ「つなぐ」ための活動 

■助成金額 ：一つの申請事業に対し上限 50万円（総額 800万円）  

●問合せ先 ：真如苑「Shinjo プロジェクト」市民活動公募助成事務局 

TEL：042-538-3892 FAX：042-538-3841 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4272 

■締 切 日 ：令和 2年 6月 5日（金）必着  

■助成対象 ：①～③の条件を満たす団体①高齢者を主な対象とし、

1年以上継続して、週 1 回以上、調理・家庭への配食・

友愛サービスを一貫して行っている②非営利の民間団

体③配食用の車両が不足し本寄贈により運営の円滑化

が見込まれること。 

■寄贈内容 ：配食用小型電気自動車 1台（10台予定）  

●問合せ先 ：(公財)みずほ教育福祉財団 福祉事業部 

E-mail：FJP36105@nifty.com 

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4254 

審査のポイント！ 
☑地域の課題解決や地域活性化に 

つながる事業か？ 

☑活動を通じて、外部人材の参画が 

見込めるか？(一過性でないこと） 

☑事業計画がしっかりしていて、実現可

能性が高いか？ 

☑事業を遂行するための組織運営能力、

知識、経験、ネットワークがあるか？ 

☑わかりやすく、熱意・説得力のある申

請書類・プレゼンテーションか？ 

   

 

 

 

 

   

  

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

ドナルド・マクドナルド・ハウス財団 
ボランティア活動費助成 

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 ☞ 

 

盛和塾 
「新型コロナウイルス対策緊急助成」 

第 18回 配食用 
小型電気自動車寄贈事業 

 

令和 2年度 地域づくり応援助成事業（外部人材参画型） 

エネルギア文化・スポーツ財団  
令和 2年度募集後期助成 

2020年度 
丸紅基金社会福祉助成金 

2020 年度 真如苑  
「市民防災・減災活動公募助成」 

助成金・イベント情報 

 



Facebook も日々更新中！ 

しまね県民活動支援センター

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！！ 

 

森田
も り た

 一平
いっぺい

さん（邑南町） 

中国山地編集舎・事務局長 

【活動分野】 

地域コミュニティの維持、地域資源の活用、 

地域の付加価値を高める、人材育成 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                   

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
島根県邑南町（旧羽須美村）生まれ。大学卒業後、
山陰中央新報社に入社し、地域報道や政治報道の
記者、デスクを経験。現在は邑南町地域みらい課
で任期付き職員として羽須美地域の地域振興に
挑戦中。 

ソーシャル人材を探す 

 

森林教室の様子 

県内 NPO 情報 R2.3.31 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 

（しまね県民活動支援センター） 

しまね地域応援サイト「フレフレしまね」では、島根県を舞台に

地域課題の解決や地域づくりに取り組む実践者、「ソーシャル人

材」を紹介しています！このコーナーでは、サイトの中から何人

かをピックアップして紹介していきます。 

 

森脇
もりわき

 香奈
か な

江
え

さん（松江市）

合同会社弐百円・代表社員 

 

 

合同会社弐百円 代表社員 

【アドバイスできること】 

・「関係人口」についての話（経験談） 

・文章の書きかた、見出しの付けかた、 

新聞のつくりかた 

・プレスリリースのつくりかた 

2016年に松江市の地域おこし協力隊に着任し、家族で
移住。任期中に協力隊同期 2人で「合同会社弐百円」
を立上げ、鳥獣被害対策・野生鳥獣の利活用事業など、
地域と協働で新たな価値を創り出す事業を行ってい
る。個人の活動としては松江市の多胎児サークルのメ
ンバーとして、双子・三つ子のご家族が安心して集ま
れる場づくりにも力を入れている。 

【アドバイスできること】 

・商品開発、製造、販売について 

・鳥獣被害対策・狩猟・ジビエ利活用に

ついて 

・子育て、コミュニケーション、多胎児

支援について 

【活動分野】 

地域資源の活用、移住・交流の促進、 

地域の付加価値を高める 

●今月の新設ＮＰＯ法人  
特定非営利活動法人みずき (松江市)  
特定非営利活動法人なないろ(松江市)  
特定非営利活動法人いわみ活性化ネット(浜田市) 

全体 ２９０

内認定 ６

内特例認定 ０

2 新設ＮＰＯ法人数 ３

3 解散ＮＰＯ法人数 １

4 しまね社会貢献基金登録団体数 ６２

全体 ４３

内レベル２ ３２

1 県内ＮＰＯ法人数

5
だんだん認証レベル
取得団体数

もっと詳しく！ 

現在 24名掲載中 


