2019 松江 共創・協働マーケット 交流“商談”会 出店団体一覧
新

ブース

規

番号

★

団体区分

出店区分

出店団体名

1

公的機関

その他（NPO 支援）

公益財団法人ふるさと島根定住財団

2

金融機関

まちづくり

島根県農業協同組合くにびき地区本部

3

金融機関

その他（NPO 支援）

連合島根／中国労働金庫島根県営業本部

4

行政（松江市）

その他（交通政策）

松江市交通政策課

5

行政（松江市）

まちづくり

松江市観光文化課／一般社団法人松江観光協会

6

行政（松江市）

まちづくり・環境・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

島根半島・宍道湖中海（国引き）ジオパーク推進協議会

7

行政（松江市）

福祉・健康

松江市健康推進課

8

行政（松江市）

まちづくり、防災・地域安全

松江市建築指導課

9

その他

環境

ミズベリング縁（出雲河川事務所）

10

その他

子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

まつえ市民大学運営協議会

11

教育機関

子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

島根県立大学 松江キャンパス

12

その他

まちづくり

13

企業

まちづくり、子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

松江シティ FC 株式会社

ミズベリング松江協議会
（事務局：松江市大橋川治水事業推進課）

14

行政（松江市以外）

その他（企業誘致、シティプロモーション）

愛知県大口町

★

15

企業

まちづくり

Alana’s ・ SemperFidelis

★

16

企業

まちづくり

株式会社エムテック

★

17

企業

まちづくり

株式会社 COME TREES

18

企業

まちづくり、環境

株式会社エブリプラン

19

その他

まちづくり、防災・地域安全

金山農村振興会

20

行政（松江市）

その他（公園の整備・維持管理）

松江市公園緑地課

★

21

行政（松江市）

まちづくり

松江市都市政策課

★

22

その他

まちづくり

嫁ヶ島の伝説製作実行委員会

23

NPO

まちづくり

NPO 法人まつえ・まちづくり塾

24

その他

25

NPO

福祉・健康、まちづくり、子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

NPO 法人しんじ湖スポーツクラブ

26

その他

子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

音楽＆ものづくりスタジオ運営委員会

★

27

その他

★

28

企業

子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

29

行政（松江市）

福祉・健康、まちづくり、子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

30

その他

福祉・健康、まちづくり

松江市 21 世紀ウィメンズプロジェクト

31

その他

その他（市民活動の推進、団体の活動支援）

まつえ市民活動支援協議会

32

その他

子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

スペシャルオリンピックス日本・島根

34

その他

35

NPO

福祉・健康、環境

特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい

36

企業

防災・地域安全

協和地建コンサルタント株式会社

37

その他

福祉・健康、環境、子ども・教育・文化・芸術・スポーツ

みんなのあそびば asoviva

38

企業

39

その他

福祉・健康

松江市身障者福祉協会

40

行政（松江市）

その他

松江市市民生活相談課

41

その他

その他（市民交流）

松江だんだん夏踊り実行委員会

42

行政（松江市）

その他（ワーク・ライフ・バランスの推進）

松江市男女共同参画課

★

★

★

八雲むらプロジェクト

STAY GOLD

福祉・健康、まちづくり、環境、防災・地域安全、子ども・
教育・文化・芸術・スポーツ、国際

福祉・健康、まちづくり、その他（高齢者向け食材の配食
事業・高齢者宅への買い物代行業・厨房受託授業）

株式会社山陰スポーツネットワーク
（島根スサノオマジック）
松江市地域資源活用コーディネーター
（地域おこし協力隊）

松江市ボランティア連絡協議会

モルツウェル株式会社

ブース番号

1

公益財団法人ふるさと島根定住財団
活動分野：その他（NPO支援）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
NPOの資金不足

活動理念・活動概要
定住促進、地域活性化を切り口に若者

寄付などの安定財源の獲得を目指し、
財政的自立を促す

NPOの信頼性の向上

寄付者など支援者からの信頼性の向上
を目指し、組織基盤を強化する

の定住やＵＩターンの促進、地域づくりや
NPO活動などの支援事業を総合的に行

目標

NPOと企業とのつながり

NPOと企業との協働によるCSRを促す

っている。

具体的な活動内容
・【資金調達】地域づくり応援助成金、

困りごと

クラウドファンディング等

①しまね社会貢献基金を活用する団体を増やしたい

・【セミナー】NPO事務力セミナー、成果の

②企業とNPOをつなげたい

導き出し方ワークショップ等
・【相談】専門相談、アドバイザー派遣等
・【情報発信】ポータルサイト「フレフレしま
ね」「島根いきいき広場」
・【交流】しまね田舎ツーリズムの推進

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

事業計画づくりや資金調達等のお手伝い NPO法人
に、いつでも、どこでも出かけていきます。

所在地
松江市朝日町478-18
松江ﾃﾙｻ3階

商談したい相手・希望
①しまね社会貢献基金10年記念事業として、12月に寄付キャンペーンを予定

電話：0852-28-0690
FAX：0852-28-0692

しています。寄付を募りたいNPO、寄付をしたい人・企業とキャンペーンの進め方
のアイデアを話し合いたいです。
②企業に眠っている備品等をNPOへ寄付する「物品寄付」をサイト「フレフレしま

メール

ね」内で展開しています。不用品を譲りたい企業、社会貢献をしたい企業にこの

moriyamas@teiju.or.jp

制度をＰＲしたい。
③今年度からFAAVO島根のエリアパートナーになりました。クラウドファンディング

HP/ブログ等

にチャレンジしたいNPOと商談したい。

https://furefureshimane.jp/

交流“商談”会への思い・意気込み
今年度は【資金調達】と【企業連携】、２つのテーマで参加します。
よろしくお願いします！

ブース番号

2

島根県農業協同組合くにびき地区本部
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

少子高齢化等を背景に急速な人口 住 民 自 ら の 『 地 域 力 』 の 向 上 と 、

活動理念・活動概要
JAしまねは、地域貢献・地域活性化に

減少期を迎える中で、地域コミュニテ 島根県内の地域の活性化。
ィの維持・発展をはかるためには、

取り組むグループ・団体等の多様な取り

地域における歴史・自然・文化等を

組みを表彰、普及支援することにより

活かした『地域力』発揮による「元気

住民自らの『地域力』の向上を支援し、

な地域づくり」が求められている。

地域の活性化に貢献していきます。

具体的な活動内容

困りごと

（1）地域活性化に取り組むグループ・
団体活動表彰
（2）地域活性化活動支援

所在地
松江市西川津町1635番地1

私たちのセールスポイント
セールスポイント

（1）地域活性化に取り組むグループ・ NPO法人／その他(地域住民が
団体活動表彰

電話：0852-55-3018
FAX：0852-32-6870

対象
構成員である団体（活動歴5年

地域への貢献や活性化に取り組むグル 以上）)
ープ・団体を表彰（副賞20万円）
（2）地域活性化活動支援

NPO法人／その他(地域住民が

メール

地域への貢献や活性化に資する活動を 構成員である団体)

community-

維持・拡大または開始するための資金を

affairs.kun@ja-

支援（活動費用（飲食を除く）の2分

shimane.gr.jp

の1。上限10万円）

HP/ブログ等
https://jashimane.jp/kunibiki/

商談したい相手・希望
地域住民やJAの組合員が構成員であるグループ・団体・非営利法人

交流“商談”会への思い・意気込み
ご不明な点なども分りやすくご説明いたします。

ブース番号

3

連合島根／
中国労働金庫島根県営業本部
活動分野：その他（NPO支援）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

活動理念・活動概要

「連合島根」

連合島根「 地域に根ざした顔の見える

地域の団体と連携して地域の活性 組合の持つ潜在能力を地域活性化

運動」
→NPO活動支援事業の実施
中国ろうきん「中国ろうきんNPO寄付シス
テム」

地域の団体との連携を強化し、労働

化につなげる。

に活かす。

「中国ろうきん」

当面1,000名寄付者を目指す。

寄付者の拡大

より多くのNPOへの寄付を実現する。

→100円からできるボランティア

具体的な活動内容
連合島根→「リ・ブック事業」の支援 ほか

困りごと

中 国 ろ う き ん →28 団 体 へ 165 万 円 の

・連携を図るために必要な情報収集チャンネルが不足していること。

寄付金を贈呈（2018年度）

・寄付システムの周知が不十分なこと。

所在地
松江市御手船場町557-7

私たちのセールスポイント

松江市御手船場町549-4

セールスポイント
電話：0852-27-1600
FAX：0852-31-2344

対象

組織を活用した動員力

NPO法人

金融を通じた寄付システム

NPO法人

メール
shimanehonbu@chugoku.rokin.or.
jp

商談したい相手・希望
・マンパワーを求めるNPO団体等。
・ろうきんのNPO支援に関心のある団体等。

HP/ブログ等
https://www.chugoku.roki
n.or.jp/

交流“商談”会への思い・意気込み
マーケットでの出会いをその場限りでなく、互いの存在の共有化と、地域づくりの
パートナー探しのチャンスにしたい。

ブース番号

4

松江市交通政策課
活動分野：その他（交通政策）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

活動理念・活動概要
一人暮らし世帯の高齢者宅に訪問し声掛
けを行ったり、定期的なイベントを開催した
りして、つながりの維持・活性化に取り組ん
でいます。

具体的な活動内容

困りごと

所在地
松江市末次町86

私たちのセールスポイント
電話：0852-55-5209
FAX：0852-55-5915

セールスポイント

対象

メール
kotsu@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等

商談したい相手・希望
○松江市には、「山陰新幹線」「中国横断新幹線」（伯備新幹線）という2つ
の新幹線基本計画が存在しています。
○市民の皆様に、新幹線の導入効果を知っていただき、整備実現に向けた
活動にご理解とご協力をいただくための方法をご相談したいと思いますので、
よろしくお願いします。
○商談したい相手方
例：経済団体、市民団体など

