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令和元年８月８日（木）とりぎん文化会館

鳥取県内で SDGs を推進する「ゆるやかな参加型のプラットフォーム」

「とっとり SDGs 推進会議」発足！
8 月 8 日（木）とりぎん文化会館第 2 会議室において、SDGs に取り組む高校、大学、NPO、
企業、自治体等から 42 名が集い、「とっとり SDGs 推進会議」発足会が開かれました。
発足会では、会の発足と運営規則を承認し、参加された皆さんの取組や想いが語られ、会を代
表して TottoriMama’s の中井みずほさんと鳥取青年会議所の田中信也さんによる「設立宣言」、参
加者全員による記念撮影が行われました。
「とっとり SDGs 推進会議」は、鳥取県内で活動・事業をすすめる多様な主体による SDGs の
取組を、みんなで共有・発信し、分野・組織・セクターを超えた連携・協働を促す「ゆるやかな
参加型のプラットフォーム」で、事務局は当センターが担います。現在、ホームページや SNS を
立上げ、参加（登録）をすすめています。［現在 15 団体・個人］
この機会に、
「とっとり SDGs 推進会議」の参加（登録）をご検討ください。
‘
［活動］①
SDGs 推進に関する情報交換・共有、学びと交流機会の拡充
➁ SDGs 推進に関する情報収集・発信
➂ SDGs の目標達成にむけた連携・協働の推進 ほか

設立宣言をする中井さん、田中さん

とっとり SDGs 推進会議発足会

●今後、登録団体が実施する講座等を 「情報発信」 するとともに、登録団体等の皆さんを
ゲストに、様々なテーマで 「SDGs 交流会（仮称）」 を開催していく予定です。

SDGs は Sustainable Development Goals の略で、直訳すると「持続可能な開発目標」。「誰一人取り残さない」
という理念の下、国連に加盟するすべての国（193 ヵ国）が 2015 年の国連総会において全会一致で採択した
“2030 年までに達成する未来への約束”「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
の中核に位置づけられ、「環境」
「開発」
「人権」を柱に、17 の目標と 169 のターゲットで構成されています。
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活動団体の皆さんと学びあいました！

鳥取県では６年間に 95 団体 163 台のリユース PC を寄贈

「第６回とっとりイーパーツリユース PC 寄贈プログラム」寄贈式 を、８月 31 日（土）米子コン
ベンションセンター（米子市）、9 月 1 日（日）センター事務所（倉吉市）、とりぎん文化会館（鳥取
市）において、認定 NPO 法人イーパーツ（東京都）との共催で開催しました。
（参加者計 31 名）
今回の寄贈式では、
「情報セキュリティ強化セミナー」
（日本郵便年賀寄附金助成事業）をあわせて行い、イーパーツの

会田和弘さんの進行で、双六形式の情報セキュリティに関す
るゲーム「セキュロク」を使い、楽しみながら学びました。
※イーパーツリユース PC 寄贈プログラムは、寄贈品を寄付くださる企業、
西部会場の寄贈先団体のみなさん

それを活用できるように再生してくださる障がい者施設、そして地域の
協働団体等多くの方々の協力で実施されています。

申請 25 団体のうち以下の 17 団体が採択され、28 台のリユースノートパソコンが寄贈されました。
【東部】4 団体 PC 9 台 認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）
、認定 NPO 法人十人十色（鳥取市）
NPO 法人 ECO フューチャーとっとり（鳥取市）、NPO 法人和の輪（智頭町）、
【中部】6 団体 PC 9 台 NPO 法人こども未来ネットワーク（倉吉市）
、NPO 法人あっとほうむ（倉吉市）
音訳ボランティアグループ「ありんこ」（倉吉市）、動物愛護グループ猫じゃらし（倉吉市）
NPO 法人 NPO みささ温泉（三朝町）
、NPO 法人東伯けんこう（琴浦町）
、
【西部】7 団体 PC 10 台 NPO 法人山陰福祉の会（米子市）
、NPO 法人おやこサポート小窓（米子市）
NPO 法人保育サポータークローバーキッズ（米子市）
、NPO 法人コーカラ健康塾（米子市）
NPO 法人ワークショップアクティブ（米子市）
、支え合いのまち御来屋（大山町）

とっとりプロボノ 2018 説明会

NPO 法人南部町総合型地域スポーツクラブ（南部町）

協力団体：鳥取県社会福祉協議会、鳥取市社会福祉協議会鳥取市ボランティア・市民活動センター
倉吉市社会福祉協議会、米子市社会福祉協議会

非営利公益活動広報補助金

地域づくり研修企画補助金

6 月及び 8 月の募集で 11 団体より申請があ

6 月及び 8 月の募集で 9 団体より申請があり、

り、８団体が採択されました。［上限 11 万 4 千円］

８団体が採択されました。［上限 5 万円］

3 次募集中！ 〆切 10 月 31 日（木）
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3 次募集中！ 〆切 10 月 31 日（木）

