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一般財団法人とっとり県民活動活性化センター 

平成２６年度 事業報告 
（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 

 

Ⅰ 一般財団法人とっとり県民活動活性化センター（以下「センター」）の認知を広げ、公益法人化へ 

鳥取県及び県下１９市町村の拠出により、一般財団法人とっとり県民活動活性化センター（事務所：倉吉パー

プルタウン２階）を設立して１年余が経過した（平成２６年１月２３日登記・設立）。新たに２名の職員を加え、

５名の職員体制で、ボランティア活動、地域づくり活動、ＮＰＯ活動の支援に係る講座や助成事業等を企画・実

施し、センターの認知を広げてきた。また、１月に開催した理事会、評議員会において公益申請手続きをすすめ

ることを決議し、公益認定への道筋をつけた。 

 平成２６年度の前半期は、設立記念「つながるフォーラム」の開催を軸に、助成事業の募集業務（ふるさとプ

ロボノ事業、高校生ボランティア企画助成、非営利公益活動広報補助金交付事業、イーパーツリユースＰＣ寄贈

プログラム等）、地域づくり団体の訪問活動を行った。後半期は、ボランティア講座、助成金合同説明会、ＮＰＯ

事務力セミナー・検定、ＮＰＯ法人認定取得及び会計基準活用セミナー、地域力・広報力・コミュニケーション

力・ファンドレイジング等をテーマとした研修会を開催したほか、情報誌の発行や地域づくり団体全国研修交流

会三重大会への貸切バスの運行など、活動団体の方々と接する機会も増え、少しずつセンターの認知も広がり、

相談対応件数も増えてきた（１１６件）。 

しかし、事業の遂行に多くの時間が費やされ、ＮＰＯ等の現場を訪問しニーズや課題を把握する活動や、ＮＰ

Ｏ等の活動を紹介し、センター自身を広報するとりくみがすすまなかった。 

平成２７度は地方創生元年。職員を２名増員し（７名体制）、公益財団法人として新たなスタートを切る。１月

に定めたセンターの「アクションプラン」では、県と協働して東部・中部・西部に「とっとり創生支援センター」

を設置し、東部・西部にも職員を常駐させ、より身近な存在として地域や活動団体との関係構築をすすめ、伴走

型（寄り添い型）支援に力を入れることを謳っている。県民と活動団体とともに歩み、役立つセンターに成長し

ていきたい。 

以下、平成２６年度事業計画に基づきすすめてきた、事業実施と法人運営に関する事項を報告する。 

 

Ⅱ 事業実施に関する事項 １３，５０３千円 

 

１． 共通事業 ２，６８７千円 

（１）情報収集・発信 ２，６８７千円 

ア．ボランティア活動、地域づくり活動、ＮＰＯ活動等県民活動に関する情報や支援情報の発信 

・地域づくり団体、ＮＰＯ法人、市町村や支援機関等に対する、月１回程度の郵送 

・センターのホームページやｆａｃｅｂｏｏｋによる情報発信 

・県が管理する「鳥取力サイト」のイベント情報、研修情報、寄付募集情報、ボランティア情報、助成金情報

の追加、編集、削除等の運用管理及びメールマガジンによる配信 

第７２号 ４月 ９日（水）  第７３号 ４月２６日（土）  第７４号 ５月１３日（火） 

第７５号 ６月 ３日（火）  第７６号 ６月２０日（金）  第７７号 ７月１１日（金） 

第７８号 ７月３０日（水）  第７９号 ８月２８日（木）  第８０号 ９月１２日（金） 
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第８１号１０月 ２日（木）  第８２号１０月２０日（月）  第８３号１１月 ７日（金） 

第８４号１２月１７日（水）  臨時号  １月１５日（木）  第８５号 １月２８日（水） 

第８６号 ３月１９日（木） 

 

イ．情報誌編集委員会を設置し、センター職員が専門性のある編集協力スタッフとともに情報誌を作成、発行。 

・情報誌編集委員会の開催 

第１回：平成２６年８月２５日（月）委員５名、他４名参加 

第２回：平成２７年２月５日（木）委員３名、他２名参加 

・情報誌『いまと、これから。』 各５,０００部発行 

配付先：県内のＮＰＯ法人、地域づくり団体、市町村、関係者・関係機関、県外の支援センター等へ送付 

主に若い女性が集まる場所や、集会施設等に配架、主催事業や講師で派遣される講座等で配付 

第１号 特集：子どもたちの「いま」と、「これから」の私たち 平成２６年１１月１日発行 

（県外）ＮＰＯ法人山科醍醐こどものひろば（京都府） 

（県内）ＮＰＯ法人えがおサポートＬｅａｆ＆ＣＨＵＣＨＵ（米子市） 

こども☆未来塾・米子市福祉保健部福祉課・こども未来課（米子市） 

社会福祉法人鳥取こども学園（鳥取市）、鳥取地区ＢＢＳ会（鳥取市） 

高校生ｉｎｇ：加藤雅人（トットリハイスクールプロジェクト・高校１年） 

センター：設立記念「つながるフォーラム」 

理事長と常務理事のミニ対談：山根到理事長×毛利葉常務理事 

第２号 特集：女性の、いまと、これからのこと 平成２６年２月１日発行 

（県外）ＮＰＯ法人参画プラネット（愛知県） 

（県内）女性と子どものエンパワーメントｅ・らぼ（倉吉市） 

あけぼの会（乳がん患者会）鳥取県支部（米子市） 

株式会社はっぴぃりんく（米子市）、鳥取県母子寡婦福祉連合会（鳥取市） 

高校生ｉｎｇ：岩佐健太（米子高校２年） 

センター：ボランティア情報、地域づくり情報、ＮＰＯ情報、担当職員紹介 

理事紹介：新名阿津子理事（鳥取環境大学地域イノベーション研究センター准教授） 

第３号 特集：地域づくりのいまと、これから。 平成２７年３月３１日発行 

「地域おこし協力隊女子座談会 地方おこし協力隊女子目線」 

（岩美町）田中泰子、（日野町）眞崎愛、（江府町））清水祐花、上谷美波 

「スペシャルインタビュー 地方創生担当大臣石破茂さん目線」 

高校生ｉｎｇ：渋谷大輝（倉吉北高校３年）、生田宙（倉吉総合産業高校２年） 

センター：理事紹介：佐々木千代子理事（ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会理事長） 

・「センターつうしん」発行 ＮＰＯ法人、地域づくり団体、市町村等 約４００部 

第１号 平成２６年１２月１０日発行 

 

ウ．センターのＰＲ、ロゴ＆愛称の公募・決定 

リーフレットをＮＰＯ法人、地域づくり団体等に送付。主催事業や講師依頼された講座等でＰＲ。 

・マスコミ取材・掲載等 
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山陰放送「とりリンク」 ４月２６日（土）（ボランティア）※収録４月１０日（木） 

ＦＭ鳥取 ７月１５日（火）（設立記念フォーラム） ※収録７月７日（月） 

ＮＨＫニュース ７月１８日（金）（設立記念フォーラム）、２月５日（日）（ＮＰＯカルテ） 

日本海新聞 ７月２１日付（設立記念フォーラム）、９月７日付（プロボノ）」 

３月６日付（高校生ボランティア企画助成） 

読売新聞 １月１８日付（第２回ボランティア講座） 

毎日新聞 ３月２日付（高校生ボランティア企画助成） 

旬刊政経レポート第３８巻第３２号１２月１５日付（ワイドインタビュー：毛利葉事務局長） 

第３９巻第３号２月５日付（地域支援人材育成に関するフォーラム記事） 

第３９巻第８号３月２５日付（「鳥取力創造まつり２０１５」講演ダイジェスト） 

・プロボノＰＲのためのビデオ撮影・編集 

県内のプロボノ登録者を広げるために、平成２６年３月１４日（土）に開催した「ふるさとプロボノ報告会」

の内容をビデオで撮影・編集。 

・センター愛称・ロゴ選考委員会の開催 

平成２７年３月１０日（火）県民ふれあい会館 委員３名、他１名参加 

愛称：「てとり」に決定 受賞：村田真（静岡県在住） 応募数：３６名５０案  

ロゴ：＠のａが「と」になったデザイン 受賞：梶谷彰男（鳥取県在住） 応募数１４名１８案 

 

