≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

申請者

出雲市総合ボランティアセ
H21
ンター運営委員会

所在地

事業名

出雲市民ボランティア
出雲市
ウイーク事業

介護者ちょんぼし応援プ

事業概要
１１月第3土曜日を「出雲市民ボランティアの
日」、ボランティアの日から1週間を「出雲市
民ボランティアウイーク」とし、ボランティア活
動のＰＲやチャリティーイベント開催により市
民のボランティア活動への関心を高める

特定非営利活動法人ファミ
リーサポート金太郎の家

斐川町 ロジェクト〜介護の集いを 「介護の集い」を年３回実施する

特定非営利活動法人
コミュニティサポートいずも
特定非営利活動法人
穂なみネット２１

出雲市

出雲市総合ボランティアセ
ンター運営委員会

出雲市民ボランティア
出雲市
ウイーク事業

１１月第3土曜日を「出雲市民ボランティアの
日」、ボランティアの日から1週間を「出雲市
民ボランティアウイーク」とし、ボランティア活
動のＰＲやチャリティーイベント開催により市
民のボランティア活動への関心を高める

特定非営利活動法人
あしぶえ

松江市 第4回八雲国際演劇祭

第4回八雲国際演劇祭実行委員会として、演
劇祭の開催運営を行う

特定非営利活動法人
まちづくりネットワーク島根

大庭空山まちネット市民 壌改良と作付けを行う
松江市
農園全区画に対する有害鳥獣防除対策を行
農園運営管理事業

特定非営利活動法人
安来スポーツ・文化応援団

安来市 少年野球教室

介護に関する情報提供・交流の場としての

助成額(円）

50,000

58,500

とおして〜

障がいを持つ子どもたち 障がいを持つ子どもを育てている家族、福祉
関係者、養護教諭等を対象とした「摂食」に
のための摂食講習会
ついて学ぶ講習会を開催する

250,400

50,000

H22

1,841,400

市民農園イベント（農業勉強会）用区画の土

108,000

う

地域の小中学生を対象に、元プロ野球選手
を講師とした少年野球教室を開催する

平成２２年度計

90,000
2,398,300

≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

申請者

事業名

所在地

事業概要

助成額(円）

特定非営利活動法人斐伊
川流域環境ネットワーク

宍道湖しじみを永遠に！
イトハラプロジェクト
松江市 「宍道湖ヨシ再生プロ
ジェクト・特別ヨシ植栽活
動事業」

ヨシが持つ水質浄化機能と水生動植物の保
全機能に着目して、宍道湖の水環境の復元
を目指す、広域で長期的な「竹ポットによるヨ
シ植栽活動」の一環として、宍道湖岸におい
て竹ポットによるヨシ植栽を実施する

234,000

特定非営利活動法人自然
再生センター

宍道湖のシジミ資源の保全につながる情報
を得るため、シジミの飼育試験を行い、シジミ
松江市 大橋川しじみプロジェクト の生息を阻害している要因の調査を行う。
調査地を今後、環境学習や水遊びの拠点に
するため、必要な測量等の調査を行う

270,000

障がい児の夏休みの居
場所整備事業

障がいを持つ子どもたちの発達支援の場とし
て運営する２か所の児童デイサービスにおい
て、夏休み中の預かり・遊び療育事業のため
に必要な環境整備を行う

350,000

障がい児のための摂食
講習会

障がいのため、食べることが苦手な子どもと
その保護者、関係者などを対象に、普段学
ぶ機会が少ない摂食に関する講習会を行う

137,140

就学前の発達障がい児
に対する療育事業

就学前の発達障がい児に対して、よりよい成
長につなげることを目的に保育士２名による
週３回、１回１時間の療育を行う

90,000

木質バイオマスエネル

「地球温暖化防止」や「循環型社会の構築」
への関心や理解を持ってもらうために、イベ
ントにおいて、薪ストーブやペレットストーブ
の実演展示等を行う

233,100

１１月第3土曜日を「出雲市民ボランティアの
日」、ボランティアの日から1週間を「出雲市
民ボランティアウイーク」とし、ボランティア活
動のＰＲやチャリティーイベント開催により市
民のボランティア活動への関心を高める

