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2022.12.20 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
＼寄付月間の12月／

想いをつなぎ寄付を広げよう！
寄付月間である12月、寄付を受けて活動しているNPOと寄付者が一堂に会し、寄付に対する感謝を伝え、

交流を図る「寄付に感謝する集い2022」（主催：日本ファンドレイジング協会中国チャプター、松江

NPOネットワーク、NPOネットワーク出雲、ふるさと島根定住財団）を開催しました。中国ろうきん

NPO寄付システムの紹介や、しまね社会貢献基金に関するパネルディスカッション等を交え、人の想い

をつなげ、寄付という形で社会に還元するしくみについて考える一コマになりました。身近な寄付につ

いてぜひ関心を持ち、行動してみてくださいね！

イベント内容

● 島根県の寄付事情

● 交流タイム

● 謎解きゲーム

● パネルディスカッション

● 感謝と成果を伝えるリレートーク

パネルディスカッションでは、「しまね社会貢献基金」を運営する島根
県NPO活動推進室と、同基金を活用したクラウドファンディング等で支
援金を募ったNPO法人関係者らが意見を交換。「クラウドファンディン
グを実施することで、周りの人が資金調達の大切さを感じてくれ、お金
以外の支援もいただける成果があった」、「しまね社会貢献基金という
ネーミングやサイトの内容が固く、再考してもいいのでは」等の声に対
し、同室では、「寄付者の情報提供を可能にしたり、クラウドファン
ディング対象経費の制限を撤廃する等、これまでも見直しを進めている。
今後も意見をいただきながら、改善していきたい」としています。

■しまね社会貢献基金
個人や企業からの寄付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。寄付者が支援を希望した特定の団体の活動に使える「団体希望寄
附」と、寄付者がテーマを指定し、寄付が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「テーマ希望寄附」があります。

■中国ろうきんNPO寄付システム
活動分野ごとに頂いた寄付金を、
審査会によって選ばれたNPO法人
へ配分する制度。島根県の寄付金
額は中国5県内で最多。

寄付に感謝する集い
2022



参加者の声

NPOの組織基盤強化のためのマネジメント研修として、
昨年に引き続き、理事会と監査の役割を学ぶセミナーを
オンラインにて2日間で開催しました。講師には公益財団
法人日本非営利組織評価センター(JCNE)の山田泰久氏を
お招きし、講義、意見交換を行いました。多くの方に参
加いただきましたので、参加者の感想をご紹介します。

NPO法人の法務、会計・税務、労務に関する知識を学ぶ「NPO事務局セミナー＆検定」を、全国一斉開
催します。今回は、1日でセミナーと検定の両方を受講できるスケジュールで実施します。

10月25日、出雲市役所にて「NPOネットワーク出雲」の設立総会が行
われました。出雲市内のNPO法人が、活動分野を超えて学び合い、親睦
を深め、スキルアップすること、そして行政と協働し暮らしやすい出雲
市の実現に向けて、第一歩を進められました。
ふるさと島根定住財団は、約1年にわたり、本ネットワークの設立を支
援してきました。島根県内では、松江市にもNPOのネットワークがあり、
多様なつながりを活かしながら活動されています。この先、他の地域で
もネットワーク化の動きがあれば、お気軽にご相談ください。

締切迫る!

定住財団からのお知らせ

■開催日時：2023年1月27日（金）

■検 定 料 ：セミナー受講料は無料 ／ 検定受験料は1,000円

■会 場：

松江会場 松江テルサ3F会議室（島根県松江市朝日町478-18）

浜田会場 いわみぷらっと会議室（浜田市相生町1391-8 シティパルク浜田2F）

「理事＆監事」向け
セミナーを開催しました！

出雲市にNPO法人のネットワークが誕生

受講者募集！ 全国一斉 事務局セミナー&検定

監事は外部からの厳しい視点も

必要だけれど、組織を、社会を
もっと良くしようという前向き
な視点も大事だと知りました。

監事は監査役として粗探しをす

るのではなく、協力して団体を
良くするという意識をもつこと
が大切。

組織内でも理事向け勉
強会を開催してみたい！

監事の役割の重要性、事務局や理事との信頼性が団体の事
業遂行に欠かせないものであることを感じました。また、同時に
難しさも感じました。

すれ違いを生まないためにも理事と事務局とのコ
ミュニケーションが大事だと感じました。

現場とのコミュニケーションを

自分(理事側)からアクション
しないといけないなと思いました。

▲NPOネットワーク出雲 設立総会の様子

■令和5年度（第1次募集）寄附者設定テーマ事業・・・・・・・・・・ ・ 2023/1/13㊎まで
‣島根県遊技業協同組合・しまね福祉防犯協力会寄附「子どもの健全育成」50万円

‣和幸株式会社・和幸情報システム株式会社寄附「子育てや社会教育の推進」50万円

‣「宍道湖を中心とする水辺の環境保全」50万円

‣「子育てや社会教育の推進」21万円

‣「フリーテーマ」30万円

■令和5年度第1回しまね社会貢献基金団体活動支援事業（提案型事業）・・・2023/1/16㊊まで

クラウドファンディングの手法により寄附金を募集し、事業が実施できます！

しまね社会貢献基金を活用した事業を募集しています

■会 場：オンライン

■対 象：地域づくり団体・NPO法人 等

開催決定！ 2023年2月28日㊋

地域の熱いキーマンの想いを共有！

詳細は1月頃

『フレフレしまね』
にてお知らせします！

【問合せ先】島根県NPO活動推進室 TEL 0852-22-6099 



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

島根県防災安全講演会
（津和野会場）

謎解きウォークラリー
しまねクエスト

開催日時：2023年1月21日(土)10時～12時

開催会場：津和野町立日原小学校体育館

鹿足郡津和野町日原235

内 容：演題「自主防災組織で共助力アップ！

～今こそ災害に強いまちづくり～」

講師 防災クリエイティブマネジメント

岡本裕紀子氏

問合せ先：島根県防災部防災危機管理課

TEL 0852-22-5885

開催期間：2023年1月31日(火)まで

開催会場：出雲市コース

(スタート：愛宕山公園野球場入口)

