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NPO活動の継続・発展には組織のマネジメン

トが重要であり、組織運営にあたっては理

事・監事の役割は大きなものです。そこで、

理事・監事の役割を今一度考え、組織のあり

方を再確認しながら、より良い組織運営・組

織評価を促し、NPO法人の組織の強化を図る

ことを目的に、NPOマネジメント研修を開催

しました。

っちゃん
がいく！

第60回 開催レポート

NPOマネジメント研修
～知って役立つ！理事会と監査のキホン～

「NPOマネジメント研修」はH27年より6年ぶりの開催となりました。NPO法人として活躍されている団体、設立準備中

の団体、一般社団法人、自治体職員などの方々にご参加いただき、両日とも定員以上となりました。セミナー前半には山

田さんの講義、後半にはグループセッションの時間を設け、感想の共有や、日ごろの団体運営の課題等の意見交換を行い

ました。

セミナー内では、（一財）非営利組織評価センターの組織評価・認証制度であるベーシックガバナンス

チェック、グッドガバナンス認証についても紹介していただきました。客観性を保ちながら組織運営する

ための第三者による評価制度です。毎年募集している、中国ろうきんNPO寄付システムでも、ベーシック

ガバナンスチェックを受けている団体は、1万円の追加配分があります。島根県内では、現在9団体が取得

しています。この機会に取得を目指しましょう！

開催概要

まとめ＆感想

ガバナンスチェックについて
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講師
(一財)非営利組織評価センター

業務執行理事 山田泰久氏

テーマ 開催日 人数 場所

DAY１ 理事会の役割 8/5㊍ 27名 オンライン

DAY２ 監査の役割 8/26㊍ 29名 オンライン

＼オススメ／

理事・監事・事務局間での
コミュニケーション、信頼
関係の重要性を感じた

理事監事だけでなく事務局
全体のガバナンスの意識を
高めたいと思った

自団体の定款をどれだけ理
解できているか振り返る良
い機会となった

監事として
「団体の目的達成に貢
献」したい！

理事を務めることを
「楽しむ」という視点
は新しい発見でした

監査を依頼するためにも、事
務局が監査の役割を理解して
おくことが大切



今年度も11月1日（月）から中国ろうきんNPO寄付システムの募集がスタートします。

活動分野ごとにいただいた寄付を審査会によって選ばれたNPO法人へ配分することでその活動や基盤づく

りを支援していきます。寄付金に込められた思いがNPO法人各々の活動に有効に活用されますように、多

数のご応募お待ちしています！

しまね社会貢献基金に集まる年間寄附額は!?

財団からのお知らせ

しまね社会貢献基金のご紹介!!
「しまね社会貢献基金」をご存知ですか？しまね社会貢献基金は、個人や企業からの寄附金を基金と
して積み立て、NPO等が行う地域活動を支援する制度です。もっと皆さんに知っていただき、活用し
ていただきたいのでご紹介します！

まずは、しまね社会貢献基金

に団体登録をしよう！

登録はこちらから▶▶▶

合計400～980万円程度

団体希望寄附ってなに!?
寄附者が支援を希望した特定の団体の活動に

使える寄附金

テーマ希望寄附ってなに!?
寄附者がテーマ*を指定し、寄附し10万円以上集まっ

たテーマについて、提案団体の活動に使える寄附金

※R2年度は新型コロナウイルス感染症対応事業を実施

*寄附テーマ（全11テーマ）
①環境の保全（景観保全を含む）➁子育てや社会教育の推進
➂健康づくりや福祉の充実 ④文化やスポーツの振興
➄農山漁村又は中山間地域の振興
➅にぎわいのある地域づくり ➆経済の活性化
➇誰もがいきいきと暮らせる社会の実現
➈安全な暮らしの推進 ⑩科学技術の振興
⑪テーマ指定なし（①～⑩のテーマのいずれかに活用）

集まった寄附はどうするの⁉
団体寄附は「団体活動支援事業」として、

テーマ希望寄附は「寄附者設定テーマ事

業」として団体の行う事業に対して県か

ら補助金として交付します。

しまね社会貢献基金のバナーを団体ホームページに使い、
団体希望寄附のアップにつなげよう!!
※バナーは「島根いきいき広場県民活動応援サイト」上にあります

しまね社会貢献基金バナー ▷▷▷

団体活動支援事業（団体希望寄附） 受付開始：12月予定 書類審査

寄附者設定テーマ事業（テーマ希望寄附）受付開始：12月予定 プレゼンテーション審査

※応募する際には、しまね社会貢献基金の登録団体であることが必要です

しまね社会貢献基金について、お気軽にお問合せください!!

