名称

みんなで取り組む将来に向けた活力促進事業費補助金

施策対象
施策主体
対象者

施策概要

県
市町、市町が認める広域的運営組織、集落(自治会)、住民団体、NPO、個人事業主、企業等
集落や地域の将来のために、住民が主体的に取り組む地域づくりの活動（地域コミュニティの再
生、住民共助、地域資源活用、コミュニティビジネス、遊休施設活用等）に必要な経費を支援す
る。

区分
補助対象経費
実施主体
負担割合、県上限額等
スタートアップ 地域の将来のため、住民の生活支援や 集落(自治会)、住民団 県定額
支援
集落等の課題解決に新たに取り組むた 体、NPO、広域的地域 上限100千円
めの初期活動経費
運営組織
将来に向けた取 集落等の将来のために、住民等が自主 市町、集落(自治会)、住 <ハード>県1/3、市町1/6
組支援
的に取り組む地域づくりの活動や、地域 民団体、NPO、個人事 上限3,000千円
資源の利活用、暮らしを守る仕組みづく 業主、企業、広域的地 <ソフト>県1/2、市町任意
りへのステップアップにつながる取組等 域運営組織
上限1,000千円
に必要なハード・ソフト事業
地域遊休施設等 地域における比較的大規模な遊休施設 市町、広域的地域運営 県1/2、市町1/3
活用支援
（空き校舎、空き店舗、空き倉庫等）を活 組織、NPO、集落(自治 上限10,000千円
用して、総合的に地域活性化に取り組む 会)、住民団体
※既使用部分の改修等整
ために必要なハード・ソフト事業
備の場合は上限4,000千円
安全・安心活動 生活条件が不利となる中山間地域の課 市町、集落(自治会)、住 県1/3、市町1/6以上
支援
題に対し、地域住民同士の事前の話合 民団体、NPO、広域的 上限500千円
いを通じた地域内の共助による日常生活 地域運営組織
の安心確保の体制づくりに必要な経費
継業支援
(ア)地域が必要とするなりわいを引き継ぐ (1)市町、地域組織
(ア)市町負担の1/2
人材受入に必要な経費（a:施設設備整 (2)個人
上限 a:3,000千円
備、b:賃借料、c:研修等経費）を支援
b:50千円/月
(イ)お試しのための滞在に係る交通費、
c:60千円/月
宿泊費
※a,bは最大2年間支給
(イ)県1/2
【主な要件】
(1)鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例・規則で定める中山間地域等で実施され、地域住民が参
加して住民のコミュニティの活性化を図る取組であること。
(2)将来に向けた取組支援のうち、コミュニティビジネス（県民等が中心となって地域が抱える課題を解
決に導こうとする事業をいう）の取組の場合
ア 個人事業主又は企業が事業実施主体となる場合は、将来を含め活動地となる市町、集落(自治会)、
地元住民との協働の体制があること（単なる個人事業主又は中小企業者の経済活動ではないこと）
イ 農産物生産、6次産業化の場合は農林水産部の事業を優先すること
ウ 法人化に要する経費は除く。

問合せ先

関連サイト

担当部署
地域づくり推進部中山間・地域交通局中山間地域政策課
地域づくり推進部東部地域振興事務所中山間地域振興チーム
中部総合事務所地域振興局中山間地域振興チーム
西部総合事務所地域振興局中山間地域振興チーム
西部総合事務所日野振興センター日野振興局

電 話
0857-26-7961
0857-20-3663
0858-23-3298
0859-31-9606
0859-72-2080

2021年度

⿃取県まちなか暮らし総合⽀援補助⾦

各市のまちなかにおいて、⾼齢者等の地域住⺠が安⼼して暮らせるとともに、新たな地域コミュニティの担い手
となる若者等にとって魅⼒ある地域づくりを進める取組を支援します。
まちなかとは…鳥取県みんなで取り組む中⼭間地域振興条例で定める『中⼭間地域』を除く地域のうち、少子⾼齢化が進む
都市中⼼部等、各市が必要と認める地域（本補助⾦上の定義です。詳しくはお尋ねください）