100,000

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

H23

特定非営利活動法人療育
センター燦々

出雲市

特定非営利活動法人里山
バイオマスネットワーク

松江市 ギー利用の普及啓発事

出雲市総合ボランティアセ
ンター運営委員会

業

出雲市

出雲市民ボランティア
ウイーク事業

平成２３年度計

1,414,240
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荒神谷博物館への来館者ほか、出雲弁およ
び出雲文化に興味を待つ広く一般の方に対
して、出雲弁の記録を残すため

助成額(円）

特定非営利活動法人
出雲学研究所

出雲市 出雲弁書籍出版事業

特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす２１

松江市

忍者参上ワークショップ
事業

子どもと大人が「あそび」を通し、人と関わる
楽しさ・安心感と信頼感を体感し、コミュニ
ケーション力を高める

63,000

特定非営利活動法人
あしぶえ

松江市

八雲国際演劇祭招聘劇 「キジムナーフェスタ」に参加し、できるだけ
多くの作品を鑑賞して、松江市での開催に
団リサーチ活動
ふさわしい作品を見つける

256,000

特定非営利活動法人
おやこ劇場松江センター

子育て支援情報発信事
松江市
業

特定非営利活動法人
緑と水の連絡会議

大田市 備のための刈払機等整

特定非営利活動法人
斐伊川流域環境ネットワー
ク

松江市 ヨシ植栽活動事業

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

島根県重症心身障害児
（者）を守る会

重症心身障がい児（者）
出雲市
療育キャンプ

H24

草原保全、竹林景観整

「しまね子育て応援サイトこことも」の維持に
係る費用を、島根での子育てを支援する企
業・団体の広告掲載により調達するため、サ
イト改修を行う

270,000

176,400

三瓶山西の原草原、石見銀山仙の山などで
草原保全、竹林景観整備の機動力向上のた
めに、新型機種を追加導入する。

58,500

市民活動のための特別植栽地を設けて、寄
附者および一般参加者が宍道湖岸に植栽を
行う。

475,000

障がい児と支援者のため 障がい児と家族が安心して生活できる地域
づくりに貢献することを目的として、摂食に関
の摂食講習会
する講習会を実施する。

166,250

重症心身障がい児（者）とその家族、関係者
へ重症心身障がい児（者）の療育及び家族
支援、重症心身障がいの理解促進のために
療育キャンプを行う

91,715

備事業

平成２４年度計

1,556,865
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自立できるふるさとを創造す
６．８憩いの水辺づくり事 浜田市立中央図書館を核とした町づくりの一
環として、花の植栽、護岸コンクリートのり面
浜田市
る会
業
の清掃など周辺環境美化を行う。

200,000

浜田市立中央図書館の開館を契機に、図書
館を核とした様々な団体が参加するまちづく
り事業を行う。

350,000

自立できるふるさとを創造す
浜田市 図書館まつり事業
る会

市民活動賛同者による宍道湖岸の特別植栽

特定非営利活動法人
斐伊川流域環境ネットワー
ク

市民活動「よみがえれ宍 地へヨシ植栽活動を行う。ヨシ原の再生を図
り、ヨシが持つ水質浄化機能や生態系保全
松江市 道湖！みんなの手で」
機能によって宍道湖の水環境を改善・保全
ヨシ植栽活動事業