交流“商談”会への思い・意気込み
○新幹線は、時速300ｋｍで走行する、大変便利な乗り物です。
○松江市に新幹線が走るようになれば、松江～鳥取間が約30分、松江～
岡山間が約45分、松江～新大阪間が約1時間30分で行けるようになります。

ブース番号

5

松江市観光文化課／
一般社団法人松江観光協会
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要
具体的な活動内容

閑散期における誘客促進について
ナイトタイムエコノミー（夜間の消費活動の喚起）について

国際文化観光都市として地域資源を生か
した観光に力を注いでいます。四季折々の
風景が楽しめる宍道湖や堀川遊覧船、水
燈路など水の都ならではのイベントがありま

困りごと

す。

所在地
松江市末次町86番地

私たちのセールスポイント
セールスポイント

電話：0852-55-5214
FAX：0852-55-5634
メール
kankoukakari@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等
松江観光協会HP参照

観光業界を中心に広いネットワークを有している

商談したい相手・希望
・松江の観光振興に興味のある団体
・松江市のイベント（武者行列、水燈路など）に興味のある団体

交流“商談”会への思い・意気込み
多くの皆様との交流を楽しみにしております。
よろしくお願いします。

ブース番号

6

島根半島・宍道湖中海（国引き）
ジオパーク推進協議会
活動分野：まちづくり・環境・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要
地質・地形遺産をはじめとした地球環境
の大切さを学び、守り育てながら、未来に

目標

人づくり、体制づくり

持続可能な地域づくり

半島部への誘客とその手法

半島部への周遊者の増加

引き継いでいくために、神話の地から
「大地の成り立ちが歴史文化の形成に
深く関わっていること」を分かりやすく発信
し、ジオパーク活動を通じた人づくり・地域
づくりを行っています。

具体的な活動内容

困りごと
地域との連携・調整、コーディネートできる人材づくり

私たちのセールスポイント

地域の魅力を発信するガイドの要請。
地域と一緒に行う地域振興事業。日本
ジオパークによるネットワーク事業。など

所在地
松江市末次町86

セールスポイント
日本ジオパークネットワーク（組織名）における連携体制ができている。
地域に根ざした活動の推進

商談したい相手・希望
持続可能な地域づくりや保全、教育など地域振興に関わることを幅広く取り

電話：0852-55-5399

組んでおり、どういう連携が取れるかも含めて、連携できる相手を探しています。

FAX：0852-55-5665

交流“商談”会への思い・意気込み
メール
kunibikigeopark@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等
http://www.kunibikigeopark.jp

ぜひ、声がけをしてみてください。

ブース番号

7

松江市健康推進課
活動分野：福祉・健康
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

健康増進法改正にかかる受動喫煙 施 設 管 理 者 お よ び 一 般市 民 へ の

活動理念・活動概要

対策の周知啓発

受動喫煙対策についての周知徹底
を図る

健康増進法に基づき、受動喫煙対策を
はじめとした松江市内のたばこ対策を
総合的かつ効果的に推進する。

困りごと
具体的な活動内容
①松江市たばこ対策推進会議を設置
し、たばこ対策の基本方針策定

市民（企業、NPO等）に対して健康増進法改正にかかる受動喫煙対策の
周知を図りたい

②市民や対象となる施設(事業者)への
周知啓発、相談指導

私たちのセールスポイント

③関係機関との連絡調整、調査・情報
収集等

セールスポイント

対象

健康増進法改正に伴う、屋内禁煙 NPO法人／企業
所在地
松江市乃白町32番地2

電話：0852-60-8174
FAX：0852-60-8160

に向けた取り組みや、喫煙専用室の
設置基準などの相談、補助制度など
の紹介

商談したい相手・希望
健康増進法が改正され受動喫煙の防止が強化され、令和2年4月1日より、

メール

工場や事業所、旅館やホテル、飲食店など多くの施設が原則「屋内禁煙」と

hokenkikaku@city.matsue

なります。

.lg.jp

企業、NPO法人等の事業主の方々、また施設を運営する団体に健康増進法
の改正内容のPRを行いたい。

HP/ブログ等
http://www1.city.matsue
.shimane.jp/kenkou/kenk
oudukuri/zyudoukituenn.
html

交流“商談”会への思い・意気込み

ブース番号

8

松江市建築指導課
活動分野：まちづくり・防災・地域安全
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

○誰もが安心して暮らせる住環境を ○民間オーナーの不安感を取り除く

活動理念・活動概要
○市民が安全に暮らせるように、「建築物
の安全性の審査」及び「危険な建築物

目指しているが、高齢者等の民間 ため、高齢者等の見守りサービスにつ
アパートへの入居に対して、一部の いての仕組みを関係機関と連携して
オーナーは不安感を持っておられる。

構築する。

（住宅・空家・ブロック塀等）の改善
指導」を実施。
○市民が安心して暮らし続けられるよう
に、「住宅に関する様々な施策」を実施。

困りごと

具体的な活動内容

○高齢者等の見守りサービスについて、誰がどのような形で行うとよいか分からな

○建築物の安全性審査。

い。

○危険建築物等の改善指導。
○建築物の耐震化促進。
○空き家及び中古住宅の活用促進。
○公営住宅の安定供給。
○住宅セーフティネットの構築。

私たちのセールスポイント
セールスポイント
○建築物の耐震化に関する支援

対象
その他（建物所有者）

○空き家バンク（空き家の売却希 その他（空き家の所有者及び
所在地

望者と購入希望者のマッチング）

利用希望者等）

松江市末次町86番地

電話：0852-55-5099
FAX：0852-55-5032

商談したい相手・希望
○高齢者等の見守りサービス等を行っておられる団体。

メール
ke-shidou@city.matsue.lg.jp

交流“商談”会への思い・意気込み
○課題解決の糸口を見つけるため、多くの団体と交流させていただきたい。

HP/ブログ等
http://www1.city.matsue.shi
mane.jp/sumai/sumai/

ブース番号
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えにし

ミズベリング縁

（出雲河川事務所）
活動分野：環境
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要

子どもたちの水辺離れ

目標
親しみやすい水辺の創出

水辺の新しい活用の可能性を、創造して
いくプロジェクトです。水辺に興味を持つ
市民や企業、行政が三位一体となり、
水辺とまちが一体となった美しい景観と、
新しい賑わいを生み出す活動を起こして
いきます。

困りごと
現在の親世代が水辺から離れてしまうことにより、その子世代まで水辺から離れ
てしまう。といった、水辺離れの悪循環。

具体的な活動内容
ミズベリング縁、ミズベリング縁日、水辺で
乾杯等を行い、水辺の盛り上げを行って
います。

私たちのセールスポイント
セールスポイント
企業や行政間との情報共有

所在地
出雲市塩冶有原町5-1

対象
NPO法人／企業／行政／その他

商談したい相手・希望
【ミズベリング・プロジェクトについて】

電話：0853-20-1761

水辺に関心がある方、水辺で何か新しいことにチャレンジしたい方との繋がりを

FAX：0853-21-2878

広げたいと考えています。
【希望相手】

メール

水辺に関心がある方、水辺で何か新しいことにチャレンジしたい方。

yamawakit87eb@mlit.go.jp

HP/ブログ等

交流“商談”会への思い・意気込み
企業や行政との良いつながりが持てることを期待しております。

ブース番号
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まつえ市民大学運営協議会
活動分野：子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

松江に根付く文化を新たに発掘した 継続的な取り組みとなるような、市

活動理念・活動概要

い。埋もれているものもある。

民に根付く形を形成したい。例えば
松江独自の食べ物文化など。

基本理念は「自分づくり」「仲間づくり」
「地域づくり」。

学んだ事を地域活動に生かす体制 マイスターコース修了者が参加出来

この基本理念のもとで、学んだことが自分

が出来ていない。

る、マイスタークラブを充実させ地域
活動の支援体制を図る。

一人でなく、学んだ後、広く「仲間づくり」
「地域づくり」に生かせるよう、カリキュラムを
構成し、取り組んでいる。

困りごと

具体的な活動内容

６５歳まで就労が定着し、男性での６５歳以下の受講が少ない。受講者の

「いきいき健康」「芸術文化美術」「ふるさと

高齢化が進み、リピーターの期間が短くなる。

発見」「ふるさと探求」「ふるさと環境」「ふる
さとマイスター」の全６コース（農業を除く）
の講座の企画および講座の運営・実施を
行っている。

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

コース別に現在必要とする学びの内容を その他（市民）
所在地
松江市白潟本町43
ｽﾃｨｯｸﾋﾞﾙ3F

電話：0852-32-0893
FAX：0852-28-1071
メール

提供している。
受講者の自由研究も取り入れ、自らの主
張の発信と地域活動への展開ができる。
体験学習を通じて日頃気が付かない
ふるさとの特徴を知ることができる。

商談したい相手・希望

y-wadamori@shimindaigaku.jp

①市民活動を行っている団体等が、どんな人材を必要としているのかリサーチ
HP/ブログ等
www.shimindaigaku.jp

したい。市民大学修了者との協働活動ができるか意見交換したい。
②市民活動を行っている団体等が、どんな人材を必要としているのかリサーチ
したい。その中で今後の講座のテーマとして設定できるものがあるか検討したい。

