
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 立上げ支援事業   
■対象     

県内のＮＰＯ法人、民間団体及びグループ（構成員

が５名以上の団体）商業法人等。 

■対象事業 

地域課題解決や地域活性化のために団体自らが実

施する継続的な各種活動で、団体の立ち上がり期や

新規の活動で継続的な実施が見込めるもの。 

■助成額 

２０万円以上５０万円以下 

■助成期間 

１年 

■助成率 

対象経費の２／３以内 

■申請締め切り 

第１回 平成２８年 ６月３０日（木）消印有効 

第２回 平成２８年１１月３０日（水）消印有効 

■審査方法 

書類審査 

地域づくり・ＮＰＯ活動団体情報紙 201６.５.20 発行 
Vol. 9８ 
 
 

６月号

201６ 

Non-Profit-Organization 

第１回 ６／３０（木）申請〆切

(木)

水 ）

（水）  
 

ただいま事前相談受付中！ 
まずはお電話を。 

（公財）ふるさと島根定住財団 

【県東部】地域活動支援課 島田朋・内田 

☎０８５２－２８－０６９０ 

【県西部】石見事務所 今田・黒川・生田 

☎０８５５－２５－１６００ 
✉Ｅ-mail からでも相談できます。 

      ⇒ shimane@teiju.or.jp 
 ※タイトルを[地域づくり応援助成についての相談」   

                 としてください。 

 

 

ちい 

 

定住財団は、県民のユニークな発想や企画力を活かし、地域課題解決や地域活性化に向けた活動を応援します！ 
様式等、詳しくは、定住財団ＨＰからご覧いただけます ⇒http://www.teiju.or.jp/ 

 

 

●今回大きく変更になった点 
事業の内容・助成額・助成期間が、大きく２本立てに。 
立上げ支援事業は、書類審査のみに。  
 

●対象経費 
謝金（講師・外部専門家）、旅費、材料費（食材費含
む）、消耗品費、借上料、通信運搬費、広告料、印刷
費、調査費（販路調査等）、技術研究費、備品購入費、
施設整備費、その他事業に認められる経費 

地域づくり応援助成 
 

(２) 事業化支援事業   
■対象     

県内のＮＰＯ法人、民間団体及びグループ（構成

員が５名以上の団体）、商業法人等。 

■対象事業 

地域課題解決や地域活性化に向け団体自らが実

施する活動のうち、団体の新たな事業展開を図る

活動（本格的規模拡大・グレードアップ等）で継

続的な実施が見込めるものとする。 

●公益重視型 

地域課題の解決、文化やコミュニティ、 

安心安全の向上のための活動。 

●経済振興型 

経済の域内循環や販路開拓促進等、 

活力ある地域づくり活動。 

■助成額 

５０万円以上２００万円以下 

■助成期間 

１年または２年 

■助成率 

対象経費の２／３以内 

■申請締め切り 

第１回 平成２８年 ６月３０日（木）消印有効 

第２回 平成２８年１１月３０日（水）消印有効 

■審査方法 

公開プレゼンテーション 

そのほか対象となる団体に関しても、詳しくは、個別にご相談ください！お待ちしています。 

 

mailto:shimane@teiju.or.jp


■締 切 日：５月３１日（火）消印有効 

■助成金額：上限２００万円 

■助成対象：非営利の法人、または団体 

■対象活動：社会福祉事業（福祉施設の運営、福祉活動

など）を行う民間の団体が企画する事業案件 

●問 合 せ：社会福祉法人丸紅基金 

  TEL：０３-３２８２-７５９１・７５９２ 

  FAX：０３-３２８２-９５４１ 

 HP：http://www.marubeni.or.jp/ 

 

■締 切 日：６月１１日（土）消印有効 

■助成金額：上限なし 

■助成対象：ＮＰＯ法人、一般社団・財団法人、大学等 

■対象活動：（A)地球環境、（B)資源循環、（C)生態系・

共生社会、（D)人間と社会のつながり 

●問 合 せ：三井物産株式会社 環境・社会貢献部「環

境基金 2016 年度活動助成」係 

TEL：０３-６７０５-６１５６  

HP：https://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contributi 

on/environment/fund/ 

■東部：５月２５日（水）１３：００～１６：３０ 

会場：ふるさと森林公園学習展示館（松江市） 

■西部：５月２７日（金）１３：００～１６：３０ 

会場：サロン・ド・ゆきみーる（大田市） 

■参加費：無料 

●問合せ：（公財）ふるさと島根定住財団（しまね県民 

活動支援センター） 

TEL:０８５２-２８-０６９０、 

FAX:０８５２-２８-０６９２ 

HP:http://www.teiju.or.jp/local/?npo_nyumon_2016 

■開 催 日：６月１５日（水） 

■締 切 日：６月１０日（金） 

■参 加 費：３千円 

■開催場所：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 

（当日６：５０に島根県民会館県庁側入口集合） 

●問 合 せ：島根県民会館 TEL：０８５２-２２-５５１

０FAX：０８５２-２４-０１０９ 

HP：https://www.shimane-catchnavi.jp/cul_shimane/ 

show?id=44846  

 