特定非営利活動法人
あしぶえ

沖縄 シュガーホール視 にも注目されている公立文化施設「シュガー
松江市
ホール」の実態視察、ワークショップの体験に
察事業

127,250

特定非営利活動法人
プロジェクトゆうあい

松江市

福祉のまちづくり・人づく 松江市民や松江市内の障がい者に対して、
福祉のまちづくり、人づくりを推進するための
り推進事業
事業を行う。

499,000

特定非営利活動法人
H25 コミュニティサポートいずも

出雲市

障がい児と支援者のため 普段学ぶ機会が少ない摂食に関する講習会
を実施することにより、障がい児と家族が安
の摂食講習会
心して生活できる地域づくりに貢献する。

96,000

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

450,000

する。

地域に密着した音楽活動を展開して全国的
よりしいの実シアターの活動に活かす。

島根寧夏友好交流２０周年記念式典及び植

中国における文化・学
林活動への参加、現地交流・視察事業。
松江市
術・経済活動等交流事業 寧夏訪問団来日時に式典において功労者

114,000

表彰を行う。

市民活動賛同者による宍道湖岸の特別植栽
地へヨシ植栽活動を行う。ヨシ原の再生を図
り、ヨシが持つ水質浄化機能や生態系保全
機能によって宍道湖の水環境を改善・保全
する。

特定非営利活動法人
斐伊川流域環境ネットワー
ク

松江市 ヨシ刈取り活動事業

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 寧夏から日本に留学している学生やOBとの
交流事業
支援事業

特定非営利活動法人
斐伊川流域環境ネットワー
ク

松江市

刈取りヨシ利活用研究事 を確保するため、ヨシ群落が復元した植栽地
のヨシ刈り取りと刈り取ったヨシの搬出を行
業

495,000

特定非営利活動法人
自然再生センター

松江市

えきてもどぉ～大橋川第 大橋川流域の自然史データと航空写真デー
タを統合した資料を作成し、報告討論会での
四回
資料として活用する。

69,200

平成２５年度計

2,634,375

63,000

170,925

ヨシ利活用手法研究開発を行うに当たり資材
う。

≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

申請者

所在地

事業名
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特定非営利活動法人
中村元記念館東洋思想文
化研究所

松江が輩出した偉人（故）中村元博士の
地域学習・生涯学習推進 業績を学ぶことにより、地域に誇りと愛着
松江市
を持たせ、また知的好奇心を充足し精神
事業
的に豊かな生活を送るきっかけを提供す
る。

特定非営利活動法人
プロジェクトゆうあい

松江市

助成額(円）

2,516,000

松江市民や松江市内の障がい者に対し

福祉のまちづくり・人づく て、バリアフリー情報誌の発行や、講演会
の開催、紙芝居イベントなどを通じて、福
り推進事業

499,000

祉のまちづくり・人づくりを推進する。

ＮＰＯ法人
日本エコビレッジ研究会

障がい者の就労と健常者との交流の提
福祉連携による六次産業 供することを目的として、団体と松江市内
松江市
の社会福祉法人が協働で大豆生産（一
化推進事業
次産業）を行う。最終的には加工・販売ま
でを目指す。

50,000

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

中国における砂漠緑化
松江市
および環境意識啓発

教育機関訪問による交流の促進、寧夏
市民との協働による植林を通した緑化の
取り組みを目的として、中華人民共和国
寧夏回族自治区にて小学校・大学訪問
交流活動を行う。

60,000

重症心身障害児（者）療
育キャンプ

外出することが困難な重症心身障害児（者）
とその家族、きょうだいが、ボランティアの支
援を受けて一堂に会し、当事者が楽しんだ
り、家族同士が親睦を図り、また、一般の人
に重症心身障害児（者）に対する理解を深め
てもらうよう啓発を行う。

70,000

ホッとアートプレゼント
2014

闘病中の子どもたちのＱＯＬ向上のた
め、島根大学医学部附属病院小児セン
ターにプロによる人形劇等を届、子どもた
ちの笑顔を楽しい時間をプレゼントする。
（H26.7.29開催）