交流“商談”会への思い・意気込み
交流会全体の大きな流れを雰囲気的に把握し、市場のニーズの方向性を認
識したいと考えている。

ブース番号
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島根県立大学 松江キャンパス
活動分野：子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
目標
高大連携の強化とともに、県内企業や行政と連携した地域の担い手となる人

活動理念・活動概要

材の県内定着への取組みを 推進する。

島根県立大学松江キャンパスは地域の

研究成果を教育や地域に確実に 還元する取組みとともに、関係機関と連携

ニー ズ に応 え る た め 4 年制 の 人 間文 化

した地域の課題解決に向けた取組みを推進する。

学部（保育教育学科、地域文化学
科）と、短期大学部（保育学科、総合
文化学科）を併設しています。

困りごと

具体的な活動内容
高等教育機関

私たちのセールスポイント
所在地
松江市浜乃木7-24-2

セールスポイント

対象

学生ボランティア

その他（一般）

公開講座（椿の道アカデミー）

その他（一般）

電話：0852-28-8322
FAX：0852-20-0267

商談したい相手・希望

メール
m-chiren@ushimane.ac.jp

HP/ブログ等
http://matsuec.ushimane.ac.jp/

交流“商談”会への思い・意気込み
本学は豊かな知的資源を活かし、個性的で実践的な地域研究を市民や学生
と連携しながら推進し、また、地域活動に積極的に参加することにより地域に
貢献する大学となることをめざしています。よろしくお願いいたします。

ブース番号
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ミズベリング松江協議会
（事務局：松江市大橋川治水事業推進課）
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要

水辺でのビジネス展開

目標
水辺でビジネスを展開し、持続可能
なにぎわい創出につなげる。

大橋川や宍道湖などの水辺空間を賑わ
いあふれる場にしていくため、有効な活用
方法やルールを模索しながら、水辺の保
全や利活用などの活動を行っています。

困りごと

具体的な活動内容

事業者（プレイヤー）の不足

・ミズベリング縁日の主催
・岸公園での出店社会実験

私たちのセールスポイント

・各種団体主催事業への協力 など

セールスポイント
所在地
松江市末次町86番地

電話：0852-55-5379
FAX：0852-55-5915

対象

水辺などの公共空間の占用調整にか NPO法人／企業／その他（水辺
かるアドバイスや所管官庁へのつなぎ

利用者）

商談したい相手・希望
水辺の河川敷地や公園を活用した取り組みを、既に行っておられる、すぐに
始めたいといった団体の皆様のお越しをお待ちしています。

メール
mizbering@city.matsue.lg

また、岸公園の一部で行っている水辺空間の出店検証事業について、出店
される事業者を募集しています。

.jp

交流“商談”会への思い・意気込み
HP/ブログ等
https://www.facebook.co
m/mizberingmatsue/

水都松江の水辺を一緒に盛り上げていただける方々とめぐり会えることを期待し
ています！

ブース番号
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新 規

松江シティFC株式会社
活動分野：まちづくり・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

市民、県民にとって必要な存在となる 幅広い年代の人に愛されるチーム作

活動理念・活動概要
ス ポー ツを 通じ 青 少 年の 明 るい 未 来を

り
観光客の誘致

アウェ イチー ムサポータ ー が試合の

提供し、島根の発展に貢献することを

前後で観光し、地域にお金を落とし

理念としています。

てもらう

観光客の誘致、少子高齢化や人口減少
などの社会課題の解決に地域とともに取り
組みます。

困りごと

具体的な活動内容

・試合時のボランティア確保や出店者の確保。

・日本フットボールリーグ参戦

・集客を上げるための広報ツール

・学校等への巡回指導
・様々なイベントへの参加
・ゴミ拾い等の社会貢献活動

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

所在地

日本全国からサポーターが集まる

NPO法人／企業／行政

松江市白潟本町30

ホームゲーム会場で場所を提供する NPO法人／企業／行政
ことができる

電話：0852-67-2712

全国に向け情報発信ができる

企業／行政

FAX：0852-67-2713

商談したい相手・希望
メール
t-okada@matsuecity.com

HP/ブログ等

・来場者に対しサッカー以外の楽しさを提供できる団体
・情報発信のツールを持つ団体

交流“商談”会への思い・意気込み

https://football.matsue-

地域に元気を取り戻すには地域全体で取り組む必要がある。そのためのパート

city.com/

ナーとなりうる方々と出会える機会があることや、様々な活動をしている方々の
思いを聞くことができれば、我々の活動にとってヒントになることもあると思う。

ブース番号
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愛知県大口町
活動分野：その他（企業誘致、シティプロモーション）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
高齢化が進んでいる。

目標
シビックプライドを醸成し、移住・定住
を促進する。

活動理念・活動概要
豊かなまちや恵まれた子育て環境・就労
環境などの魅力を活かして、若い世代を
中心とした住民の大口町へのシビックプラ
イドを醸成。そして、定住意欲を高めるとと
もに、住民のシビックプライドを通して大口
町の魅力を発信し、大 口町 にゆかりの
ある人を呼び込むプロモ ーション活動に
取り組んでいる。また、様々な企業を誘致
するため、オーダーメイド方式の企業誘致
を実施している。

具体的な活動内容
住民主体による“大口町の魅力発信”を
様々な機会で実施。（成人式、町民祭
り、子ども会などで「大口町の好きなとこ
ろ」のアンケート実施など）

困りごと
高齢化を迎えている中、町内で働く若い世代が近隣市町で世帯を構える傾向
にある。

私たちのセールスポイント
セールスポイント
オーダーメイド方式の企業誘致

対象
企業

住民有志（住民によるプロモーション活 その他（住民とゆかりのある人）
動団体）、中間支援団体（特定非営
利活動法人まちねっと大口）、行政の
3者による協働事業で進めている。

企業からの相談・依頼を受け、オーダー
メイド方式の企業誘致を実施。

所在地
愛知県丹羽郡大口町下小口
七丁目155番地

商談したい相手・希望
以下の団体を希望
・シティプロモーション活動に関係する団体等
・企業誘致に関係する団体等

交流“商談”会への思い・意気込み
電話：0587-95-1691
FAX：0587-95-5721

様々な団体と意見交換を行い、そこで得た情報やノウハウを本町で活かしてい
けたらと思います。

メール
chiiki@town.oguchi.lg.jp

HP/ブログ等
http://www.town.oguchi.l
g.jp

ブース番号
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新 規

Alana’s・SemperFidelis
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

・もっとアイシングクッキーやカップケー

・観光客の方におみやげとして使って

キなどを知ってもらいたい。

もらえる商品を増やす。

自社の商品を通じ、アメリカ文化を知って

・観光客が増えても、それに対応でき

・観光客にやさしい町づくりを英語の

もらいたいという思いと、海外から来られる

ていない。

側からサポートしたい。

活動理念・活動概要

観光客の方に、松江の良い所をもっと
アピールしできる基盤作りができないかと
思っている。

具体的な活動内容

困りごと
まだ認知されていない。

Alana’s：アメリカのスイーツを少し日本
人向けにアレンジして販売したり、イベント
をしてアメリカ文化を伝える機会を設けて
いる。

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

SemperFidelis：松江のRuby関係イ

観光みやげ

企業

ベントでの通訳や翻訳。

英語の翻訳や通訳

企業／行政

所在地
松江市上乃木2-17-15

商談したい相手・希望
私たちが作る“アイシングクッキー”を、松江市の観光客みやげとして使ってもらえ
るように今後、動いていきたい。

電話：080-1906-1089

また、そこに、英語で松江のことがわかるようなメッセージなどをそえて、他の観光

FAX：

みやげとは差別化できるような商品を作りたい。

メール
alanas.sweets@gmail.com

交流“商談”会への思い・意気込み
色々な方と知り合う事で、自社にはないアイデアやノウハウを持つ方たちと一緒

HP/ブログ等

に、何か出来ることを探したい。

ブース番号
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新 規

株式会社エムテック
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

ホーランエンヤの10年後の担い手不 伝 承 館 な ど で VR 動 画 を 常 設 し 、

活動理念・活動概要

足が懸念される

に体験してもらえる場所を作る

ホーランエンヤの10年後への伝統継承や
PRが課題となっている中、「まるでそばにい

幼保園、小学生など未来の担い手

ホーランエンヤの次回開催時のPR

伝 承 館 な ど で VR 動 画 を 常 設 し 、

るような迫力と感動をお届けする」を 理念

観光客を含め次回への期待感を高

に、360度VR（仮想現実）動画を通じ

めておく

て練習やPRに活用できる取り組みをして
います

困りごと

具体的な活動内容

VRを身近に活用することに対する認知度が低く、もっと知ってもらいたい。

・ホーランエンヤ馬潟櫂伝馬船の最終日

ホーランエンヤについては行政も含めた連携が必要なため、協力者が必要。

船 内 か ら の 唯 一 の 360 度 VR 動 画 を 、
馬潟櫂伝馬船からの依頼で撮影。
・宍道町の観光名所を「町歩き感覚」で
楽しめる360度VR動画の制作を担当。
・他VR関連制作