■募集期間：５月２３日（月）～２７日（金）必着 

■金額：２００万円程度を上限とする 

■対象団体：文化財建造物の保護に関わる活動をしてい

るＮＰＯ等（要件あり） 

●問合せ：文化庁文化財部参事官（建造物担当）付 

整備活用部門  

TEL：０３-５２５３-４１１１（内２７９８） 

FAX：０３-６７３４-３８２３

HP:http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/h28

_npo_kanrikatsuyo_jiritsushien_jigyo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■締 切 日：５月３１日（火）必着 

■助成金額：１グループにつき上限１０万円 

■助成対象：高齢者を主な対象として活動している比較

的小規模なボランティアグループ（要件有り） 

■対象活動：高齢者を対象とした生活支援サービス、 

高齢者と他世代との交流を図る活動など 

●問 合 せ：（公財）みずほ教育福祉財団福祉事業部 

TEL：０３-３５９６-４５３２ 

FAX：０３-３５９６-３５７４ 

HP：http://www.mizuho-ewf.or.jp/ 

■締 切 日：６月１０日（金）必着 

■助成金額：「大賞」（賞金２００万円）、奨励賞（同

１００万円）、選考委員特別賞（同２０万円） 
■助成対象：子育てに関連した実践活動に取り組んで

いる国内の民間グループや団体 

●問 合 せ：読売新聞大阪本社「よみうり子育て応援

団大賞」事務局  

TEL:０６-６８８１-７２２８、FAX:０６-６８８１-

７２２９、HP:ｈttps://info.yomiuri.co.jp/conte 

st/lfmd/kosodate.html 

 

三井物産環境基金 

第１０回 

よみうり子育て応援団大賞 

社会福祉法人丸紅基金 

2016 年度社会福祉助成金 

ステージテクニカル 
アカデミー第１回 

「劇場を知る～びわ湖ホール
の実例～」 

助成金・イベント情報 

助成金 

6/10〆 

助成金 

5/31〆 5/31〆 

6/10〆 

助成金 

助成金 

5/25,27 

助成金 

老後を豊かにする 

ボランティア活動資金助成 

事業 

6/11〆 

第１４回 

「配食用小型電気自動車 

寄贈事業」 
■締 切 日：６月１０日（金）必着 

■助成金額：１００万円（配食用小型電気自動車 1 台分）  
■助成対象：非営利の民間グループ（法人・任意団体は

問わない）で、配食用の車両が不足しており、本寄贈

によって運営の円滑化が見込まれるグループ 

●問 合 せ：（公財）みずほ教育福祉財団福祉事業部 

  TEL：０３-３５９６-４５３２ 

FAX：０３-３５９６-３５７４ 

 HP: http://www.mizuho-ewf.or.jp/ 

NPO 入門講座 

  
 

講座 

6/15 

講座 

文化財建造物管理活用の 

自立支援モデル検討事業(委託) 

5/27〆 

募集 

★詳しい情報は「島根いきいき広場」で検索★ 

https://www.shimane-ikiiki.jp 

https://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contributi%20on/environment/fund/
https://www.mitsui.com/jp/ja/csr/contributi%20on/environment/fund/


 

  

                           

 

  

 

 

 

 

今月のキーワード 

「役員」 

 

先月号に引き続き、石見事務所のメンバーをご紹介します★ 

メンバーへの質問 

①特技は何ですか？ 

②休日はどう過ごしていますか？ 

③皆さんへ一言！ 

スタッフ紹介 ～石見事務所～ 
 

       今田
い ま だ

 泰
やすし

 
①小学生の頃から始めた「鮎かけ」と
就職してから始めた「ランニング」
です。 

②春は山菜採りと筍掘り、夏は鮎か
け、秋はハゼ釣り、冬はマラソン
と駅伝です。 

③石見事務所２年目になります。今
年も地域づくりのお手伝いをさせ
ていただきます。  

①雑学大好き。新聞を片付けていると、
つい記事を読んでいます。 

②天気の良い日は、季節の移り変わり
を五感で感じながら山道 6キロを 
ウォーキング。庭いじりも。 

③田舎ツーリズム 2年目です。実践者
の皆様から元気をいただいていま
す。一緒に盛り上げていきましょ！  

寺井
て ら い

 大
はじめ

 

