平成２８年１０月１３日施行
令和２年１１月１８日改正

令和新時代創造県民運動活動表彰要綱
（表彰の目的）
第１条 県内で、それぞれの地域や団体等の特性などを生かし、意欲を持って地域づくり活動を積極的に展開して
いる団体又は個人の優良事例を表彰することにより、令和新時代創造県民運動に取り組む団体等の意欲の醸成及
び認知度向上を図ることを目的とする。
（表彰の対象）
第２条 表彰の対象は、県内における福祉活動、子育て支援、環境保全、安心・安全な地域づくり、地域交流、伝
統・文化の保存、スポーツ活動、まちづくり、観光振興、農山漁村振興など各分野で地域の活力向上に貢献して
いる地域づくり活動（以下「活動」という。
）とし、次の各号のとおり部門を定める。
（１）一般部門
次に掲げる団体又は個人が行う活動を対象とする。
ア 団体
県内に事務所又は活動拠点を有する非営利公益活動団体（法人格の有無を問わない。
）
、地域住民組織等で
あること。
イ 個人
県内に在住する者又は主に県内で活動する者であること。
（２）若者活動部門
県内の高校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等に在籍する学生、生徒が団体又は個人で主体的に
行う活動（学校の授業での活動を除く課外活動、クラブ活動、個人の活動等）を対象とする。なお、団体の場
合は、構成員の半数以上が学生、生徒であるものとする。
（３）企業ＳＤＧｓ部門
県内でＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を推進する企業が行う活動を対象とする。ただし、非営利の社会貢
献活動として行われる活動に限る。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する団体、個人又は企業は、対象外とする。
（１）暴力団、暴力団員等の統制下にあるもの。
（２）政治若しくは選挙又は宗教その他特定の思想の普及に関わるもの。
３ 対象となる活動は、直近の１月から１２月までの間に実施されているものとする。
（表彰の種類）
第３条 表彰の種類は、次の各号に定めるとおりとし、件数は次の各号に定める件数以内とする。
（１）最優秀賞 １件
（２）一般部門優秀賞 ４件
（３）若者活動部門優秀賞 ２件
（４）企業ＳＤＧｓ部門優秀賞 １件
２ 前項で定めた表彰以外で、活動表彰の趣旨に賛同した企業等による特別表彰を可能とする。この場合、特別表
彰の内容等は、企業等が別に定めるものとする。
（募集方法）
第４条 応募は、様式第１号又は第２号により行うものとし、自薦、他薦は問わない。
２ 過去に表彰を受けた活動については、応募することはできない。
（募集の時期）
第５条 応募は、鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課長が別に定める日までに行わなければならない。
（調査）
第６条 知事は、第４条第１項の応募を受け、必要と認めるときは、応募内容等について活動実施者から聴取り等
の調査を行うことができる。
（選考方法）
第７条 知事は、第４条第１項の応募があったときは、鳥取県補助金等審査会及び鳥取県表彰・認定審査会（令和新
時代創造県民運動推進委員会）
（以下「委員会」という。
）の審査を経て、表彰対象者又は表彰対象団体を決定す
る。
２ 審査方法については、委員会が別に定めるものとする。

（表彰の方法）
第８条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
（雑則）
第９条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この要綱は、平成２８年１０月１３日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２９年１０月１７日から施行する。
附 則
この要綱は、平成３０年１１月１４日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年７月５日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年１１月２６日から施行する。
附 則
この要綱は、令和２年１１月１８日から施行する。

様式第１号（第４条関係）

令和

年度令和新時代創造県民運動活動表彰 応募用紙（一般部門・若者活動部門）
令和

年

月

日

鳥取県知事 平井 伸治 様
住所
応募（推薦）者 氏名
（団体にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）
１．活動名
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名（団体は、名
称、代表者の役職及
び氏名）

２．活動実施者

住所（所在地）
連絡先

電話：
ファクシミリ：
メールアドレス：

（応募する部門にチェックしてください。）

３．応募する部門

□ 一般部門

□ 若者活動部門

（応募要件について確認して、チェックしてください。）

□ 以下の（１）～（４）までの要件を満たしています。
４．応募要件の確認

（１）【一般部門の場合】団体（県内に事務所又は活動拠点を有する非営利公益活動団体、地域住民組織等）又は個人（県内に在
住する者又は主に県内で活動する者）に該当します。
【若者活動部門の場合】県内の学校に在籍する学生、生徒が団体又は個人で主体的に行う活動（ただし、学校の授業での活
動を除く。また、団体の場合は、構成員の半数以上が学生、生徒。）です。
（２）暴力団、暴力団員等の統制下にある個人・団体ではありません。
（３）政治若しくは選挙又は宗教その他特定の思想の普及に関わる個人・団体ではありません。
（４）直近の１月から１２月までの間に実施し、県内における地域の活力向上に貢献している地域づくり活動です。

