
島根県



　浜田医療センターにおいて受付補助や施設の案内、移

動支援を行うほか、患者の声を病院職員へ橋渡しする役

割を担い、患者や家族が安らぎを得られる環境で安心し

て治療が受けられるよう支援することで、地域医療の質

の向上に貢献しています。

・医療ボランティアは専門性が求められる活動でありな
　がら、少人数で継続されている。

・同団体が病院と患者の間を取り持つ役割を担うことで、
　住民が身近に感じるような開かれた病院運営ができる

　よう支援している。

 私たちは今まで15年間浜田医療センターで

ボランティア活動をしてきました。このたび

あたたかい目を向けていただき受賞できたこ

とは本当にうれしいことです。

超高齢社会に、より良く対応していき、また、

必要とされる病院側と密接な連携を取りなが

ら活動していきたいと思います。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

NPO
ボランティア

部門

毎月 1回の研修を行っています

患者さんを院内へ
誘導
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■活動において評価された点■活動内容

・患者・家族をボランティアが支援するという先駆的な
　活動であり、県内の他団体の手本となっている。

・こうした活動が、他の分野にも波及することを期待す
　る。

「ありんこ」の名のように一人ひとりは

小さな力ですが、みんなでコミュニケー

ションを大切に活動してきて15年。

これからも難病患者・家族の団体と共に

歩んでいきたいと思います。

受賞者のコメント

　「難病ボランティア育成研修」の受講者でボランティア

グループを結成しました。

　難病患者・家族の団体が主催する総会やイベントなど

での会場設営・受付、会報の発行作業などをサポートし、

患者や家族に寄り添う活動を行っています。

パーキンソン病体操を一緒に

NPO
ボランティア

部門

団体機関誌の発行作
業をサポート
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　大社地域自治協会連合会、企業、関係団体などの38団

体が推進母体となり、安全で安心して暮らせるまちづく

りを進めています。

　防犯カメラの設置、各種行事の雑踏警備、海上パトロー

ルなどの活動を行い、住民や観光客などの安全確保に貢

献しています。

・多様な団体の参画によって町全体の取組みと認識され、
　犯罪件数が低下するなど効果も上がってきている。

・子どもや高齢者、女性を対象とするだけでなく、町内
　を訪れる観光客にも目を向けており、観光地ならでは

　の取組みとなっている。

 今回の受賞を機に地域の力をより一層

結集し、日本一安全で安心な住みよい大

社地域をめざし、継続して取り組んでま

いります。今後ともご理解ご協力をよろ

しくお願いいたします。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

NPO
ボランティア

部門

危険な個所をなくすよう
設置個所も工夫して

防犯カメラの始動。点検よし !
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■活動において評価された点■活動内容

・行政や市民が地域の自然環境に対する問題意識を共有
　できるよう、協働や参加型の活動を取り入れながら活

　動している。

・環境に関する調査データが継続して蓄積されている。

本受賞、多くの方のご協力に感謝いた

します。預かった地域水環境を次世代

に引き渡せるようこれからも努力を重ね

ますので、引き続きご指導お願い申し上

げます。

受賞者のコメント

　平成９年から、高津川の自然環境を保全するため、市民

参加型の調査活動や体験活動を行っています。

　こうした長年の取組みにより、地域住民の環境への意

識啓発に繋げるとともに、市民・行政・他団体と連携した

地域づくりに貢献しています。

高津川支流匹見川にて

NPO
ボランティア

部門

高津川流域の水源涵
養の学習

小学生と高齢者によ
るドングリ体験

高津川支流匹見川にて
子どもも大人もカッパになる夏休み
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　福祉施設などに出かけて腹話術の公演を行い、笑いと