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

ホーランエンヤの一番船である馬潟櫂 NPO法人／企業／行政
伝馬船の船内から撮影したVR動画を

所在地

所有している

松江市上乃木5の1の14

どこにでもリンクを貼れて、汎用性が高

NPO法人／企業／行政

く、サクサク見ることができる360度パノ
電話：0852-33-7277

ラマ画像が作れる

FAX：0852-33-7277

商談したい相手・希望
メール
y.moriyama@m-tek.jp

観光関連の方
360度VR動画に興味のある方

HP/ブログ等

UIターン関連の方（360度動画で臨場感を持って島根を伝えることができる）

https://m-tek.jp/

交流“商談”会への思い・意気込み
みなさまと交流できるのを楽しみにしています。
ぜひお気軽にお声がけいただけるとうれしいです。

ブース番号
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新 規

株式会社COME TREES
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

PRの担当者がおらず、情報発信が 広報部まで置けない企業や団体、

活動理念・活動概要
「 一人ひと りのビ ジネス、 人 生が発 展し

後手後手になり、いいものがあるのに プロジェクトチームの社外広報室とし
認知が広がらない事業が多い

て、情報発信の指導、協力を行う

続け、生きる喜びに包まれる人を増やす」
を理念に、PRや広報に力を入れてさらに
発展したい企業、団 体、プ ロジェ クトの
サポートに取り組んでいます。

具体的な活動内容

困りごと
本事業を立ち上げて間がなく、必要としている企業、団体、プロジェクトと十分に
出会えていない。

「PRに力を入れていきたいけれど、具体的
にどうしたらいいかわからない」という方の

私たちのセールスポイント

「社外広報室」や「イベント企画室」として
活動しています

所在地
松江市東生馬町470

セールスポイント
島根、鳥取のインフルエンサーとの人脈
イベントの企画力、集客力

商談したい相手・希望

電話：090-9836-6035

「PRに力を入れていきたい」と思っているけれど、効果的なPR方法がわからない

FAX：0852-36-5632

企業、団体、プロジェクトの方。

メール

交流“商談”会への思い・意気込み

haruka@futatsugi.jp

HP/ブログ等
https://ameblo.jp/findingn
ote/entry12455411353.html

ご縁を大切にしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

ブース番号

18

株式会社エブリプラン
活動分野：まちづくり・環境
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
インバウンド向けコンテンツ開発

活動理念・活動概要
中山間地域や地方都市が抱える課題の

田舎にある資源を活かした付加価
値の高い旅行商品の流通

持続可能な地域経営の仕組みづくり

小さな拠点づくり等、新たな地域自
治の仕組みづくり

解決にむけた調査、研究、実践を行って
います。全国に先駆け、少子化、高齢化

目標

地域活動の担い手人材の確保

関係人口等の新たな定住対策の
推進

が進む島根県から社会課題解決のモデル
づくりを進め、持続可能な社会の実現へ
貢献してまいります。

困りごと

具体的な活動内容
・小さな拠点づくり
・インバウンド観光客の誘致にむけた観光
地域づくり
・地球温暖化対策の企画・実行支援
・中小企業の海外展開支援

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

課題解決等に向けた事業計画の NPO法人／企業／行政
立案支援

所在地
松江市北陵町46-6

電話：0852-55-2100

インドとのビジネスマッチング支援

NPO法人／企業／行政

資金調達支援

NPO法人／企業／行政

商談したい相手・希望

FAX：0852-55-2101
メール
j-higo@everyplan.co.jp

交流“商談”会への思い・意気込み
多くの皆さまとの交流に期待しています。

HP/ブログ等
https://www.everyplan.co.
jp/

どうぞ、よろしくお願いいたします。

ブース番号

金山農村振興会
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活動分野：まちづくり・防災・地域安全
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

地域の子供たち、高齢者、若者たちが 地域のお祭りやウォーキングを通じ
一 緒 に 活 動 す る 機 会 が 少 な い 。 て、つながりを深める。

活動理念・活動概要

（現在活動中である。）

高齢化、壮年層の減などによる家屋周辺

宍道高校生が実験に成功した「たた 更に規模を大きくした実証試験に

の整備能力不足や非耕作地の増などに

ら」を地域活性化につなげたいとの思い つ な が る 「 宍 道 し じ み た た ら 」 を

対して、除草木、除雪、農作業を行い、
農産物の販売、特産 物の 開発、地域
イベントの開催を通じて、地域内で共同し
て支え合う仕組み、活動を行う。

に答えたい。（たたら製鉄の実験費用 復活、実現する。
をクラウドファンディングで調達したい）
高齢化が進み、家の周りや道路沿い 樹木、草、除雪など地域で支援す
の樹木処理、冬期の除雪、草刈がで る活動組織を作りたい。

具体的な活動内容

きない。（樹木伐採機械、除雪機の

地域活性化（イベント 開催でつながり

購入配備費用を入手したい）

作り）、軽トラ市で地元産の野菜などを
団地で販売、のろし上げをテーマに木次
線の活性化を実行中

所在地

困りごと
①たたら製鉄実験費用
②樹木伐採機、除雪機の購入費

松江市宍道町白石2870

私たちのセールスポイント
セールスポイント

電話：090-9863-5455
0852-66-0649
FAX：0852-66-0649
メール
yuri-harmony@mable.ne.jp

のろしをテーマに地域イベントを開催している。

対象
その他

高齢者農家より野菜などを集荷し、団地などで その他
軽トラ市を開催している。

商談したい相手・希望
①クラウドファンディング「宍道しじみたたらと宍道高校生」を応援してもらえる方を

HP/ブログ等

探している。（7/1～8/31で実施予定）
②樹木伐採機、除雪機、バックフォーなどの購入費、及びオペレーター賃金、
リース代を助成してもらえる方法がありませんか。

交流“商談”会への思い・意気込み
ボランティア募集
①10月6日（日）11:00～13:00 イベント（要害山祭り）での販売等の
スタッフ
②10月27日（日）9:00～12:00 植樹作業の手伝い

ブース番号
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松江市公園緑地課
活動分野：その他（公園の整備・維持管理）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

自治会の高齢化に伴い、公園愛護 公 園 愛 護 団 体 の 数 を 増 や す 。

活動理念・活動概要

活動団体が減少している。

（NPO団体も参加可）

松江市内の公園及び緑 地 帯の整備・

Park-PFI （ 公 募 型 設 置 管 理 制 交流会を通して、より多くの企業の

管理業務を行っています。

度）等について知ってもらう。

また今年度、「松江市緑の基本計画策

公園の維持管理に十分に手が行き 企業ボランティア等の除草活動のこと

定業務」に取り組んでおり、公園の維持

届かない。

方々に知ってもらう。
を知ってもらう。

管理のひとつの手法として、官民が連携し
て 行 う Park-PFI （ 公 募 型 設 置 管 理
制度）の導入についてその方針を検討し

困りごと

ております。
市民との協働によって、公園の維持管理
（公園愛護団）を行うことにより、地域の
公園への愛着や地域コミュニティの場と
なる、この活動を推進しています。

具体的な活動内容
・公園愛護活動の取りまとめ
・公園施設長寿命化対策支援事業
・公園の維持管理業務

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

Park-PFI （ 公 募 型 設 置 管 理 制 企業
度）による企業との関わり
公園愛護活動・企業ボランティア等

NPO法人／企業

公園利活用についての相談

NPO法人／企業

・緑地保全区域維持整備
・緑の基本計画策定業務委託

所在地
松江市末次町86番地

商談したい相手・希望
「緑の基本計画策定業務委託」にて方針を検討しているPark-PFI（公募型
設置管理制度）や、他の民間との連携を活用した公園の維持管理の手法、
公園マネジメントによる公園の利活用等についての情報交換、その他公園緑地
課にて常時行っている業務及び課題について知ってもらえばと考えています。

電話：0852-55-5369
FAX：0852-55-5676

交流“商談”会への思い・意気込み

メール

現在の公園を取り巻く状況や、今年度取り組んでいる「緑の基本計画策定

kouen@city.matsue.lg.jp

業務」でのPark-PFIをはじめ、官民連携による公園維持管理の手法等につい
て、多くの方々と交流し、今後の公園の利活用に向け、何かきっかけを作ること

HP/ブログ等

ができればと考えています。よろしくお願いいたします。

ブース番号
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新 規

松江市都市政策課
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

人口の減少に伴い、まちなかの不動 遊 休 不 動 産 の 活 用 に よ る 起 業 や

活動理念・活動概要
都市政策課は、都市政策の総合的な

産が空き家、空き店舗として遊休化 居住を促進することでまちなかを再生
し た り 、 駐 車 場 と し て 低未 利 用 化 し、賑わいと魅力の向上を図る。

企画・調整や、都市計画法に基づく都市

する「都市のスポンジ化」が進行し、

計画に関することなど、将来の松江市の

まちの魅力や賑わいが低下している。

まちづくりに係わる業務を所管しています。

具体的な活動内容
都市政策課では、これからのまちづくりの

困りごと

方向性の一つに「既存ストックの有効

まちなかで起業を検討している事業オーナーや、空き家等の遊休不動産を

活用」を掲げ、その具体策として、今年度

使ってもらいたいと思っている不動産オーナーの掘り起こしができていない。

から遊休不動産を活用したリノベーション
まちづくりに取り組んでいます。

所在地
松江市末次町86番地

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

エリアリノベーションに関する NPO法人／企業／行政／その他（まちづくり
フィールドワークの開催

に参画したい方なら誰でも）

電話：0852-55-5525
FAX：0852-55-5552
メール
t-plan@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等
http://www1.city.matsue
.shimane.jp/machidukuri/
toshikeikaku/

商談したい相手・希望
・まちなかで起業を検討しており、空き物件を探しておられる方
・まちなかに空き家や空き店舗を所有しており、使ってほしい方
・エリアマネジメント等まちづくりに参画したい方

交流“商談”会への思い・意気込み
リノベーションまちづくりにかかわる仲間になってください！

ブース番号
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新 規

嫁ヶ島の伝説製作実行委員会
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
眠ってる水の都の魅力

目標
水都松江の魅力発信

活動理念・活動概要
水の都松江の魅力を多くの人に伝える
ため、また地域の人が暮らしの中でもっと
水辺に寄り添っていくように、そんな想いで
ショートムービーを制作しさまざまな場所で

