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ボランティア・地域づくり団体、ＮＰＯ等の皆様へ
ICT の活用（情報の管理・発信・Zoom 等オンライン会議の開催）、会議の進め方、コロナ
支援制度・各種助成金・クラウドファンディングの活用、寄付・ボランティアの推進、会計・
労務、法人化・解散・合併等、団体の運営に関するご相談を広くお受けしています。・
まずは、とっとり県民活動活性化センター事務局へご連絡ください。0858-26-6460

❶センター職員による各種相談窓口

「Zoom 体験講座」
参加者が５名以上
集まれば、開催日程
を調整いたします！

・コロナに負けない！地域づくり相談窓口
団体の運営に関するお困りごと、新たなニーズに対応した支援情報や
助成金制度等、コロナの影響による様々な相談をお受けしています。
電話 0858-24-6460 倉吉パープルタウン２階 活性化センター 担当：世瀬、椿

・東・中・西部とっとり創生支援センター
東・中・西部の県振興課と協働で設置。ＮＰＯ等と行政との協働、地方創生に関する相談やネットワークに関
する様々な相談をお受けしています。
東部とっとり創生支援センター 電話 0857-20-3528 県東部地域振興事務所１階 担当：寺坂
中部とっとり創生支援センター 電話 0858-26-6262 倉吉パープルタウン２階 活性化センター 担当： 椿
西部とっとり創生支援センター 電話 0859-31-9694 県西部総合事務所１階 西部振興課 担当： 谷

・震災復興活動支援センター
鳥取県中部地震からの復興に向けた住民活動・民間活動を支援し、平成３０年度からは住宅問題をはじめ、
生活面での課題が解決されていない世帯の方々の相談をお受けしています。防災学習や避難訓練、「支え
愛マップ」作成等、地域防災に関する相談をお受けし、伴走支援も行っています。
電話 0858-26-2954 倉吉パープルタウン２階 活性化センター 担当：白鳥、内田
とっとり県民活動活性化センター 電話 0858-24-6460 倉吉パープルタウン
２階 担当：世瀬、椿
●１団体最大２回まで。ただし、２回目以降、

❷専門家の派遣による支援

３年経過した場合は再度活用できます。

センターに登録いただいている税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、ICT 支援アドバイザ
ー等が皆さんの事務所等にお伺いして、無料で相談をお受けします。 （１回あたり１時間～３時間）
とっとり県民活動活性化センター 電話 0858-24-6460 倉吉パープルタウン２階 担当：池淵

■その他、センターでは、様々な相談をお受けしています。
・ＮＰＯ法人の会計・労務等の事務
支援 担当：寺坂、尾﨑、世瀬ほか
・企業等との連携支援 担当：池淵
SDGs、寄付つき商品「お買い物
チャリティー」「とっとりカンパイ
チャリティー」等のマッチング

・クラウドファンディングの
取組支援 担当：池淵
・ボランティア支援 担当：谷
とっとりプロボノ、夏のボ
ランティア体験活動のボラ
ンティアマッチング
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・共助交通など住民自治による地域
組織の運営支援 担当：椿、谷ほか
・「組織診断」支援 担当：池淵、寺坂
非営利組織評価センター［JCNE］
の「ベーシックガバナンスチェック」
「グッドガバナンス認証」取得支援

明治安田生命保険相互会社（鳥取支社・鳥取駅南営業所）
「私の地元応援基金」事業寄付金を贈呈！
明治安田生命保険相互会社（鳥取支社・鳥取駅南営業所）は、コロナ禍の中で活動を続ける県東部の
子育て支援団体を支援するために、10 月 6 日（火）
、同社鳥取支社（鳥取市）で、「私の地元応援基金
事業」寄付金贈呈式を開催しました。（参加者 13 名）
センターに寄付いただいた 417,400 円より、下記 5 団体に
寄付金各 8 万円（総額 40 万円）が贈呈され、社員によるボラ
ンティア活動や広報のお手伝い等、同社による継続的な支援の
可能性について意見交換を行いました。
【東部】子育て支援ネットワーク ぷろじぇくと えん（岩美町）
全国各地の支社・営業所が地元の寄付先を
選定して行う任意の従業員募金に、会社拠
出の寄付を上乗せしたマッチング募金

NPO 法人智頭の森こそだち舎（智頭町）、産後ケアやわらかい風（鳥取市）
認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）
、Tottori Mama‘s（鳥取市）

とっとりイーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム

とりぎん青い鳥基金

（採択１４団体 リユースパソコン２６台、プリンタ２台）

（上期採択３団体 助成総額７０万円）

10 月 3 日（土）オンラインで、認定 NPO 法人イーパーツ

鳥取銀行「とりぎん青い鳥基金」

（東京都）との共催で「第 7 回とっとりイーパーツリユース

は、SDGs（④教育、⑪まちづくり）を

PC 寄贈式」を開催しました。

テーマに、当センターとの協働事業と

【東部】6 団体 PC 10 台 プリンタ 1 台

してリニューアル。2020 年度上期助

五しの里地域協議会（鳥取市）
、アートスペースからふる（鳥取市）

成が決定し、各団体で贈呈式を実施し

鳥取県里親会（鳥取市）
、NPO 法人智頭の森こそだち舎（智頭町）

ました。

NPO 法人万葉のふるさと国府創生会（鳥取市）

【東部】

認定 NPO 法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）

・認定 NPO 法人ハーモ

【中部】2 団体 PC 3 台

ニィカレッジ（鳥取市）

遊遊ひろばを楽しむ会（湯梨浜町）
琴浦まちづくりネットワーク（琴浦町）

・浜湯山・多鯰ヶ池活性

【西部】6 団体 PC 13 台 プリンタ 1 台

化委員会（鳥取市）

NPO 法人鳥取県障害者就労事業支援センター（米子市）
NPO 法人希望の星（米子市）
、ホウキっこチリトリおとな（伯耆町）
NPO 法人大山綿の花（米子市）
、NPO 法人 YSS だいせん（大山町）
地域自主組織ふれあいの里かあら山（大山町）
［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

【西部】
・NPO 法人発達障がい児
親の会 CHERRY
（米子市）

＊下期募集〆切：令和３年 1 月 29 日（金）

とっとり SDGs 推進補助金
広報活動支援型

研修等支援型

若者団体活動支援型

一次募集［上限 11 万 4 千円］

一次募集［上限 5 万円（大規模 10 万円）］

一次募集［上限 15 万円］

申請 6 団体 採択 6 団体（669,000 円）

申請３団体 採択３団体（142,000 円）

申請 2 団体 採択 2 団体（142,000 円）
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【東部】5 団体

【東部】1 団体

【東部】2 団体

・浜湯山・多鯰ヶ池活性化委員会（鳥取市）

・にほんごがくしゅうかい（鳥取市）

・鳥取県ユニセフ協会学生部

・とっとり震災支援連絡協議会（鳥取市）
・NPO 法人ねっこ（鳥取市）
【中部】2 団体
・NPO 法人養生の郷（倉吉市）

【中部】1 団体
・NPO 法人こども未来ネットワーク
（倉吉市）

［連携団体］鳥取県ユニセフ協会

・
（鳥取市）

・

【西部】1 団体

【西部】1 団体

・地域自主組織ふれあいの郷かあら山

・NPO 法人サポートいるか（米子市）

「TORICEF」（鳥取市）

（大山町）

［連携団体］ソフトバンク株式会社
CSR 統括部

＊二次募集〆切：12 月 4 日（金）
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中国５県の NPO 中間支援組織で構成する資金分配団体「中国５県休眠預金等活用コンソーシアム」

「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」＊鳥取県では７団体（総額 1,150 万円）が内定
あわせて組織診断・事業評価等、ガバナンス・事業力向上のための “非資金的支援” を行います。
組織ン診断

休眠預金活用の仕組み

【子ども・若者・家庭支援】
・NPO 法人智頭の森こそだち舎（智頭町）
・NPO 法人こども未来ネットワーク（倉吉市）
【障がい者就労・居場所支援】
・NPO 法人大地（日吉津村）
【高齢者の生活・居場所支援】
・NPO 法人ひだまり（米子市）
・N.K.C ナーシングコアコーポレーション
合同会社（米子市）
【地域コミュニティ支援】

・NPO 法人トラベルフレンズ・とっとり
（鳥取市）
・大山移住交流サテライトセンター（大山町）

＊休眠預金とは…10 年以上にわたって取引をしていない口座に眠っている預金のこと。 休眠預金を社会課題の解決や民間
公益活動のために活用する制度「休眠預金等活用法」が 2018 年 1 月 1 日から施行され、昨年度から助成が始まりました。
中国地方では、５県の NPO 中間支援組織で構成する「中国５県休眠預金等活用コンソーシアム」 （代表団体：NPO 法人ひろ
しま NPO センター）が資金分配団体として採択され、実施団体の募集・審査・助成を進めています。
＊「コロナ枠」の助成は終了しましたが、「２０２０通常枠」［テーマ：困難を有するものの支援］の助成募集を１２月に予定しています。

夏のボランティア体験事業 県内 11 の NPO 等に、のべ 51 名が参加（当初の申込数 131 名）
コロナ禍の中でしたが、昨年に引き続きセンターの呼びかけに応え、7～9 月にかけて、子ども・子育て、