195,000

特定非営利活動法人
アンダンテ２１

益田市

高津川トレイルルート作
成事業

津和野町左鐙から益田市匹見町までのト
レイルコースを作成する。コース上にマー
カーを設置しながら、携帯電話の電波状
況や自然素材などトレッキングに必要な
情報を入手し具体的なプランを作成す
る。

50,000

“認定”特定非営利活動法
人
あしぶえ

今秋開催する予定の「第５回八雲国際演
劇祭」では、世界中で公演活動している
第５回八雲国際演劇祭の 劇団の秀逸な作品だけを集めるため、高
松江市
照明器具設置改善事業 度な照明プランを要求されることから、既
存照明設備の改善を図り、演劇祭来場者
の満足度を高める。

50,000

“認定”特定非営利活動法
人
あしぶえ

今秋開催する予定の「第５回八雲国際演
劇祭」に招聘予定の海外の団体の演目
「世界のこども劇場2014」 をいち早く鑑賞し、また、会場設営やス
松江市
タッフの動きを参考にすることで、八雲国
視察事業
際演劇祭への来場者満足度向上につな
げる。

157,800

「自閉症スペクトラム支援とは何なのか」、
「誰のための支援なのか」をふり返る機会
を市民に提供し、自閉症スペクトラムの人
たちが「何に困っているのか」、「なぜ困っ
てしまうのか」を正しく理解できるよう啓発
セミナーを開催する。

32,500

島根県重症心身障害児
（者）を守る会

特定非営利活動法人
しまね子どもセンター

発達障害児支援サークル
「のびのび」

大田市

大田市

益田市

自閉症スペクトラム支援
啓発事業
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助成額(円）

第５回八雲国際演劇祭の 今秋開催する予定の「第５回八雲国際演

“認定”特定非営利活動法
人
あしぶえ

松江市 画像録画システム設置事

島根県重症心身障害児
（者）を守る会

障がい児をきょうだいに持つ子どもたち
が、親やきょうだいのことを気にかけず純
きょうだい支援交流キャン 粋に楽しめ、心理判定の専門家をコー
大田市
ディネートとして、子どもたちがうまく自分
プ
の気持ちを発散する場として「きょうだい
キャンプ」を実施する。

79,085

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

中国からの日本訪問団
松江市
受入、交流

中華人民共和国寧夏回族自治区にある
「寧夏大学外国語学院」で日本語を学ん
でいる学生を島根県に受入れ、県内で
様々な交流活動を行う。

60,000

島根ＮＰＯ連絡協議会

松江市

業

劇祭」における映像設備を強化し、録画
機能を持った機材を導入することで、演
劇祭の記録保存に活用する。

41,255

過去に協働事業を実施した団体に、事業

島根県協働事業１０年間 の成果や実施上の問題点をヒアリングし、
今後の事業設計に活かすための提案を
の成果と課題

55,000

まとめる。

経済相互交流の促進を目的とする事業
の一環で寧夏産品「クコの実」のＰＲ及
び、島根大学への留学生との交流や、島
根県人会にて展示ブース設置を行う。

105,075

障がい児と家族が安心して生活できる地
域づくりに貢献することを目的として、摂
食に関する講習会を実施する。

80,000

コープおたがいさまいずも

出雲市 防災力アップ学習会

「もし今身近に災害が起こったら？」を
テーマに、日本防災協会から講師を招
き、防災士による講演や、防災グッズの
点検・準備、非常食の試食など通して、
災害に対する心構えを学び、地域住民の
防災意識の向上を図る。

30,000

出雲市総合ボランティアセ
ンター運営委員会

平成２６年８月２０日に発生した「広島市
平成２６年「広島市８．２０ ８．２０豪雨災害」で被災した広島市内に
出雲市
おいて、家屋の泥だしや家財の搬出等を
豪雨災害」支援活動事業 行い、ボランティア活動を通して被災され
た方々を支援する。

