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ねっと

理事会主導型もプラス♪

NPO法人モデル定款リニューアル!
NPO法人の定款を作成する上で見本となる島根県のモデル定款が、今年リニューアルされることになり

ました。定款は、NPO法人の自治を定めた憲法のようなものです。これからNPO法人の立ち上げを考え

ている団体はもちろん、すでに定款を持っている団体も、これを機会に改めて定款を読み直し、自団体

の運営のあり方について考えてみませんか!?

◆定款の作成・変更について、
他のNPO法人に相談したい時は

➡定住財団センパイNPO派遣

定款のここが知りたい!関連情報

特徴①社員総会主導型・理事会主導型を選べる

自団体の定款が、社員総会主導型なのか、理事会主導型なのか、分かるかな？
NPO法人は、基本的に、定款に書いた内容の範囲で権利と義務を負うよ。
日々の活動を振り返りながら、みんなで定款を読み返す機会を持ってみよう！

特徴②マーク入りで条文の性質を明らかに

特徴③文末や表現をやわらかくシンプルに

社員総会で決定する事項（権能）を多く持ち、より広範な社員の声を議決事項に反映させることを重視
する社員総会主導型。役員で構成する理事会で決定する事項（権能）を多く持ち、より迅速な方針決定
と実行を重視する理事会主導型。それぞれの特徴に沿ったモデル定款を掲載し、見比べながら選択でき
るようにしています。

マークを条文に付け、法務局への登記が必要な事項や、定款をつくる上で欠かせない絶対的記載事項等
の条文が分かるようにしています。マークは、登記が必要な事項につける[登]、記載がないと定款が認
証できなくなる絶対的記載事項につける[絶]、記載がなくても定款としての効力はあるが、記載内容の
効力が生じない相対的記載事項につける[相]、効力とは無関係な任意的記載事項につける[任] の４種類
があります。

これまで「～だ～である」調だった文末を、「～です～ます」調の文末に改め、全体的により平易で
シンプルな表現とすることで、できるだけ親しみやすく理解しやすいモデル定款になるようにしてい
ます。

新モデル定款はこちら▶

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/npo/tebiki/index.data/21_sakuseireitaba.pdf

◆定款の作成・変更について、
専門家の助言がほしい時は

➡定住財団専門相談



今年度第2回となる「しまね社会貢献基金連携型ファンドレイジングセミナー」をオンラインで開催
し、9団体17人の方に参加いただきました。認定ファンドレイザーの森山忍さんを講師に、資金調達
の基本的な考え方から支援者へのアプローチ、広報戦略等、実践に即したノウハウを、ワークをとお
して学びました。参加者の方から頂いたご感想の一部を紹介します。

定住財団からのお知らせ

令和4年度 第2回

ファンドレイジングセミナーを実施しました！

中国ろうきん

27団体の採択が決定

しまね

地域づくりフォーラム を開催！
～関係人口と広がる地域づくり～

分　野 応募数 配分数 分　野 応募数 配分数

保健・医療・福祉 5 5 災害救援 1 1
社会教育 1 1 地域安全 1 1
まちづくり 1 1 国際協力 2 1
観光の振興 1 1 子どもの健全育成 13 9
農山漁村・中山間 1 1 職業能力・雇用機会 1 1
文化・スポーツ 6 4 NPO支援 1 1
※環境保全、人権・平和、男女共同参画、経済活動、消費者保護は応募がありま

せんでした。

×

今年度もご応募いただき、ありがとうございました。

2022年度のNPO寄付システムの配分団体は27団体

でした。配分団体についてはフレフレしまねに掲載

しています。今後も温かいご支援、よろしくお願い

します。

2022年度配分団体は

フレフレしまねにて掲載中▶

▲セミナーの様子（松江会場）

NPO法人の法務、会計・税務、労務に関する知識を

1日で学ぶ「全国一斉オンラインNPO事務局セミナー

＆検定」を松江と浜田で開催しました。

今回の結果を受け、島根県内合格者が100名を突破し

ました!!

合格者100名突破!!

全国一斉オンライン 事務局セミナー&検定開催

島根県の
初級合格者

102名

NPO事務力検定

詳細はこちら

18:00 ～ 19:50

2023年2月28日㊋

NPO寄付システム

～100円からできるボランティア～

絶賛受付中です！

皆様のご参加お待ちしております。

【第1部】

ワークを行うことで、
メンバーと問題提起
もできて良かった

他団体のビジョンを聞
けたのが刺激になった

クラウドファンディング
の成功には、綿密な計画
や団体一丸となってやる
ことの必要性がわかった

クラウドファンディング
の基本から学ぶことがで
きて良かった

団体のアピールポイント等を
改めて考えることができた

島根県内のNPO法人数に対して検定合

格者100名突破という数字はすごい!!