※今年度より、前回の採択から５年を経過している団体は申請

※団体が企画する地域づくり講座の講師謝金等又は地域活性化

可能となっています。

センターと日本 NPO センターの関連研修等へ交通費等を補助。

【東部】5 団体 産後ケアやわらかい風（鳥取市）

【東部】1 団体 NPO ツナガルドボク（鳥取市）

【

鳥取市地域食堂ネットワーク（鳥取市）

【中部】3 団体 NPO 法人里山地域研究会（三朝町）

NPO 法人みつばちネットワーク（鳥取市）

中部鳥取たけのこ振興会（湯梨浜町）

（一社）アートスペースからふる（鳥取市）

琴浦まちづくりネットワーク（琴浦町）

NPO 法人スペシャルオリンピックス日本・鳥取

【西部】4 団体 「下街ろまん」上映会・孫大輔監督

（鳥取市）

トークセッション実行委員会（大山町）

【西部】3 団体 NPO 法人山陰福祉の会（米子市）

築き会（大山町）、やらいや逢坂（大山町）

NPO 法人ひまわり倶楽部（米子市）

NPO 法人勝田ヶ丘志学館（米子市）

NPO 法人勝田ヶ丘志学館（米子市）

※［講師招聘］4 団体 ［全国研修］4 団体

控除対象特定非営利活動法人指定支援補助金
鳥取県の NPO 法人の条例個別指定制度に基づく指定を受けようとする NPO 法人が
司法書士等へ相談する際の経費等に対して補助金を交付します。
・補助対象 県内の NPO 法人
・事業期間 交付決定～２月 28 日（金）
・補助額（上限 15 万円／件［補助率：３/４］） ・交付予定件数 2 件程度
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CSR マッチングセミナー

［テーマ］SDGs

8/7（水）米子 8/8（木）倉吉、鳥取

（一社）SDGs 市民社会ネットワーク事務局長の新田英理子さんを講師に迎え、８月７日（水）米子
コンベンションセンター、８月８日（木）エキパル倉吉及びとりぎん文化会館において、持続可能な地域と

企業のための SDGs をテーマに「CSR マッチングセミナー」を開催しました（参加者計 160 名）。
第 2 部では、株式会社山陰合同銀行の井上光悦さん［西部会場］、株式会社エナテクスの牧野健治さ

ん［中部会場］、青翔開智高等学校の２年生４名の皆さん［東部会場］より SDGs の取組をお聞きし、
第 3 部では、センターが行っている企業と NPO 等とのマッチング企画「お買い物チャリティー」「プロボ
ノ」等の紹介が行われました。「SDGs の理解が深まった」「自社の取組を、SDGs に紐づけたい」など、
モヤモヤ感もありながら、基本的な理解ができ、県内の実践例にも触れることができたという声が寄せられ
ました。 ［共催］鳥取・倉吉・米子・境港の各商工会議所、倉吉市銀座商店街振興組合、鳥取県経済同友会西部地区

8 月 7 日（水）西部会場

8 月 8 日（木）中部会場

8 月 8 日（木）東部会場

夏休みボランティア体験事業 県内 15 の NPO 等に 69 名が参加（うち高校生 60 名）
この夏（7 月～9 月）、子ども・子育て、自然体験、文化・芸術・スポーツ、地域づくり、災害支援等

に取組む県内 15 の NPO 等を、県内の高校をはじめ県内外に広く紹介し、様々なボランティア体験の機
会を提供する事業を試行的に実施しました。ボランティアを受け入れた NPO 等は以下のとおりです。
【東部】8 団体 NPO 法人学生人材バンク、NPO 法人地域スポーツ推進協会、NPO 法人鳥取・森のようちえん・風りんりん
NPO 法人鳥の劇場、認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ、とっとりの元気づくりプロジェクト東部チーム
イラストレーター毛利彰の会（以上、鳥取市）、NPO 法人八東川清流クラブ（八頭町）
【中部】2 団体 復興支援隊 縁（倉吉市）、夢現の風やばせ（琴浦町）
【西部】5 団体 NPO 法人保育サポータークローバーキッズ、NPO 法人山陰福祉の会、NPO 法人米子ボート協会
楽笑本舗（以上、米子市）、NPO 法人こうふのたより（江府町）