 エ．講師等及び委員会等への派遣 

 ・講師・パネリスト等の派遣 

平成２６年４月１３日（日）男女共同推進会議とっとり講演（鳥取市福祉文化会館）講師：毛利 

平成２６年４月２１日（月）鳥取環境大学「ＮＰＯのマネジメント」講義 講師：毛利 

平成２６年４月２８日（月）鳥取環境大学「ＮＰＯのマネジメント」講義 講師：毛利、椿 

平成２６年６月１日（日）鳥取大学「地（知）の拠点整備推進事業シンポジウム」パネリスト：毛利 

平成２６年６月１３日（金）鳥取県自治会連合会研修会講演（米子市役所）講師：毛利 

平成２６年６月１６日（月）鳥取環境大学「ＮＰＯのマネジメント」講義 講師：毛利 

平成２６年６月２３日（月）鳥取環境大学「ＮＰＯのマネジメント」講義 講師：毛利 

平成２６年９月２日（火）、３日（水）島根県第１回協働推進員研修（松江、浜田）講師：毛利 

平成２６年９月５日（金）鳥取市ボランティア市民活動センター「企業向け社会貢献セミナー」講師：毛利 

平成２６年１１月１５日（土）「とっとりグランマ倶楽部公開講座」（鳥取大学）コーディネーター：毛利 

平成２６年１２月５日（金）伯耆町区長協議会「まちづくり講演会」（伯耆町役場）講師：毛利、椿 

平成２７年１月７日（水）鳥取大学「ＮＰＯ論」講義 講師：毛利 

平成２７年２月１０日（火）東部振興課「中山間地域リーダー要請研修会＆鳥取力創造トーク」（東部庁舎） 

講師：毛利、椿 

平成２７年２月１９日（木）鳥取市「協働のまちづくり」職員研修（鳥取市役所）講師：毛利 

平成２７年２月２８日（土）「鳥取力創造まつり２０１５」（倉吉未来中心） 

トークコーディネーター：毛利、分科会コーディネーター：椿 

平成２７年３月６日（金）「西部地区社会教育担当者研究協議会第３回研修会」(日吉津村中央公民館) 

講師：毛利 
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平成２７年３月８日（日）「アートスタートフォーラム」（淀江文化センター）パネリスト：毛利 

平成２７年３月１０日（火）「地域づくり助成関係事業説明会倉吉会場」（中部総合事務所）説明：谷 

平成２７年３月１１日（水）「地域づくり関係助成事業説明会八頭会場・鳥取会場」(八頭庁舎・県庁) 

説明：寺坂 

平成２７年３月１２日（木）「地域づくり関係助成事業説明会日野会場・米子会場」（日野振興センター・西 

部総合事務所） 説明：谷 

平成２７年３月１５日（日）倉吉市「市民活動団体による意見交換会」（倉吉市役所）講師・助言：毛利 

平成２７年３月２６日（木）琴浦町まなびの社「地域づくり関係助成事業説明会」（保公民館）説明：毛利 

・委員会、審査会等への派遣 

・地域づくり団体全国協議会 監事：山根 

監査 平成２６年５月２３日（火）東京都内（代理参加：椿） 

役員会・総会・研修会 平成２７年３月１３日（金）東京都内 参加：山根、椿 

鳥取県「鳥取力創造運動推進委員会」 委員：毛利 

 平成２６年５月２日（金） 平成２７年３月２７日（金） 

スタート・ステップアップ型審査部会 平成２６年５月９日（金）、７月８日（火）、１０月１７日（金） 

表彰部会 平成２７年２月２日（月）、２月２８日（土）公開ヒアリング 

鳥取県教育委員会「とっとり県民カレッジ運営委員会」 委員：毛利 

平成２６年８月１１日（月）、１０月２１日（火） 

鳥取県「食のみやこ鳥取県づくり支援交付金審査会」 委員：椿 

 平成２６年５月１２日（月）、７月２０日（水） 

鳥取県「鳥取創生チーム会議」 

【東部】平成２７年１月１６日（金）参加：毛利 ２月１８日（水）参加：毛利 

平成２７年３月２３日（月）参加：寺坂 

【中部】平成２７年１月１９日（月）参加：毛利 ２月２４日（火）参加：椿 

【西部】平成２７年１月２０日（火）参加：毛利、椿 ２月２０日（金）参加：椿 

【若者会議】平成２７年３月８日（日）参加：谷 

鳥取県「支え愛・共生の社会づくりワーキング会議」平成２７年３月１８日（水）毛利参加 

全労済地域貢献助成事業「西日本事業本部審査委員会」平成２６年６月９日（月）福岡市内 毛利参加 

 

オ．ボランティア活動、ＮＰＯ活動、地域づくり活動に関する県内外情報の収集、ネットワークづくり 

・全国の中間支援組織等と連携し、ネットワークを形成するための研修及び会議出張 

「民間ＮＰＯ支援センター・将来を展望する会（ＣＥＯ会議）」主催：認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター 

第１９回：平成２６年４月１７～１８日（木～金）東京都千代田区 参加：毛利 

第２０回：平成２６年８月２１～２２日（木～金）東京都千代田区 参加：毛利 

第２１回：平成２６年１１月２０～２１日（木～金）東京都千代田区及び中野区 参加：毛利 

第２２回：平成２７年１月２１日（水）東京都千代田区 参加：毛利 

「認定ＮＰＯ法人へのみなし寄附金制度に関する緊急アンケートの実施」（鳥取県の窓口を担当） 

「ＣＡＮＰＡＮ会議」平成２６年１１月１５日（土）～１６日（日）東京 参加：谷 

「市民セクター全国会議２０１５」平成２６年１１月２１日（金）～２２日（土）東京 参加：毛利、椿 
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・中国地方の中間支援組織等と連携し、ネットワークを形成するための研修及び会議出張 

「中国５県ＮＰＯ中間支援組織連絡会議」 

第１回：平成２６年７月２１日（月・祝）鳥取市文化センター会議室 参加：毛利、寺坂、椿 

第２回：平成２６年９月２５日（木）ひろしまＮＰＯセンター大学連携室 参加：毛利 

第３回：平成２６年１１月３０日（日）鳥取大学 参加：毛利、椿、谷 

「中間支援組織交流会ｉｎひろしま～東日本大震災から学ぶ平常時と非常時の役割～」 

平成２６年８月７日（木）ひろしまＮＰＯセンター大学連携室 参加：毛利 

 

 

 

 

 

 

 

（２）相談窓口体制の整備 

ア．相談窓口の開設 

毎週、年末年始及び祝祭日を除く平日（月曜日～金曜日）１０：００～１８：００ 

倉吉市山根５５７－１パープルタウン２階 センター事務所内でセンター職員が担当 

 

イ． 相談の受付及び対応 

来所による相談対応をはじめ、電話やメール、相手の事務所等への訪問や出前相談も実施。 

税理士、行政書士等の専門家アドバイザー派遣制度の活用も開始した。 

・相談対応記録 １１６件（上記個別相談を含む） 

＜相談内容別＞ 

・団体運営、資金調達…………………………３１件   ・団体、法人設立……………………………３０件    

・助成金申請……………………………………１９件   ・認定ＮＰＯ法人申請………………………１０件 

・協働・提言…………………………………… ５件   ・ＮＰＯ法人会計事務……………………… ５件 

・ＮＰＯ法人に関する事務手続き…………… １件   ・その他（ボランティア、情報提供等）…２７件 

＜種別＞ 

・ＮＰＯ法人……………………………………４４件   ・地域づくり団体等（法人格なし）………２９件 

・企業、経営団体等…………………………… ６件   ・行政等………………………………………１１件  

・地域おこし協力隊…………………………… ３件   ・その他（個人）……………………………１９件 

・その他（一般社団法人、大学。士業等）… ４件 

＜分野別＞ 

・まちづくり、地域づくり、観光……………３９件   ・福祉（子育て、障がい者、高齢者）……２１件 

・子ども育成……………………………………１５件   ・社会教育、生涯学習、男女共同参画等…１３件    

・文化芸術、スポーツ…………………………１２件   ・環境保全………………………………………５件 

・その他…………………………………………１１件 

 

