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オンライン ＣＳＲマッチングセミナー ➀１１/２０、➁１２/１７、➂１２/２３

『持続可能な地域と企業
のための SDGs』開催！

画像

今年度はオンライン（Ｚｏｏｍ）を活用し、企業の社会貢献活動や SDGs を推進している講師を迎え、県内実践

者の報告を交えながら、ＳＤＧｓの取組や地域・NPO 等との連携・協働について深めました。
第１回の久津摩和弘さんは「寄付つき商品の企画づくりに必要なポイント」「地元の社会問題を解決し、ソーシャ
ルビジネスにする」「従業員のロイヤリティ向上」、第２回の渋澤健さんは「『論語と算盤』といった“と”の力が大事」
「①購買、②貯蓄だけでなく、③寄付、④投資というお金の使い方を」、第３回の長澤恵美子さんは「ＳＤＧｓのマッ
ピングから、ビジネス戦略にＳＤＧｓを取り込む経営への統合へ」「ＮＰＯとのパートナーシップでは、社員の課題発
見力、社会的課題に対する感度の向上が期待されている」など “持続可能な地域と企業のため”の参考となるお
話を聞くことができました。（参加者のべ 99 名）

第１回
講師

１１月２０日（金）

久津摩 和弘

後援：鳥取商工会議所、米子商工会議所、倉吉商工会議所 鳥取県委託事業

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

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）

▶SDGs 推進事例報告 「とっとり世界子どもの日寄付キャンペーン（寄付つき商品企画）」参加団体より

＊企業・店舗 株式会社ホープタウン 取締役副社長 小西 正剛 さん （米子市）
株式会社鳥取フーズ（北海道居酒屋北の大地） 代表取締役 吉田 美麻 さん （鳥取市）
東亜青果株式会社 食品部国際業務コーディネーター バイディア エリザ さん （米子市）
＊ ＮＰＯ等 鳥取県ユニセフ協会 事務局長 奥谷 仁美 さん （鳥取市）

第２回
講師

渋澤 健

第３回
講師

１２月１７日（木）

コロナ後の世界とＳＤＧｓ ～寄付する人 渋沢栄一に学ぶ～

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・渋沢栄一の玄孫）

１２月２３日（水）

長澤 恵美子

ＳＤＧｓの達成に資する企業の活動～地方創生と企業の成長～

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 大成工業株式会社 ＴＳＳ事業部部長 松本 安弘 さん （米子市）
オリジナルの TSS(Taisei Soil System)汚水処理施設など環境配慮型トイレの国内外への普及

オンライン とっとりＳＤＧｓ推進会議×とっとりＳＤＧｓパートナー活動交流会 １２/１７
「とっとり SDGｓ推進会議」及び「とっとりＳＤＧｓパートナー制度」に登録している企業・ＮＰＯ等が集まり、
活動紹介や意見交換を行いました。（参加者 42 名） （鳥取県委託事業）
＊１２月１７日（木）第２回ＣＳＲマッチングセミナー終了後、第２部として開催。

▶SDGs 推進事例報告①

▶SDGs 推進事例報告②

「馬から始まる資源の循環～ソーラー
発電の利用、馬糞の堆肥化による
マッシュルームづくり等」

「⽶⼦の未来を背負って⽴つ
志の⾼い⼈材育成のための
『Future 米子奨学金』の創設」

認定ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ
理事長 大堀貴士 さん （鳥取市）

学校法人柳心学園学園地域振興室
副室⻑ 大田康一郎 さん （米子市）
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登録者募集中！
とっとり
ＳＤＧｓ
推進会議