困りごと
予算が足りない。

の上映会を開催したりSNSなどで発信
していきます

私たちのセールスポイント
具体的な活動内容
映画制作
上映会
プロモーション

セールスポイント
情熱

NPO法人／企業／行政

意外とプロフェッショナル集団

NPO法人／企業／行政

新しい取り組み

NPO法人／企業／行政

所在地
松江市寺町

商談したい相手・希望
協賛企業・団体

電話：080-6343-5145
FAX：0852-23-6689
メール
yujinamikojiki@yahoo.co.
jp

HP/ブログ等

対象

交流“商談”会への思い・意気込み
ヤル気満々っす！

ブース番号
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NPO法人まつえ・まちづくり塾
活動分野：まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
中心市街地の賑わいの創出

目標
人口減少や高齢化が特に進みつつある
まちなかに、市民や観光客が訪れる機会

活動理念・活動概要

や仕掛けを創出し、まちなかの賑わい

まちづくりの実践及び提案に関する事業を

づくりに寄与する。

行い、住民参加のまちづくりのあるべき姿
を追求する。また、まちづくりに関心を持つ

空 き 家 、 空 き 店 舗 活 用 へ の 空き家、空き店舗の活用促進のための

多くの者に対し、親睦・交流を深めるため

かかわり方の確立

マッチング等できる体制の確立

の情報提供やネットワークの機会の提供
を行うことにより地域社会への貢献に寄与
することを目的とする。

具体的な活動内容
まちづくりの実践及び定款に関する事業を
行い、住民参加のまちづくりを進める。
・住民参加型のまちづくりの推進（自主
提案・企画型）
・勉強会の開催（月1回程度）

所在地
松江市白潟本町74

困りごと
空き家、空き店舗等のマッチングのための、体制等が整えられていない。

私たちのセールスポイント
セールスポイント
まちあるき等企画の製作、運営

NPO法人／企業／行政

ワークショップ等の企画、運営

NPO法人／企業／行政

まちの観光資源等、魅力の掘り起こし

NPO法人／企業／行政

商談したい相手・希望

電話：0852-24-8023

・まちなか再生の行政部門

FAX：0852-24-8036

・不動産関係企業
・観光関係企業、団体

メール

・その他、どんな方でも大歓迎！

mjuku.info@gmail.com

交流“商談”会への思い・意気込み
HP/ブログ等
http://www.mmjuku.or.jp/

対象

どうぞよろしくお願いします。

ブース番号
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八雲むらプロジェクト
活動分野：
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標

活動理念・活動概要
●組織の立ち上げた理念

課題

目標

組織立ち上げの理念は素晴らしいも

耕作放棄地の活用と八雲町の交流

のであったが、思ったように組織の成 人口増
長が図れていない。また、当初ＮＰ

全国的に山間地で見られる問題を解決

Ｏ法人化も目指してはいたが、ボラン

するため、市職員である労働組合が住民

ティアで達成できるほど甘くなかった。

と協働し、八雲町に適した事業の在り方

従前のイベントを継続して行うことが

を検討するために組織された。

限界となっている。

具体的な活動内容

困りごと

八雲町の交流人口増加を目指し、市職
員及びその家族や友人を対象に、耕作

耕作放棄地でのイベントを行うため、一定の管理が必要であるが、管理を行う

放棄地を活用したイベントを開催してい

地元サポーターが高齢化し、事業を存続させるか検討する必要がでている。

る。
・笹巻づくり
・芋の苗植え、芋ほり
・そばの栽培とそばうち体験等

私たちのセールスポイント
セールスポイント

所在地

農作物を育てる技能・知識

松江市末次町86番地

市役所、市立病院等で働く2,000組合員への周知

電話：080-5611-3215
FAX：

商談したい相手・希望
まちづくりを行っている方々のお話しを聞かせてもらいたいです。

メール

事業継続の方法等。

sessyu.matu@gmail.com

HP/ブログ等

交流“商談”会への思い・意気込み

ブース番号
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新 規

NPO法人しんじ湖スポーツクラブ
活動分野：福祉・健康・まちづくり・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要
少子高齢化社会が進み、めまぐるしく変
化する社会情勢により生じる様々な地域
課題を、地域住民や各団体と連携を取り
ながら「スポーツ」を手段に解決しようと活
動を展開。力を合わせスポーツによる笑顔
の町づくりが理念。

目標

子ども達の体力の低下

学校や園の授業や園の保育時間内で

ケガが多い、体の動きがぎこちない

運動指導を行っている。

コミュニケーション能力の低下

※継続・拡大したい。

親子でのびのび遊ぶ時間が少ない

学校や園、放課後で親子遊びの場を
提供したい。

高齢者率が35.5％

町内の高齢者の3割以上の人が何ら

クラブの健康教室に通っている人は体力

かの運動を実施し、健康寿命をのば

年齢が若く健康維持ができているが、実施

し、ぴんぴんコロリの人生を歩むお手伝

者はわずか。

いがしたい。

具体的な活動内容

困りごと

①教室・介護予防プログラム・イベント・

①資金づくりに苦労している。

健康講座等開催

②資金不足によりスタッフを雇うことができず、地域からの要望に応えることが難しい。

②地域活動支援、スポ少・各種目団体・

③世代交代の時期を迎え、不安定な運営を迎えている。

サークル活動支援
③校庭芝生化事業
④健康増進事業

私たちのセールスポイント

⑤体育施設指定管理業務

セールスポイント

対象

⑥県委託事業【運動好きな子どもを育て

●子どもの運動遊び指導●高齢者運動指導●イベント

NPO法人／企業／

る地域連携事業】

開催企画●講師派遣●ダンス指導●スポーツやあそびの

行政／その他(学校)

開設●企業、行政、団体の福利厚生
所在地
松江市宍道町佐々布204‐4

商談したい相手・希望
●交渉したい内容:学校の授業や保育園の時間内での運動指導事業への金銭的支援

電話：0852-66-8686

交渉したいお相手:行政

FAX：0852-66-1414

●交渉したい内容:貯めて健康☆集めて元気！～元気づくりカード活用～
交渉したいお相手:行政、企業他

メール
sportsshinji.no1@violin.ocn.ne.jp

HP/ブログ等
http://shinjikosportsclub.com/

交流“商談”会への思い・意気込み
当法人は地域の子どもから高齢者まで誰もが気軽にスポーツに親しみ、楽しめる環境を
整備し、皆様方の「健康づくり」「生きがいづくり」「仲間づくり」を応援する活動をしておりま
す。
めまぐるしく変わる社会情勢に対応できる力を身につけ、地域住民や支えてくださる方と力
を合わせ、一緒に解決していく喜びを日々感じ、感謝しながら活動をしておりますが、まだ
まだ解決には届かなく、新たな支援の輪や指導してくださる方のご指導を仰ぎながら、
笑顔で元気な町づくりに貢献したいと思っています。どなたかのアドバイスをいただけたらと
思い、応募させていただきました。

ブース番号

26

音楽&ものづくりスタジオ運営委員会
活動分野：子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

困難を抱える子ども・若者の居場所

活動理念・活動概要

づくり

当運営委員会は、市民活動センター1
階にある楽器演奏やライブができる「音楽
スタジオ」と、5階にあるものづくりやダンスが
できる「ものづくりスタジオ」で下記の主催

困りごと

講座を開催することで居場所の提供を

・主催講座の参加者の減少

行っています。また主催講座等のない

・当スタジオの管理運営を手伝っていただく若者（スタッフ）の人手不足

時間帯を活用して両スタジオ の貸館を
行っています。
これらのスタジオは困難を抱える子ども・

私たちのセールスポイント
セールスポイント

若者の居場所となっており、その管理運
営も困難を抱える若者が携わっています。

対象

若者（概ね30歳代まで）であれば利用 その他
できます。

具体的な活動内容

音楽スタジオはドラムやアンプ類等を備え その他

☆主催講座：ドラムスクー ル、ピア ノ、

ており、気軽にバンド活動ができます。

ボーカル、レザークラフト、ダンボール工作、
軽スポーツなど
☆主催事業：音楽LIVE

商談したい相手・希望
松江で文化活動を行っている団体・サークルの方などと、当スタジオとの連携に

所在地

ついてお話したいです。

松江市白潟本町43番地

交流“商談”会への思い・意気込み
電話：0852-24-7602

当スタジオのPRをさせていただき、たくさんの方々に活動内容などを知って

FAX：0852-20-2852

いただきたいです。

メール
otomonostudio@gmail.com

HP/ブログ等
https://yoyakustudio.resv.jp/

ブース番号
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新 規

STAY GOLD
活動分野：
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

女性が自分らしく生きられる社会の実現が

環境のせいにせず、やりたいことが

したい。

出来るようになる。

活動理念・活動概要

会員、企業、学校、公的機関の横の

スキルアップや資格取得の情報を、

女性の生き方、豊かな人生の提案を

繋がりの強化と、イベント等の参加者とを

しっかり提供できるようになる。

実現するきっかけ作りの場を提供し、

結ぶ場にしたい。

雇用、フリーランス、資格取得等、多様な

豊かな人生を生きるヒントを提供したい。

イベントと共に、講演会やセミナー
の内容も充実させたい。

働き方で社会進出を応援し、地域活性
化につなげたい。

困りごと
具体的な活動内容
年間１～２回の主催イベント

活動資金が無いこと。

他団体等と連携したイベントへの参加

専任の役員会員がいないので、資料作成等の時間を取るのが大変。

スキルアップや経営、PR等の勉強会や

集客のノウハウが乏しい。

セミナーの企画

認知度が低い。

所在地

私たちのセールスポイント

松江市秋鹿町3344

セールスポイント
フリーランスの会員が多く、様々な資格取得の案内が出来る。

電話：090-9468-7899

県や学校とも連携し、社会人向けの資格取得、職業訓練の案内が出来る。

FAX：0852-25-5507

雇用とフリーランス、両方の働き方の提案が出来る。
会員を他のイベントやセミナー等に、出店者として、講師として、紹介することが

メール

できる。

ｍｍ18569＠
mail.pola.co.jp

HP/ブログ等

商談したい相手・希望
認知度がまだ低いので、他の団体様と協力してイベントの企画運営をしていきたい。
子育て世帯や一人親世帯向けの活動をしていらっしゃる方。
団体の活動に興味を持ち、会員として活動して下さる方。
女性の就労や働きやすい職場作りに取り組んでいらっしゃる企業様。
団体の趣旨に賛同し、協賛、後援して下さる方。