本 応 募 の内 容 について、個 人 情 報 を除 き、鳥 取 県 が公 表 することについて
５．情報公開の承諾

□ 承 諾 します。（承 諾 いただける場 合 はチェックを入 れてください。）
（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。）

６．表彰の対象となる
活動の内容

（６に記載の活動で解決しようとした地域の課題や住民ニーズ等について記載してください。）

７．地域課題

（６に記載の活動で活用した地域資源（特産品、名所、伝統文化等）、人材（地域で既に活躍する、又
は活躍する能力をもった人材）について記載してください。）

８．地域資源・人材

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつ
ながり）について記載してください。）

９．顔が見えるネットワ
ーク

（６に記載の活動の地域社会にとっての意義、また、その効果をより地域社会に広める（参加者の増加
など）ために取り組んだ内容や他の地域への波及効果について記載してください。）

１０．公益性

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫、活動を継続していくために努力
している点（例：財源の確保など）について記載してください。）

１１．モデル性・新規
性・継続性

その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。

※ 取組内容が分かる資料を添付してください。
企画書
実績報告書
決算書
ポスター
チラシ
添付資料
団体の規約・構成員（組織図）、活動内容、収支の内訳が分かる書類
(該当するものに○を 新聞記事 写真
つけてください。)

その他（

）

記載者連絡先
団体名等
住所
※活動実施者の住所と同じ場合は記載不要

連絡先

電話：
メールアドレス：

ファクシミリ：

担当者名

様式第２号（第４条関係）

令和

年度令和新時代創造県民運動活動表彰 応募用紙（企業ＳＤＧｓ部門）
令和

年

月

日

鳥取県知事 平井 伸治 様
住所
応募（推薦）者 氏名
（団体にあっては、名称、代表者の役職及び氏名）
１．活動名
ﾌﾘｶﾞﾅ
名称、代表者の
役職及び氏名

２．活動実施者

住所（事業所所
在地）
連絡先

３．応募する部門

電話：
ファクシミリ：
メールアドレス：

企業ＳＤＧｓ部門
（応募要件について確認して、チェックしてください。）

□ 以下の（１）～（３）までの要件を満たしています。
４．応募要件の確認

５．情報公開の承諾

（１）暴力団、暴力団員等の統制下にある団体ではありません。
（２）政治若しくは選挙又は宗教その他特定の思想の普及に関わる団体ではありません。
（３）応募した活動は、直近の１月から１２月までの間に実施し、県内における地域の活力向上に貢献している地域づくり活動です。

本 応 募 の内 容 について、個 人 情 報 を除 き 、鳥 取 県 が公 表 することについて
□ 承 諾 します。（承 諾 いただける場 合 はチェックを入 れてください。）
（企業として推進しているＳＤＧｓの目標をチェックしてください。（複数回答可））

□１ 貧困をなくそう
□１０ 人や国の不平等をなくそう
□２ 飢餓をゼロに
□１１ 住み続けられるまちづくりを
□３ すべての人に健康と福祉を
□１２ つくる責任つかう責任
６．企業として推進
□４ 質の高い教育をみんなに
□１３ 気候変動に具体的な対策を
しているＳＤＧｓの目
□５ ジェンダー平等を実現しよう
□１４ 海の豊かさを守ろう
標
□６ 安全な水とトイレを世界中に
□１５ 陸の豊かさも守ろう
□７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに
□１６ 平和と公正をすべての人に
□８ 働きがいも経済成長も
□１７ パートナーシップで目標を達成しよう
□９ 産業と技術革新の基盤をつくろう
（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。）
□ この欄に記載した活動は非営利で行う社会貢献活動である
（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要、⑤関連する６の目標の番号などを記載して
ください。）

７．表彰の対象とな
る活動内容

（７に記載の活動で解決しようとした地域の課題や住民ニーズ等について記載してください。）

８．地域課題

（７に記載の活動で活用した地域資源（特産品、名所、伝統文化等）、人材（地域で既に活躍している、又は
活躍する能力をもった人材）について記載してください。）

９．地域資源・人材

（７に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつなが
り）について記載してください。）

１０．顔が見えるネ
ットワーク

（７に記載の活動の地域社会にとっての意義、また、その効果をより地域社会に広める（参加者の増加など）
ために取り組んだ内容や他の地域への波及効果について記載してください。）

１１．公益性

（７に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫、活動を継続していくために努力して
いる点（例：財源の確保など）について記載してください。）

１２．モデル性・新
規性・継続性

その他、７に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。

※ 「推進しているＳＤＧｓの目標に関する資料」、「７に記載の活動内容が分かる資料」を添付してください。
企画書
実績報告書
決算書
ポスター
チラシ
団体の規約・構成員（組織図）、活動内容、収支の内訳が分かる書類
(該当するものに○を 新聞記事 写真
つけてください。)
その他（
）
添付資料

記載者連絡先
団体名等
住所
※活動実施者の住所と同じ場合は記載不要

連絡先

電話：
メールアドレス：

ファクシミリ：

担当者名