元気を届けています。

　子どもたちや高齢者の方など観客に応じた台本を作成

し、人形のいきいきとした動きと絶妙な掛け合いによる

上演で好評を得ています。

・腹話術を使った大変ユニークな活動である。

・話す対象者に合わせた台本内容にするなど工夫がみら
　れる。

 地域のみなさんに寄り添い、愛をもって

笑いと優しさを届けることが私たちの喜

びと楽しみになっています。どうぞ目を

留めて声をかけていただきたいと思いま

す。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

NPO
ボランティア

部門

高齢者施設での公
演の様子

二人の会話に見ている人もほほえましくなります
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■活動において評価された点■活動内容

・不法投棄された廃棄物の撤去について、機材や人員を
　使い業界全体で長年取り組んでいる。

・小・中学校の環境教育への助成も長年取り組んでいる。

会員企業、排出事業者が一丸となって、

廃棄物の適正処理や循環型社会の形成、

並びに未来を担う子どもたちへの環境教

育を推進し、業界をリードする専門家集

団として島根県の益々の発展に寄与する

活動を進めてまいります。

受賞者のコメント

　平成５年から、不法投棄された廃棄物の撤去を、協会会

員企業の協力を得ながら実施しています。

　また、教育現場での環境学習が重要であると考え、県

内小・中学校を対象に環境教育のための助成金を交付し

ています。

企業
部門

環境教育助成金
の目録を贈呈

不法投棄された廃棄物の撤去作業
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　平成17年から同社が運営する地域情報サイト加盟店で

利用者が集めたスタンプカードで防犯灯を設置するプロ

ジェクトを推進してきました。

　平成25 年からは地域通貨「まいポ」のポイント発行額

（事業利益）から寄附する仕組みを作り、地元消費の推進

と地域活動支援をつなげた取組みを実施しています。

・社会貢献活動が継続する仕組みとして、地域通貨を導
　入している点がユニークである。

・利用者数・加盟店ともに増加している。

私たちを育ててくれた山陰に何が残せるのか？

島根から日本を変える！べく、今後も地域の課

題を解決する「しくみ」づくりに知恵を絞り、

汗をかき、奔走します。笑う街には福来たる！

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

ボランティアによる

清掃活動の輪を広げて
います

未来を担う子ども達への支援

企業
部門
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■活動において評価された点■活動内容

・震災復興支援活動を継続して実施し、災害の記憶が風
　化しないよう取り組んでいる。

・地元アーティストライブをノーギャラで開催するなど
　出演者からも協力が得られている。

素晴らしい賞をありがとうございます。

たくさんの方々にご協力いただき、こう

して活動が出来ていることに感謝してお

ります。今後も引き続き、被災地の復興

支援や地域の活性化に向けた活動を積極

的に行なってまいります！

受賞者のコメント

　東日本大震災が発生した平成 23年から継続して、地元

アーティストによる復興ライブを開催しています。ライ

ブ入場料や復興支援ソングＣＤ・Ｔシャツなどの売上金、

また社内の全部署・施設の義援金箱に集まった義援金を、

日本赤十字社島根県支部を通じ被災地へ寄附しています。

復興支援 Tシャツ販売の様子

東日本大震災復興支援ライブの様子

企業
部門
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　25年にわたり県内の障がい児（者）施設の利用者を対