１．スタートアップ事業 【直接】
⾼齢者をはじめとした地域住⺠が安⼼して元気に暮らせるまちなかを目指して、暮らしを支えるコミュニティの活性化や
まちづくりの推進に取り組むための初期活動経費を支援
【主な取組例】
○ 地域の課題掘り起しのためのワークショップ、アンケート調査の実施
○ 地域課題解決のための組織構築、計画の策定
○ 外部人材（専門家など）を招いて自治会等でのフィールドワーク実施

等

１）補助対象経費

ワークショップ、アンケート調査経費／組織の構築、基本構想・基本計画の策定等に要する経費／
学生（大学）、移住者、専門家等、地域課題の解決に必要な人材の活動経費 等

２）事業実施主体

組織・団体等で鳥取県内に活動拠点を有する者

３）補助⾦限度額

１地区あたり10万円（補助率︓県10／10）
※⾼齢化率が概ね30％以上の地域又は自治会における取組に限ります

２．買い物弱者対策事業 【①直接、②③間接】
空き店舗を活⽤した⼩売りや移動販売など、店舗が不⾜する地域において⾷料・⽇⽤品などを供給する事業に要す
る経費を支援
【主な取組例】
○ 買い物⽀援の取組検討や福祉や医療分野との連携など付加価値を⾼めるためのシステムづくり
○ 店舗が不⾜する地域で必要な⾷料・⽇⽤品等を供給する空き店舗を活⽤した小売りや移動販売 等
１）補助対象経費

①仕組みづくり⽀援
買い物支援の取組に係る検討等に要する経費（会議開催費／視察・研修費等）
②店舗改装・移動販売⾞導⼊等⽀援
店舗の購⼊・改装経費／移動販売⾞両の購⼊・リース経費／設備等購⼊・リース・修繕経費／
ハード整備と一体的に実施される事業（PR等）に要する経費／50万円以下の備品購⼊費
③移動販売⾞運営経費⽀援
移動販売⾞の運営に必要な運営費（燃料費／⾞検費⽤／修理費／備品購⼊費）

２）事業実施主体

市、組織・団体等で鳥取県内に活動拠点を有する者

３）補助⾦限度額

①仕組みづくり⽀援
１事業あたり50万円（補助率︓県１／２） ※市任意負担
②店舗改装・移動販売⾞導⼊等⽀援
１事業あたり500万円（補助率︓県１／２） ※市任意負担
（更新は１台あたり300万円（補助率︓県１／３） ※市は別途、事業費の１／３負担
③移動販売⾞運営経費⽀援
１台あたり100万円※（補助率︓市負担額の１／２）※2年目７０万円、３年目４０万円

３．まちなか居住促進事業 【間接】
まちなかコミュニティの新たな担い手となる、若年世代のまちなかへの定住を、増加する空き家等を活⽤して促進する
ための空き家改修経費を支援
１）補助対象経費

空き家の購⼊、改修もしくは賃貸に要する経費 等 （土地購⼊費を除く）

２）事業実施主体

市、まちなか居住意向者、物件提供者

３）補助⾦限度額

１⼾あたり１００万円（補助率︓市負担額の１／２）

４）その他条件

・転出地が県外または県内にあっては対象地域に⽐べて⾼齢化率の低い地域であること
・18歳以上45歳未満の者が世帯あたり１名以上⼊居すること
・当該⼊居者が地域の自治会に加⼊すること

４．まちなかコミュニティ活性化⽀援事業 【直接、間接】
コミュニティビジネスの起業や、地域コミュニティを再生・発展させる取組、まちなか居住者を増やすために地域に生業を
興す取組等に要する経費を支援
【主な取組例】
○ 空き施設を活⽤したゲストハウス兼コミュニティカフェ整備など、地域住⺠同⼠や
県外からの来訪者との交流拠点を作る取り組み
○ 空き家を改修し、住⺠のコミュニティ拠点やレンタルオフィス・スペース等の整備
○ 地域の⾼齢者等を対象とした健康づくりや住⺠同⼠の交流の場の整備 等
１）補助対象経費

