2021.４.20

Vol.156
第 57 回
っちゃん
がいく！
新年度を迎え、新たな活動や事業展開を考えている NPО・地域づくり団体の方もいらっしゃるのではないで
しょうか。そうした際の資金調達手段の一つが、助成金です。今回は、助成金にチャレンジする際の視点等に
ついて考えてみましょう。

情報収集はどこから？

助成金活用の達人に聞く！

サイトや書籍、機関紙等に助成金情報が掲載されていますので、
日頃からチェックしてみましょう。
・島根いきいき広場 https://www.shimane-ikiiki.jp/
・日本財団公益事業コミュニティサイト CANPAN
https://fields.canpan.info/grant/
・助成財団－NPО・市民活動のための助成金応募ガイド 2021
（定住財団交流サロンで貸し出し可）
・しまねいきいきねっと （今年度から偶数月 20 日に発行）

音楽公演や人形劇上演等の文化活動を続け
る任意団体「えくぼ」の荒木仁さん（出雲
市）は、これまでに多くの助成金を獲得し
た、助成金活用の達人です。助成金を上手
に活用するためのコツを聞きました。
Q
A

どうやって選ぶ？
まずは募集要項、助成要綱を読み、助成金の対象となる事業者や
事業内容に合致しているか、助成額や期間は適しているか、みて
みましょう。
窓口となっている担当者に積極的に問い合わせると、助言も受
けられます！
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使い道は何？
助成金は期間限定のため、経常的な経費でなく、新たな活動や
組織強化、発展的な事業展開の際のテコ入れ等に活用しましょ
う。
助成期間内に一定の事業成果が求められ、報告書等の手間もか
かるため、組織内の合意形成も大切です。
助成金の対象経費は助成要綱等で事前にチェックしましょう。

自己資金は用意できる？

県内の助成制度を５月 11 日にオンラインで
一斉に紹介します！
詳細・お申込みはこちらから。 ➡ ➡ ➡

Q

助成金申請で、特に心がけていること
は？
Ａ 事前に担当者に連絡する。電話やメー
ルでやり取りしたり、説明会では残っ
て質問する。アクションを起こして本
気度を見せる。そのことで団体の名前
も覚えてもらえるから、アピール方法
の一つかも。
Ｑ

助成金の申請書を作成するときのコツ
は？
A 一番力を入れる部分は、「効果」
「成果」
を意識すること。そして、今までやった
ことではなく、新しいことを追加するこ
と。
◀

助成金の多くは事業費に対する助成比率等が決まっており、自
己負担金が必要です。自己資金や事業収益、会費等、自己負担
分に充てられるものを想定しておきましょう。
概算払いの制度がある場合は一部前払いが可能ですが、精算払
いのみの場合、助成期間後の後払いになります。
助成金支払いまでの資金繰りを、予め考えておきましょう。

５月にオンラインで合同説明会予定

資金調達に助成金を活用しているのは
なぜ？
最初はうまくできなかったけど、続け
ていくうちに面白くなった。助成金は
士気が高まり、団体の信頼性（評価）も
高まる。

＼ 参加無料！／
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財団からのお知らせ
今年度のスタッフ紹介!!
令和 3 年度の地域活動支援課（松江事務局）と石見事務所のメンバー、総勢 16 名をご紹介します。
マスクを外した素顔は写真のとおりです！県内各地域の皆さまを応援していきますので、どうぞよろしくお
願いいたします。お気軽にご相談・ご連絡ください！

松江事務局のメンバー

「ワクワクが止まらない!!」をモットーに地域に足
を運び、皆さまと繋がっていきたいと思います!!

