
松江市長　上定　昭仁 様
島根県知事　丸山　達也様

島根県松江市古志原五丁目2番43号

特定非営利活動法人
まちづくりネットワーク島根

理事長 　　柏　井　　光

特定非営利活動促進法第29条第1項の規定に基づき下記の書類を提出いたします。

記

1． 前事業年度の事業報告書

2． 前事業年度末の財産目録

3． 前事業年度末の貸借対照表

4． 前事業年度末の活動計算書

5．

6．

事業報告書等提出書
令和　４年　２月　16日

前事業年度の役員名簿（前事業年度に役員だったことがある者全員の氏

名及び住所又は居所並びにこれからの者について前事業年度における報

酬の有無を記載した名簿）

前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿（法人にあっては、その名

称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面



島根県松江市古志原五丁目2番43号

特定非営利活動法人
まちづくりネットワーク島根

理事長　  　柏　井　　光

・理事会（開催年月日:　令和4年2月23日）

  議決事項の概要

　　1） 令和３年度事業報告（案）

　　2） 令和３年度決算報告（案）

　　3） 令和４年度事業計画（案）

　　4） 令和４年度　事業予算（案）

　　5） 理事の選任について

　　6） 廃止事業と新規議業について（案）

　　7） 総会に付議すべき事項について（定款変更について）

　　8） 総会に付議すべき事項について（監事の選任について）

　　9） 総会日程について

・総会　（開催年月日:　令和４年2月26日）
　議決事項及び報告事項の概要
報告事項

報告第1号　令和３年度事業報告及び決算

報告第２号　令和４年度事業計画及び予算

報告第３号　理事の選任について

議決事項

議案第１号　定款変更（案）について

議案第2号　定款変更の日に属する事業年度の事業計画について

議案第3号　定款変更の日に属する事業年度の予算について

議案第4号　定款変更認証申請に伴う申請書類等の字句の修正等について

議案第５号　監事の選任について

1．事業の成果(別紙）

2．事業の実施に関する事項

令和３年度　事業報告

令和３年1月1日から令和３年12月31日



1．事業の成果

特定非営利活動法人まちづくりネットワーク島根

事業名 実施場所
従事者

の人員

受益対象者

の範囲

支出額

（円）

松江市内 延24名 一般市民

空山60区画

大庭西19区画
延40名

一般市民

82名
大庭空山農園 延5名

大場西農園 延5名

大庭西 延10名

松江市内 延10名
来松者と

一般市民

大庭空山農園 22名 当NPO

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 延60名 松江市・NPO

事務所 延8名 当NPO

事務所 延30名 山陰地区

経常費用計 1,104,101

会合出席者

管理と広

報事業

松江NPOネットワーク会議 随時

まちネット定例理事会

他団体交

流と広報

事業

388,011

実施日

ごようきき三河屋プロジェクト

協議会活動
定例会年4回

市民農園の管理運営及び農

園体験教室
環境の整

備と環境

保全の教

育・文化

の振興事

業

社会貢献基金補助事業

R3年7月1日

～

R3年8月31日

716,090

　　　　会員数：令和３年度の会員数：24会員　（個人会員数：17名17口・団体会員：7社11口）

事業内容

通年

延100

名

草刈と水路

年2回

松江だんだんシェア傘プロジェ

クト
随時

寄附金募集、ホームページ更

新、会計、維持管理業務等

市民農園による耕作放棄地

及び休耕地の解消及び農地

活用普及事業

「農業地域一斉清掃」

年1回開催

草刈年2回

地域農家と

当NPO法人

随時

【他団体との交流事業】　　随時実施

島根県NPO活動推進課、島根県しまね暮らし推進課、ふるさと

島根定住財団、松江市市民生活支援課、松江NPOネットワー

ク、NPOゆうあい、モルツウエル㈱、㈱みしまや、㈱メディアスコー

プ、松浦造園(株)、㈲宝箱、大庭の里地域資源保全会、松江

市NPO法人派遣研修

【通信費・諸会費】会費3,000円、通信費22,108円



2.事業の実施に関する事項

《環境の整備と環境保全の教育・文化の振興事業》

◆買い物たすけ愛「ごようきき三河屋プロジェクト」（事務局）

◆市民農園開設及び運営

利用区画数 空区画

数
27 33

7 12

34 45

3月～11月（4月、8月中止）

参加者人数82名（スタッフ含む）

◆市民農園による耕作放棄地及び休耕地の解消及び農地活用普及事業

　○大庭空山地区/地域農業者との共同作業/年２回関係地区の草刈参加
　○大庭西地区/地域農業者との共同作業/年２回関係地区の水路掃除参加

　○大庭の里地域資源保全会/年5回関係地区の水路、農道掃除参加

【農園体験教室】

60

大庭西まちネット市民農園 19

合　　　計 79