≪ソフト≫調査、ＰＲイベント開催経費 等
≪ハード≫事業に必要な施設、機械、設備、器具、備品等の購⼊又はリース費⽤ 等

２）事業実施主体

市、組織・団体等で鳥取県内に活動拠点を有する者

３）補助⾦限度額

≪ソフト≫１事業あたり100万円（補助率︓県１／２） ※市任意負担
≪ハード≫１事業あたり300万円（補助率︓県１／３） ※市は別途、事業費の１／６負担

５．まちなか遊休施設活⽤事業 【間接】
地域の遊休施設（空き店舗、空き倉庫等）を活⽤し、ハード・ソフトの両面から総合的な地域の活性化を図る取
組等を支援
【主な取組例】
○ 地域内の空き店舗を改修し、地域住⺠が⾏う⽣活⽀援サービス拠点の整備
○ 空き施設を改修し、地域住⺠の世代間交流拠点の整備する取組 等
※ いずれの取組においても、施設整備だけではなく、地域住⺠のコミュニティを活性化
するための研修会やイベント等を併せて実施
１）補助対象経費

遊休施設改修経費（事業に必要な機械設備、備品等購⼊経費を含む）／地域活性化のため
の⾏事開催等に係る経費 等

２）事業実施主体

市、組織・団体等で鳥取県内に活動拠点を有する者

３）補助⾦限度額

１事業あたり1,000万円（補助率︓県１／２） ※市は別途、事業費の１／３負担

４の事業には、内閣府の「地⽅創生推進交付⾦」が一部充当されています。
そのため、年度内（３⽉末まで）に事業完了（支払含む）が⾏われる必要があります。

2021年度

空き家利活⽤流通促進事業補助⾦

【間接】

市場で流通しづらい空き家の市場流通を促進し、空き家利活⽤の推進を図ることを目的に、空き家の利活
⽤に必要となる経費の一部を支援します。
【主な取組例】
○ 相続等で引き継いだ空き家を改修して、⼦世帯が暮らすための住宅として活⽤
○ 空き家となっている住宅を取得・改修して、ゲストハウスに活⽤
○ 賃貸利⽤を予定している空き家の隠れた瑕疵を調査し、借主の不安を解消 等
１．補助対象となる空き家
改修前において次のいずれにも該当する建築物
① 一⼾建て住宅又は⻑屋建て住宅（共同住宅、重層⻑屋は除き、店舗等併⽤住宅を含む）
② １年以上利⽤がない空き家
（既に不動産事業者との媒介契約が締結されているものにあっては２年以上居住のない空き家）
２．事業実施主体
以下のいずれかに該当する者
① 県内に在住する個⼈（⼯事完了後６箇月以内に県内に移住するものを含む）
② 県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
③ 県内に本店を置く事業者（個⼈事業者を含む）
④ 県内に所在する住宅を所有する県外在住の個⼈（相続により取得した場合に限る）
※④の場合は市町村の運営する空き家バンク等に登録することを要件とする。
3．補助メニュー
①空き家等改修支援事業
空き家の利活⽤に必要となる改修経費等の一部を支援
１）補助対象経費

以下に掲げる経費の合計（ただし、②・③の経費の合計は①の経費の1／2を上限とする。）
① 空き家の利活⽤に必要な改修⼯事費⽤（DIY施⼯の場合は材料購⼊費に限る。）
② 改修⼯事に必要な設計費⽤、家財道具撤去費⽤
③ 外溝整備費⽤

２）県補助限度額

改修後に住宅として活⽤する場合・・・一⼾あたり60万円（補助率︓県１／３）
改修して住宅以外に転⽤して活⽤する場合・・・一⼾あたり100万円（補助率︓県１／３）
※いずれも市町村は別途、事業費の１／６以上負担

３）その他

事業実施主体自らが⼊居する場合を除き、事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約
若しくは媒介契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンクに登録すること。
改修後10年以上利活⽤に供すること。