大田市コース

(スタート：波根まちづくりセンター)

内 容：期間中にパンフレットを手に入れて

好きな時に謎を解きながら歩こう！

問合せ先：謎解きウォークラリーしまねクエスト

運営事務局 TEL 080-3052-3386

https://www.shimane-ikiiki.jp

島根いきいき広場 助成金

➀経済的困難を抱える子どもの学び支援

活動助成

②総額2,000万円程度（1団体あたり、

最大3か年で総額900万円以内）

➂公益財団法人ベネッセこども基金

助成窓口

➀助成金名 ②助成額（助成内容）➂問合せ先

➀住まいとコミュニティづくり活動助成

②1件あたり120万円以内

➂一般財団法人ハウジングアンド

コミュニティ財団（助成係）

➀公益信託しまね女性ファンド

令和5年度 前期 助成事業

②上限50万円

（普及・啓発活動は上限10万円）

➂公益財団法人しまね女性センター

➀第54回（2023年度）三菱財団

社会福祉事業・研究助成

②総額9,000万円

➂公益財団法人三菱財団事務局

➀山陰中央新報社会福祉事業団

「愛のともしび募金」助成

②1団体あたり原則10万円を限度として

15団体程度

➂社会福祉法人島根県社会福祉協議会

地域福祉部 地域福祉係（担当：中道）

➀社会貢献基金助成

②総額およそ1,000万円を目途

（1件当たり上限200万円）

➂一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

社会貢献基金助成 運営事務局

➀子どもシェルター新設事業

≪休眠預金活用事業≫

②1団体あたり2年間で上限1,700万円

➂公益財団法人パブリックリソース財団

子どもシェルター新設事業 事務局

➀第12回杉浦地域医療振興助成

（研究分野）

②総額750万円
1件につき上限200万円

➂公益財団法人杉浦記念財団

➀釋海心（しゃくかいしん）基金助成

②上限1団体あたり20万円

（採用予定2団体）

➂公益財団法人公益推進協会釋海心基金

➀公益財団法人ノエビアグリーン財団

助成事業

②上限1件あたり300万円

※助成件数、各金額は選考委員会で決定

➂公益財団法人ノエビアグリーン財団

事務局

締切
1/5(木）
必着

締切
1/10(火)
必着

締切
1/19(木)
17時

締切
1/24(火)
必着

締切
1/31(火)
必着

締切
1/31(火)
17時

締切
2/28(火)
必着

締切
2/28(火)
12時

締切
1/31(火)
必着

締切
1/15(日)
消印有効



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58名掲載中▶

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♪

県内NPO情報 R4.10.31現在

県内ＮＰＯ法人数

全体 285

内認定 6

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 0

解散ＮＰＯ法人数 0

しまね社会貢献基金登録団体数 77

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

舟山 宏輝さん（津和野町）
フリーランス

ふなやま ひろき

東京でITインフラエンジニア、採用業務を2年担当した後、
2018年に津和野町地域おこし協力隊として赴任。情報発信
業務（webメディア「つわのもよりみち」執筆、東京でのイ
ベント等）や社会教育（高校生のプロジェクト伴走、住民主
体の課題解決ws等）、古民家のDIYを担いました。協力隊卒
業後は、コワーキングスペース運用や動画の撮影・編集、コ
ミュニティデザイン業務、関係人口創出のための事業サポー
トを行なっています。詳細は、noteにてポートフォリオを掲
載中。

【活動分野】

地域コミュニティの維持

移住・交流の促進

地域の付加価値を高める

人材育成

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

井上 香織さん（松江市）
どっこい舎 ／ しまねLINK

いのうえ かおり

北九州市出身。国際環境問題等に関心を持ち中国やアメリカで
大学時代を過ごし、幼児教育や旅行業等を経て、2019年松江市
の地域資源活用コーディネーターとして移住。22年よりパラレ
ルワーカーとして活動をスタート。水辺の活用事業等を行う
「どっこい舎」、海洋プラスチックを活用したアート制作等を
行う海洋環境保全団体「しまねLINK」、皮むき間伐による森林
保全団体「きると」、古道具や古材を活用したアップサイクル
事業「ナトシテ」の運営に携わっています。豊かな自然と人の
個性が共に生きる好循環な地域社会を目指し、活動しています。

【アドバイスできること】

・自分らしく生きることについて

・環境教育について

・地域資源活用について

・移住生活について

【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

人材育成

古道具や古材を活用し

た事業を進めており、

それらをリペア・リメ

イクした物等の販売拠

点を、来春、島根に

オープン予定です！

広報誌の企画・記事執
筆・撮影・編集も行い、
SNSの運用サポートも
少しずつ始めてます。
お力になれることがあ
れば、ぜひ！

【アドバイスできること】

・情報発信（記事執筆・写真・映像）

・コミュニティデザイン
・プロジェクト伴走
・しまことDIGITAL２期

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」

メルマガ登録はこちらから✉
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