島根県環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室 TEL：0852-22-5096/6099

2021年度中国ろうきんNPO寄付システム募集開始

▲各県の寄付金配分状況

〇寄付額は、中国5県でNO.1！

〇寄付額は年々増加！

〇採択件数過去最多！

中国ろうきん
NPO寄付システム
申込はこちら ▷▷▷

※H28～R2の寄附金実績より

団体希望寄附：200～500万円程度

テーマ希望寄附：180～600万円程度



■締 切 日 ：令和3年11月30日(火)当日消印有効

■対 象：国内の団体・法人が国内で行う地域の音楽・美

術・演劇・伝統芸能等の活動で、2022年度に開

催もしくは会期が開始するもの

■募集部門：音楽、美術、演劇、伝統芸能の４部門

■助成金額：上限額は定められていないが、近年は１件あたり

20万円～70万円程度が多い

●問合せ先：(公財)三菱ＵＦＪ信託地域文化財団事務局

TEL：03-3272-6993

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4627

三菱UFJ信託
地域文化財団助成

■締 切 日 ：令和3年11月16日(火)当日消印有効(郵送申請)

令和3年11月30日(火)17時(電子申請)

■対 象：ＮPO法人、法人格を有しない民間団体等が行う、

子どもの体験・読書活動、子ども向け教材開発等

■助成金額：全国規模の活動は限度額600万円、都道府県規

模は200万円、市区町村規模は100万円

●問合せ先：国立青少年教育振興機構子どもゆめ基金部

TEL：0120-579-081

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4654

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。

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

中国地方
地域づくり等助成事業

廊下の企画展
「神々の切り絵展」

子どもゆめ基金助成金

大阪コミュニティ財団助成

プラバ音楽の学校

■締 切 日 ：令和3年11月5日(金) 当日消印有効

■対 象： 【一般枠】一般社団法人、NPO法人等

【特別枠】営利を目的としない法人

■助成事業： 【一般枠】活動・一般プログラム、機器購入、

施設改修等

【特別枠】コロナウイルス感染予防等

■助成金額：１件あたり上限500万円（一部50万円）

●問合せ先：日本郵便（株）年賀寄付金事務局

TEL：03-3477-0567

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4638

■締 切 日 ：令和3年11月30日(火)当日消印有効

■対 象：障がいのある方の幸せにつながる事業・活動で、

2022年4月以降に開始し、23年2月末までに完了

するもの。①会議・講演会②ボランティア活動③ス

ポーツ活動・文化活動④調査・研究・出版の中か

ら1つ選択して応募する

■助成金額：1件あたり最大100万円

●問合せ先： (公財)ヤマト福祉財団助成金事務局

TEL：03-3248-0691

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4648

■締 切 日 ：令和3年11月26日(金)当日消印有効

■対 象：１年以上の活動実績を有する非営利団体（法人

格の有無は問わない）が2022年4月から2023年

3月の間に実施を予定している公益に資する事業

■助成金額：助成割合に限度は設けないが、13分野(青少年の

健全育成、社会福祉の増進等）ごとに助成できる

上限金額がある

●問合せ先：(公財)大阪コミュニティ財団事務局

TEL：06-6944-6260

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4653

■締 切 日 ：令和3年12月20日(月)必着

■対 象：国土交通省が実施する施策や整備事業等に関連

し、社会資本整備に繋がる地域づくり、環境保全、

防災等の事業(法人、組合等の本来業務や慣例

的なイベント等は対象外）

■助成金額：１件あたり上限100万円

●問合せ先：（一社）中国建設弘済会島根支部

TEL：0853-20-7133

https://www.shimane-ikiiki.jp/subsidies/4652

「日本のうた 日本の心」をテーマに、米山道雄氏、勝部俊行氏、

池田亮治氏の3人が、「うたへの想い」をお話しします。

■開 催 日 ：第１回 令和3年11月15日(月)