②既存住宅状況調査等支援事業
既存住宅建物状況調査（インスペクション）に要する経費の一部を支援。
１）補助対象経費

①既存住宅状況調査（インスペクション）に要する経費
②既存住宅瑕疵担保保険の加⼊に要するに要する経費

２）県補助限度額

５万円／件（補助率︓県１／２） ※市町村は別途、任意負担

３）その他

既存住宅瑕疵担保保険に加⼊する場合は、本補助⾦を活⽤して調査を実施したものに限る。

2021年度

地域の空き家を活⽤したまちづくり推進事業補助⾦

【間接】

地域に根付いた空き家利活⽤の取組を進める団体の育成および地域における空き家利活⽤の機運醸成を
図ることを目的として、まちづくり団体等が空き家利活⽤に向けた取組を実施する場合にその活動経費の一部
を支援します。
【主な取組例】
○ 地域に根付いた古⺠家等の空き家について、調査研究の実施、住⺠・専門家を招いたワークショッ
プの開催等を通じ、その活⽤手法を検討
○ 地域における空き家利活⽤の機運醸成を図るためのワークショップや説明会の開催
○ 空き家と活⽤希望者とのマッチングを⾏う団体の組織体制の構築、ホームページ制作 等

１．補助対象経費
以下の取組みに要する委託費、旅費、講師謝⾦、役務費、需⽤費等
・ 地域の空き家利活⽤に向けた調査等
・ 地域の空き家利活⽤に関する計画の策定
・ 空き家の活⽤推進に向けたワークショップ・勉強会等の開催又は参加
・ 地域の空き家の掘り起こしやマッチング強化を図る体制の強化・構築

２．事業実施主体
県内でまちづくり活動を⾏う団体、自治会、集落単位で活動を⾏う団体・グループ、県内に主たる拠点を
おく特定非営利活動法⼈、その他市町村が必要と認める住⺠団体（法⼈格の有無は問わない）

３．補助⾦限度額
一団体あたり40万円（補助率︓市町村負担額の２／３）

鳥取県環境保全活動支援補助金
■１ 制度の目的・概要
本補助金は、県内の法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下単に「団体」と
いう。
）の県内における環境の保全及び快適な環境の創造に資する自主的な活動を促進する
ことを目的としており、エネルギー施設設置者等と協同して、地域の、先進的で他の模範と
なる環境保全活動を行う団体に対し、活動費の助成を行います。
■２ 補助対象者
地域の、先進的で他の模範となる環境保全活動を行う団体

みんなで環境保全の
活動に取り組もう！

＊次の要件をみたす団体とする。
① 主として県内で活動する団体であること。
② 定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執
行ができること。
③ 独立した経理の機能が確立していること。
④ 代表者が明らかであること。
⑤ 団体の本拠としての事務所を県内に有すること。
⑥ 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体ではないこと。

■３ 補助対象事業
「エネルギーシフトの推進」
、
「環境実践の展開」
、
「循環型社会の構築」
、
「安全・安心な生
活環境の実現」又は「健全な自然生態系の確保」に資すると認められ、先進的で他の模範
となる次の活動
１ 実践活動
２ 教育啓発活動
■４ 補助対象経費
補助事業を実施するために必要と県が認める経費
■５ 補助金額
補助金額

上限１０万円（定額）

予 算 額

１００万円（県全体の交付決定額の上限）

■６ 補助事業期間
「交付決定日」から令和４年３月３１日まで
■７ 申請手続き
（１）受付期間
令和３年４月上旬 ～ ５月１０日
以降、令和４年２月まで毎月１日～１０日（１０日が閉庁日の場合は翌日）
注）受付期間内で予算額を超過した場合は、以降の受付を行わないことがあります。
（２）審査
（１）の受付期間内に適正に受理された申請は、審査会で審査の上、補助金交付の可否につ
いて申請者へ通知します。
【審査項目】
実施体制、自主性・継続性、テーマ設定・実現性、補助金の用途、環境保全への寄与

自治会、公民館などへのアドバイザー派遣制度
県内に活動拠点をおく「地域づくりに取り組む団体（自治会、町内会、公民館、その他地域の集ま
り等）」が実施する環境学習研修会等に、とっとり環境教育・学習アドバイザーを派遣します。
地域でできる省エネについて
学習してみたいなぁ・・・

アドバイザー派遣の流れ

それなら省エネに詳しい
先生を紹介するよ！

【環境学習の相談、問い合わせ先】
鳥取県地球温暖化防止活動推進センター（TCCCA）
電話、FAX：0120-897-612 E-mail：center@ecoft.org

