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若者地域づくり
活動補助事業報告会

オンライン（Zoom）
６月８日（火）主催：センター

開催！

６月８日（火）、『若者地域づくり活動補助事業報告会』をオンラインで開催し、令和２年度に「と
っとり SDGs 推進補助金〈若者団体活動支援型〉」（とっとり県民活動活性化センター）又は「鳥取県
令和新時代創造県民運動推進補助金〈若者チャレンジ型〉」（鳥取県県民参画協働課）を活用して行わ
れた活動について、以下の高校生・大学生の４団体より報告を受けました。（参加者 48 名）

【とっとり SDGs 推進補助金〈若者団体活動支援型〉】
①鳥取県ユニセフ協会学生部 TORICEF〈トリセフ〉
「SDGs 教育カードゲームⅩⅦによる SDGs 教育と普及 とっとり発の SDGs 教育普及モデル創出」

②鳥取城北高等学校アントレプレナー部
「AKARI BEER for CHILDREN～高校生の鹿野地ビールラベルデザインを通した国際協力事業～」

【鳥取県令和新時代創造県民運動推進補助金〈若者チャレンジ型〉】
③学生団体 Skip Class〈スキップクラス〉［青翔開智高等学校ほか］
「鳥超祭～ジューダイ発表会～」

④7－R〈セブンアール〉［鳥取西高等学校］
「鳥取活性化プロジェクト」

〈鳥取県との共催企画〉

「若者×地域づくり活動団体交流会」
第１回

７月 10 日（土）

令和３年４～７月に認証を受けた
鳥取県内の特定非営利活動（NPO）法人

認証

オンライン（Zoom）

●話題提供：地域づくり活動のヒント

※鳥取県県民参画協働課のホームページより閲覧できます。

・鳥取県の

参加者２４名で開催しました。

・認定ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ【鳥取市】

・ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク【倉吉市】

を受けた NPO 法人

・

NPO 法人鳥取誠之会【岩美町】
令和３年５月１７日認証
NPO 法人ひとりじゃない【鳥取市】
令和３年５月１７日認証
NPO 法人 AKATUKI【米子市】
令和３年５月２８日認証
NPO 法人梨花【倉吉市】
令和３年６月１５日認証
ＮＰＯ法人青い鳥の会【鳥取市】

鳥取県内の
NPO 法人数
令和３年７月１５日現在

２９７法人
条例指定５法人
認定７法人

意見交換（アイデアごとにグループワーク）
＊アイデア紹介者募集中！〆切 8/1（日）

令和３年７月１２日認証
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オンライン（Zoom） ７月 13 日（火）開催

助成金・補助金合同説明会＆相談会

開催！

７月 13 日（火）、オンライン（Zoom）により「令和３年度～コロナで止まるな！～助成金・補助金合
同説明会＆相談会」を開催し、NPO・地域づくり団体等 18 団体 26 名の参加がありました。

令和３年度に公募される県内外の民間助成金や県の補助金等について、６団体の担当者から説明いただ
き、また、過去に県内で採択された２団体より取組報告をしていただきました。
説明会終了後、オンライン上でグループに分かれて、相談会を行いました。
＜参加助成団体及び過去の採択団体＞ ＊（ 月）は、申請期間
（１）公益財団法人キリン福祉財団
◉「キリン・地域のちから応援事業」及び「キリン・福祉のちから開拓事業」
（９～10 月）
▶過去の採択団体

より取組報告 鳥取県里親会 遠藤 伸彦 氏

（２）こくみん共済 coop＜全労済＞
◉地域貢献助成 【子ども、環境、防災】
（９～10 月）
（３）鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」
◉よりん彩活動支援事業補助金【講座開催、研修支援、若者企画、環境、調査研究】（随時募集）
（４）株式会社鳥取銀行
◉とりぎん青い鳥基金【教育、まちづくり】（上期：～７月、下期：～１月）

