
島根県松江市古志原五丁目2番43号

認定特定非営利活動法⼈
まちづくりネットワーク島根

理事　  　柏　井　　光          ㊞

・理事会（開催年⽉⽇:　平成　28年2⽉13⽇）
  議決事項の概要
　　1） 平成27年度　事業報告
　　2） 平成27年度　決算報告
　　3） 平成28年度　事業計画（案）
　　4） 平成28年度　事業予算（案）
　　5） 役員変更の件
　　6） 平成27年度　総会⽇程について
　　7） その他報告事項

　上記1〜7の審議及び承認

・総会　（開催年⽉⽇:　平成　28年2⽉27⽇）
　議決事項の概要
　　1） 平成27年度　事業報告
　　2） 平成27年度　決算報告、監査報告
　　3） 平成28年度　事業計画（案）
　　4） 平成28年度　事業予算（案）
　　5） 役員変更の件
　　6） その他報告事項

　上記1〜6の審議及び承認

1．事業の成果
　　別紙　1

2．事業の実施に関する事項
　　別紙　1

平成27年1⽉1⽇から平成27年12⽉31⽇

平成27年度　事業報告書



1．事業の成果

認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12名 ⼀般市⺠ 90,795

26年度分

⼀般市⺠
延⼈

429名
26年度分

空山80区画
⼤庭⻄19区画
比津22区画

延305名 ⼀般市⺠
194名

⼤庭空山 延5名

比津町 延4名

⼤庭⻄ 延10名

松江市内 延1000
名

来松者と
⼀般市⺠ 94,067

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 2名 ⼀般市⺠

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 1名 松江市・NPO

市役所 1名 松江市・NPO

市役所 1名 松江市・NPO

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 1名 松江NPOネット

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 1名 松江市・NPO
くにびき
メッセ 6名 ⼀般市⺠

くにびき
メッセ 6名 ⼀般市⺠

ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ 2名 ⼀般市⺠

事務所 延108名 当NPO

事務所 延50名 山陰地区

松江市内 延5名 当NPO

経常費用計 3,941,948

1,105,782

634,821

他団体交
流と広報

事業

【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、松江
市市⺠⽣活支援課、松江NPOネットワーク、NPOゆうあい、
農業法⼈宝箱、モルツウエル㈱、㈱みしまや、㈱メディアスコー
プ、島根⼤学、連合島根、松浦造園(株)、㈲宝箱、⼤庭の
⾥地域資源保全会

延100名 会合出席者

管理と広
報事業

毎⽉第3木曜

寄附⾦募集、ホームページ
更新、会計、維持管理業

務等
随時

松江市職員研修受入 5⽇間

松江市総合計画提案提出会議 5⽉22⽇

第二回共創まちづくり会議出席 7⽉2⽇

松江市共創・協働マーケッ
ト 12⽉16⽇

松江市環境フェスタ

まちネット定例理事会

松江市共創・協働マーケッ
ト 2⽉19⽇

松江市共創マーケット会議 4⽉23⽇

松江市「地方創⽣会議」 4⽉27⽇

草刈年2回

地域農家と
⼀般市⺠

農業用⽔路
年2回

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

　　　　会員数：平成27年度の会員数：26会員　（個⼈会員数：18名18⼝・団体会員：8社13⼝）

事業内容 実施⽇

環境の整
備と環境
保全の教
育・文化
の振興事

業

ごようきき三河屋プロジェクト
協議会活動 定例会毎⽉

「農」のある暮らしづくり事業
25年26年度助成

「農体験と料理教室のノウ
ハウ確⽴による農園利用推

進事業」

各種会議12
回

農園体験9回
4⽉〜12⽉

⾷育料理2回
10/5・11/30

⼤庭空山
いきいきプラザ

連合島根「第31回地SUN
地SHOW祭り 11⽉22⽇

市⺠農園の管理運営及び
農園体験教室 随時

市⺠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
「農業地域⼀⻫清掃」

2,016,483延71名

松江市共創まちづくり会議 5⽉1⽇

11⽉16⽇



2.事業の実施に関する事項 認定非営利活動法⼈まちづくりネットワーク島根

《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）

◆「農」のある暮らしづくり事業

◆市⺠農園開設及び運営

利用区画数 空区画数
35

（43.8％） 45

19
（100.0％） 0

22
（100.0％） 0

76.0
（62.8％） 45

◆市⺠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
　○⼤庭⻄地区/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
　○比津地区/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