森山 忍

小笠原 啓太

山本 亮介

佐々木 太一

地域活動支援課 課長

担当：関係人口

担当：関係人口・田舎 T*

担当：社会貢献

梶谷 和恵

吉留 朋美

桃井 太平

谷 寛子

担当：社会貢献

担当：関係人口

担当：関係人口・田舎 T*

担当：社会貢献

石見事務所のメンバー

新たなメンバーも加わりました!
皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

小笠原 勝司

生田 祐介

持田 大樹

山藤 美幸

所長

担当：江津市

担当：邑智郡

担当：大田市

黒川 裕美

永田 真理子

山崎 紀明

山﨑 真生

担当：益田市・鹿足郡

担当：浜田市

担当：田舎 T*

担当：田舎 T*

（*田舎 T＝しまね田舎ツーリズム）

助成金・イベント情報

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 ☞

2021 年度
しまね文化ファンド事業【後期】

公益信託 富士フイルム・
グリーンファンド（活動・研究助成）
■締 切 日：令和 3 年 5 月 6 日(木)当日消印有効
■対

■締 切 日：令和 3 年 5 月 28 日(金)当日消印有効

象：【活動助成】身近な自然の保全や自然とのふれあいを積 ■対

象：島根県内の民間団体が主体者となって行う文化事業で

極的に行っている【研究助成】身近な自然環境の保全・

一般に開放された事業（地域文化振興・芸術文化振興・

活用の促進に関する具体的な研究、ふれあいの場として

国際文化交流）

の緑地の質的向上を目指した実証研究等を行っている

■助成金額：対象経費の 7 割以内 上限 500 万円

■助成金額：総額 850 万円（8 件程度）

10 万円以上 5 万円単位で計算※他要件あり

●問合せ先：(一財)自然環境センター 事務局 公益信託基金担当

●問合せ先：(公財)しまね文化振興財団公益信託しまね文化ファンド

TEL：03-6659-6310（平日 10：00～17：00）
https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4518

TEL：0852-22-5500 FAX：0852-22-6412
ら ☞

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4511

■締 切 日：令和 3 年 5 月 31 日(月)

■締 切

令和 3 年度
中央競馬馬主社会福祉財団助成
事業
日：令和 3 年 5 月 31 日(月)

■対

■対

象：社会福祉法人、社会福祉事業を行っている公益財団法

子ども食堂応援プロジェクト
2021 年度助成
象：子ども食堂を運営している団体（主な活動先の社会福祉
協議会等の推薦が得られること) ※他要件あり
■助成内容：①子ども食堂の運営に対する助成