▶
（５）鳥取県県民参画協働課
◉令和新時代創造県民運動推進補助金
◉鳥取県×とりぎん SDGs アワード【小・中学生、若者】（７～９月）
（６）公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
◉とっとりイーパーツリユース PC 寄贈プログラム（７月）
◉中国ろうきん NPO 寄付システム（12 月）
◉あいおいニッセイ同和損保助成プログラム（1 月）
＊その他の助成プログラムの紹介
（一社）生命保険協会鳥取県協会「高齢者応援団体に対する助成活動」
（７～８月）
日本郵便「年賀寄付金配分事業」（９～11 月）…後日、
「説明会」開催予定

とっとり SDGs 推進補助金
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一次募集の交付が決定しました。＊７月下旬より二次募集予定

広報活動支援型

研修等支援型

一次募集［上限 11 万２千円］
申請６団体 採択６団体（538,000 円）

一次募集［上限 5 万円（大規模 10 万円）］
申請４団体 採択４団体（229,000 円）

【東部】２団体
・鳥取ふるさとＵＩ〈友愛〉会（鳥取市）
・
【中部】２団体
・ボランティア団体 MCC（湯梨浜町）
・瑩芯館（琴浦町
【西部】２団体
・（一社）みんなのいえ（米子市）
・鳥取県モンゴル中央県親善協会（米子市）

【中部】３団体
・NPO 法人こども未来ネットワーク（倉吉市）
・倉吉市体験型教育旅行誘致協議会（倉吉市）
・青少年育成団体 ポレポレキッズ☆（湯梨浜町）
【西部】１団体
・NPO 法人喜八プロジェクト（米子市）

若者団体活動
支援型
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一次募集［上限 10 万円］
申請 1 団体 ＊審査会７月下旬

47 コロナ基金とっとりつながるプロジェクト
県内２団体へ助成が決定！
●設置団体：（一社）全国コミュニティ財団協会 ●基金管理団体：（公財）地域創造基金さなぶり ●寄付募集パートナー：リタワークス株式会社「congrant」

「47 都道府県『新型コロナウイルス対策』地元基金」を通していただいた寄付金を、鳥取県では、
次世代のために必要な活動を行う NPO 等への支援に活用しています！
＊昨年度 31 万円の寄付をいただき、以下の 2 事業に助成を行いました。

◆第１回採択団体

47 コロナ基金【鳥取県】
寄付金（第２次）募集中！

２団体に 271,800 円を助成
実施期間：５月中旬～11 月中旬（６ヶ月間）
【東部】認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）
「新しい放課後の居場所『あそび～馬』」