◆松江だんだんシェア傘プロジェクト

⼤庭空山まちネット市⺠農園

合　　　計

 JR⽶⼦支社より忘れ物傘を2000本寄贈いただき、配置した傘⽴てに配布、観光客、⼀般市⺠みんなが⾃由に使い、点
在する傘⽴てに返却する。「借りてだんだん」「返してだんだん」といえる活動を地域に持続可能なものにすることを目指しまし
た。傘の返却率は、依然として低いが仕組みを促進しました。。
設 置 店：市営バスを始め市内85店舗に配布（27年度2店舗増）

22

121

ビニールハウス設置
（雨天での教室開催施設）

⼤庭⻄まちネット市⺠農園

比津まちネット市⺠農園 平成28年6⽉をもって閉園

名　　　称 備　　考

80

19

全体区画数

平成25年度から「農」のある暮らしづくり交付⾦事業と連動し「農園体験教室」を開催し、利用者数が増え、また、農園施
設として雨天時の溜り場として、ビニールハウスを建て、毎⽉⾏う教室が雨天でも⾏えるようになり、3⽉から11⽉まで延べ
200名の参加をみました。

【農園の利用状況】

　平成23年から取り組む本事業は5年目に突入しました。安否確認付き在宅⾼齢者弁当配⾷サービスの物流インフラを活
用し、松江市全域で「買い物支援」「⽣活支援」を提供しています。今年は新たなサービスとして、佐川急便との業務提携を
⾏い、宅配便の集配を開始しました。また、島根町の⺠宿業者と連携し、企業向けランチ弁当、会議用弁当の受注&宅配
サービスを開始しました。この他、オフィス向けごようきき三河屋サービスとして、BtoE（従業員向け）ビジネスモデルの開発に
着⼿しました。⼈材不⾜に悩む企業の働きやすい職場環境づくりを「⾷事摂取リズム」、「訪問マッサージ」、「買い物代⾏」
等を通じて支援します。
来年度は、島根町の⼀部⾃治会（300世帯）の事務局（コールセンター）を請け負い、地域内の様々な困り事、繋ぎ
事への対応を進め、地域は地域⼈が⾃ら創るもの、島根発の地方創⽣実践に向けて挑戦を⾏います。

[実績]（買い物支援のみ）平成27年12⽉末⽇現在
売上⾼12,375千円
登録顧客数967客
延べ客数　5,928客/年
客単価2,087円
宅配⾞両8台

引き続き、空山市⺠農園にて、「体験教室」を3⽉から11⽉まで毎⽉1回⼟づくりから野菜の栽培にいたる実践作業・講演
を開催しました。

○農園体験教室「25年/4回/117名参加・26年/8回/213名参加」・⾷育料理教室「25年/2回/60名参加・26年/4
回/107名参加」を27年3⽉で終了。



《管理と広報事業》
◆松江市市⺠活動フェスタ 　開催⽇：平成27年9⽉12⽇ 場所：市⺠活動センター
松江NPOネットワークの活動広報の場として参加

◆松江市環境フェスタ 　開催⽇：平成27年11⽉15⽇ 場　 所：くにびきメッセ⼤展示場
まちネットの活動広報の場としてブースを出展
◆市⺠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

◆報道・表彰
平成27年4月15日【山陰中央新報】／地域磨き考・山陰のNPOを訪ねて

／松江だんだんシェア傘について報じられる。
◆寄付⾦募集活動

    　皆さんからの暖かいご寄附誠にありがとうございます。まちネットでは、皆さんから頂いた寄付⾦は、
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
上記3つの事業に使い益々の発展につなげます。
年　　度 ⼝　数 合計⼝数 ⾦　額（円）

95
30
20
108
3
0

◆助成⾦・補助⾦事業

1 1 229,000

1 1 300,000

※社会貢献基⾦は、松浦造園(株)より、団体指定でいただいたものを含む。（200,000円）

松江市共創・協働マーケット、松江市地方創⽣会議、松江市共創まちづくり会議、松江市職員NPO法⼈派遣研修受け
入れ、松江市環境フェスタ、島根県定住財団の開催の各種セミナーへの協働参加いたしました。

事　業　別

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・松江市⺠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

376,000平成27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

平成26年
度

1.NPOまちネット支援寄付
145 589,000

平成27年
度

島根県　　しまね社会貢献基⾦（補助⾦）
※

公益財団法⼈
損保ジャパン記念財団   　　　（助成⾦）

111

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