黒川
くろかわ

 裕美
ゆ み

 

山
やま

崎
さき

 紀
のり

明
あき

 生田
い く た

 祐
ゆう

介
すけ

 

所長 

スタッフ 

スタッフ 

       山藤
さんとう

 美幸
み ゆ き

 

（主担当：しまね田舎ツーリズム） 

（主担当地区：浜田・江津・川本） 

（主担当地区：大田・美郷・邑南） 

企業連携スタッフ 

①手先を使う細かい作業（「金継ぎ」
に一時期ハマりました） 

②のんびりゴロゴロしながら犬のミ
リくんと遊んでいます。 

③担当になってからかなりの年月が 
 経過しましたが、引き続きよろしく 
 お願いいたします！ 

スタッフ 

①自分では特技を持っているかい

ないかもわからないところです。 

②わずかの農作業、地域の行事な

ど、ぼ～っとしている時間は今の

ところほとんどありません。 

③皆さんの立場になっての対応を

常に心がけているつもりです。 

いつでもお気軽にご相談ください！ 

①これといってありません。 

一日一回オヤジギャグくらい？ 

②産直市やラン、ロードバイクで

田舎めぐり、快食・快飲、快眠！ 

③「前傾姿勢」で頑張りましょう！ 

①本の斜め読み 
②家庭菜園の域を超えた畑の手伝
い（親：指令部、私：実働部） 
旅行の計画を立てる（ほぼ計画倒
れ）  

③まだまだ勉強が足りない２年目
です。よろしくお願いいたしま
す。  

「地域づくり情熱人支援事業」始まります！ 

地域づくりに取り組む団体に “情熱人” が入ることで、 新たな地域活動の 
創出や更なる地域への波及効果の高い活動を展開することを目的に、 
活動経費を助成、継続的な活動を支援します！ 
 
【応募方法】地域づくり団体等が受入先となり“情熱人”を確保した上で応募  
【対  象】情熱人： ＵＩターン者・島根在住の若者（概ね４５歳未満）  
         受入先： 県内の NPO 法人、民間団体かグループ（構成員 
      ５名以上）、企業等  
【助 成 額】情熱人：１２万円/月（活動支援及び滞在支援）   

※子連れ加算３万円/月   
受入先： ３万円/月  

【助成期間】原則１年（さらに１年の延長申請制度あり）  
【申請締切】９月９日（金）※当日消印有効  
【事業開始】10 月 1 日以降～  
 詳細については、財団ＨＰ等でご確認ください！ 
  ＵＲＬ：http://www.teiju.or.jp/ →[地域づくり・NPO]→[助成制度] 
 
 

 

 

7月2日に東京で情熱人獲得に向
けたＰＲイベントの場を用意！ 
 
ＵＩターン希望者向けイベント会場
で、「団体の活動ＰＲ＆こんな人財求
む！」とＰＲできる場を用意します。 
① 自費で東京に行きＰＲ 
② 松江からネット画面を通してＰ

Ｒ 
①、②いずれかの団体を募集中。 
応募締切は 6月 6日（月） 
応募書類は定住財団のＨＰからダウ
ンロードしてください。 

 

所長代理 
（主担当地区：浜田・益田・津和野・吉賀） 

http://www.teiju.or.jp/


  

 新たなメンバーを迎え、新体制で走り出してから早い

もので１か月が経ちました。年度末から続いたバタバタ

が少しずつ落ち着き、ホッとして体調を崩す方も多いの

では？小さな不調に気付いたときは、早めの対処が肝心

ですよ。 

 今月、地域活動支援メニューをまとめたパンフレット

を発行しました。新マスコット「地活っちゃん」が目印

ですので、ぜひお手に取ってみてくださいね！   （E） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『島根で頑張る人』は県内で活動する人にスポットを当て、考え

方や経験から団体活動に迫るコーナーです。 

スタッフの「学び」も兼ねて取材させていただいています。 

 〒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 

石見 
事務所 

 

 

 

 

 

 

 

〒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： shimane@teiju.or.jp 

 

松江 
事務局 

 

森林教室の様子 

 

■県内ＮＰＯ法人数 ２７８     

（内 認定 NPＯ法人数 ６、仮認定 NPO 法人数 １) 