１．環境学習のテーマを決める
⇓
２．鳥取県地球温暖化防止活動推進センターに相談
愛称：ＴＣＣＣＡ（とっか）
◎学習したい内容に合わせてアドバイザーとのマッチングを行います◎
⇓
３．アドバイザーと学習会の調整
⇓
４．県にアドバイザー派遣の申請書を提出
⇓
５．環境学習の実施
⇓
６．実績報告書の提出

こんなことを考えているかたにオススメです
・地球温暖化防止のために自分たちができることは何だろう
・地域のごみ拾いだけでは物足りなさを感じる
・近くの水辺に咲く草花にはどれくらいの種類があるのだろう
・自分たちの住む地域にはどんな鳥が飛んでくるのだろう
・豊かな自然を守るために地域のみんなで何か取り組んでみたい

・・・など

※注意※
・学校、事業者、特定非営利活動法人等を除きます。
・本事業は講師の謝金と旅費のみ県が負担する制度であるため、その他の環境学習会の開催にかかる一切の費
用（場所代、資料代、交通費等）は申請者側にてご負担願います。

商業施設等の経営者や管理運営する団体の皆様へ

「おでかけエネルギーシェア事業」 スポット登録＆補助金のご案内
昨夏までの、まちなかの涼しい場所（クールシェア・スポット）へのおでかけを呼びかける取組が
夏のクールシェアだけでなく、冬のウォームシェアも呼びかけ、年間を通じて地域のにぎわい応援と
家庭での省エネを同時に推進する事業「おでかけエネルギーシェア事業」に生まれ変わりました！
クールシェアとは、夏の暑い
日に家で複数台のエアコンを
使うのではなく、家の中やま
ちなか、自然の中で涼しさを
共有するという取組です。

ウォームシェアとは、
クールシェア同様に、
冬季において家の中
やまちなかで暖房を
共有する取組です。

※ 新型コロナウイルス対策（３密回避、手洗い、手指消毒の実践、咳エチケットの徹底、定期的な換気など）を行った
うえでの取組を呼びかけています。

■「おでかけエネルギーシェア事業」の概要
 協力施設・店舗等を募集します。
クールシェアやウォームシェアの推進にご協力いただける商業施設等を募集し、「おでかけエネルギー
シェア・スポット」として登録していただきます。来場者の誰もが暑さや寒さをしのいで快適に過ごせる場
所を 提供できることを条件としています。
※昨年までに登録済みの「クールシェア・スポット」は、「おでかけエネルギーシェア・スポット」に移行します。

 県のホームページで登録施設として紹介し、広報用のぼりを送付します。
 アウトドア施設や自然体験等のおでかけ情報と併せて「おでかけエネルギーシェア・スポット」を発信します。
 「おでかけエネルギーシェア・スポット」として登録すると、補助金（鳥取県おでかけエネルギーシェア・
スポット新設等補助金）を活用できます。
◎補助金の対象となるもの
・ テーブル、いす、パーテーション等の購入
・ Wi-Fi環境整備（機器購入費及び設置工事費に限る）等の施設整備
・ パンフレットや宣伝ツール等のクールシェアに関する情報発信

など

■なぜ「クールシェア」や「ウォームシェア」を呼びかけるの？
 省エネ・節電による地球温暖化の防止
・猛暑や集中豪雨等の異常気象の発生等の原因である地球温暖化を防止するには、省エネが必要です。
＊夏季における家庭での電力消費の約６割をエアコンが占めています。
＊家庭での用途別消費エネルギーで暖房は約 1/4 を占め、冷房より多くのエネルギーを消費しています。
 夏の熱中症予防
・近年の猛暑により、全国的に熱中症による死亡者が大幅に増加しています。（※厚生労働省発表）
・県内の熱中症による搬送者は減少しましたが、依然として高い水準となっています。（※県危機管理局発表）
⇒暑さを我慢するのではなく、涼しい場所に集まり楽しく過ごすライフスタイルへの転換や、少しでも気分
が悪くなったときに気軽に涼むことができる環境づくりが有効です。

低炭素社会推進課（※）関係 補助金及び問い合わせ先等一覧
● 鳥取県環境保全活動支援補助金
県内の快適な環境を守り育てるための自主的な活動を増やしていくことを目的に、地
域の他の模範となる環境活動を行う団体に対し活動費を支援。
①
②
③
④
⑤