リーフレットやホームページ、ｆａｃｅｂｏｏｋ等によるセンターのＰＲをすすめ、外部スタッフの

協力を得ながら情報誌『いまと、これから。』を発行したが、全体として戦略的・効果的な広報活動を

展開できなかった。今後は、ロゴ＆愛称の活用やホームページのリニュアール等多様なツールを活かし

た積極的な広報活動をすすめたい。 
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＜事務所所在地・居所別＞ 

【東部】３５件  ・鳥取市…３３件  ・八頭町……１件  ・智頭町……１件 

【中部】３７件  ・倉吉市…２６件  ・湯梨浜町…３件  ・琴浦町……７件  ・北栄町……１件 

【西部】４０件  ・米子市…２６件  ・境港市……３件  ・大山町……３件  ・南部町……３件 

         ・日野町……３件  ・江府町……２件 

【県外】４件（東京都、長野県２件、岡山県） 

＜相談方法別＞ 

・来所…４０件 ・訪問…３３件 ・その他の場所（相談会等）…３３件 ・電話・メール…１０件 

 

ウ．出前相談会の開催 

助成金合同説明会等と連携し、東部、中部、西部で個別相談会を開催 

【倉吉】平成２６年９月１９日（金）１１：４５～１２：１５ センター 相談なし 

【鳥取】平成２６年９月２１日（日）１７：００～１７：３０ 県民ふれあい会館 相談なし 

【米子】平成２６年９月２３日（火・祝）１５：３０～１６：００ 米子コンベンションセンター 

相談４組（トヨタ財団加藤氏が対応) 

【倉吉】平成２７年３月１０日（火）１５：１５～１５：４５ 県中部総合事務所講堂 相談２組 

【八頭】平成２７年３月１１日（水）１４：１５～１４：４５ 八頭事務所 相談２組 

【鳥取】平成２７年３月１１日（水）１６：４５～１７：１５ 県庁講堂 参加４組 

【日野】平成２７年３月１２日（木）１４：１５～１４：４５ 県日野振興センター 相談１組 

【米子】平成２７年３月１２日（木）１６：４５～１７：１５ 県西部総合事務所講堂 相談３組 

【境港】平成２７年３月１２日（木）１８：３０～２０：３０ カフェマルマス 参加４名１組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査事業 

ア．ＮＰＯ法人経営実態調査及び鳥取県内のＮＰＯ法人の現状と課題に関するアンケート調査の実施 

県のホームページに公開されている県内全ＮＰＯ法人（約２５５法人）の決算データをもとにＮＰＯ法人の

経営実態を調査。調査概要を研修会で随時活用するとともに、センターホームページ等で公開。また、全ＮＰ

Ｏ法人を対象に「鳥取県内のＮＰＯ法人の現状と課題に関するアンケート調査」を実施し（回収数８１団体、

回収率３２％）、概要をとりまとめた。 

この１年、１１６件の相談を受けた。ＮＰＯ法人、ボランティア・地域づくり団体が多く、個

人からの相談もあった。相談内容では、団体や法人の設立、組織運営・資金調達、助成金申請が

多く、認定ＮＰＯ申請や一般社団法人の設立相談、地域おこし協力隊の方の相談も受けた。地域

づくりや福祉分野の団体が多く、東部・中部・西部はほぼ同じ割合であり、事務所外での対応が

約６割あった。 

今後は、センター職員間で相談対応事例を共有し、対応スキルの平準化に努めるとともに、専

門家や経験ある活動者、行政や他の支援機関とのネットワークを広げ、ワンストップとしての機

能も高めたい。又現場に出向き、ＮＰＯカルテの作成や対話を通じた支援ニーズの掘り起こしを

すすめ、伴走型支援につなげるツールとして活かしていきたい。 
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イ．新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）に関するアンケート調査の実施 

新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）に関するアンケート調査を中国地方の中間支援組織が

協力して実施。調査概要を市町村に送付するとともにセンターブログで公開した。 

 

ウ．「都道府県、主要市におけるＮＰＯと協働環境に関する調査」の実施 

人と組織と地球のための国際研究所［ＩＩＨＯＥ］がすすめる「都道府県、主要市におけるＮＰＯと協働環

境に関する調査」に協力し、鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市から回答をいただき、調査結果を１月

１６日（金）米子市で開催した「協働力パワーアップセミナー」で報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事務所スペースの活用 

・利用数：のべ１２件 行政関係３件、民間団体・グループ９件 

・利用団体：県鳥取力創造課（ＮＰＯ法人認証・認定事務担当者会議）３回 

ＮＰＯ法人えがおサポートＬｅａｆ＆ＣＨＵＣＨＵ（米子市）１回 

おはなしグループ「がらがらどん」（倉吉市）４回 

ワールドシフト鳥取（鳥取市）１回 

ガールスカウト日本連盟鳥取県第４団（倉吉市）１回 

一般社団法人倉吉青年会議所（倉吉市）２回 

・月別利用回数：４月１回、７月１回、８月１回、１０月３回、１１月２回、１月１回、２月１回、３月２回 

 

 

 

 

２．ボランティア活動支援 ２，９４７千円 

（１）ふるさとプロボノ事業 ２，４６４千円 

県外の専門家と県内の団体をマッチングするなどして、県内にプロボノという社会貢献活動の普及啓発と、」

マッチングノウハウの獲得できる事業を、ＮＰＯ法人サービスグラントと「覚書」を交わし協働で実施。 

・「プロボノ説明会」開催 

 説明者：曽根泰夫（ＮＰＯ法人サービスグラント番頭） 

【東部】平成２６年４月１８日（金）１９：００～２０：３０ 県民ふれあい会館 参加４名 

【西部】平成２６年４月１９日（土）１０：００～１１：３０ 米子コンベンションセンター 参加６名 

ＮＰＯ支援の基礎資料を整えるために、以下の３つの調査を今年度開始した。 

①県のホームページに公開されている収支報告書等をもとに作成する「ＮＰＯ法人経営実態調査」 

②センターが実施するＮＰＯ法人向けの「ＮＰＯ法人の現状と課題に関するアンケート調査」 

③センター職員を中心にＮＰＯ法人の現場を訪問し、聞き取りを行う「ＮＰＯ法人ヒアリング調査」 

また、昨年に引き続きＩＩＨＯＥ「都道府県・主要市におけるＮＰＯと協働環境に関する調査」に

協力し、新しい総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）に関するアンケート調査を、中国地方

の他の４県の中間支援組織と連携して実施した。 

県民活動の拠点として、倉吉の事務所スペースの活用を促した。中部に事務所をもつ団体を中心に、

県全体から集まる会議等での利用もあった。 
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・プロボノワーカー受入（マッチング）団体の募集 

ＮＰＯ法人サービスグラントホームページの申込フォームから応募 

受入団体募集期間：４月２１日（月）～５月１５日（木） 

面接審査：応募５団体を５月２３日（金）～２５日（日）訪問面接（鳥取市、米子市） 

プロボノワーカー受入団体、３団体を決定 

ＮＰＯ法人学生人材バンク（鳥取市）「マーケティング基礎調査」 

ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）「ホームページ作成」 

ＮＰＯ法人山陰福祉の会（米子市）「パンフレット作成」 

 

・プロボノワーカーの募集と実施 

平成２６年６月～７月ＮＰＯ法人サービスグラントの登録者に呼びかけ、本プロジェクトに参加する首都圏

１０名、関西圏５名のプロボノワーカーを決定。 

実施期間：平成２６年７月～平成２７年３月 

ＮＰＯ法人学生人材バンク 

開始にあたっての説明 平成２６年６月２４日（火）鳥取市内 

事前ワーカーミーティング 平成２６年７月２１日（火・祝）東京都 

キックオフミーティング 平成２６年７月２１日（火・祝）東京都及び鳥取市内 

プロボノ合宿（ヒアリング） 平成２６年８月８日（金）～１０日（日）鳥取市内 

ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ 

開始にあたっての説明 平成２６年６月２３日（月）鳥取市内 

事前ワーカーミーティング 平成２６年７月１５日（火）大阪府 

キックオフミーティングなし 平成２６年７月２７日（日）顔合わせのみ 大阪府と鳥取市内 

 プロボノ合宿（ヒアリング） 平成２６年９月６日（土）～７日（日）鳥取市内 

ＮＰＯ法人山陰福祉の会 

開始にあたっての説明 平成２６年６月１９日（木）米子市内 

事前ワーカーミーティング 平成２６年７月１２日（土）東京都 

キックオフミーティング 平成２６年８月７日（木）東京都及び米子市内 

プロボノ合宿（ヒアリング） 平成２６年９月１３日（土）～１５日（月・祝）米子市内 

 