➀街なか再生助成金

②1件当たり上限100万円

➂公益財団法人区画整理促進機構

街なか再生全国支援センター

締切
4/17(月)
消印有効

締切
4/30(日)

締切
3/31(金)

➀第35回NHK厚生文化事業団「わかば基金」

②【支援金部門】最高100万円【災害復興

支援部門】最高100万円【 PC・モバイル

端末購入支援部門】最高10万円

➂社会福祉法人NHK厚生文化事業団

締切
3/31(金)

➀第3回じりつチャレンジ基金

②総額600万円程度

1人あたりの助成金額：最大100万円

採択助成者数：5～10名程度

➂公益財団法人日本フィランソロピック財団

締切
3/31(金)

締切
3/15(水)

締切
3/14(火）

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

世界遺産 石見銀山 大久保間歩
一般公開限定ツアー

伴走者のための
共学共創フォーラム in島根

開催日時：2023年3月1日～11月30日

（金・土・日・祝日・お盆期間）

集合場所：石見銀山世界遺産センター

（島根県大田市大森町イ1597-3）

料 金：お一人様 大人3,700円

小中学生2,700円

※小学生未満の参加はできません

問合せ先：大久保間歩予約センター

TEL 0854-89-9091

開催日時：2023年3月18日（土）10:00～17:00

開催会場：くにびきメッセまたはオンライン

島根県松江市学園南１丁目２−１

内 容：参加者と共に「学びの伴走者」とは？

を考える。現場をすすめるヒントを共

に学び見つけよう！

問合せ先：(一財)地域・教育魅力化プラットフォーム

コーディネーター事業（担当：田中）

TEL 0852-61-8866

https://www.shimane-ikiiki.jp

➀2023年度 地域福祉振興助成

②総額5,000万円

1件あたりの上限100～200万円

➂公益財団法人木口福祉財団

島根いきいき広場 助成金

➀助成金名 ②助成額（助成内容）➂問合せ先

➀2023年度 緑の募金助成

②1事業あたりの上限100～300万円

➂公益社団法人国土緑化推進機構

➀小さな団体の寄付募集応援プログラム

②助成総額1,000万円

1団体あたり最大10万円

➂コングラント株式会社NPOセールス

➀はるやま財団

障害者支援団体等の活動に対する支援事業

②1件当たり50万円以内

➂公益財団法人はるやま財団（事務局）

➀地域活動団体への助成「生活学校助成」

②【生活学校への参加】6万円（初年度3万
円、2年目3万円）【全国運動への参加】
上限5万円

➂公益財団法人あしたの日本を創る協会
生活学校募集係

➀第75回 保健文化賞

②厚生労働大臣賞（表彰状）第一生命賞

（感謝状：賞金 団体200万円、個人100

万円）朝日新聞厚生文化事業団賞（記

念品）NHK厚生文化事業団賞（記念品）

➂第一生命保険株式会社コーポレート

コミュニケーション部 保健文化賞担当

締切
3/29(水)
必着

締切
3/24(金)
17:00

➀砂防ボランティア基金

令和5年度(2023年度）助成事業

②砂防ボランティア活動を実施する助成

対象事業にかかる事業費

➂一般財団法人

砂防フロンティア整備推進機構

締切
3/31(金)



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59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 R4.12.31現在

県内ＮＰＯ法人数

全体 287

内認定 7

内特例認定 0

新設ＮＰＯ法人数 3

解散ＮＰＯ法人数 1

しまね社会貢献基金登録団体数 79

だんだん認証レベル取得団体数
全体 43

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

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

【アドバイスできること】

NPOに関する役員･職員･スタッフ

研修等の個別サポートや相談（情報

発信、CANPAN入力、定款変更、

ガバナンスチェック、事業提案、

ロジックモデルなど）

【活動分野】

中間支援(NPOや地域活動の支援)

地域コミュニティの維持

地域を良くしたいという

想いで活動している方々

から多くの事を学び、成

長させてもらった事への

恩返しの気持ちで活動を

続けています。

原田 陽子さん（松江市）
松江NPOネットワーク

はらだ ようこ

島根県松江市生まれ。関東に進学後、20代半ばに帰郷し臨時講
師として2年間小学校で勤務。その後、同僚の先生に誘われ国際
交流団体の事務局として数年携わりました。2006年から7年間は
「松江市市民活動センター」で、2013年から2年間は「ふるさと
島根定住財団」で勤務しNPO支援に携わってきました。2016年か
ら松江NPOネットワークに事務局として関わり、交流や情報共有、
スキルアップ、協働推進のための取組みを行っています。個人
的には、私(アルトサックス)と姉(ピアノ)と夫(ドラム)の3人で
地域や企業からの依頼を受け演奏活動をしています。

●11月、12月の新設NPO法人
特定非営利活動法人エデュ・ネットワーク・プラン(松江市)

特定非営利活動法人消費者ネットしまね(松江市)
特定非営利活動法人よつばキッズスクール(益田市)

奈良井 健悟さん（松江市）
合同会社 NEW WORK STYLE

ならい けんご

小売業での販売促進・バイヤーなど、マーケティング業務を
経て、公益財団法人ふるさと島根定住財団へ転職。UIターン
支援・就職支援・地域活動支援などを10年間経験し、島根県
内各地の魅力や課題を知りました。2021年4月に小売業時代の
仲間と合同会社を立ち上げ、人の喜びを創ることをテーマに
企業・団体・行政のサポートをする事業、イベント企画・運
営、飲食店「ステーキ丼とパフェgift」など幅広い事業を展
開。中でも、謎解きゲーム制作には強いこだわりがあり、8年
前から徐々に経験を積んで現在の事業へとつなげました。

【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

地域経済への貢献

「謎解きゲームを使えば難
しいテーマでも楽しみなが
ら学ぶことができる」と考
え、地域資源・課題×謎解
きゲームの可能性を日々模
索しています！

【アドバイスできること】

謎解きゲームを制作することができます。
これまで、まちあるき、婚活、就職活動、
ウォーキング、研修などと謎解きを
掛け合わせ、ご依頼に合わせて謎解き
ゲームを制作してきました。
（制作実績約150件）
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