補 助 対 象 者：
補助対象経費：
補 助 金 額：
補 助 率：
対 象 事 業：

県内団体
補助事業を実施するために必要と県が認める経費
上限１０万円
１０／１０
環境に関して実施主体（主催）となって実施する活動で、
先進的で他の模範となる実践活動または教育啓発活動

●自治会、公民館などへのアドバイザー派遣制度
自治会や子ども会での自然体験、再生可能エネルギー施設の見学、環境保全活動、また、家
庭における省エネ・省資源、ごみとリサイクルの研修会など、環境学習、実践活動に取り組む
自治会等にとっとり環境教育・学習アドバイザーを派遣します。

● 鳥取県おでかけエネルギーシェア・スポット新設等補助金
クールシェアやウォームシェアに取り組む「おでかけエネルギーシェア・スポット(以下、
シェアスポット)」を新設・拡充し、クールシェアやウォームシェアを普及啓発する取組を支援。
① 補 助 対 象 者： 県内の商業施設等を運営・活性化する団体又は個人事業者
② 補助対象経費： ・テーブル、いす、パーテーション等の購入に要する経費
・Wi-Fi 環境整備（機器購入費及び設置工事費に限る）等の
施設整備に要する経費
・パンフレットや宣伝ツール等のシェアスポットに関する情報発信に
要する経費 など
③ 補 助 金 額： 上限１５万円
④ 補 助 率： １／２
⑤ 補 助 要 件： ・施設等の特定エリアをシェアスポットとして位置付けること
・誰もが無料で利用できるシェアスポットであること
・県が提供する幟をシェアスポット内に掲げること
・県が提供するチラシ等（省エネルギー・節電、熱中症予防の啓発用
チラシ等）をシェアスポット内で配架・掲示すること
・シェアスポットについて、施設内外で積極的に広報を行い、
省エネルギー・節電や熱中症予防を呼びかけること

■詳しくは『とりネット』をご覧ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/290494.htm
■問合わせ先
【令和３年３月まで】
鳥取県生活環境部低炭素社会推進課 温暖化対策担当
電話：0857-26-7205 FAX：0857-26-8194
電子メール：teitanso@pref.tottori.lg.jp
※【令和３年４月から（予定）】
鳥取県生活環境部脱炭素社会推進課
※連絡先は決まり次第ホームページに公開します

「とっとりプラごみゼロチャレンジ」補助金について
鳥取県循環型社会推進課

近年、海洋プラスチックごみが海洋生物に与える影響が報道され、令和元年６月に開催されたＧ２０大阪
サミットで主要議題となるなど、プラスチックごみは国際的な問題となっています。
我が国においても、プラスチックの資源循環を総合的に推進するために、令和元年６月に「プラスチック
資源循環戦略」を策定し、あらゆる主体の取組を促進するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律」の制定に取り組んでいるところです。
鳥取県においても、「とっとりプラスチックごみゼロチャレンジ」を推進することとし、プラスチックごみの排
出抑制及びリサイクルの促進を図ることとしています。
ついては、身近なところからプラスチックごみの排出抑制を図るため、飲食店等におけるテイクアウト用
容器を環境配慮容器への転換や飲食を伴うイベントへのリユース容器の使用、プラスチックごみを削
減する実践活動を実施する場合、当該制度（※）の活用をご検討ください。
※現在２月県議会であり、議会の承認を受けた場合に実施する

【「とっとりプラごみゼロ」チャレンジ補助金】
補助事業
補助内容
事業実施主体
エ コ テ イ ク ア テイクアウト用容器を新たに環境配慮容器へ 県内の飲食店、
旅館・ホテル等
ウト推進
切り替える事業者を支援

補助率
1/2

限度額
50 千円

【対象経費】
環境配慮容器購入費用
※環境配慮容器の例
リユース容器、紙・竹製等のバイオマス素材
使用容器、生分解性プラスチック使用容器、
バイオマス素材配合容器、エコマーク認証
容器等
リユース容器 飲食を伴うイベント等で、リユース食器を活用 民間団体、経済 初めてリユー 250 千円
団体、市町村、 ス容器を利用
等活用支援
する団体を支援
学校等（法人格 する場合：
の有無を問わな 10/10
【対象経費】
い。）
リユース食器の賃借料、送料
2 回目以降：
1/2
プラごみゼロ プラスチックごみの削減等につながる実践活
1/2
250 千円
実践活動支援 動を支援
【対象経費】
実践活動に必要と認められる経費
＜補助制度に関する問合せ先＞
鳥取県循環型社会推進課
鳥取市東町一丁目２２０番地
TEL：０８５７－２６－７１９８、FAX：０８５７－２６－７５６３
E-mail：junkanshakai@pref.tottori.lg.jp