備　　考

今年度も、モルツウェル㈱が実施する、「安否確認付き在宅高齢者弁当配食サービス」の物流網を活用し、独居高齢者、

高齢者世帯対象に、松江市全域で「買い物弱者支援」、「生活支援」を実施しました。

【三河屋サービス】　

1. 買い物代行サービスは、みしまや商品を中心にリピートの獲得に注力しました。

A 通常翌日お届け　（82件/月） B (新規)当日お届け　　（6件/月）

2. お手伝いサービスは、草むしり業務を障がい者就労支援事業所A型『ありがとう創造社』様と協業しました。春～秋にか

けて、毎月平均6件の依頼ありました。

3. 三河屋コンビニの出張販売

有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅など入居型施設様へ定期的（月1回）に訪問販売を実施しました。お菓子、

梅干し、つくだ煮等を中心に1回あたり25,000円（客数15～30客）を販売しました。

４．安否確認つき在宅高齢者配食サービスは、OEM製造委託、一部配達コースを、障がい者就労支援A型事業所『㈱

そらまめらんど』に業務委託することで事業生産性を高めました。

５.　兵庫本社の㈱ギフトパッド、茨城県日立市㈱コンプラスが開発した、買い物支援システムの導入を検討しました。

６.　鳥取県江府町役場から、合同会社えんちゃん（地域密着型食料品店、移動販売）の支援を要請されコンサルティ

ングを実施しました。

【三河屋メイトサービス】

前年度、今年度共に三河屋メイトサービス単体の損益は黒字を確保しましたが、恒常的に従業員の確保が難しく、且つ、

従業員育成に長期間の熟練が必要なことから、2021年4月をもって事業撤退し、三河屋サービスに事業集中を図りまし

た。

【地域商社】

　2021年はクリスマスケーキ、ピザ、鴨鍋などの季節商品の取り扱いを停止し、酒類を中心とした歳暮ギフト販売に集中し

ました。

　

○大庭空山まちネット市民農園60区画

○大庭西まちネット市民農園19区画

大庭空山まちネット市民農園

【農園の利用状況】

名　　　称 全体区画数



◆松江だんだんシェア傘プロジェクト

《管理と広報事業》

◆市民活動団体と行政との情報交換会

◆その他、研修会、視察受け入れ、他団体との協働

また、大庭土地改良区、大庭の里地域資源保全会との地域活動へ参加

◆広報

活動の内容は、CANPANにて公開

◆寄付金募集活動

1.NPOまちネット支援寄付 2.ごようきき三河屋支援寄付 3.だんだんシェア傘支援寄付
年　　度 口　数 合計口 金　額（円）

95

20

30

108

3

0

23

0

2

7

1

4

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

10

0

0

計 305 1,297,566

◆助成金・補助金事業
令和3年度 200,000

平成３１年

度

1.NPOまちネット支援寄付

2.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

令和2年度

3.だんだんシェア傘支援寄付

※社会貢献基金に、柏井　光氏より団体指定で（200,000円）

0

1

しまね社会貢献活動支援事業

49,5662.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

2.ごようきき三河屋支援寄付

100,000
2.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

1.NPOまちネット支援寄付

131,000

平成27年度

1

平成29年度

1.NPOまちネット支援寄付

12

4.久光製薬ほっとハート倶楽部

2.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

589,0002.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

1.NPOまちネット支援寄付

111 394,000

ごようきき三河屋で研修予定したが、コロナ禍により中止となり、松江市職員への当NPOの説明をZOOMにて柏井理事長

が５分間行った。

松江NPOネットワークの一員として、また、まちネットとして、島根県定住財団・松江市・松江市民活動センターの開催され

た研修会、セミナーへの協働、参加。

事　業　別

平成26年度

平成30年度

1.NPOまちネット支援寄付

1.NPOまちネット支援寄付

145

25

10

0

1.NPOまちネット支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

平成28年度

令和3年度

1.NPOまちネット支援寄付

2.ごようきき三河屋支援寄付

3.だんだんシェア傘支援寄付

今年度は、傘の配布は中止し、要望によりシールを配布した。

3,000

31,000

2.ごようきき三河屋支援寄付

　皆さんから頂いた寄付金は、下記3つの事業に使途を定め今後の発展につなげます。