とっとり
ＳＤＧｓ

■センターで実施した寄贈・補助事業
明治ホールディングス株式会社株主優待
により、子どもたちにお菓子を寄贈！

鳥取県生活協同組合が実施した
「フードドライブ」に協力し、食材を提供！

明治ホールディングス様の株主優待制度でお預

鳥取県生活協同組合が実施した「フードドライブ」

かりしたお菓子を、
「東日本大震災で広域避難した

（食品ロスの削減に向け、家庭で余っている食品等を

子どもたち」
「障がいのある子ども」を対象に活動・

回収し、福祉団体や施設等に提供する活動）に協力

支援を行う団体に寄贈しました。

し、米、乾麺、お菓子等の食材を提供しました。

＜寄贈先団体＞ ＊12 月に寄贈

＜提供先団体＞ ＊12 月に提供

【東部】3 団体

【東部】1 団体

・とっとり震災支援連絡協議会

・きりんのまち・愛プロジェクト（鳥取市）

（鳥取市・東日本大震災）

ごうぎんＳＤＧｓ私募債寄贈
（地域おこし型・NPO）「贈呈式」を開催！

・NPO 法人つぼみ畑（鳥取市・障がい児支援）
・NPO 法人岩美障がい児者親の会ぴゅあふれんず

（岩美町・障がい児支援）

8 月 5 日（水）に認定 NPO 法人鳥取県自閉症協会

【中部】1 団体
・虹の会「不登校や障害、ひきこもりの親の会」
（琴浦町・障がい児支援）

（鳥取市）の事務所において「贈呈式」を開催。
株式会社エム・シー（大阪府）よりご寄付いただい
た 14 万円を、同法人に贈呈しました。

【西部】1 団体
・NPO 法人希望の星（米子市・障がい児支援）

＊山陰合同銀行が取り扱う企業が発行した私募債の発行額の 0.2%を
地域づくり団体等に寄付するしくみ。

とっとり SDGs 推進補助金
11

研修等支援型

広報活動支援型

【二次募集分】 上限５万円（大規模１０万円）

【二次募集分】 上限１１万２千円

申請３団体 採択３団体（15 万円）

申請 6 団体 採択 6 団体（65 万 2 千円）

【東部】2 団体

【東部】2 団体

・NPO 法人学生人材バンク（鳥取市）

・市民エネルギーとっとり（鳥取市）

・冒険あそび場 IWAMI（鳥取市）

・NPO 法人賀露おやじの会（鳥取市）

【西部】1 団体

【中部】1 団体

・NPO 法人発達障がい児親の会 CHERRY（米子市）

・ダンス TUBE プロジェクト

若者団体活動支援型

「鳥取 HAKKA」（倉吉市）
上限１０万円

【西部】3 団体

申請２団体 採択２団体（14 万 2 千円）

・遠距離介護支援協会（米子市）

【東部】2 団体

・NPO 法人発達障がい児親の会
CHERRY（米子市）

・鳥取県ユニセフ協会学生部「TORICEF」（鳥取市）

・NPO 法人 YSS だいせん（大山町）

・鳥取城北高校アントレプレナー部（鳥取市）

■センターで募集中（又は募集予定）の助成プログラム
中国５県のＮＰＯ中間支援組織で構成する資金分配団体による

「とりぎん青い鳥基金」下期募集中

中国５県休眠預金等活用事業２０２０通常枠公募開始

ＳＤＧｓ（④教育、⑪まちづくり）をテーマに

鳥取県の助成総額：（３ヶ年で）１７８５万円 助成団体数：２団体程度

１件あたり上限５０万円（助成総額１３０万円）

オンライン公募説明会 １月２７日（水）、２月１日（月） 参加受付中！

募集〆切：１月２９日（金）

公募テーマ：不登校・ひきこもり又は障がい者の居場所づくり、

SDGs（➃教育活動、⑪まちづくり活動）を
テーマに、センターとの協働事業として

就学・就労を目指した環境整備
公募期間：１月 25 日（月）～２月 26 日（金）

リニューアルした「とりぎん青い鳥基

オンライン公募説明会（２回開催）：

金」
（2020 年度下期分）
を、現在募集中です。

１月 27 日（水）・２月 1 日（月）各 10 時～12 時
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➀専門家の派遣による支援

＊１回あたり１時間～３時間。１団体最大２回まで。ただし、２回目以降、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伺い、無料で相談をお受けします。

②センター職員による相談対応
・コロナに負けない！地域づくり相談窓口 担当：椿、世瀬
・震災復興活動支援（鳥取県中部地震生活復興支援） 担当：白鳥、内田

「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！

・東・中・西部創生支援センター他 担当：【東部】寺坂、【中部】椿、【西部】谷 （企業連携等）池淵
相談内容・ＮＰＯ法人の会計・労務等の事務支援、非営利団体の組織診断、クラウドファンディング支援
・NPO・若者等の助成申請支援、住民自治・共助による地域組織の運営支援、行政との協働
・県民・企業等が行うＳＤＧｓ推進・社会貢献活動の支援・連携（とっとりプロボノ・夏のボランティア体験活
動等のボランティアマッチング、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」の
普及、寄付・助成プログラムの企画連携等） ＊各相談窓口の連絡先は、４ページ下の＜お問合せ先＞をご覧ください。

①令和新時代創造県民運動のススメ、②活動のススメ、③協働のススメ
『

働く人が自ら①出資し、②働き、③運

NPO 法人の設立や運営の手続きを簡素にする特定非営利

営に関わる「協同労働」という新しい働

活動促進法の一部を改正する法律が 12 月２日、参院本会議

き方を実現する「労働者協同組合法」が

で、全会一致で可決・成立し、12 月９日に公布されました

12 月 4 日、参議院本会議で、全会一致で

（施行日は令和３年６月９日）。主な改正点は、縦覧期間が

可決・成立しました。

1 ヶ月から 2 週間に短縮、役員名簿・社員名簿について個人

３人以上の発起人がいれば届け出のみ
で設立でき（準則主義）、子育て支援や
介護・障がい者福祉等における就労創出
や地域課題の解決にむけた新しい法人形
態として期待されています。
決により NPO 法人や企業組合等から組織
変更ができることも規定されています。
＊議員立法で成立し、施行は令和４年 12 月頃の予定