人、公益社会法人、ＮＰＯ法人等
■助成内容：総事業費の 4 分の 3 以内 上限 100 万円

②子ども食堂の開設・拡充に伴う設備助成

社会福祉の推進に役立てる備品等の購入、施設の設置

■助成金額：①②上限 30 万円まで

増改築及び各種修繕工事等

●問合せ先：(公財)オリックス宮内財団 事務局

●問合せ先：島根県共同募金会 事務局

TEL：03-6891-7916

TEL：0852-32-5977（平日 8：30～17：00）

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4519

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4514

2021 年度
B&G 新規海洋クラブ募集

地域福祉チャレンジ活動助成
■締 切 日：令和 3 年 5 月 31 日(月)当日消印有効

■締 切 日：令和 3 年 5 月 31 日(月)必着

■対

■対

象：助成テーマにチャレンジする意欲があり、かつ他の団体等

象：主にマリンスポーツや環境学習等の推進を希望する民間

と協働で活動する活動実績のある団体。地域包括ケアシ

団体・自治体など。（活動例：カヌーや SUP、ヨットなどの舟

ステムの展開、深化（高齢者を中心に全世代支援・交流

艇器材を活用したマリンスポーツ、水辺や海辺の環境保

を志向）につながる活動へのチャレンジ

全に関する活動、水辺でのレクリエーション、親水活動）

■助成金額：2 年間最大 400 万円（1 年最大 200 万円）

■助成金額：上限 50 万～200 万円の範囲で活動機材を配備

●問合せ先：ニッセイ財団 高齢社会助成 事務局

●問合せ先：B&G 財団 事業部 海洋センター・クラブ課

TEL：06-6204-4013 FAX：06-6204-0120

TEL：03-6402-5314

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4503

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4517

第 19 回 配食用小型電気自動車
『みずほ号』寄贈事業

グラフィック文化に関する
学術研究助成

■締 切 日：令和 3 年 6 月 4 日(金)必着

■締 切 日：令和 3 年 6 月 19 日(土)必着

■対

■対

象：高齢者を主な対象とし、1 年以上継続して、週 1 回以

象：グラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究を行

上、調理・家庭への配食・友愛サービスを一貫して行って

う研究者の個人またはグループ（【募集テーマ】Ａ：グラフ

いる非営利の民間団体

ィックデザイン・アート全般をテーマとする学術研究 Ｂ：グ

■助成内容：配食用小型電気自動車 1 台（13 台）※トヨタ車体（株）製

ラフィック文化に関するアーカイブをテーマとする研究）

の車両をベースとした一人乗り小型電気自動車（ミニカー） ■助成金額：上限 50 万円
●問合せ先：(公財)みずほ教育福祉財団 福祉事業部

●問合せ先：(公財)DNP 文化振興財団 研究助成係

TEL：03-3596-4532 FAX：03-3596-3574

TEL：03-5568-8224 FAX：03-5568-8225

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4513

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4520

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

現在 42 名掲載中

ソーシャル人材を探す
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、Web 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。

【活動分野】
【活動分野】
地域資源の活用
地域コミュニティの維持、地域資源の活用、
移住・交流の促進
移住・交流の促進、社会的弱者への支援、
地域の付加価値を高める
地域の付加価値を高める、人材育成、
人材育成
地域経済への貢献、その他
その他

こうの

河野

・民泊開業の手ほどき
・イベント開催などのノウハウの伝授
・農泊を活用した地域活性化のヒント

スパイスからカレー
を作った時のワクワ
ク感がハンパない!!
お家で作れるスパイ
スカレーキットを作
ったりするので、お
楽しみに!!

県内ＮＰＯ法人数

内認定
内特例認定

5

地域資源の活用
地域経済への貢献

・移住について
・都会と地域の違いや働き方の良し悪しに
ついて
・世界一周の旅について
・マーケティングと商品企画について
・スパイスやクラフトコーラについて など

R3.3.31 現在

全体

2
3
4

地域コミュニティの維持

【アドバイスできること】

大阪で生まれ育ち、大学進学を機に上京。10 年ほどは東
京で過ごすが、数えきれないほどの人とビルの大きさに
息が詰まるようになり、世界中へ旅をするようになった。
訪れた国々は 50 か国以上。旅をする中で自然の美しさと
農業の面白さに心を掴まれ、2016 年東京と雲南市の 2 拠
点生活を始め、2018 年移住。2020 年に出雲 SPICE LAB.
を立ち上げ、耕作放棄地を再耕作し、スパイスを育てな
がら、そのスパイスを活用した商品作りを行うと共に、
新しい取り組みに日々チャレンジ中。
￥

1

【活動分野】

けんたろう

健太郎さん（雲南市）
出雲 SPICE LAB. 代表

県内 NPO 情報

文影さん（浜田市）

平成 20 年から平成 28 年までの 8 年間、
（公財）ふるさと
島根定住財団に勤務し、しまね田舎ツーリズムコーディ
ネーターとして島根県内の民泊や農山漁村交流実践者等
の活動支援業務に従事。現在、夢の音村の拠点施設「森
の公民館」での体験宿泊受入れと、自らも民泊「風楼」
の実践者として活動。浜田市ツーリズム協議会の事務局
として浜田市内の民泊（農山漁家民泊）開業をサポート。
夢は島根県一の農泊受入れ地！

・子どもたち（団体も）の体験受入れ

山田

県内一の民泊の基盤
整備に向けて汗をか
いています！今年度
は県外からの修学旅
行生や、子どもたち
約 300 人の受け入れ
などを予定していま
す！

浜田市ツーリズム協議会 事務局長
ゆめのねむら都市農村交流推進協議会 代表

【アドバイスできること】

やまだ

ふみかげ

もっと詳しく！

新設ＮＰＯ法人数
解散ＮＰＯ法人数
しまね社会貢献基金登録団体数
だんだん認証レベル
取得団体数

全体
内レベル２

２９１
６
０
１
２
７１
４２
３２

●今月の新設 NPO 法人
特定非営利活動法人石西権利擁護推進センター（益田市）
成年後見制度や介護・自立支援サービスの利用促進、犯罪被
害者・DV 被害者・虐待被害者等の法的・福祉的支援、社会的・
性的マイノリティの権利擁護等を行う。

発行元
（しまね県民活動支援センター）
[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
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♪
https://www.shimane-ikiiki.jp/