■新設ＮＰＯ法人数１ ■解散ＮＰＯ法人数１（H２８.４月分） 
■しまね社会貢献基金登録団体数 ４９ 

■だんだん認証レベル取得団体数 ４０ （内 レベル２ ２８) 
 
●今月の新設ＮＰＯ法人 
 NPO 法人 Enenia スクナピオン(松江市) 
 主な活動：音楽療法、森林浴等により、児童・生徒、市民の 

健全なる心身の育成等を行うことを目的とする。 
 

 

 
 

 

 

 

 

スタッフ後記 
【Ｈ２８．４．３０現在】 

県内ＮＰＯ情報 

 島根県内の外国籍の住民は 6,600
人（2015年 12月時点）に上り、その
半数近くの約2,900人が出雲市で生
活している。こうした人の中には、
派遣会社から日本国内の製造業を
紹介され就職のために来日した人
や、その家族が比較的多いという。
しかし来日後は、言葉や文化の違い
から日常生活の様々な場面で困り
事を抱えたり、孤立を感じているこ
ともしばしばだ。 
 堀西雅亮さんが理事を務めるＮ
ＰＯ法人エスペランサでは、これら
の悩みを持つ方が地域で安心して
生活できるよう、様々な活動を行っ
てきた。外国出身市民向けの生活相
談や日常会話中心の日本語教室、外
国の料理・生活等を紹介する異文化
理解講座はその一環だ。2015年から
は、外国出身の社員が多い派遣会社
からの委託で「いずも多文化こども
プロジェクト」を開始し、外国にル
ーツを持つ子ども（※）の生活や学
習のサポートにも力を入れている。 
 元々外国語や異文化に興味があ
ったという堀西さん。これまで日本 

語教師や外国人研修生の支援の仕
事を経験する中で、言葉や文化が違
うために孤立する人、公共サービス
を利用できない人を目の当たりに
してきた。「言葉や文化の違いによ
り生まれてしまう『壁』を少しでも
低くしたい」との思いが、現在の活
動につながっているという。 
「壁」を低くするには、受け入れ

側の地域住民の理解も必要だ。異文
化理解講座に加えて、昨年から屋外
で音楽や料理を楽しむイベント
「『いずも多文化・にぎわいのある
街づくり』交流広場」もスタートし
た。外国出身市民がこの地域に共に
暮らしている、そこには様々な背景
があることをぜひ知ってほしいと
いう。外国語が苦手でも、講座やイ
ベントに参加したり、知識を持つ人
が増えることも力になる。 
今までエスペランサの活動に参

加した人数は延べ 100人以上。最初
はイベントに参加する立場だった
外国出身の人が、徐々に運営側の手
伝いにも加わるようになってきた。
「いずも多文化こどもプロジェク
ト」も、子どものサポートはもちろ
んのこと、外国出身の大人に手伝っ
てもらい、本人の居場所作りにつな
げるねらいもある。 
「支援する人」と「支援される人」と

いう区別なく、皆が自立し安心して
共に生活できる社会、それがエスペ
ランサの目指す多文化共生のまちの
姿だ。堀西さんは、優しいまなざし
と確実な足取りで、目指すまちの実
現に向け進み続けている。 （Ｍ） 
 

ＮＰＯ法人エスペランサ 

理事 堀
ほり

西
にし

 雅
まさ

亮
あき

さん 

 1970年生まれ。1995年、関西
で日本語教師として就職。以来、
外国人研修生の企業への受入れ
窓口の団体での勤務等を経験し、
2006年から NPO 法人多文化共
生センター大阪へ参加。2007年に
実家のある出雲市へＵターンし、
2010年エスペランサに参加。現
在はエスペランサの理事の他、真
宗寺（出雲市）の住職、多文化共
生センター大阪の監事も務める。 

 

 
団体の主な活動 

2010年の設立以来、出雲市を
中心に島根県全域で活動。対象に
は、外国籍の大人の他、外国にル
ーツをもつ子ども（※）等も含み、日
本語教室、異文化理解講座、「い
ずも多文化こどもプロジェクト」等を
展開している。各国の音楽や料理
を楽しむイベント、「『いずも多文化・
にぎわいのある街づくり』交流広場」
は、今年度も８月に開催予定。 
団体名の「エスペランサ」は、ポ

ルトガル語で「希望」の意。 

 
※「外国にルーツをもつ子ども」… 

日本国籍・外国籍を問わず、両親又は一方

の親が外国出身の子どもの総称。日本語が

得意な場合、不得意な場合の両方が含ま

れる。 

 

多文化共生のまちを作る  

 
楽しみながら日本語を学ぶ子どもたち 

 
『いずも多文化・にぎわいのある街づくり』交流広場 
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