鳥取県産品のブランド化、名物料理開発による地域振興等「食のみやこ鳥取県」のイメージアップに
つながり、発展性のある県民の活動を幅広く育成・支援することを目的に、食のみやこ鳥取県づくり支援
交付金の交付対象となる事業候補の募集を行います。
募集期間
１次募集 令和 3 年２月 26 日（金）～同年３月 24 日（水）
２次募集 予算の範囲内で随時募集しますが、１次募集への応募事業を優先
とします。
※本事業の実施は、令和３年２月定例議会における予算の成立を条件とします。

予算額（千円）

6,800
（一般枠等・特別枠合わせて）

交付金の概要
（１）一般枠・コンベンションＰＲ枠・直売所連携魅力アップ枠
１

事業の内容

２

交付対象者

３

交付対象経費

４

交

５

交付金の上限額

付

率

（２）特別枠
１ 事業の内容
２

交付対象者

３

交付対象経費

４

交

５

交付金の上限額

付

率

＜一般枠＞食のみやこ鳥取県のイメージアップのための情報発信やブランド化の推進、特産品開発、名
物料理づくり等、食を切り口にした産業振興、地域振興に資する取組み
＜コンベンションＰＲ枠＞全国からの来県者が見込まれる全国規模のスポーツ大会やコンベンション
等に参加する来県者に対し、民間の方々のノウハウや活力を最大限に活用し、
「食のみやこ鳥取県」を
ＰＲする民間等の取組
＜直売所連携魅力アップ枠＞県内の直売所が連携し、活性化・魅力向上を図る取組
民間団体、グループ等
※直売所連携魅力アップ枠は、県内の直売所・道の駅、直売所・道の駅が連携して組織する協議会、農
漁協等が対象です。
※一般枠は市町村、食のみやこ鳥取ブランド団体支援交付金・鳥取県林業団体等支援交付金の対象団体、
個別企業等は対象外です。本交付金の主となる申請者は、原則として鳥取県内に事業所等を有する
者とします。また構成員のうち、県外事業者等が含まれる場合は、構成員の１／２未満とします。
）
事業実施に必要な調査、食材等の購入、情報発信、イベント開催等に要する経費※（ただし、実施主体
の運営に係る経常的な経費、人件費、食糧費、備品購入費は除く）
※食との関連性が低い集客イベント部分については、対象としない場合があります。
１／２以内
＜一般枠＞上限額２,０００千円 ただし、県内における中国ブロック以上の規模で開催するイベントで
、かつ、見込まれる集客が１万人以上の場合、交付限度額を４，０００千円とする※。
（※予算の都合上
、交付限度額４，０００千円の事業については、本年度の募集を行わない。
）
＜コンベンションＰＲ枠＞ 上限額２５０千円
＜直売所連携魅力アップ枠＞上限額５００千円
食のみやこ鳥取県のイメージアップのため、食の美味しさ、楽しさの発信や文化的側面などに着目した
営利を目的としない取組み
民間団体、グループ、企業、個人等（※市町村、食のみやこ鳥取ブランド団体支援交付金・鳥取県林業
団体等支援交付金の対象団体は交付対象外です。本交付金の主となる申請者は、原則として鳥取県内
に事業所等を有する者とします。また構成員のうち、県外事業者等が含まれる場合は、構成員の１／２
未満とします。
）
事業実施に必要な調査、食材等の購入、情報発信、イベント開催等に要する経費
（ただし、実施主体の運営に係る経常的な経費、人件費、食糧費、備品購入費は除く）
１０／１０以内
上限額２５０千円

