
NEW

NEW

イベント・ボランティアやクラウ
ドファンディング等の活動報告が、
トップページ（新着のもの）とサイ
ドメニューに表示されるようになり
ました。
例えば、クラウドファンディング
の進捗報告や終了後のお礼など、実
施や募集のお知らせだけに終わらせ
ることなく、結果がどうだったか、
どのような成果があったかなど、効
果的な情報発信にご活用ください。
共感力を強化し、さらなる支援の輪
を広げていきましょう。

「島根いきいき広場」活用法!!

Vol.162

っちゃんがいく！

第 6 3回

2022.4.20 発行地域づくり・NPO活動団体情報誌

（しまね県民活動支援センター）
https://www.teiju.or.jp/

ねっと

トップページはその時の状況に
応じて、災害情報などを掲載し
たり、カルーセルを変更したり
するのでよくチェックしてね！

NPOの事業や組織運営に役立てるため、平成27年
に刊行した「NPO虎の巻」の専門相談Q&Aの内容を
ブラッシュアップし、さらにそれ以降に寄せられた
専門相談を選別・追加し、専門相談Q&A集のページ
が新たにできました。
「会計・税務」「労務管理」「法人設立・事業運
営」の3分野に分け、よくある質問や、知っておく
べき情報を重点的に選びました。読み応えのある
Q&A集になっておりますので、ぜひ熟読し、お役立
て下さい。

NPOあるある相談が盛りだくさん

令和3年度にモデル事業を実施した、しまね社会貢献
基金を活用したクラウドファンディングが、令和4年度
に本格始動します。事業実施には事前に団体登録が必須
になりますので、未登録の団体さんは早めに登録しま
しょう。
あわせて、今年度の定住財団のファンドレイジングセ

ミナーは、しまね社会貢献基金を活用したクラウドファ
ンディングに連携して実施します。ぜひご参加下さい。

NEW

活用法①「専門相談Q&A集」ができました

活用法②「活動レポート」がトップページに追加

クラウドファンディングに挑戦する団体を募集しています！

しまね社会貢献基金を
活用したクラウドファンディング

のメリットって！？

・リターン品が不要
・寄附者税制優遇がある
・手数料が無い

募集ページはこちら▼

Webサイト NEW



定住財団からのお知らせ

～よろしくお願いします～

松江・石見のスタッフ紹介
令和4年度の地域活動支援課（松江事務局）と石見事務所のスタッフをご紹介します。島根県内各地域の

皆さまの活動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。お気軽にご連絡ください！

令和4年度から「センパイNPO派遣事業」が始まります。

NPOの組織基盤強化や情報発信等、実践的なノウハウや知識を習得しようとするNPOに対し、それらのノウハウや知識、

経験を有する県内のNPOを直接派遣します。具体的な事項に対して指導、助言等を行うことにより、NPOの組織運営や

実践活動を支援します。

▲松江事務局

▲石見事務所

～新事業スタート!!～

センパイNPO派遣事業が始まります！

・派遣する対象は、地域活性化活動や社会貢献活動に取り組む県内のNPO法
人等の民間非営利団体

・1団体につき延べ8時間以内／年（1団体2回/年まで）

・派遣NPOへの謝金、旅費を当財団が負担

（ただし1回あたりの旅費上限は2万円）

・一般的な講演会に類するものや具体的な技術指導と関係ないものは対象外

こちらから▶▶▶

センパイNPO派遣事業に
ついてはこちらから

▶▶▶

利用のポイント

石見事務所 （担当事業・エリアなど）

[後列左から]

持田 大樹（川本町、邑南町）

田中 輝央（石見事務所 所長）

生田 祐介（江津市）

山崎 紀明（田舎ツーリズム）

[前列左から]

山藤 美幸（大田市、美郷町）

山﨑 真生（田舎ツーリズム）

黒川 裕美（益田市、津和野町、吉賀町）

永田 真理子（浜田市）

松江事務局 （担当事業など）

[後列左から]

小笠原 啓太（関係人口）

小笠原 勝司（地域活動支援課 課長）

佐々木 太一（社会貢献・休眠預金）

山本 亮介（関係人口・田舎ツーリズム）

[前列左から]

梶谷 和恵（社会貢献）

谷 寛子（社会貢献）

吉留 朋美（関係人口）



詳しい情報・問い合わせ先などは

サイトからご確認ください。助成金情報

イベント情報

QRコード 助成金名 助成額 主催団体 締切

公益信託富士フィルム・
グリーンファンド
(活動助成・研究助成)