とっとりプロボノプロジェクト
今年度は、鳥取県と認定 NPO 法人サービ
スグラント（東京都）と連携して実施。
８月下旬より、首都圏 11 名と県内 8 名

鳥取大学との共催企画「もやもやトーク」
新しい時代の暮らしの発見-仲間と拠点を考える
新しいスタイルの互助や仲間づくりの動きに見られる
「もやもや」した感覚の新鮮さや楽しさがどこから生まれ
てくるのか、鳥取大学 CDL（19 時～）で考えあいます。

計 19 名のプロボノワーカーがチームをつ

➀10 月 30 日（水）吉田裕志

くり、（一社）SENRO（八頭町）、NPO

②11 月 28 日（木）河上友香

法人なんぶ里山デザイン機構（南部町）の

③12 月 12 日（木）大下志穂

（こっちの大山研究所）

組織支援を行っています。

④ 1 月 16 日（木）井辻美緒

（YKG60［岡山県矢掛町］）

令和元年 7～9 月に認証を受けた特定非営利活動（NPO）法人及び縦覧中
の団体
・鳥取県の認証を受けた特定非営利活動（NPO）法人

特定非営利活動法人さじ未来【鳥取市】 令和元年 8 月 28 日認証

・特定非営利活動（NPO）法人の認証を鳥取県に申請中（縦覧中）の団体
特定非営利活動法人ＲＥＩＷＡ【米子市】

縦覧期間：令和元年 10 月 2 日まで
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鳥取県内の
NPO 法人数
令和元年９月３０日現在

２８６法人
条例指定５法人
認定６法人

センターで取り組む SDGs 関連企画

NPO のための SDGs セミナー

2019 年度日本郵政年賀寄付金助成事業

※SDGs に関心がある方は、どなたでも参加できます。

【東部】10 月 15 日（火）18:30～20:30 県民ふれあい会館
【中部】10 月 16 日（水）10:00～12:00 倉吉未来中心

【西部】10 月 16 日（水）14:30～16:30 米子コンベンションセンター

「NPO は SDGs をどう考え、どう取り組み、どう発信していくべきか？」

講師：石原達也さん
SDGs ネットワークおかやま会長
（一社）SDGs 市民社会ネットワーク理事

・SDGs ネットワークおかやま会長の石原達也さんをお呼びして、SDGs
の概要から鳥取での展開について考えます。

県内 ICT アドバイザーによる

NPO 等への 無料派遣 実施中！
「SNS を使って発信し、集客力を高め
たい」等、NPO 等の悩み対して、ICT
（SNS、Web サービス等）のスキルに長

11 月 1 日（金）～12 月 31 日（火）
企業や店舗が「寄付つき商品」を販売し、地域社会の

けている県内在住の Web デザイナー、

課題解決に取り組む NPO 等に寄付を行う「お買い物チ

ブロガー、デジタルビジネスコンサル

ャリティー」。今年度は、SDGs の目標と紐づけを行い、

タント等の「ICT アドバイザー」が、

“子どものための活動”を行う団体（NPO 等）を対象に、

無料で相談に応じます。

「とっとり世界こどもの日寄付キャンペーン」として、
11～12 月にかけて取り組みます。
※11 月 20 日「世界こどもの日」は、世界の子どもたちの相互理解と福祉

県内 ICT アドバイザーによる

情報発信力強化講座
12/4（水）米子

の向上を目的として国連によって制定され、1989 年のこの日に「子ど
もの権利条約」が国連総会で採択され、今年 30 周年を迎えます。

12/7（土）鳥取

12/9（月）倉吉
上記「ICT アドバイザー」による実践的

な情報発信力強化講座「Web/SNS の
専門家に聞いてみよう！情報発信のお
悩み相談室（仮称）」を開催します。
12 月 4 日（水）19:00～21:00 米子
12 月 7 日（土）13:30～16:30 鳥取
12 月 9 日（月）19:00～21:00 倉吉

「令和新時代とっとり元気フェス」との同時開催で、
寄付文化醸成・SDGs・地方創生をテーマに、子ども

子育て・若者・障がい者・災害時の支援など、各分野
で活躍されている県内の NPO 等の皆さんをゲストに
迎え、「活動団体交流会」を開催します。

《お問合先》
公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 毛利、寺坂、白鳥、椿、池淵、谷、尾崎、世瀬、美甘、上山

〒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 県東部地域振興事務所 1 階
担当：寺坂
電話 0858-26-6262 パープルタウン２階 活性化センター 担当： 椿
電話 0859-31-9694 県西部総合事務所１階 西部振興課
担当： 谷
電話 0858-26-2954 パープルタウン２階 活性化センター 担当：白鳥、美甘
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