自然体験、文化・芸術、地域づくり、災害支援等に取組む県内 11 の NPO 等が、県内の高校生等を受
け入れ、新型コロナウイルスの感染防止に十分留意しながら、ボランティア体験の機会を提供しました。
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】6 団体 NPO 法人学生人材バンク（鳥取市）、NPO 法人いちばん星（鳥取市）、NPO 法人鳥の劇場（鳥取市）
イラストレーター毛利彰の会（鳥取市）、冒険あそび場 IWAMI（岩美町）、NPO 法人八東川清流クラブ（八頭町）
【中部】4 団体 復興支援隊 縁（倉吉市）、NPO 法人未来（倉吉市）、NPO 法人こども未来ネットワーク（倉吉市）
夢現の風やばせ（琴浦町）
【西部】1 団体 NPO 法人こうふのたより（江府町）

お買い物チャリティー＆とっとりカンパイチャリティー

11 月 20 日（金）～12 月 31 日（木）
企業や店舗が、“寄付つき”の商品やサービスを販売・提供し、地域社会の課題解決に取り組む NPO
等に寄付を行う「お買い物チャリティー」
「とっとりカンパイチャリティー」。今年度は、昨年度に引き
続き、SDGs の目標と紐づけを行い、“子どものための活動”を行う団体（NPO 等）を対象に、
「とっと
り世界こどもの日寄付キャンペーン」として、11 月 20 日～12 月末日にかけて取り組みます。
●キャンペーンの仕組み…対象の店等で特定の商品やサービス（寄付つき商品）を購入すると、購入金額の一部が、子どもや
子育て家庭の支援を行う団体に活動資金として提供されます。集まった寄付金は各店舗で集計後、各団体に贈呈されます。
※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ています。
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画像

オンライン ＣＳＲマッチングセミナー２０２０

寄付月間２０２０参加企画

持続可能な地域と企業のためのＳＤＧｓ
３回目を迎える「CSR マッチングセミナー」。今年度はオンライン（Ｚｏｏｍ）を活用し、様々な立場から全国的に
SDGs を推進している方々を講師に迎え、県内外の「取組事例を交えながら、ＳＤＧｓの取組や地域・NPO 等との
連携・協働について深めます。（参加無料・要申込 後援：鳥取商工会議所、米子商工会議所、倉吉商工会議所）

第１回

１１月２０日（金）

１４：００～１６：００

県受託事業

とっとり世界子どもの日
寄付キャンペーン スタート！

講演 「社会貢献とビジネスを両立させた『寄付つき商品』企画の作り方」
講師

久津摩 和弘さん

（（一社）日本地域福祉ファンドレイジングネットワークＣＯＭＭＮＥＴ理事長）

画像

ＳＤＧｓ推進事例報告 株式会社ホープタウン（米子市）、居酒屋北の大地（鳥取市）ほか

第２回

１２月１７日（木）

１５：４５～１８：５０

第１部：１５：４５～１７：００
第２部：１７：２０～１８：５０

第１部 講演 「コロナ後の世界とＳＤＧｓ ～寄付する人 渋沢栄一に学ぶ～」
講師

渋澤 健さん

（コモンズ投信（株）取締役会長・創業者、日本の資本主義の父・渋沢栄一５代目子孫）
著書：『寄付をしてみよう、と思ったら読む本』（共著・日本経済新聞出版社 ２０１８）
『ＳＤＧｓ投資-資産運用しながら社会貢献-』（朝日新書 ２０２０）

第２部 とっとりＳＤＧｓ推進会議 活動交流会

ＳＤＧｓ推進事例報告 認定ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ （鳥取市） ほか
ＳＤＧｓ活動交流会 ［テーマ別交流］ ①子ども・子育て、②地域コミュニティ、③災害時支援

第３回

１２月２３日（水）

１４：３０～１６：３０

講演 「ＳＤＧｓの達成に資する企業の活動～地方創生と企業の成長～」
講師

長澤 恵美子さん

（（一社）日本経済団体連合会ＳＤＧｓ本部統括主幹）

ＳＤＧｓ推進事例報告 大成工業（株） （米子市）

ＳＤＧｓ推進のネットワークへの登録・参加を呼びかけています！
とっとりＳＤＧｓ推進会議
事務局：センター
登録窓口：センター

連携

とっとりＳＤＧｓパートナー制度

登録
受付中

県受託事業

SDG ｓ に 繋 が る 活 動
団体等を登録・情報発
信することで、SDGs
の認知度向上と活動
の幅を広げることを目
指しています。

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、2015 年の国連総会において全会一致で採択された。
「経済」「社会」「環境」を柱に 17 の目標と 169 のターゲットで構成されている。
《お問合先》

（公財）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、内田、上山、三村、松林、野崎

〒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/
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