※ （１）
・
（２）とも、対象経費のうち委託費については、原則、県内事業者が実施したものに限ります。

募集方法・事業採択（１次募集）
（１）募集期間
令和 3 年２月２6 日（金）～同年３月２4 日（水）
（２）事業採択の方法
事前審査（書類審査）を経て、ヒアリングによる本審査で、事業の新規性、計画の妥当性、食のみやこ
鳥取県のＰＲ効果、情報発信力、地域への波及効果等を審査し、採択事業を決定します。
（詳細は募集要
領をご確認ください。
）
本審査は令和 3 年４月中旬を予定しています。
（３）募集要領・応募用紙
★お問合わせ・応募先★
鳥取県食のみやこ推進課ホームページから入手できます。 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０
鳥取県市場開拓局 食のみやこ推進課
http://www.pref.tottori.lg.jp/syokunomiyako/
電
話 0857-26-7835
※本事業の実施は、令和 3 年２月定例議会における予算
ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-2１-0609
の成立を条件とします。

【よくあるご質問 Ｑ＆Ａ】
Q この制度ではどのような事業が交付対象になりますか？
［Ａ］食のみやこ鳥取県を県内外に発信していくため、「食」に関連した県民の皆さんの様々な活動を
支援するためのもので、画一的に事業内容を規定しているものではありません。
<一般枠>での想定事業
・県産品の県外での評価向上に向けた取組み
・地域、グループ等での県産品のブランド化に向けた新たな取組み、ＰＲ等
・県外での県産品直売施設の設置検討調査、テストマーケティングなど新たな販路開拓への取組み
・地域の名物料理づくりや観光施設のネットワーク化による地域振興等
<特別枠>での想定事業
・県内の伝統料理や食文化の発掘調査・次世代への継承・情報発信
・ご当地グルメ大会、料理対決等の食に係る地域イベント開催
・食の大学開講、食のエッセイコンテストなど食文化の発信や創造
Q 交付対象にならない事業はどのようなものですか？
［Ａ］<一般枠>
・特定企業の新商品開発や販促ＰＲなど、その取組に地域への波及効果が認められないもの。→集落
単位、同業者の組合の共同事業など地域への広がりが期待できるものは対象とします。
・既に支援が行われていた既存事業の財源振替的なもので、本事業の実施により新たな展開が期待さ
れないもの
<特別枠>
・事業主体（構成員）の直接的な営利目的（販売促進、消費宣伝）、商業ベースの活動として開催さ
れるイベント等
・既に支援が行われていた既存事業の財源振替的なもので、本事業の実施により新たな展開が期待さ
れないもの
<共通>
・県が事業主体（構成員）となっている事業、開催経費に県費が充当されているイベント等。
Ｑ 事業実施主体に制限はありますか？
［Ａ］<一般枠>
・事業実施に伴う地域への波及効果を考え、ＮＰＯ、任意組織等のグループを想定しています。
・また、１民間企業は原則として対象外としますが、地域との係わり等を考慮し、農商工連携等に
より産地と一体となった取組が期待される場合、第３セクターが事業主体になる場合等は事業内
容から総合的に判断します。
<特別枠>
・事業主体は団体、グループ、企業、個人等幅広に考えており、特に制限はありません。事業目的
に照らし、実施内容での判断となります。
＜一般枠・特別枠共通＞
・市町村、食のみやこ鳥取ブランド団体支援交付金・林業団体等支援交付金の対象団体は対象外と
しますが、それらが構成員として含まれる実行委員会等を組織すれば事業対象と認められます。
・構成員に県外事業者等が含まれる場合、構成員の１／２未満とします。
Ｑ 同一事業を複数年行うことは可能ですか？
［Ａ］<一般枠>
・単年度としますが、複数年度にわたり発展性の高い取組を必要とする場合には翌年度以降も１回
に限り応募できます。
ただし、同一の事業内容を継続するのではなく、ステップアップの道筋を示した計画が必要です。
<特別枠>
・同一と認められる事業の採択は単年度限りです。
Ｑ 特別枠で実施した事業を次年度一般枠で応募することは可能ですか？
［Ａ］特別枠で採択した事業について、同一内容の事業を次年度に一般枠で実施することは認められま
せん。ただし、事業内容が拡充され、発展性の高い取組みがなされるものと認められる場合は対
象となります。