総額850万円
（8件程度）

公益信託
富士フイルム・
グリーンファンド

5/6
（金）

新設のおもちゃ図書館に
おもちゃセット助成事業

おもちゃセット
（20万円相当）等

一般財団法人
日本おもちゃ図書館財団

5/20
（金）

第39回 老後を豊かにするボラ
ンティア活動資金助成事業

上限10万円
公益財団法人

みずほ教育福祉財団
5/20
（金）

令和4年度 中央競馬
馬主社会福祉財団助成事業

事業費総額の
4分の3以内

(上限100万円以内)

島根県共同募金会
5/31
（火）

令和4年度 NHK歳末
たすけあい助成

100万円以内 島根県共同募金会
5/31
（火）

ニッセイ財団高齢社会助成
地域福祉チャレンジ活動助成

最大400万円
公益財団法人
日本生命財団

5/31
（火）

2022年度 子ども文庫助成事業
子どもの本
購入費助成
30万円等

公益財団法人
伊藤忠記念財団

6/20
（月）

第33回 緑の環境プラン大賞
ポケット・
ガーデン部門
上限100万円等

公益財団法人
都市緑化機構

6/30
（木）

第42回 緑の都市賞
内閣総理大臣賞
活動助成金
20万円等

公益財団法人
都市緑化機構

6/30
（木）

特定非営利活動法人(NPO)等が
行う事業への助成

1件
10万～50万円
合計1,700万円

公益財団法人
太陽生命厚生財団

6/30
（木）

はしもとみお展
いきものたちの言葉

柚木沙弥郎の世界

開催期間：2022年3月4日(金)～6月26日(日)

火曜休館

開館時間：9:00～17:00

(入館は16:30まで)

開催会場：平田本陣記念館

(〒691-0001出雲市平田町515番地)

問合せ先：平田本陣記念館

電話 0853-62-5090

開催期間：2022年3月12日(土) ～5月8日(日)

月曜休館(5/2は開館)、5/6は休館

開館時間：9:30～17:00

(入館は16:30まで)

開催会場：浜田市世界こども美術館

(〒697-0016 浜田市野原町 859-1)

問合せ先：浜田市世界こども美術館

電話 0855-23-8451

https://www.shimane-ikiiki.jp

島根いきいき広場 助成金



江津市出身。大学卒業後、大手ゲーム会社に就職。平成24年
島根県ビジネスプランコンテスト受賞をきっかけに同年4月
東京よりUターン。地域おこしを目的とした任意団体「イワ
ミノチカラ」を設立（平成30年法人化）し、まちづくり、交
流人口・関係人口創出を支援。「住み続けたい」と思える地
域づくりを行っています。その他、期間限定地域体験イベン
ト「いわみん」の開催や、江津本町の地域活性化、子育て教
育支援等、活動は多岐にわたります。

しまね地域活動応援サイト「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！現在50名掲載中▶

秋田県出身。大学卒業後、農林水産省で勤務した後、家族
で出雲市にUIターン。令和2年から2年間出雲市地域おこし協
力隊として伊野地区で活動。食や農業を切り口に地域の魅力
発掘にチャレンジし、地元の人と一緒に食文化発掘や特産品
開発に取り組みました。地域おこし協力隊の卒業後も、伊野
地区自治協会のまちづくり組織「伊野やって未来こい！ネッ
ト」の事務局員としてまちづくりに携わるほか、夫とSPIRA 
FARMを立上げ、季節の野菜を栽培し、個人向け旬野菜セッ
トや飲食店向けこだわり野菜を栽培しています。

●2、3月の新設NPO法人

特定非営利活動法人浜田市に桜を育てる会（浜田市）

特定非営利活動法人サントメジャパオ（浜田市） https://www.shimane-ikiiki.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♪

【アドバイスできること】

・地域おこし協力隊

・移住（UIターン）、脱サラ（元公務員）

・地元の方との関係性づくり

・情報発信（Instagram、Twitter）

・農業（新規就農、個人事業主、直販）

・島根での子育て

【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

【アドバイスできること】
・体験交流型プログラムの企画立案

・各種企画やコーディネート

・キャリアに関する相談やサポート

（教育、移住定住、起業など）

「地域体験プログラム」
の経験とネットワークを
活かし、今後は子育て教
育、福祉分野にも展開し
ていき、さらなる多様な
地域づくりに力を入れて
いきます！

モットーは「いつも前
向きに」。「お願いさ
れたら引き受ける」こ
とを心掛けています！
伊野地区の関係人口と
して、人と人との繋ぎ
役を頑張ります！

いとう やすたけ

県内NPO情報 R4.3.31現在

県内ＮＰＯ法人数

全体 281

内認定 6

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 2

解散ＮＰＯ法人数 4

しまね社会貢献基金登録団体数 75

だんだん認証レベル取得団体数
全体 42

内レベル２ 32

[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）

発行元

伊藤 康丈さん（江津市）
（一社）イワミノチカラ代表理事

【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

福島 沙織さん（出雲市）
伊野やって未来こい！ネット事務局員

ふくしま さおり

みら
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