（２）プチ・ボランティアマッチング事業 １２０千円 

参加しやすいボランティアの受入を団体に促す「プチ・ボランティア事業」を企画し、実施。 

・実施団体募集期間：平成２６年１０月２８日（火）～１１月１８日（火） 

・採択団体及び実施内容：応募２団体すべてを採択 

鳥取青年会議所（鳥取市）「鳥取砂丘イリュージョンボランティア事業」 

平成２６年１２月６日（土）～１２月２８日（日） ボランティア参加１７名  

ＮＰＯ法人創造（倉吉市）「傾聴ボランティア・施設サポートボランティア事業」 

平成２７年１月１５日（木）～３月１７日（火） ボランティア参加６名 
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（３）高校生ボランティア企画助成事業 ３５千円 

高校生が企画したボランティア事業に対して助成する「高校生ボランティア企画助成事業」を企画し、実施。 

・第１次募集：平成２６年６月２６日（木）～７月７日（月） 

第２次募集：平成２６年８月２６日（火）～９月５日（金） 

第３次募集：平成２６年９月１９日（金）以降随時 

・採択団体及び実施内容：応募１団体すべてを採択 

トットリハイスクールプロジェクト（鳥取市）「トットリフリーペーパープロジェクト事業」 

 

（４）ボランティア活動の現状把握と「とりボラ委員会」の設置 １５９千円 

県内のボランティア活動の推進策を検討し、具体的事業に反映することを目的とした多様なメンバーから成

る委員会を設置。 

・第１回【東部】平成２６年１０月３１日（金）１８：３０～２０：３０ さざんか会館 

委員８名中７名参加 他５名参加 

・第１回【中部】平成２６年１２月１日（月）１４：００～１６：００ センター会議スペース 

委員６名中６名参加 他５名参加 

・第１回【西部】平成２７年１月９日（金）１８：３０～２０：３０ 米子市児童文化センター 

委員７名中６名参加 他５名参加 

・第２回【中部】平成２７年２月２３日（月）１８：３０～２０：３０ 倉吉市体育館 

委員６名中４名参加 他３名参加 

・第２回【西部】平成２７年２月２５日（水）１８：３０～２０：３０ 米子市児童文化センター 

委員７名中４名参加 他３名参加 

・第２回【東部】平成２７年２月２７日（金）１８：３０～２０：３０ さざんか会館 

委員８名中７名参加 他３名参加 

 

（５）新たなネットワークづくり事業 ６千円 

県内のボランティア支援組織（ボランティア活動を実施している団体やボランティア活動を中間的に支援し

ている団体等）を訪問するとともに、「ボランティア支援組織ネットワーク会議」を開催した。 

・「ボランティア支援組織ネットワーク会議」の開催 

平成２６年１０月３１日（金）１４：３０～１６：３０ センター会議スペース 

参加６団体９名 鳥取県社会福祉協議会地域福祉部、鳥取市ボランティア・市民活動センター 

境港市民活動センター、ＮＰＯ法人学生人材バンク、県鳥取力創造課、センター 

 

（６）ボランティア活動に関する情報提供 １６３千円 

ボランティア活動を広める講習会を企画実施。 

・第１回【西部】平成２６年１１月１４日（金）１３：００～１６：００ 米子市立図書館 参加５２名 

「新しい日本型ボランティアのすすめ～子育て支援から高齢者福祉・生涯学習まで～」 

講師：三浦清一郎（社会教育研究者、「風の便り」編集者、福岡県在住） 

・第２回【東部】平成２７年１月１７日（土）１３：３０～１６：００ 県民ふれあい会館 参加３１名 

「地域防災の防災を考える～阪神・淡路大震災から２０年～」 
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報告者：中村隆行(広島市災害ボランティアセンター副代表、ＮＰＯ法人ひろしまＮＰＯセンター専務理事) 

山下弘彦（日野ボランティアセンターコーディネーター） 

佐藤淳子（とっとり震災支援連絡協議会事務局長） 

コーディネーター：毛利葉（センター事務局長） 

コメンテーター：川北秀人（人と組織と地球のための国際研究所と［ＩＩＨＯＥ］代表） 

・第３回【中部】平成２７年３月１１日（水）１４：００～１６：００ センター 参加１３名 

「ボランティアマネジメントと情報発信」 ※「ＮＰＯ事務局講座」の一環で開催 

講師：谷祐基（センター書記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．地域づくり活動支援 １，４５０千円 

地域づくり活動の継続・発展を目的として、以下の事業を実施。 

（１）情報及び活動ノウハウ提供事業 

鳥取県における地域づくり団体協議会の事務局機能を担い、地域づくり活動に関する情報を収集し、センタ

ーホームページ・メルマガを通じた情報発信等を実施 

・従来の協議会登録団体１３０団体のうち１０２団体を訪問。協議会への登録を促進。現在５１団体登録。 

 

（２）「地域力」パワーアップ事業 ８１３千円 

地域力の向上が図れる研修会を企画し、実施 

ア．「地域力パワーアップ研修」開催 ※第３回リーダー研修の一環で開催 

平成２７年１月１８日（日）１３：３０～１７：００ 米子コンベンションセンター 参加２５名 

講師：川北秀人（人と組織と地球のための国際研究所［ＩＩＨＯＥ］代表） 

 

 イ．地域づくり団体全国研修交流会への参加支援の実施 

参加者同士の交流、連携が図られることを目的に、平成２６年１１月７日（金）～９日（金）［前夜祭を含む］

に開催された「第３２回地域づくり団体全国研修交流会三重大会」への参加にかかる支援を企画し、実施。 

・県外研修視察補助交付 

募集期間：平成２６年８月１４日（木）～２７日（水） 

交付団体：応募８団体すべてに交付 

ふるさとプロボノ事業は、３つの受入団体が自らの組織課題の改善に真摯に向き合うことで、首都

圏や関西圏に在住のプロボノワーカーの高い専門性を引き出す好事例となった。刺激を受けた方も

あり、次年度以降の県内でのワーカー登録にも期待がふくらんだ。 

高校生ボランティア企画助成とプチ・ボランティアマッチング事業は、趣旨が徹底しなかったこと

もあり応募が少なかったが、実施団体の経験を次年度に活かしていきたい。 

ボランティア実践者が集まった「とりボラ委員会」では、ボランティアマッチング（参加や受入）

や「ボランとり」の活用等について様々な意見をいただいたが、今後「ボランティア支援組織ネット

ワーク会議」とあわせ、会議の目的をより明確にしてすすめていきたい。 

ボランティア講座は一定の参加を得て、センターの認知を広げることにもつながった。 
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ネットワークはなみ（湯梨浜町）※貸切バス利用なし 

里山地域研究会（三朝町）、ＮＰＯ法人明倫ＮＥＸＴ１００（倉吉市） 

境港観光ボランティアの会（境港市）、稲葉山地区まちづくり協議会（鳥取市） 

鳥取ふるさとＵＩ（友愛）会（鳥取市）、やらいや逢坂（大山町）、ふれあいの郷かあら山（大山町） 

・貸切バス利用 平成２６年１１月７日（金）～９日（日）利用者３０名（県内大会参加者３５名） 

交付団体以外の利用団体：ほうきまちづくり円陣の会（伯耆町）、石見まちづくり協議会（日南町） 

山上まちづくりの会（日南町）、福栄まちづくり協議会（日南町） 

 

ウ．事後研修の開催 

「全国研修交流会」の参加者等を対象に、団体の活動状況や研修で学んだ内容を共有。 

・平成２７年３月２２日（日）１３：３０～１５：００ まぶや（大山町）  

参加４団体７名（やらいや逢坂、鳥取ふるさとＵＩ会、県鳥取力創造課、センター） 

※第８回リーダー研修と同日開催 

 

（３）リーダー人財養成事業 ５５２千円 

・第１回【東部】平成２６年７月５日（土）１４：３０～１７：００ 県民ふれあい会館 参加１９名 

「イベントを学ぶ。イベントから学ぶ。」 講師：山田泰久（ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター常務理事） 