お

務
す

局
す

令和２年４月以降認証を受けた
鳥取県内の特定非営利活動（NPO）法人
※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。

・鳥取県の認証を受けた NPO 法人

施行から 3 年以内であれば、総会の議

事

の住所・居所を公表等の対象から除外する等です。

の

令和３年１月２０日現在

２９１法人

NPO 法人 糸【倉吉市】令和２年 10 月 28 日認証

条例指定５法人
認定５法人

NPO 法人 くるみ児童クラブ【鳥取市】令和３年１月４日認証
・NPO 法人の認証を鳥取県に申請中・縦覧中の団体
さくらんぼ児童クラブ【鳥取市】縦覧期間：令和３年１月 22 日まで

長
め

鳥取県内の
NPO 法人数

『 ＳＤＧｓ －危機の時代の羅針盤 』

一

南博、稲場雅紀著 岩波新書 ２０２０年 11 月

日本政府の首席交渉官として SDGs の交渉を担当された南博さんと国際協力 NGO のメン
バーとして市民の立場から SDGs を推進してきた稲場雅紀さんとの共著。「地域の持続性」
と「誇りと責任ある暮らしの創造」を担っていくことを自覚した人々による鳥取県智頭町と
岡山県・岡山市の取組が、日本の地方における SDGs の好事例として紹介されています。
なお、両氏を講師に迎え、“ 地方／地域からの SDGs ”をテーマに、オン
ラインによるフォーラムが 3 月 24 日（水）に鳥取で開催される予定です。
詳細細が決まり次第、センターHP でも紹介します。
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働き方改革セミナー＆プロボノ育成研修＆プロボノ報告会

鳥取県委託事業

本業プラスαで社会貢献 セミナー
２ 月１７日 （水） １８：００～２０：１０

講 演 １８:００～１９：１5
「プロボノのススメ パナソニックの企業市民活動の取組み紹介」

第１部
講 師

第２部

オンライン（Zoom）開催 定員５０名 要申込・参加無料

東郷 琴子 さん （パナソニック株式会社ブランド戦略本部ＣＳＲ・社会文化部主幹）

とっとりプロボノ実施報告会

１９:２０～２０:１０

① 鳥取ふるさとＵＩ（友愛）会 ［支援内容：パンフレット作成］
② 一般社団法人なだて ［支援内容：マーケティング基礎調査］

＜参加対象＞社会貢献活動に関心の
ある企業、NPO・地域づくり団体、
個人の方等

③ NPO 法人米子ボート協会 ［支援内容：広報戦略立案］
地域の見えざる課題、聞こえざる声をひろい
本当に困っている人、頑張っている人を
社会みんなが支え、応援する仕組み

ネット
から寄付
鳥取県の寄付ページ

４７コロナ基金
とっとりつながるプロジェクト

オンライン

鳥取県中部地震４年フォーラム
２月４日（木） １４:００～１６：００ 開催！
鳥取県中部地震発生から４年が経過し

「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ます！
＊第１次寄付金募集期間 令和２年 12 月 1 日～令和 3 年 1 月 31 日
なお、寄付金は令和３年２月１日以降も受け付けています。
＊寄付方法は、クレジットカード決済又は銀行振込が選べます。
＊寄付金（税額・所得）控除の対象です。
全国各地の市民基金を支える（一社）全国コミュニティ財団協会
と連携して寄付金を集め、次世代のために必要な活動を行う NPO
等へ支援（助成）するプロジェクトです。
■基金設置管理：
（公財）地域創造基金さなぶり（宮城県）
■募金・寄付のシステムは「コングラント」
（https://congrant.com/jp/）
を利用しています。

ましたが、センターでは県の委託を受け
「鳥取県版 災害ケースマネジメント」を
実践してきました。フォーラムでは、福祉
的アプローチを含む一人ひとりの状況に
応じた被災者生活復興支援の取組を報告
し、意見交換を行います。また、日本弁護
士連合会災害復興支援委員会委員長で『災
害ケースマネジメント◎ガイドブック』
（合同出版 2020 年）の著者でもある津久
井進弁護士を講師に迎え、全国の災害ケー
スマネジメントの取組みに
ついてお話いただきます。
＊お問合せ及び参加申込みは、
震災復興活動支援センター
（0858-26-2954）へ

《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 ／ コロナに負けない！地域づくり相談窓口
毛利、寺坂、白鳥、椿、池淵、谷、尾﨑、世瀬、内田、上山、三村、松林、野﨑、中山、石田

〒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、内田
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