第2回 令和3年12月6日(月)

第3回 令和4年1月24日(月) 各10～11時半

■会 場：松江市総合文化センタープラバホール大会議室

■料 金：3講座4,000円(テキスト代含む)

●問合せ先：ＮPO法人松江音楽協会

TEL：0852-27-6000

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4591

石見神楽を題材にした康太郎さんの切り絵の作品展。切り絵部

分が全て石州和紙で作られており、八岐大蛇の大作も見ること

ができます。

■開催期間：令和3年11月2日(火)～12月26日(日)

(毎週月曜日は休館。祝日の場合は翌平日)

■会 場：石州和紙会館(浜田市三隅町古市場589)

■料 金：無料

●問合せ先：石州和紙会館

TEL：0855-32-4170

https://www.shimane-ikiiki.jp/events/4592

助成金・イベント情報

ヤマト福祉財団
障がい者福祉助成

年賀寄付金配分団体公募



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。

現在46名掲載中

もっと詳しく！

島田 滋子さん（益田市）

特定非営利活動法人NPO-MASUDA 理事長
子育てが一段落してボランティア活動を始めたころ、島根県
主催の“女性海外派遣事業・女性の翼”へ参加。「高齢者問
題」「環境問題」「女性問題」をテーマにデンマーク、ドイ
ツを視察。深く広く学び、語り合う機会を得ることができ、
この3つのテーマに沿って活動を継続。現在は「仲間づくり、
生きがいづくり、健康づくり」を目指し、『けやき学園』と
いう高齢者向け講座を開催中。

県内NPO情報 R3.9.30現在

●8月の新設NPO法人
特定非営利活動法人文化のタネ（大田市）地域の高齢者及
びハンディキャップを持たれる方に対し、日中活動の場・
就労の場を提供する事業を行う。 https://www.shimane-ikiiki.jp/

発行元

[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

（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
で検索してみてください♪

しまだ しげこ

いとが なつき

【アドバイスできること】

・高齢者の学びの場やプログラムづくり

・人脈づくり（人脈は宝物。新しいアイ

デアが生まれたり団体の強味にもなり

ます）

・「高齢者問題」「環境問題」「女性問

題」について一緒にお話ししましょう

【活動分野】

地域資源の活用

社会的弱者への支援

地域の付加価値を高める

人材育成

【アドバイスできること】
・空き家問題に関する相談、セミナー

・空き家活用・不動産仲介・媒介・管理

・リフォーム、リノベーション

・エリアリノベーション

・地域を巻き込んだリノベーション

ワークに関すること

・イベント企画、運営・移住相談

・地域おこし協力隊に関するアドバイス

【活動分野】
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
社会的弱者への支援
地域の付加価値を高める
人材育成、地域経済への貢献

糸賀 夏樹さん（奥出雲町）
オクリノ不動産
【株式会社OKU-Reno.】 代表取締役

地域の若者と1年9か月
かけて全てDIYでリノ
ベーションした「金告
屋」が完成しました。
新しいチャレンジをし
たい方等、ぜひお気軽
にお越しください！

けやき学園の講座から、
自主健康マージャン
クラブが誕生。毎週60
代～89歳まで、10名余
りが手も口も頭もフル
に使って楽しく過ごし
ています。

島根県出雲市出身、大学進学と同時に関東へ行くも、就職で
南大阪へ移動。11年間高校進学塾にて英語講師を務める。
2016年奥出雲町へ地域おこし協力隊「定住コーディネー
ター」としてIターン。宅地建物取引士の資格取得後、同期の
協力隊と共にオクリノ不動産【㈱OKU-Reno.】を設立。現在は
「まちのにぎわいをつくる」をコーポレートメッセージとし
て掲げ、不動産仲介・管理、イベント企画・運営、リノベー
ション、高齢者支援などを行っている。

全体 ２８５

内認定 ６

内特例認定 ０

2 新設ＮＰＯ法人数 １

3 解散ＮＰＯ法人数 ６

4 しまね社会貢献基金登録団体数 ７４

全体 ４３

内レベル２ ３３

1 県内ＮＰＯ法人数

5
だんだん認証レベル
取得団体数
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