交流“商談”会への思い・意気込み
昨年末に出来たばかりの団体ですが、たくさんの方達と交流し、お互い協力関係が
築けるような出会いがあると嬉しいです。

ブース番号
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新 規

株式会社山陰スポーツネットワーク
（島根スサノオマジック）
活動分野：子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

活動理念・活動概要

松江市民20万人いるが、今シーズン もっと松江市民が年に一回でいい

プ ロ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 「 B ・ LEAGUE 」 の

の来場は59,000人にとどまっている。

一員としてプロバスケットボールの試合の

のでスサノオを観戦するという意識
を高めたい。

興行及びチームの運営

具体的な活動内容
島根県唯一のプロスポーツ球団としてプロ
バスケットボール試合の興行だけではなく、

困りごと

学校訪問や地域イベントにも積極的に
参加をし、地元の球団として愛着を持た
れる活動も心掛けている。

所在地

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

松江市学園1-2-1
くにびきﾒｯｾ6階

電話：0852-60-1866
FAX：0852‐60‐1867
メール
koma@susanoo-m.com

HP/ブログ等

商談したい相手・希望
・一番はスポンサー候補の獲得
・スサノオを使って、スサノオはその方を使って、お互いが伸びていける関係の方
・スサノオを使って伸びるのではなく、今は我々がその方にのっかって伸びていこうと
思っている。

交流“商談”会への思い・意気込み
・上昇志向のある方と出会いたい。

ブース番号
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松江市地域資源活用コーディネーター
（地域おこし協力隊）
活動分野：福祉・健康・まちづくり・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

活動理念・活動概要
がんばっている地域、団体、企業の方々と
一緒になって課題などを共有し、自らの
知識・経験や、UIターン者ならではの視
点を取り入れながら、課題の解決を目指
し、地域の元気を伸ばしていく取り組みを
行います。

具体的な活動内容
現在9名のコーディネーターが活動してお

困りごと

り、それぞれが、農水産物等の地域資源
活用と販路拡大、観光文化資源の付加
価値向上、地域の魅力を生かした産業の
振興、地域の情報発信などに取り組んで
います。

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

所在地
松江市玉湯町湯町1793
(松江市役所玉湯支所内)

商談したい相手・希望
電話：0852-55-5789
FAX：0852-55-5796
メール
matche@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等
https://www.facebook.co
m/challengematsue/

地域、団体、企業の方々が、現在抱えている課題や今後取り組もうと考えてい
る事について意見交換したい。

交流“商談”会への思い・意気込み

ブース番号
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新 規

松江市21世紀ウィメンズプロジェクト
活動分野：福祉・健康・まちづくり
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
①キャリアアップ

目標
自分自身のキャリアを見つめ直し、
「なりたい自分」を明確にし、実現へ

活動理念・活動概要

向けて学びを得る。

まちづくりにおける女性リーダーの育成・
支援の一環としてメンバーのスキルアップや

②社会や地域など、暮らしの中での 「暮らし」の中での自分らしい活躍を

ネットワークづくりを行いつつ、女性の

自分らしい活躍。

模索し住みやすい松江を実現する。

視点・アイディアを活かした松江のまちづく

③企業での活躍を模索する。

「働く」上での自分らしい活躍を模索

りを目指して活動しています。

具体的な活動内容
「 どのように人材を育成するか 」 「 どのよ

し、企業の中で輝く存在になる。

困りごと

うに活動を進めていくか 」 など 、 メンバー

・活動できる時間帯がそれぞれ。

と松江市が共創の視点でともに考え 、

（例：専業主婦の方は平日日中。働いている方は夜間 など）

【 学び ・ スキルアップ 】 【 実践 】 【 ネット

・メンバー集めに苦慮している。

ワークづくり 】 を柱に活動しています 。

対象者：松江市内在住・在勤・在学の満18歳から概ね40歳までの女性

所在地

私たちのセールスポイント

松江市白潟本町43番地

セールスポイント

市民活動ｾﾝﾀｰ3階(松江市市民
部男女共同参画課内)

対象

女性ならではの視点や切り口で松江 NPO法人／企業／行政
のまちづくりを考えます。

電話：0852-32-1196
FAX：0852-32-1191

業種、役職、ライフステージなどの垣 NPO法人／企業／行政
根を越え様々な人材が集まっていま
す。

メール
matsuewp@city.matsue.lg.jp

HP/ブログ等
https://matsue-wp.com/

商談したい相手・希望
・女性活躍に積極的な企業様や地域の取り組み
・ワークライフバランス実現へ向け積極的に取り組んでいる企業様や団体様
・まちづくりを行っている団体

交流“商談”会への思い・意気込み
本年は松江市21世紀ウィメンズプロジェクト発足から8年目を迎えました。交流
“商談”会を通じていただいたご縁から男女の垣根を越えた「自分らしい活躍が
実現できる松江」実現への一助になればと思います。

ブース番号
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まつえ市民活動支援協議会
活動分野：その他（市民活動の推進、団体の活動支援）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

支援協議会の活動周知、活動への 一緒に活動してくれる人・組織が増

活動理念・活動概要

理解を深めたい

える。
ポタちゃんサイトのPV年間10万越え

昨年6月に設立した市民組織です。加入

を目指す

会員数は73団体（R1.6.14現在）
松江市の市民活動の推進、発展に寄与

企業等への賛助会員の募集を働き 市内企業10社

することを目的とし、松江市と共創・協働

掛けたい

して活動を行います。
市から運営補助は一切なく、事業費は
企業の補助金やイベント参加料など自分
たちで作り出しています。

困りごと
・ポータルサイトに掲載する細かな情報収集方法
・賛助会員となってもらえる企業へ情報が伝わりにくい

具体的な活動内容
・市民団体の交流・発表の場として、年1
回の市民活動フェスタの開催。

私たちのセールスポイント
セールスポイント

・市民活動応援ポータルサイト「ポタちゃん
サイト」による情報発信

対象

市民活動センターを中心とした市民活動団体 NPO法人／企業／行政
とのネットワーク

所在地

市民活動応援ポータルサイト「ポタちゃんサイト」 NPO法人／企業／行政

松江市白潟本町43番地(市民

を活用した情報発信

活動ｾﾝﾀｰ内)

商談したい相手・希望
電話：0852-32-0892
FAX：0852-32-0847
メール
Shimin-c@city.matsue.lg.jp

・地域貢献事業にとりくんでいる企業と、ポタちゃんサイトへの掲載についてお話し
したいです。

交流“商談”会への思い・意気込み
まつえ市民活動支援協議会の活動を知ってもらい、応援してくださる団体、

HP/ブログ等
https://potasite-matsue.com/
「ポタちゃんサイト」

企業、個人を増やしたいです。

ブース番号
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スペシャルオリンピックス日本・島根
活動分野：福祉・健康・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

知的障害のある参加者（アスリー 2020年に向けて参加アスリートを

活動理念・活動概要
活動は非営利で、運営はボランティアによ

ト）は現在約80名で、療育手帳発 療育手帳発行数の約3％、約200
行数の約1％にとどまっている。

名にする。

って行っており、継続的なスポーツ活動を
通して、知的障がいがある人たちの健康、
体力、コミュニケーション力を向上し、自立
と社会参加を支援しています。

具体的な活動内容
継続的なスポーツトレーニングと、成果を

困りごと
一緒に活動していただくボランティアの不足

私たちのセールスポイント

発表するための大会や競技会の実施
及び県外で行われる中国・四国ブロック
大会や全国大会等への選手団派遣。

セールスポイント

対象

共生社会の実現に向けて、社会貢 企業／行政
献活動として有意義です。
参加者のひとりひとりが、やりがいと喜 NPO法人／企業／行政／その他

所在地
雲南市加茂町宇治303番地

びを分かち合うことができます。

（参加者全員）

商談したい相手・希望
電話：0854-49-8500
FAX：0854-49-6200

「できるときに、できることを」をモットーに、アスリートと一緒にスポーツをするボラン
ティア、活動を支えるボランティアとして多くの方々の参加を望みます。

メール

障がいについての特別な知識やスポーツの経験は特に必要ありません。未経験

lamer-yk@bs.kkm.ne.jp

の方でも、スペシャルオリンピックスの使命・歴史およびアスリートについて、また
競技について学ぶコーチクリニックも開催していますので、安心して参加いただけ

HP/ブログ等

ます。

son_shimane@son.or.jp

交流“商談”会への思い・意気込み
スペシャルオリンピックスの活動は、さまざまなボランティアによって支えられていま
す。趣味や得意なことを活かして、スペシャルオリンピックスを支援してください。
参加者の多くは、障がいに対する意識や考えが全く変わったとの感想を述べられ
ています。たくさんの方々にスペシャルオリンピックスを知り、参加していただきたいと
思います。