鳥取県
寄付ページ

６月 23 日（水）
、センター事務所において、
「片岡鶴太郎展 顔－faces－」
（主催：倉吉市、

新日本海新聞社等）の寄付型チケット協賛金の

【西部】子どもの人権広場（米子市・代表団体）

一部を「47 コロナ基金とっとりつながるプロジ

〈＋NPO 法人学生人材バンク（鳥取市）〉

ェクト」
に寄付いただきました。
（協賛企業等 31）
ありがとうございました。

「すべてのこどもに、あんしんできる居場所を」

新日本海新聞社中部本社宇田川靖総局長と毛利葉常務理事
（６/23 現在）

企業・学校・団体等に SDGs に関する講師を派遣する

とっとりプロボノ
プロジェクト

とっとり SDGs 伝道師
派遣制度スタート！

支援先 2 団体決定！

鳥取県新時代・SDGs 推進課委託事業

春の公募により、以下２つの支援

SDGs を学びたい、SDGs についての講座や研修を開催し

先団体（プロボノワーカー受入団体）

たいが講師は誰に頼めばいいか分からない…といった声にお

が決まり、９月より県内のプロボノ

応えし、センターではこの度、鳥取県新時代・SDGs 推進課

ワーカーによる支援活動がスタート

の委託事業として、SDGs に精通した「SDGs 伝道師」を講師

します。

として派遣する「とっとり SDGs 伝道師制度」を始めました。

【中部】青少年育成団体 ポレポレキ

県が任命した８名の「とっとり SDGs 伝道師」は、以下の通

ッズ☆（湯梨浜町）
［事業計画立案］
【西部】こども食堂「ネバーランド」

りです。（５月 25 日現在・敬称略）
井上光悦（
（株）山陰合同銀行地域振興部）
江原朋美（流通（株）整理収納アドバイザー）

（米子市）

澤田健吾（鳥取青年会議所理事長）

［事業計画立案］

重森直子（

このプロジェクトを通じて、社会

中井みずほ（Tottori Mama’s 代表）

人・若者ボランティアの参加を広げ

森田恒志郎（鳥取県ユニセフ協会学生部代表）

るとともに、支援先団体（プロボノ

奥谷仁美（鳥取県ユニセフ協会事務局長）

ワーカー受入団体）の組織基盤の強

小松亜希恵（三朝中学校）

化を図ります。

）

お問合せ・お申込みは、センター事務局（0858-24-6460）へ
へ
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オンライン 働き方改革セミナー＆プロボノワーカー研修会

本業＋α で 社会貢献セミナー
７月 22 日（木・祝）9:30～11:00

日時：

開催方法：オンライン（Zoom）

対象：
講演：
「人生 100 年時代における社会参加ことはじめ」
嵯峨 生馬 氏（認定 NPO 法人サービスグラント代表理事）
事例報告：デービッド シェーファー 氏

参加無料

嵯峨生馬 氏

デービッド シェーファー 氏

外資系コンサルタント、アメリカ系金融コングロマリット、スイス系プライベート
バンクを経て現職。日本の貧困層の自立支援に取り組む「（一社）グラミン日本」の
業務執行理事 COO。東京の金融業界で 17 年間ファンドレイズしている「FIT チャリ
ティ・ラン」の実行委員長を努める。
後援：鳥取商工会議所、倉吉商工会議所、米子商工会議所、境港商工会議所、鳥取県商工会連合会
申込方法：メールにて、センター（info@tottori-katsu.net）へお申し込みください。
件名を【社会貢献セミナー】とし、本文に【お名前、ご所属（任意）
、メールアドレス】を記載してください。

オンライン とっとり SDGs 意見交換会

誰一人取り残さない

-あなたの活動がきっと誰かの役に立つ！-

７月 29 日（木）15:00～17:00

日時：

開催方法：オンライン（Zoom）

対象：SDGs に関心のある企業、団体、個人の方など 参加無料
１．はじめに：「日頃（平時）の活動×防災・災害時支援と SDGs」センターより報告
２．事例報告：松原裕 氏（BREMEN 代表）、長谷川浩司 氏（鳥取県自然体験塾 代表）
コメンテーター：森本智喜 氏（日野ボランティア・ネットワーク 事務局員）
３．意見交換
＊とっとり SDGs プラットフォーム企画
申込方法：メールにて、センター事務局（info@tottori-katsu.net）へお申し込みください。件名を【SDGs 意見交換会】とし、
本文に【ご所属（企業・団体名等）、氏名、メールアドレス、電話番号】を記載してください。

センターからのお知らせ
平成 26 年 1 月のセンター設立以来、常務理事兼事務局長を務めてきた毛利葉が、６月末で事務局を
退職し、齋藤明彦の退任に伴い理事長に就任しました。また、理事の改選に伴い、新たに常務理事兼事
務局長として、県職員 OB の小林綾子が就任し、７月１日より事務局も新体制で再スタートしました。
引き続き、ボランティア活動・地域づくり活動・NPO 活動の支援をはじめ、多様な主体の連携・協
働、SDGs の推進等、県民活動の活性化及び持続可能な地域づくりに力を尽くしていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

《お問合せ先》

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 小林、寺坂、尾﨑、世瀬、上山、三村、松林、野崎、中山

〒682-0023 倉吉市山根 557-1 パープルタウン 2 階 電話 0858-24-6460／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858-24-6470
E メール info@tottori-katsu.net
センターHP http://tottori-katsu.net/

●東部とっとり創生支援センター
●中部とっとり創生支援センター
●西部とっとり創生支援センター
●震災復興活動支援センター

電話 0857-20-3528
電話 0858-26-6262
電話 0859-31-9694
電話 0858-26-2954
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県東部庁舎 1 階 東部地域振興事務所内
パープルタウン２階 活性化センター内
県西部総合事務所１階 西部振興課内
パープルタウン２階 活性化センター内

担当： 谷
担当： 椿
担当：池淵
担当：入江

