
申請者 所在地 事業名 事業概要 採択額(円） 備　考

1
特定非営利活動法人
中村元記念館東洋思想文化
研究所

松江市
地域学習・生涯学習推進
事業

主に松江市内の小中学生や哲学に
関心のある学生、社会人を対象に
松江市が輩出した偉人の業績を学
び、地域に誇りと愛着を持ってもらう
ための企画展及び講座を開催す
る。

1,694,000 H27.3.24採択

2
特定非営利活動法人
まちづくりネットワーク島根

松江市
まちネット市民農園管理
運営事業

農園体験教室を毎月第３土曜日に
開催し、安心安全な野菜作りを応援
するとともに、市民に「農」に親しん
でもらう活動を行う。また、農園体験
教室などを実施する前後で週に１日
程度農園管理業務を行う。

229,000 H27.3.25採択

3
特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす２１

松江市
子どもほっとライン聴き手
養成講座受講生募集広
報

県内の１８歳以下の子どものための
専用電話「子どもほっとライン　もし
もしにゃんこ」の聴き手ボランティア
を養成するための講座を開催する。
このための受講生募集広報を掲載
する。

110,000 H27.4.20採択

4
特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

松江市 中国における文化交流

寧夏と交流を続けている島根県の
出身者等による歌や舞踊等の公演
や、砂漠緑化のための植林活動な
ど、中国・寧夏市、敦煌市民との文
化交流事業を実施することによっ
て、日本・寧夏双方の友好促進に
寄与する。

490,000 H27.5.29採択

5
特定非営利活動法人
さくらおろち

雲南市 斐伊川流域「食べごと塾」

中国山脈に浸透した水で育まれる農産
物や水産物をモチーフにした食文化を
たどり、貴重な水の恵みを学ぶ「食べご
と塾」を開催する。また、斐伊川から宍
道湖に至るまでの河川・森林・里山の
環境の大切さを考える機会を提供す
る。

439,112 H27.7.21採択

6
特定非営利活動法人
さくらおろち

雲南市
斐伊川流域環境整備事
業

ヤマタノオロチ神話で名高い斐伊川
流域は、観光客が訪れる場所として
環境保全が必要であることから、斐
伊川流域の中間地点であるオロチ
湖周辺で、楓植栽地の下刈りを行
い、美観形成に寄与する。

50,000 H27.7.21採択

7
特定非営利活動法人
しまねＭＩＣＥ推進協議会

松江市
ご縁結びしめ縄ライド２０１
５実施開催事業

国道５４号及び沿線地域の誘客を
図るためのサイクリングイベントを実
施する。

280,000 H27.7.21採択

8
特定非営利活動法人
ＹＣスタジオ

松江市
様々な困難を有する子ど
も若者の居場所　事業

生き辛さを抱え、追い詰められて行
き場をなくしている子ども・若者に最
低限の生活保障（衣食、昼間の居
場所の提供）と精神的な安心・安定
（休息、癒し、遊び、仲間、交流）の
場を提供する。

30,000 H27.8.3採択

9
特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

松江市
中国からの訪問団受入、
交流

中国・寧夏回族自治区の大学生に
島根での生活を経験してもらい、島
根県の理解と両区県の友好交流を
促進する。島根県内でのホームステ
イに加え、島根県立大学生と一緒の
野外活動を通じ、両国間の理解を
深める。

100,000 H27.8.7採択
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10
特定非営利活動法人
しまね子どもセンター

大田市
ほっとアートプレゼント
２０１５

闘病中の子どもたちの生活の質の
向上につなげるため、プロによる人
形劇、音楽ワークショップ等を実施
し、子どもたちに笑顔と楽しい時間
をプレゼントする。

30,000 H27.8.13採択

11
特定非営利活動法人
おやこ劇場松江センター

松江市
第１７３回　合同例会「や
だ　やだ、あっかん
べー！」

松江市内において、子育て家庭の
親子を対象とするプロの舞台劇の
鑑賞会を実施し、芝居を通じて子ど
も達に困難に立ち向かう勇気を感じ
てもらう。

60,799 H27.8.31採択

12
特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす２１

松江市
コミュニケーションワーク
ショップ「忍者、参上！」

異年齢の子どもが一緒に遊ぶ機会
が少なくなっている。そこで松江市
内の小学生と中学生以上のおとな
が一緒に忍者ごっこをすることによ
り、「あそびの中でのコミュニケーショ
ンの向上」をめざす。

82,821 H27.9.7採択

13
出雲市総合ボランティアセン
ター運営委員会

出雲市
平成27年度　ボランティア
広報活動支援事業

出雲市におけるボランティア活動を
一層活発にするため、市民に対して
ボランティア団体の活動紹介とボラ
ンティア情報の発信を行う。

175,805 H27.9.10採択

14
特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも

出雲市
障がいをもつ子どもと支援
者のための摂食講習会

障がいをもつ子どもへの食事提供
に関する講習会を実施することによ
り、障がい児と家族が安心して生活
できるよう、支援する。

61,253 H27.9.15採択

15
特定非営利活動法人
自然再生センター

松江市
八束学園４年総合的な学
習体験「守ろう！大好きな
中海」オゴノリとり体験

中海でのオゴノリ刈りやサツマイモ
畑での芋堀り体験を通じて、資源循
環の意義や中海を大切にする心を
育てる。

50,040 H27.10.14採択

16
特定非営利活動法人
出雲学研究所

出雲市

荒神谷博物館開館１０周
年・第９回出雲学フォーラ
ム「島根半島がおもしろ
い」

「島根半島がおもしろい」と題した講
演、パネルディスカッションを行い、
出雲のおもしろさを深く知ってもらう
フォーラムを開催する。

100,012 H27.11.11採択

17
特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも

出雲市 中庭遊びの充実
放課後デイサービスを実施する事
業所において、子ども達が中庭で遊
ぶための遊具を購入する。

50,000 H27.11.26採択

18
特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも

出雲市
児童のためのスペース作
り

放課後デイサービスを実施する事
業所において、子ども達が安心して
室内で過ごせるよう、施設内の間仕
切りを設置する。

73,440 H27.11.26採択
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19 ＮＰＯ法人浜田おやこ劇場 浜田市
おやこフェスタ地域の達
人と遊ぼう！！事業

子どもたちが身近なものを使って昔
ながらのおもちゃづくりを地域の達
人から学ぶ「おやこフェスタ地域の
達人と遊ぼう！！」を開催する。

50,000 H27.12.11採択

20
特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも

出雲市
古民家を利用した居場所
作り

障がいがある子ども達が過ごす居場
所として古民家内の備品を整備す
る。

138,000 H28.1.29採択

21
特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも

出雲市
デイホールの畳コーナー
整備事業

高齢者用デイサービスの場として利
用している部屋を良好に保持するた
め、畳の張り替えを行う。

75,600 H28.2.9採択

22
特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

松江市
在日中国青年との交流と
支援

島根県内で学ぶ中国・寧夏回族自
治区出身学生と支援者との交流会
を、東京及び安来市において開催
する。

60,500 H28.2.17採択

23
特定非営利活動法人たすけあ
い平田

出雲市 居場所づくり事業
地域住民を対象に誰でも自由に出
入りできる気軽なサロンを開設する
ため、必要な備品を整備する。

498,082 H28.2.24採択

4,928,464平成27年度現計
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