ブース番号
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松江市ボランティア連絡協議会
活動分野：福祉・健康・まちづくり・環境・防災・地域安全・子ども・教育・文化・芸術・
スポーツ・国際
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

活動理念・活動概要
加盟88団体の交流会や研修会の企画
運営、各種情報提供、又関係機関団体
事業への参加協力、更に他団体との協

ボランティアの育成

目標
イベント等により、ボランティア加入
促進

ボランティア団体交流

交流会開催

ボランティア連携

ネットワーク作り

働により地域福祉推進、ボランティア文化
の醸成に努めています。

困りごと
具体的な活動内容
・松江市ボランティアフェスティバルの開催
・「松江城・街美化ウォーク」の開催
・「松江市健康福祉フェスティバル」への参
加
・「松江市環境フェスティバル」への参加

私たちのセールスポイント
セールスポイント
ボランティア活動紹介・出前講座

行政／その他（市民、公民館、
社会福祉施設）

所在地
松江市千鳥町70

対象

商談したい相手・希望

電話：0852-27-8388

「相手方」 □健康政策課 □環境政策課 □市社協地域福祉課

FAX：0852-24-1020

①フェスティバルの統合開催
②「松江城・街美化ウォーク」の開催、拡充について

メール
volunteer@shakyoumatsue.jp

HP/ブログ等

交流“商談”会への思い・意気込み
交流の拡がりを期待します。

特定非営利活動法人プロジェクトゆうあい

ブース番号
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活動分野：福祉・健康・環境
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標

活動理念・活動概要
障がい者、健常者のへだてないよりよい

課題

目標

使われなくなったＰＣ、周辺機器など

使用済み廃棄パソコンを寄付すること

を、どこに、どのように廃棄してよいか、

で、障がい者の仕事づくりに役に立つと

分からず困っている方が多くおられる。

いうことを認識していただく。また、障が
い者就労の実態や理解、リサイクルを

地域社会をつくっていくことを理念としてお

通じたエコ社会の促進につながることを

り、障害者の就労支援、障がい児の余暇
活動支援に取り組んでいます。

目標とする。
障がいのある方の一般就労先の開拓

活用して、当法人に在籍する障がいの

具体的な活動内容

ある方について、民間企業、行政など

障害のある方の就労を支援する取り組み

の公的機関への就職をあっせん、職場

として

への定着支援を行う

北堀町事業所:古本のリサイクル、障がい
者の一般就労の支援

障がいのある方への仕事の発注

仕事の収益から報酬をアップさせたい

等のリサイクル など

松江市北堀町35-14

当法人に在籍する障がいのある方々
に様々な仕事を提供するとともに、その

雑賀町事業所:廃棄されてしまうパソコン

所在地

障がい者就労移行支援の制度を

困りごと
PCリサイクル事業：使用済みのＰＣ、周辺機器の安定的な寄付を続ける
就労支援事業：当法人に在籍する障がいのある方の就職先となる企業、

電話：0852-32-8645

行政などの公的機関を探し出すこと。

FAX：0852-28-1116
メール
YQN01243＠nifty.ne.jp

HP/ブログ等
http://project-ui.com/

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

データ消去を行う破壊装置

NPO 法 人 ／ 企 業 ／ 行 政 ／ そ の 他

（crushbox）を保有している。

（個人）

※crushboxはアメリカ国防総省にお
ける高度なハードディスクドライブの物
理破壊基準を満たす装置。
働く意欲と様々な能力を持っている障

NPO 法 人 ／ 企 業 ／ 行 政 ／ そ の 他

がいのある方が50名在籍している。

（個人）

商談したい相手・希望
●PCリサイクル事業

相手方：リサイクル都市推進課

PCリサイクル：「まつえ暮らしのガイド」等のごみの分別と出し方では、PCは
「市で収集しないごみ」「金属で収集しないもの」「パソコンメーカーに電話又は
インターネットで回収の申し込みをします」と記載されており、多くの市民はどのよ
うに廃棄してよいのか、どこに連絡をしてよいのか分からず、困っておられる。
リサイクルできる方法として「障害者就労支援事業所（PCエコステーションゆう
あい）へ寄付をする」等の文言を記載できれば、多くの市民にとって、助かる
情報になるのではないか。
●障がい者の就労支援

相手方：人事課？／障がい者福祉課？

近年、行政の障がい者雇用率のことが大きくクローズアップされ ているが、
障がい者就労支援事業所から一般就労への流れは、今後ますます重要に
なってくる。当法人で運営する障害者就労移行支援事業から昨年は６名の方
の就労実績があり、今年度も現在のところ５名の方が一般就労を目指してい
る。就労松江市役所あるいは市役所の外郭団体で、障がい者の就職先となる
部署はないか？ また就職となるとハードルは高いので、その前段となる見学や、
体験実習の機会をつくっていただけるとよい。当法人だけでなく、市内の就労
移行支援事業所と連携して、このような流れをつくれるとよい
●障がい者への仕事の発注
障がい者優先調達法という法律があるが、さまざまなサービスについて、当法人
を含む障害者就労支援事業所への発注を進めていただきたい。
松江市役所から期待したいのは、テープおこしや、封詰めなどの軽作業などであ
るが、そもそもどのような仕事があるのか、気軽に声をかけていただきたい。
市役所の経費節減にもつながると思う。

交流“商談”会への思い・意気込み
PC事業：分解・分類したPC基板からのレアメタル回収技術は日本が世界でも
トップレベル。このサイクルが実現すればパソコンリサイクル先進地松江を実現で
きます。

ブース番号
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協和地建コンサルタント株式会社
活動分野：防災・地域安全
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

熊本地震などの災害時に被災者の避難生 主要な避難所に防災井戸を設置し避難者

活動理念・活動概要
会社の経営方針
・地質から地域を見渡し、水資源で地域を興

活における生活用水不足が深刻な問題とな の生活水の確保を行う。
っている。

困りごと

す
・私たちは、「地質」、「地下水」、「地熱・地中
熱」を中心として幅広く技術・技能を磨き、お
客様と地域社会のために役立てます。

防災井戸は避難所において必要施設であるがどのように普及していくと良いか分からない。

私たちのセールスポイント

・水源開発の技術を防災に役立て安心安全
なまちづくりを進めます。

セールスポイント

対象

・県内随一の井戸掘削実績があり、また地域の地質や水資源状況 行政
を熟知しており、防災井戸の設置有望地や検討箇所の可能性評

具体的な活動内容

価等を適切にご提案できます。

「地質」と「地下水」に関する専門技術サービス

・計画立案・設計から施工・メンテナンスまで一貫したサービスを提供

を提供する会社です。玉造温泉、八雲温泉な

可能です。

どの温泉開発に携わるほか、松江市内における

・災害等における企業の事業継続性向上策として防災井戸の整備 企業

水源開発（水井戸掘削）では３００箇所

にご協力します。

以上の開発実績があります。

･災害時に防災井戸を地域開放することで多大な貢献とイメージ向
上が可能です。

所在地
松江市東津田町1326-1

商談したい相手・希望
松江市内公共施設等への「防災井戸」設置に向けた取り組み

電話：0852-21-0411
FAX：0852-27-8729

・いつ発生するか分からない地震災害や風水害時に被災者の生命を守るため、松江市内の公共
施設や学校等の避難所に「防災井戸」を設置することを提案します。
提案先:庁舎等管理部署、防災関連部署、学校施設所管部署（教育委員会）、その他関
連部署

メール
s-terasawa@kyouwacc.com

交流“商談”会への思い・意気込み
・昨年4月に発生した島根県西部地震のように、地震等の自然災害はいつ、どこで発生するか分

HP/ブログ等

かりません。

http://kyouwacc.com/

・2016年の熊本地震では被災者の避難生活における生活用水不足が深刻な問題となり、これ
を契機として、公共・民間が協力し、防災井戸の整備へ取り組みが始まっています。
・熊本地震の教訓では、被災時には飲料水よりもトイレ、洗濯等のための生活雑用水の確保が
重要でした。
・松江市においても、指定避難所の被災生活を支援する、生活用水用の「防災井戸」整備が
必要と考えます。
・推進にあたっては、行政だけでなく、民間企業、地域組織等とも連携し、被災時における「水の
確保」の重要性を共通認識として持ち、地域全体で推進していくことが望ましいと考えます。

ブース番号
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みんなのあそびばasoviva
活動分野：福祉・健康・環境・子ども・教育・文化・芸術・スポーツ
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

フリースクール、子どもの居場所、遊び場 行政の支援による居場所づくり

活動理念・活動概要

づくりなど

「子どもは子どもだから子どもでいい」禁止
事項をなるべくなくして、子どもの「やりた
い！をサポートし、子ども時代を目いっぱい
楽しめる場をつくる」ということを目標に活
動をしています。

具体的な活動内容

困りごと
需要はあるが手弁当でやるには限界がある。

私たちのセールスポイント

・子どもの居場所づくり、遊び場づくりを通
しての地域づくり
・プレーパークの開催、週一のフリースクー
ル、月一のどようび楽校(土曜日の居場
所)、自然体験活動など