ＮＰＯ法人学生人材バンクと共催  ※参加費１，０００円は、ＮＰＯ法人学生人材バンクの収入 

・第２回【東部】平成２６年８月１０日(日)１７：００～２０：００ ことめやプロジェクトスペース(鳥取市) 

「ワールドシフト入門」 講師：谷崎テトラ（ＮＰＯ法人ワールドシフトジャパン代表理事） 参加１７名 

リアルマックと共催  ※参加費１，０００円は、リアルマックの収入 

・第３回【西部】平成２７年１月１８日(日)１０：００～１２：３０ 米子コンベンションセンター 

「地域力パワーアップ研修」 参加３０名 ※地域力パワーアップ事業と同日開催 

報告者：古海修祐（江府町地域おこし協力隊員） 岡本勝光（ＮＰＯ法人てっちりこ理事長・岡山県） 

近藤仁志（山上まちづくりの会会長・日南町） 末次多衣子（南部町企画政策課） 

・第４回【西部】平成２７年２月７日（土）１３：３０～１７：００ 米子市公会堂 参加４２名 

「伝えるコツセミナー」 講師：薄景子（電通コピーライター） 参加費１名１，０００円を徴収 

ＮＰＯ広報力向上委員会、株式会社電通、認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンターが協力 

・第５回【東部】平成２７年２月２０日（土）１３：３０～１８：１０、２１日（日）９：００～１４：００ 

「いんしゅう鹿野まちづくり合宿」参加約８０名 ※ＮＰＯ法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会と共催 

 講師：藤田貴子（ＮＰＯ法人てごねっと石見事務局長）、金野幸雄(一般社団法人ノオト代表理事・兵庫県) 

・第６回【中部】平成２７年２月２８日（土）１５：２０～１６：５０ 倉吉未来中心 参加約９０名 

「鳥取力創造まつり２０１５」分科会３「地方自治」 担当：椿善裕（センター企画員） 

※県主催「鳥取力創造まつり２０１５」への協力 

・第７回【中部】平成２７年３月１５日（日）１０：００～１６：００ 倉吉未来中心 参加１９名 

「地域づくりのためのコミュケーション研修」 ※ＮＰＯ法人学生人材バンクと共催 

講師：釘山健一（会議ファシリテーター普及協会代表）小野寺郷子（しずおかＮＰＯ市民会議代表） 

・第８回【西部】平成２７年３月２２日（日）１３：３０～１７：００ まぶた（大山町） 参加７名 

「小規模多機能自治」 説明：椿善裕（センター企画員）※地域づくり活動支援「事後研修」と同日開催 
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（４）鳥取力を実践し、トップランナーとなる団体の輩出支援事業 ８５千円 

県を代表する取り組みを行おうとする団体を選出し、講座の開催や個別支援を実施し、全国的に評価される

ようなすぐれた団体に育つように、中期計画の策定を支援。 

・県と協議し、候補団体を９団体あげた上で、２団体の立候補を得て、琴浦町鳴り石の浜プロジェクトを選定。 

・平成２６年１１月１５日（土）８：００～１１：００ 琴浦町役場赤碕分庁舎 

「クリーントークｉｎ鳴り石の浜」 参加２１名 

・平成２６年１２月１１日（木）１９：００～２１：００ 琴浦町役場赤碕分庁舎 

「夜なべ談義ｉｎ鳴り石の浜」 参加１２名 

・平成２７年 ３月３０日（月）１９：００～２１：００ 鳴り石カフェ 

「鳴り石の浜を磨く集い～キラリ☆と輝く、その時のために」 参加１０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ＮＰＯ活動支援 ５，０４０千円 

ＮＰＯ等の育成・活動基盤の強化を目的として。以下の事業を実施。 

（１）支援力向上研修 １３千円 

支援機関の相談能力など支援人材の育成に関して情報共有するとともに協議を行った。 

・中国５県中間支援組織と連携し、支援人材育成のための情報収集と協議 

平成２６年７月２１日（月）中国５県中間支援組織連絡会議にて協議 

平成２７年１月１９日（月）大学と中間支援組織の連携フォーラムにて、地域支援人材について議論 

 

（２）専門家の派遣による相談対応 １４千円 

より専門的な相談に対応するため、専門家を派遣する制度を構築し、実施。 

・「専門家（士業）との意見交換会」 

平成２６年９月１９日（金）１８：００～１９：５０ センター会議スペース 参加１０名 

アドバイザー：脇坂誠也（認定ＮＰＯ法人ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク代表理事） 

・専門家アドバイザー派遣制度の構築・実施 

登録者 税理士７名（東部１名、中部２名、西部４名）、司法書士１名（東部１名） 

行政書士１０名（東部３名、中部２名、西部５名）、社会保険労務士５名（東部２名、西部３名） 

のべ２３名 重複を除き１８名（東部４名、中部４名、西部１０名） 

・専門家による相談対応 １件 

平成２７年３月２４日（火）ＮＰＯ法人花本美雄文化振興会（琴浦町）参加：登録税理士１名(米子市在住) 

 

地域づくり団体の訪問活動や貸切バスを出した全国研修交流会での交流を通して、地域で活動され

ている方々と関係を深めることができ、地域力研修では県内における地域づくり活動の事例の共有も

できた。 

今後は、地域の活動団体を訪ね、センターができる支援を行うとともに、ウェブや紙媒体を通して、

県内の地域づくり活動の情報発信をすすめていきたい。 
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（３）ＮＰＯカルテ作成 

きめ細かな相談対応をすすめるため、ＮＰＯ法人のカルテの作成に着手した。 

・県内ＮＰＯ法人の公開データを集約し、「平成２５年度ＮＰＯ経営実態調査」（中間報告）を公表 

・ＮＰＯ法人向けアンケート調査を実施。平成２６年１２月２６日（金）～平成２７年１月３０日（金） 

回収数：８１ＮＰＯ法人（回収率３２％：配布数２５５法人） 

・ＮＰＯ法人向け第１次ヒアリング調査 平成２７年２月５日（木）より開始。 

２団体実施 ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ（鳥取市）、ＮＰＯ法人きなんせこども館（岩美町） 

  ※引き続き、次年度に、アンケート回収をすすめるとともに、全ＮＰＯ法人を訪問予定 

 

（４）事務・会計支援事業 ２９０千円 

・「秋の助成金合同説明会＆個別相談会」 

【中部】平成２６年９月１９日（金）１０：００～１２：００ センター会議スペース 参加７名 

【東部】平成２６年９月２１日（日）１３：００～１７：００ 県民ふれあい会館 参加７名 

【西部】平成２６年９月２３日(火・祝)１３：００～１６：００ 米子コンベンションセンター 参加１７名 

説明：木曽弘巳（中国労働金庫鳥取県営業本部上席調査役） 

小谷泰司（鳥取市ボランティア・市民活動センター副所長 ※１９日のみ参加 

藤井一彦（倉吉市企画振興部地域づくり支援課主任） ※２１日のみ参加 

奥田晃久（米子市企画部市民自治推進課課長補佐） ※２３日のみ参加 

岩谷圭（県鳥取力創造課係長）、梶谷彰男（同土木技師） 

毛利葉（センター事務局長）、谷祐基（同書記）、県社会福祉協議会（書面参加） 

・「助成金活用セミナー」をあわせて開催 

講師：山田泰久（ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター常務理事） ※２１日のみ開催 

講師：加藤剛（公益財団法人トヨタ財団国内助成グループプログラムオフィサー） ※２３日のみ開催 

・「春の民間助成金及び協働推進のための行政のしくみ説明会」（県地域づくり関係助成事業説明会と連携） 

【中部】平成２７年３月１０日（火）１３：００～１３：５０ 県中部総合事務所講堂 参加７名 

【東部】平成２７年３月１１日（水）１４：３０～１５：２０ 県庁講堂 参加１２名 

【西部】平成２７年３月１２日（木）１４：３０～１５：２０ 県西部総合事務所講堂 参加２１名 

説明：長廻諒（鳥取銀行ふるさと振興部地域ビジネス推進室副調査役）※１０、１１日のみ参加 

中尾弘（県鳥取力創造課課長補佐）、岩谷圭（同係長）、毛利葉（センター事務局長） 

・会計ソフトの紹介 

ソリマチ「ＮＰＯ会計王」、ＮＰＯ法人会計基準協議会がすすめている「Ｅｘｃｅｌ簡単会計」を紹介した。 

 