100,000

特定非営利活動法人
H26 日本寧夏友好交流協会

特定非営利活動法人
コミュニティーサポートいず
も

特定非営利活動法人
里山バイオマスネットワーク

特定非営利活動法人
あいの会

中国との経済交流の促
松江市 進、在日中国青年との交

流と支援事業

障がいをもつ子どもと支
出雲市 援者のための摂食講習

会

松江市

浜田市

木質バイオマスエネル
ギー普及啓発事業

平成２６年１１月１６日（日）に開催される
「２０１４松江市環境フェスティバル」にペ
レットストーブや循環型エネルギーのパ
ネル展示を行い、地球温暖化防止及び
木質バイオマスエネルギーの地産地消
への理解や関心を深める。

56,500

いきいきサロンスペース
整備事業

地域の子どもたちの自由な遊び場や、高
齢者の居場所として、法人施設内に「い
きいきサロン」を設けているが、子どもた
ちが遊びやすくなるよう安全に配慮した
サロンスペースの整備を行う。

156,000

≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

申請者

所在地

事業名

事業概要

助成額(円）

特定非営利活動法人
あいの会

浜田市

高齢者や障害者などの公共交通機関を
使用して移動することが困難な人を対象
に、通院、通所などを目的に移動支援
（外出支援）事業を実施しているが、利用
者にとって安全を提供するため、移送用
車両の整備を行う。

60,000

特定非営利活動法人
出雲学研究所

今年は荒神谷銅剣が発見されて30年。
来年は銅鐸・銅矛が発見されて30年にな
る。これを機に、一般の方にも荒神谷に
出雲市 荒神谷謎解きクイズラリー
ついて楽しみながら知ってもらい、古代
出雲がどのような地域だったのかを考え
るきっかけづくりを行う。

174,829

生の舞台を観たことのない人に体験して
もらい、鑑賞後に親子や家族、友達と「観
たときの気持ち」や「感じたこと」を共有し
てもらうことで、その後の関係作りの一助
とするため、11月30日（日）いわみーる
（浜田市）にて、紙芝居ライブを提供す
る。

100,000

近年、古代出雲が大和建国に大きな影
響を与えたと考えられるようになってきて
いる中で、日本の古代史を語る上で欠か
せない「邪馬台国」と「出雲」はどのような
関係であったのか、専門家を招聘して一
般県民とともに考える。

55,196

移送サービス用車両整
備事業

たっちゃんの紙芝居ライ
ブ～again～公演事業

NPO法人浜田おやこ劇場

浜田市

特定非営利活動法人
出雲学研究所

荒神谷銅剣発見３０周年
記念イベント・第８回出雲
出雲市
学フォーラム『邪馬台国と
出雲』

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

在日中国青年との交流と 流活動の一環として、交流関係者と島根
松江市
県内の留学生を集め、日本・中国それぞ
支援事業
れの文化を体験する活動を行い、交流を

中華人民共和国寧夏回族自治区との交

31,440

促進する。

料理講習会 おうちにあ
るもんＤＥクッキング

利用者からの依頼は食事作りなどの家事
応援が多い状況にある中で、栄養士を招
いて食事作りに関するアイディアや身近な
食材を使った食事作りについて学び、応援
者のスキルアップを図るとともに、一般市民
の参加を募ることでおたがいさまの応援者
の拡大を目指す。

コープおたがいさまいずも

出雲市

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

在京寧夏出身者の会員のほとんどが島
根大学・島根県立大学の卒業生であり、
在日中国青年との交流と 地方交流を発展させた民間交流活動は
松江市
あまり例がなく、交流関係者に関心を
支援事業
持ってもらっているため、その一環として
交流会を開催する。

特定非営利活動法人
陽だまり

益田市

通所介護サービス施設
環境改善事業

30,000

75,428

高齢者など福祉を必要とする人たちが安心
して暮らせる福祉社会の実現と地域福祉の
向上を目的として、通所介護事業を展開し
ているが、施設の一部に老朽化が見られる
ことから、利用者へのサービス（安全性）向
上のため、施設内に手すりを設置するなど
の改善を図る。