象とした、ワイナリーの施設案内やバーベキュー招待事

業を実施しています。

　障がいのある方が社会に参加する機会を提供し、喜ば

れています。

・多くの障がい者の方を食事に招待する活動を、長年に
　わたり継続している。

・その他の地域活動にも積極的に協力し、地域に高く評
　価されている。

この度は、このような名誉ある賞を

いただき誠にありがとうございます。

また、県をはじめ関係機関の皆様方

には、ご支援ご協力をいただき重ね

てお礼申し上げます。これを契機

に、今後さらなる活動を継続し、障

がい者福祉の増進に貢献したいと

思います。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

バーベキューを囲んで

楽しいひと時を提供
しています

企業
部門
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■活動において評価された点■活動内容

・他団体と連携し、幅広い活動を展開している。

・小中学生対象の講座を高校生自らが行い、多くの参加
　者がある。

このような素晴らしい賞をいただき、あ

りがとうございました。

今後も、微生物による川や池の浄化活動、

小中学生対象の「森林講座」を充実させ、

さらに発展して行くよう頑張りたいと思

います。

受賞者のコメント

　環境保全クラブは平成24年に設立した環境福祉コース

で学ぶメンバーで組織しました。エコキャップ収集、ＥＭ

（乳酸菌・酵母・光合成細菌などの微生物）による川の浄

化活動など自然を守る活動を実施しています。

　また、ＮＰＯ法人と協働で小・中学生対象の「森を守る

講座」を開催しています。

ユース
部門

森を守る講座(ヒノキの和紙づくり）

EMダンゴ作り
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　出雲市外園海岸でのハマボウフウの増殖の研究に取り

組むとともに、地域の自治会や小学校などと一緒に海岸

の環境保全活動やハマボウフウ保護の気運醸成を行って

います。

　また、ハマボウフウの商品化についても研究し、その

成果が地元農家での栽培に活かされています。

・ハマボウフウの研究を地域貢献に広げており、先駆的
　である。

・自治会などと連携した取組みを行っている。

・商品化は農家の生産意欲の向上につながるものである。

地域の皆さんと一緒になって取り組

んできたことが評価され、大変うれ

しく思います。活動をしている皆さ

んと一緒に受賞させていただく、と

いう思いです。今後も活動にまい

進し、目標を達成したいです。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

ハマボウフウの定稙について小学生に説明

ユース
部門

小学生や地域の皆さんとハ
マボウフウの定植
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■活動において評価された点■活動内容

・石見地方を紹介する先駆的な英語情報の発信である。

・発信者にとっても地域の良さを再発見をするきっかけ
　になっている。

今回このようなすばらしい賞をいただ

き、これからの活動継続の大きな励みと

なりました。島根県、石見地方の魅力発

信に私たちの活動が少しでも貢献できれ

ばと考えています。ありがとうございま

した。

受賞者のコメント

　石見地方の魅力ある観光地を取材し、英語ウェブサイ

トにより情報発信する活動を行っています。

　外国からの旅行客の利便性を高めるため、交通手段や

マップ等の情報も掲載するなど工夫しています。

石見トラベルガイド（
ホームページ）

ケインゼミのメンバー

ユース
部門
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　校内においてボランティア活動報告会「あったかれっ

じ」を開催し、学生のボランティア活動への参加促進や、

学生と地域住民の交流の場を提供しています。

　また、防災啓発活動や、地域イベントのボランティア

活動などにも積極的に参加しています。

・地元自治会とつながりを持って活動している。

・様々なボランティアをテーマに取り組むことで、多く
　の学生が関わるきっかけになっている。

今回このような賞を受賞でき、とても嬉しく

思います。今後も地域のためにさまざまなボ

ランティア活動を続けていきたいです。こ

れからも多くの方々に支えてもらえる団体

でありたいと思っています。

受賞者のコメント

■活動内容 ■活動において評価された点

ボランティア報告会「あったかれっじ」

ユース
部門

リンゴの摘果作業のお
手伝い
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■活動において評価された点■活動内容

・週２日のパトロール活動を継続して実施している。

・小学生向けの防犯マップの制作にあたり関係機関と
　よく連携が図られている。

今回、このような賞で活動を評価して

いただき、大変嬉しく思います。今後

も、「日本一治安の良い『しまね』」の実

現に貢献できるよう、さらに防犯活動

を充実させて参ります！

受賞者のコメント

　平成21年に島根県立大学の女子学生が犠牲となった事

件をきっかけに、警察や民間の方と毎週金曜日・土曜日の

2日間夜間パトロールを実施しています。

　また、浜田市内の危険箇所を示した防犯マップを作成

し市内の小学校に寄贈しています。

ユース
部門

僕たちがパトロールします！

いざ、出動。
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