（５）事務力向上事業 ７５３千円 

地域づくり活動、ＮＰＯ活動におけるノウハウの提供、団体の基盤強化を目的とした講座等を、ＮＰＯ等の

現状、ニーズ等に応じ企画し、実施。 

・「ＮＰＯ事務局セミナー＆事務力検定」（全７回）【東部・西部】 ※ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンターに再委託 

第１回「ＮＰＯ法人の基礎」講師：石原達也（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター副代表理事） 

平成２６年９月２９日（月）１３：３０～１６：３０ 県民ふれあい会館 参加１２名 

平成２６年９月２９日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加７名 
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第２回「所轄庁の手続」講師：加藤彰子（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局員） 

平成２６年１０月１３日（月・祝）１３：３０～１６：３０ アクティブとっとり 参加６名 

平成２６年１０月１４日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加１１名 

第３回「登記の手続き」講師：加藤彰子（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局員） 

平成２６年１０月２７日（月）１３：３０～１６：３０ アクティブｙとっとり 参加６名 

平成２６年１０月２８日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加４名 

第４回「情報開示と発信」講師：石原達也（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター副代表理事） 

平成２６年１１月１０日（月）１３：３０～１６：３０ アクティブとっとり 参加４名 

平成２６年１１月１１日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加６名 

第５回「雇用手続と給与計算」講師：加藤彰子（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局員） 

平成２６年１１月２４日（月）１３：３０～１６：３０ アクティブとっとり 参加１１名 

平成２６年１１月２５日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加８名 

第６回「会計と決算」講師：加藤彰子（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局員） 

平成２６年１２月８日（月）１３：３０～１６：３０ アクティブとっとり 参加１１名 

平成２６年１２月９日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加６名 

第７回「ＮＰＯ法人事務力検定」 説明：加藤彰子（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター事務局員） 

平成２６年１２月１５日（月）１３：３０～１６：３０ アクティブとっとり 参加３名 

平成２６年１２月１６日（火）１３：３０～１６：３０ 米子コンベンションセンター 参加３名 

※受験料１，０００円は、ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンターの収入 

・「ＮＰＯ事務局セミナー＆事務力検定」（全５回）【中部】 

第１回「ＮＰＯ法人の基礎」講師：寺坂純子（センター主任企画員） 

平成２７年２月１８日（水）１４：００～１６：００ センター会議スペース 参加１４名 

第２回「登記と給与計算」講師：尾﨑可愛（センター事務局員） 

平成２７年２月２５日（水）１４：００～１６：００ センター会議スペース 参加１４名 

第３回「会計と決算」講師：寺坂純子（センター主任企画員） 

平成２７年３月４日（水）１４：００～１６：００ センター会議スペース 参加１７名 

第４回「ボランティアマネジメントと情報開示」講師：谷祐基（センター書記） 

平成２７年３月１１日（水）１４：００～１６：００ センター会議スペース 参加１３名 

※「第３回ボランティア講座」として兼ねた開催 

第５回「ＮＰＯ法人事務力検定」説明：寺坂純子（センター主任企画員） 

平成２７年３月１８日（水）１４：００～１６：００ センター会議スペース 参加４名 

※受験料１，０００円は、ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンターの収入 

 

（６）ネットワーク構築支援事業 ２４９千円 

テーマを定め。ＮＰＯ等同士や企業・ＮＰＯ等・行政等が勉強し合える交流会を企画し、実施。 

・第１回【西部】平成２６年６月３日（火）１４：００～１６：３０ 米子コンベンションセンター 

「高齢者社会を地域で支えるために」 参加１９名 ※ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会と共催 

講師：田中尚輝（ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会専務理事） 

ヘロン久保田雅子（ＮＰＯ法人タイムバンク・ネットワーク・ジャパン） 
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・第２回【西部】平成２７年１月１６日（金）１０：００～１７：００ 米子コンベンションセンター 

「協働環境調査報告会＆協働力パワーアップセミナー」 参加１１名 

講師：川北秀人（人と組織と地球のための国際研究所［ＩＩＨＯＥ］代表） 

・第３回【東部】平成２７年１月１７日（土）１８：００～２０：００ 県民ふれあい会館 参加１３名 

「法人格を超えた非営利セクターの現状と未来を考える」 話題提供：毛利葉（センター事務局長） 

・第４回【東部】平成２７年１月１９日（月）１３：００～１６：００ 鳥取大学広報センター 

「大学とＮＰＯ中間支援組織の連携フォーラム」 参加４７名 

登壇：家中茂（鳥取大学地域学部准教授） 

光明浩明（公益財団法人ふるさと島根定住財団地域活動支援センター） 

石原達也（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター副代表理事） 

中村隆行（ＮＰＯ法人ひろしまＮＰＯセンター専務理事） 

伊藤彰（やまぐち県民活動支援センターセンター長） 毛利葉（センター事務局長） 

鳥取大学地域貢献支援事業の一環として開催 

主催：地域支援人材の育成を考える中国５県中間支援組織プロジェクトチーム 

※センターは、構成団体及び事務局を担当 

・第５回【東部】平成２７年３月１４日（土）１４：００～１６：３０ 県民ふれあい会館 参加９名 

プロボノ成果報告会「プロボノフォーラムｉｎ鳥取」 

登壇：嵯峨生馬（ＮＰＯ法人サービスグラント代表理事・東京都） 

松澤寿典（プロボノワーカー・東京都）、田中玄洋（ＮＰＯ法人学生人材バンク理事長） 

山中裕二（ＮＰＯ法人山陰福祉の会施設長）、大堀貴士（ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ理事長） 

コーディネーター：寺坂純子（センター主任企画員） 

・第６回【西部】平成２７年３月２８日（土）１３：００～１６：４５ 米子コンベンションセンター 

「課題解決のための資金集めを考える みんなで動かす地域の資源循環 地域発ファンドレイジングセミ

ナー～地域・企業・ＮＰＯ・中間支援組織～課題解決のための資金集めを考える～」 参加１６名 

基調講演「社会貢献がビジネスを変える！寄付つき商品プロジェクト『募金百貨店』の取組み」 

講師：久津摩和弘（地域福祉ファンドレイジングネットワーク、山口県社協、山口県共同募金会） 

報告「ファンドレイジング日本２０１５」 

報告者：寺坂純子（センター主任企画員）、谷祐基（センター書記） 

パネルディスカッション「地域課題解決のための資源循環を起こすために！～ボランティア、寄付、融資、

協働…、県内の取り組みを手掛かりに～」 

パネリスト：藤田充（市民エネルギーとっとり副代表）、山中裕二（ＮＰＯ法人山陰福祉の会施設長） 

銭谷均（日本政策金融公庫鳥取支店国民生活事業事業統括） 

    コーディネーター：毛利葉（センター事務局長） 

 

（７）新たな価値創出事業 ３１３千円 

・県民からの寄付をもとに、社会課題の解決や新たな取り組みに対して助成することにより、地域資源の循環

を促す「市民コミュニティファンド（基金）」について情報収集を行った。 

・寄付付商品やマッチングギフト等の仕組みの構築及び企業、事業所等とＮＰＯ等のマッチングの取り組みに

ついて学ぶ機会をつくった。※第６回ネットワーク構築支援事業 
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・「明治ホールディングス株式会社株主様からのお菓子の寄贈」仲介 

依頼元：認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター、選定協力：鳥取市ボランティア・市民活動支援センター 

寄贈団体：３団体（対象：障がい児支援、震災支援） 

ＮＰＯ法人このゆびとーまれ（鳥取市）、とっ とり震災支援連絡協議会（鳥取市） 

ＮＰＯ法人児童デイサービスきなんせこども館（岩美町） 

 

（８）認定ＮＰＯ取得支援事業 ４４９千円 

・「ＮＰＯ法人認定取得支援＆会計基準活用セミナー」 

【東部】平成２６年９月１８日（木）１３：００～１７：００ 県民ふれあい会館 参加１０名 

【中部】平成２６年９月１９日（金）１３：１５～１７：１５ センター会議スペース 参加１２名 

【西部】平成２６年９月２０日（土）１３：００～１７：００ 米子コンベンションセンター 参加１２名 

講師：脇坂誠也（税理士、中小企業診断士、認定ＮＰＯ法人会計税務専門家ネットワーク理事長） 

※鳥取会場のみ、鳥取市ボランティア市民活動センターと共催 

 