33,740

平成26年度現計

5,003,848

≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

1

2

申請者

所在地

事業名

事業概要

助成額(円）

主に松江市内の小中学生や哲学に関心

特定非営利活動法人
中村元記念館東洋思想文
化研究所

地域学習・生涯学習推進 のある学生、社会人を対象に松江市が輩
松江市
出した偉人の業績を学び、地域に誇りと
事業
愛着を持ってもらうための企画展及び講

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

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。

特定非営利活動法人
ほっと・すぺーす２１

子どもほっとライン聴き手 電話「子どもほっとライン もしもしにゃん
松江市 養成講座受講生募集広 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
報

1,694,000

座を開催する。

まちネット市民農園管理
運営事業

229,000

県内の１８歳以下の子どものための専用

3

110,000

集広報を掲載する。

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。

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

特定非営利活動法人
さくらおろち

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
雲南市 斐伊川流域「食べごと塾」 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

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

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２０ 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。
１５実施開催事業

280,000

特定非営利活動法人
ＹＣスタジオ

生き辛さを抱え、追い詰められて行き場
様々な困難を有する子ど をなくしている子ども・若者に最低限の生
松江市
活保障（衣食、昼間の居場所の提供）と
も若者の居場所 事業
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

9

特定非営利活動法人
日本寧夏友好交流協会

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
中国からの訪問団受入、 解と両区県の友好交流を促進する。島根
松江市
県内でのホームステイに加え、島根県立
交流
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

10

特定非営利活動法人
しまね子どもセンター

大田市

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

11

特定非営利活動法人
おやこ劇場松江センター

第１７３回 合同例会「や
松江市 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

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

4

5

8

特定非営利活動法人

12 ほっと・すぺーす２１

松江市

ほっとアートプレゼント
２０１５

490,000

≪団体活動支援事業採択一覧≫
実施
年度

13

申請者

出雲市総合ボランティアセ
ンター運営委員会

特定非営利活動法人

14 コミュニティサポートいずも
特定非営利活動法人

15 自然再生センター

16

特定非営利活動法人
出雲学研究所

事業名

所在地

出雲市

平成27年度 ボランティ
ア広報活動支援事業
障がいをもつ子どもと支

出雲市 援者のための摂食講習

会

事業概要
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

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

八束学園４年総合的な学 中海でのオゴノリ刈りやサツマイモ畑での
松江市 習体験「守ろう！大好き

な中海」オゴノリとり体験
荒神谷博物館開館１０周
年・第９回出雲学フォーラ
出雲市
ム「島根半島がおもしろ
い」

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。
「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。

18 コミュニティサポートいずも

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。
児童のためのスペース作 放課後デイサービスを実施する事業所に
出雲市
おいて、子ども達が安心して室内で過ご
り
せるよう、施設内の間仕切りを設置する。

19

浜田市

特定非営利活動法人

17 コミュニティサポートいずも
特定非営利活動法人

助成額(円）

出雲市 中庭遊びの充実

50,040

100,012

50,000
73,440

子どもたちが身近なものを使って昔なが

ＮＰＯ法人浜田おやこ劇場

おやこフェスタ地域の達 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
人と遊ぼう！！事業

50,000

う！！」を開催する。

特定非営利活動法人

20 コミュニティサポートいずも
特定非営利活動法人

21 コミュニティサポートいずも
特定非営利活動法人

22 日本寧夏友好交流協会
特定非営利活動法人たす

23 けあい平田

出雲市

古民家を利用した居場所 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。
作り

138,000

出雲市

デイホールの畳コーナー 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
整備事業
張り替えを行う。

75,600

松江市

在日中国青年との交流と 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
支援
び安来市において開催する。

60,500

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

平成27年度現計

4,928,464

H21-27合計

17,986,092

出雲市 居場所づくり事業