所在地
松江市西津田10-2-23

セールスポイント
自然体験活動
出張型遊び場
子どもの遊びについてなどの講演

商談したい相手・希望
・主に小中学生で学校に行きにくい子、不登校の子などの居場所について
・放課後の遊びについての実情アンケートの実施、検討など

電話：090-6411-7377

・公園や公共の施設を活用しての居場所づくりなど

FAX：050-1521-0515

交流“商談”会への思い・意気込み
メール
minnano_asoviva@yahoo
.co.jp

生きずらさを抱えている子どもたちは年々増えています。そういった子どもたちの
居場所(安心できる場、自分を出せる場)をつくるのは大人の役目だと思って
います。行政、地域、学校などと協働して子どもたちが居場所だと思える場をつく

HP/ブログ等
https://www.facebook.co
m/minnanoasoviva

っていけたらいいと思います。

ブース番号
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モルツウェル株式会社
活動分野：福祉・健康・まちづくり・その他（高齢者向け食材の配食事業・高齢者宅へ
の買い物代行業・厨房受託事業）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標

活動理念・活動概要
「ふるさと守りが我らのミッション」＿ふるさとの
「困りごと」解決を事業の根幹にして日々活動

課題

目標

社内に食堂がなく、コンビニも遠い

企業様の福利厚生の一環として、食の提及び

（食事難民を抱える）企業様が

健康経営の一助になるような事業の実現

多い
独居高齢者の食の問題

現状のお弁当配食だけでなく、三河屋 NEO
（調理済食品）の配食を可能にし、食の幅を

しております。
大芦発信「元気な拠点づくり」事業では、配食

広げたい

を中心に携わらせて頂き非常に勉強になりまし

また、訪問介護ヘルパーが持参し、調理手間を

た。

省くことに利用頂き手間を省きたい

この度は、「会社内の食事の困り事」を解決す
べく、「三河屋NEO」事業を立ち上げる予定で
す。企業の福利厚生の一環として、社員食堂
の無い企業様向けに惣菜（ 1品100円程
度）や間食メニューを提案いたします。
また、弊社管理栄養士の栄養相談会もサービ
スとして付与し、企業様の健康経営の一助に
なるように鋭意推進していきます。

具体的な活動内容
・高齢者向け食材の配食事業（施設向け、
高齢者個人宅向け）
・高齢者宅への買い物代行業 ・厨房
受託事業

困りごと
■社内に社員食堂がない、食事ができる環境がない企業様・団体様をご教示頂きたい
です

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

日々高齢者のお客様と接している事。

NPO 法 人 ／企 業／

社会課題に対しての意識の高さ

行政

自社物流を持ち自前の情報を保持
管理栄養士を保持しており、配食+栄養相談指導が

NPO 法 人 ／企 業／

できる仕組みを構築している

行政

商品製造にて真空調理法を採用しており、少ない塩分で

NPO 法 人 ／企 業／

調理できる事、安心安全の商品づくりをしている事

行政

所在地
松江市黒田町454-3

電話：0852-20-2400
FAX：0852-20-2402

商談したい相手・希望
■社内に従業員食堂のない企業様、団体様
■従業員食堂はあるが、稼働時間外の食事のニーズをお持ちの企業様・団体様

メール

■特定の見守り対象者を、肉親、ご近所、弊社、ケアマネ、行政等が情報共有し、

miyamoto@morzwell.co.jp

見守り対象者の安心だけでなく、遠くで暮らすご家族様の安心も同時に提供する
プラットホーム（スマホアプリ等）の開発を模索しているが、行政やNPO、民間企業の

HP/ブログ等

ニーズがどこにあるかヒヤリングしたい。

http://morzwell.co.jp/

■高齢者等対象者への食や日用品のラストマイル物流を、ついでにしてあげるよ！？の
「プチボランティアの精神」で繋ぎ合わせるプラットホームづくりを模索しているが、連携でき
るNPO様、地域づくり団体様、民間企業様

交流“商談”会への思い・意気込み
「ふるさと守りが我らのミッション」＿ふるさとの「困りごと」解決を事業の根幹にして日々活
動しております。
この度は、「会社内の食事の困り事」を解決すべく、「三河屋NEO」事業を立ち上げる
予定です。企業の福利厚生の一環として、社員食堂の無い企業様向けに惣菜（1品
100円程度）や間食メニューを提案いたします。
また、弊社管理栄養士の栄養相談会もサービスとして付与し、企業様の健康経営の
一助になるように鋭意推進していきます。

ブース番号
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新 規

松江市身障者福祉協会
活動分野：福祉・健康
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
障害者の防災対策

活動理念・活動概要

障害者雇用

障害者の自立と社会参加を促進するた
めの活動を肢体、視覚、聴覚の３団体が
連携して取り組んでいる。

困りごと

具体的な活動内容
松江市身障者福祉大会
松江市長陳情意見交換会

所在地

私たちのセールスポイント
セールスポイント

対象

電話：080-1829-9482
FAX：0852-31-0667
メール

商談したい相手・希望
・防災時の障がい者対応や緊急災害時の事、障がい者も巻き込んだ
防災訓練に関する松江市の動きなどを聞きたい。
・障がい者雇用についての現状と取り組みなどを聞きたい。

HP/ブログ等

交流“商談”会への思い・意気込み

ブース番号
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松江市市民生活相談課
活動分野：その他
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題
共創のまちづくりの推進

目標
「共創」の理念・手法について、市民
と職員が共に理解し、様々な事業が

活動理念・活動概要

共創により推進できるよう、仕組みを

・市民、市民活動団体、企業、行政など

確立する。

多様な主体が対等な立場で企画段階か
ら共に創る「共創のまちづくり」を進める環

将来の松江を担う次世代の人材・ 若 者 同 士 の 交 流 や 若 者 団 体 の

境をつくる。

団体の育成

ネットワーク化を促進する。

・将来の松江を担う次世代の人材・団体
を育成する。

困りごと

具体的な活動内容

・市民に対して「共創」の理念・手法をより広く周知する必要がある。

・共創・協働マーケット

・職員に対して共創の手法の浸透を図り、事業を実践していく必要がある。

・共創・協働研修会
・松江市共創のまちづくり事業補助金
・自立した若者群創出支援補助金

私たちのセールスポイント

・松江サークル・コネクション

セールスポイント

対象

松江市共創のまちづくり事業補助金

NPO 法 人 ／ そ の 他 ( 地 域 活 動 団

所在地
松江市末次町86番地

体、市民活動団体)
自立した若者群創出支援補助金

その他(松江サークル・コネクションに
登録された方が所属する団体)

電話：0852-55-5168
FAX：0852-55-5544
メール
shikatsu@city.matsue.lg.jp

商談したい相手・希望
・共創・協働のまちづくりに取り組みたい団体
・若者団体

HP/ブログ等

交流“商談”会への思い・意気込み

http://www.city.matsue.sh

共創・協働のまちづくりで相談がある方、興味のある方はお気軽にご相談くださ

imane.jp/

い。

ブース番号
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松江だんだん夏踊り実行委員会
活動分野：その他(市民交流)
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

参加団体・出演者が固定化してきて 交流商談会を活用して、企業など

活動理念・活動概要

いる。

新たな参加単体・出演者への周知・
認知度向上につなげる。

市民交流の促進と全市の一体感醸成の
ため、地域（公民館）、職域（企
業）、市民活動団体（演舞団体）によ
る実行委員会を組織し、市民交流事業

困りごと

「松江だんだん夏踊り」を開催しています。

具体的な活動内容
8月24日（土）に多くの団体参加による

私たちのセールスポイント

「松江だんだん夏踊り」を開催します。

セールスポイント

また、姉妹都市である愛知県大口町で

対象

9月14日（土）に開催される「やろ舞い

共創・協働の手法で市民交流を進めて 地域団体・職域・踊り団体

大祭」に参加し、踊りを通じた市民交流を

きた。

推進します。

所在地
松江市末次町86

商談したい相手・希望

（市民生活相談会内）

運営ボランティアや企業協賛、グッズの企画・販売などに関する PRや意見
電話：0852-55-5168
FAX：0852-55-5544

交換、提案を受けたい。

交流“商談”会への思い・意気込み

メール

ひとつでも多くの団体へ紹介し、来年度に向けて新しく参加いただける団体を

shikatsu@city.matsue.lg.jp

増やしたいと思います。

HP/ブログ等

ブース番号
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松江市男女共同参画課
活動分野：その他（ワーク・ライフ・バランスの推進）
取り組んでいる（取り組みたい）課題と目標
課題

目標

加入事業所の拡大により、ワーク・ライフ・

活動理念・活動概要
誰もがいきいきと明るく幸せに暮らすことが

加入事業所の拡大

バランスへの理解を深め、働きやすい職場
を作る。

できることのできる社会の実現をめざし、
仕事と家庭を両立できる職場環境づくり
を進めるため「まつえワーク・ライフ・バランス

困りごと

推進ネットワーク」を設立し仕事と生活の
調和を図る取り組みを進めています。

加入事業所を増やしていきたい。

具体的な活動内容

私たちのセールスポイント

松江市内の事業所に「まつえワーク・
ライフ・バランス推進ネットワーク」会員とし

セールスポイント

対象

て加入していただき、セミナーのご案内、

先進事例の紹介

企業

先進事例の紹介等を行っています。

セミナーの実施

企業

情報提供

企業

所在地
松江市白潟本町43番地
市民活動センター3階

商談したい相手・希望
・松江市内の、ワーク・ライフ・バランス推進ネットワーク未加入の事業所に、
加入いただき、ワーク・ライフ・バランスについての理解を深めていただき、魅力ある

電話：0852-32-1196
FAX：0852-32-1191
メール
danjosankaku@city.matsue.lg.jp

職場作りを進めたい。

交流“商談”会への思い・意気込み
加入事業所の増加につなげ、ネットワークを生かし、ワーク・ライフ・バランスへの
理解を進めたい。

HP/ブログ等