（９）非営利公益活動広報補助金交付事業 １，６３３千円 

チラシ作りや、ホームページの作成など団体の広報活動を支援する補助金を県とともに設計し、補助金の交

付等に係る事務を実施。 

・１次募集：平成２６年４月２１日（月）～５月３０日（金） 

交付団体：１１団体 

琴浦町の文化振興を図る会（琴浦町） 漢方・薬膳ネット（米子市） テーブルコネクション（鳥取市） 

ＮＰＯ法人サークル（米子市） ＮＰＯ法人きらめき（大山町） 住まいるびとＳＡＮＩＮ（米子市） 

ＮＰＯ法人とうごう未来応援隊（鳥取市） ＮＰＯ法人えがおサポートＬｅａｆ＆ＣＨＵＣＨＵ（米子市） 

鳥取県食品製造業人材育成研究会（米子市） 鳴り石の浜プロジェクト（琴浦町） 

奥日野ガイド倶楽部（日野町） 

・２次募集：平成２６年８月２１日（木）～９月３０日（火） 

交付団体：８団体 

鳥取ふるさとＵＩ(友愛)会（鳥取市） 不登校児童生徒、ひきこもり青少年親の会つながろう会（米子市） 

讃郷愛林協会（倉吉市） ＮＰＯ法人ＴＡＲＧ（鳥取市） 言語障害自助グループひばり会（鳥取市） 

ＮＰＯ法人ゆうゆうスポーツ王国（鳥取市） 琴浦町まちづくりネットワーク（琴浦町） 

倉吉鴨水館（倉吉市） 

 

（１０）中国労働金庫との提携事業 １，３２６千円 

ア．「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム 広島・山口豪雨災害緊急寄付配分団体募集」 

・募集期限：平成２６年９月１９日 応募なし 

 

イ．「中国ろうきんＮＰＯ立上げ助成金募集」 

・募集期間：平成２６年１２月１８日（木）～１月２９日（木） １団体上限２０万円（総額４４万円） 

・一次書面審査会：平成２７年２月６日（金）センター 

二次面接審査会：平成２７年２月２３日（月）及び２４日（火） 
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・助成決定団体：５団体（総額４４万円） 

ＮＰＯ法人鳥取社会生活サポートセンター（鳥取市） ＮＰＯ法人ＴＡＲＧ（鳥取市） 

ＮＰＯ法人とうごう未来応援隊（鳥取市） ＮＰＯ法人とっとり母力リンク・ぽこりっと（米子市） 

ＮＰＯ法人皆生スポーツアカデミー（米子市） 

 

ウ．「中国ろうきんＮＰＯ寄付システム助成募集」 

・募集期間：１月１６日（金）～２月１６日（月） 審査会（書面）：２月２４日（火） 

・寄付配分団体：１４団体×１団体５万円＝総額７０万円 

ＮＰＯ法人鳥取県自閉症協会（鳥取市）［保健福祉］ ＮＰＯ法人きらめき（大山町）［保健福祉］ 

ＮＰＯ法人５０ｐｌｕｓライフ（北栄町）［農山漁村・中山間支援］ 

ＮＰＯ法人倉吉鴨水館（倉吉市）［文化芸術］ ＮＰＯ法人鳥取環境市民会議（鳥取市）［環境保全］ 

ＮＰＯ法人大地（日吉津村）［災害救援］ ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク（倉吉市）［災害救援］ 

ＮＰＯ法人十人十色（鳥取市）［災害救援］ ＮＰＯ法人花本義雄文化振興会（琴浦町）［国際協力］ 

ＮＰＯ法人八東川清流クラブ(八頭町) ［男女共同参画］ ＮＰＯ法人四つ葉(倉吉市) ［子どもの健全育成］ 

ＮＰＯ法人地域スポーツ推進協会（鳥取市）［子どもの健全育成］ 

ＮＰＯ法人琴浦グルメストリートプロジェクト（琴浦町）［経済活動］ 

ＮＰＯ法人サポートイルカ（米子市）［ＮＰＯ支援］ 

・寄贈式【東部】平成２７年３月２６日（木）９：３０～１０：００ 中国労働金庫鳥取県営業本部 

【中部】平成２７年３月２６日（木）１１：３０～１２：００ センター会議スぺース 

【西部】平成２７年３月２６日（木）１４：００～１４：３０ 中国労働金庫米子支店 

 

（１１）「第１回とっとりイーパーツリユースＰＣ寄贈プログラム」 

・募集期間：平成２６年４月１０日（木）～５月２０日（火） 

・審査会：平成２６年５月２８日（水）センター会議スペース 

・寄贈団体：２２団体、寄贈台数：３７台 

ＮＰＯ法人伯耆みらい（伯耆町） ＮＰＯ法人日本-タイ王国メガネボランティアグループ（倉吉市）  

ＮＰＯ法人未来（倉吉市） ＮＰＯ法人とっとり観光ガイドセンター（鳥取市）  

ＮＰＯ法人まちづくりネット（北栄町） ＮＰＯ法人コミュニティネット山陰（米子市） 

ＮＰＯ法人四つ葉（倉吉市） ＮＰＯ法人５０ｐｌｕｓライフ（倉吉市） 

ＮＰＯ法人倉吉鴨水館（倉吉市） ムジークテアター・ＴＯＴＴＯＲＩ実行委員会（鳥取市） 

ＮＰＯ法人賀露おやじの会（鳥取市） ＮＰＯ法人サークル（米子市） 

ＮＰＯ法人美保湾ヨットクラブ（米子市）  ＮＰＯ法人サポートイルカ（米子市）  

ＮＰＯ法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取（鳥取市） ＮＰＯ法人地域福祉ネット（米子市） 

ＮＰＯ法人鳥取県木村式自然栽培実行委員会（倉吉市） ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク（倉吉市） 

ＮＰＯ法人えがおサポートＬｅａｆ＆ＣＨＵＣＨＵ（米子市） ＮＰＯ水のたね（江府町） 

ＮＰＯ法人ハーモニィカレッジ（鳥取市） ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポート（鳥取市） 

・寄贈式【東部】平成２６年６月２７日（金）１８：３０～２０：３０ 県民ふれあい会館 

【中部】平成２６年６月２８日（土）１４：００～１６：００ センター会議スペース 

【西部】平成２６年６月２９日（日）１４：００～１６：００ 米子コンベンションセンター 
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５．スタートアップフォーラム １，３７９千円 

一般財団法人とっとり県民活動活性化センター設立記念「つながるフォーラム」 

平成２６年７月２０日（日）１３：００～１７：３０ 県民ふれあい会館 参加１２５名 

開会挨拶：山根到（センター理事長）、深澤義彦（センター評議員、鳥取県市長会会長、鳥取市長） 

第１部 基調講演「ボランティアの参画で『助け合い・支えあい』の地域づくりを！」 

講師：堀田力（公益財団法人さわやか福祉財団会長） 

第２部 パネルディスカッション「みんなの力で、安心して暮らせる『とっとり』を！」 

パネリスト：川部洋（ＮＰＯ法人明倫ＮＥＸＴ１００理事長） 

山下弘彦（日野ボランティアネットワークコーディネーター） 

山本恵子（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポート理事長） 

毛利葉（センター常務理事・事務局長） 

コーディネーター：川北秀人（人と組織と地球のための国際研究所［ＩＩＨＯＥ］代表） 

第３部 ワールドカフェ形式の意見交換会 

コーディネーター：小谷泰司（鳥取市ボランティア市民活動センター副所長） 

桑村真喜子（鳥取県社会福祉協議会地域福祉部主事） 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 法人運営に関する事項 ３７，７３０千円  ※人件費 ２７，２３１千円 施設費 ８，７１９千円 

（１）評議員会・理事会の開催 ５５９千円 

 ア．評議員会 

 ・第１回臨時評議員会 平成２６年５月３日（金）決議省略 

  ＜評議員全員に同意された決議内容＞ 

理事（岡崎隆司氏）の選任 

  

・第１回定時評議員会 平成２６年６月２４日（火）決議省略 

＜評議員全員に同意された決議内容＞ 

報告事項  １．平成２６年度事業計画書 

２．平成２６年度収支予算書、資金調達計画及び設備投資見込みを記載した書面 

県内ＮＰＯ法人の課題として、事務力・巻込力・ネットワーク力の向上を掲げ、事務力セミナーや

様々なテーマの研修・フォーラム等を開催した。また、県から引き継いだ補助事業の他、民間団体と連

携した「寄贈・助成プログラム」も立ち上げた。 

今後は、ＮＰＯ法人の訪問・ヒアリングによって作成する「ＮＰＯカルテ」に基づく、専門家とも連

携した伴走型（寄り添い型）支援や、民による資金調達の事例やしくみを作っていきたい。 

センターの周知と県民活動の機運を醸成することを目的に「フォーラム」を企画・実施。 

講師の堀田力氏からは、介護保険法の改正等福祉政策の転換期の今、ＮＰＯが地域活動や行政と連

携・協働し地域住民のボランティア参加を促すこと、センターがそれを仲介・促進する役割を果たすこ

とへの期待が語られた。 
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   第１号議案 評議員（深澤義彦氏）の選任 

   第２号議案 平成２５年度事業報告及び附属明細書の承認 

第３号議案 平成２５年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目

録の承認  

 

・第２回臨時評議員会 平成２７年１月２０日（火）決議省略 

＜評議員全員に同意された決議内容＞ 

第１号議案 公益認定申請の承認 

第２号議案 定款変更の承認 

第３号議案 平成２６年度収支予算書（損益型）の承認 

 

イ．理事会の開催 

 ・第１回臨時理事会 平成２７年４月２５日（金）決議省略 

＜理事全員に同意、監事全員に承認された決議内容＞ 

第１号議案 評議員会の目的である事項の提案の承認 

第２号議案 評議員会への提案事項（理事の選任議案）の承認 

  

・第１回定例理事会 平成２６年５月２１日（火）１５：００～１７：００ センター会議スペース 

   参加：理事９名中７名 監事２名中１名 オブザーバー６名 

   報告事項  理事長及び常務理事の職務の執行状況の報告 

   第１号議案 平成２５年度事業報告及び附属明細書の承認 

第２号議案 平成２５年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目

録の承認 

第３号議案 評議員会への提案事項（評議員の選任議案）の承認 

第４号議案 評議員会の招集 

その他の事項の説明 平成２６年度事業計画の具体化等 

 

・第２回臨時理事会 平成２７年１月７日（水）１３：００～１５：００ センター会議スペース 

参加：理事９名中８名 監事２名中２名 オブザーバー６名 

報告事項  理事長及び常務理事の職務の執行状況の報告 

第１号議案 公益認定申請の承認 

第２号議案 定款変更の承認 

第３号議案 平成２６年度収支予算書（損益型）の承認 

第４号議案 評議員の目的である事項の提案の承認 

その他の事項の説明 平成２６年度事業中間報告、アクションプラン及び平成２７年度事業計画等 

 

・第２回定例理事会 平成２７年３月１６日（月）１０：１０～１２：１０ センター会議スペース 

参加：理事９名中８名 監事２名中１名 オブザーバー７名 

報告事項  理事長及び常務理事の職務の執行状況の報告 
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平成２６年度事業中間報告及び職員の業務に関する報告 

第１号議案 平成２７年度事業計画の承認 

第２号議案 平成２７年度収支予算書、資金調達及び設備投資見込みを記載した書類の承認 

その他の事項の説明 公益認定、とっとり創生支援センター開所式、評議員会等 

 

 ウ．監事による監査 

  平成２６年５月９日（水）センター会議スペース 参加：監事２名 

平成２５年度事業報告及び決算に関する監査を実施し「監査報告書」を作成 

 

（２）信頼できる事務局機能の構築 職員採用及び育成研修 １，２２１千円 

 ア．職員の辞令交付 

平成２６年４月１日（月）２名 

 

 イ．新規職員採用募集 

書記    募集期間 平成２７年１月７日（水）～２月５日（木） 

書類判定 平成２７年２月１６日（月） 

面接判定 平成２７『２月２２日（日） １名内定 

  非常勤職員 募集期間 平成２７年２月１２日（木）～３月９日(月) 

書類判定 平成２７年３月１７日（火） 評定通過者なし 

 

ウ．職員スタッフ研修 

・外部研修 

 平成２６年４月１５日（火）～５月２日（金） 

ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンターでの長期研修（岡山）受講：谷 

平成２６年５月２５日（日）～６月１５日（日） 

ＮＰＯ法人サービスグラントでの長期研修（東京）受講：寺坂 

平成２６年４月９日（水） 

ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター「ＮＰＯ事務力セミナー」（岡山）受講：寺坂、尾崎 

平成２６年４月２４日（木）～２６日（土） 

中国５県中間支援組織連絡会、人と組織と地球のための国際研究所［ＩＩＨＯＥ］ 

「地域力・協働力・支援力パワーアップ研修」（岡山） 受講：山根、毛利、寺坂、椿 

平成２６年７月１５日（火） 

認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター「ＮＰＯと行政との対話フォーラム２０１４」（横浜）受講：寺坂 

平成２６年７月１６日（水） 

認定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター「初任者研修」（横浜）受講：寺坂 

平成２６年７月３１日（水） 

認定ＮＰＯ法人イーパーツ「活動報告会２０１４」（東京）受講：椿 

平成２６年８月４日（月）～５日（火） 

鳥取県社会福祉協議会「ボランティアコーディネーター養成研修」（倉吉）受講：寺坂、谷 
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平成２６年８月７日（木） 

公益財団法人さわやか福祉財団「新しい地域支援のあり方を考えるフォーラムｉｎ岡山」（岡山）受講：谷 

平成２６年９月５日（金） 

地域づくり団体全国協議会「地域づくり研修」（名古屋）受講：椿 

平成２６年９月１１日（木） 

鳥取県社会福祉協議会「ボランティアコーディネーターフォローアップ研修」（倉吉）受講：寺坂、谷 

平成２６年１０月２９日（水）～３０日（木） 

ＮＰＯ法人サービスグラント「プロボノアジアラリー」（東京）受講：寺坂 

平成２７年２月１３日（金）～１５日（日）ＮＰＯ法人日本ファンドレイジング協会 

ＮＰＯ法人日本ファンドレイジング協会「ファンドレイジング・日本２０１５」（東京）受講：寺坂、谷 

・内部研修 

平成２６年４月１４日（月） 講師：石原達也（ＮＰＯ法人岡山ＮＰＯセンター副代表理事） 

  「ＮＰＯ法人の基礎知識」 参加：毛利、寺坂、椿、谷、尾崎 

平成２６年５月２７日（火） 講師：会田和弘（認定ＮＰＯ法人イーパーツ常務理事） 

  「情報・ＰＣのセキュリティ、」 参加：毛利。寺坂、椿、谷、尾崎 

 

エ．意思疎通のための協議の開催 

 ・鳥取力創造課担当とセンター職員との協議（担当者：２週間に１～２回程度開催、課長：月 1回程度開催） 

 ・地域づくり市町村意見交換会（東部・中部・西部）への参加（１０～１１月） 

・鳥取創生チーム会議（東部・中部・西部））への参加（１～３月） 

 ・理事長との協議 １ヶ月に１回程度 

 

（３）支部の設置検討 

  東部・中部・西部に県の各振興課とともに「とっとり創生支援センター」を設置することとなり、あわせて

東部、西部に職員１名を常駐させ、センターの支部機能を果たしていくことを確認。 

 

（４）公益財団法人化（公益認定）の準備・申請 

  平成２７年１月２２日（木）県知事（県行政監察・法人事業課）に公益申請 

  平成２７年２月１２日（木）県知事宛に鳥取県公益認定等審議会がセンターに対する公益認定の答申を提出 

  （平成２７年４月１日 公益認定・登記設立日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の規則に準じつつ、一般財団法人としての適切な運営方法を探りながらすすめてきた。法人運営

については、会の内外より様々な助言をいただき、その都度改善してきたが、評議員、理事、監事の

みなさんとの接点が会議や書面にほぼ限られていたことや、団体情報の発信が弱かったことが課題と

してあげられる。 

今後は、評議員、理事、監事のみなさんをはじめ。外部の方にも会の情報をより丁寧にお伝えしセ

ンターの力になっていただくとともに、公益財団法人として、情報の積極的発信をすすめ、組織運営

面からも社会的信頼を得られるように励んでいきたい。 


