
助成金募集情報 
各助成金の募集要項は、それぞれのウェブサイトやセンターＨＰへアクセスして頂くか、または直接センタースタ

ッフにお尋ねください。                               令和 3 年 8 月 10 日発行 

№ 助 成 金 タ イ ト ル 対象分野 
助 成 金 額 

(上限は 1 件あたり) 
募 集 先・問 合 せ 先 

募集期間 
・締切 

１ 
令和 3 年度 

「高齢者応援団体に対する助成活動」 
高齢者 総額 15 万円 

生命保険協会 鳥取県協会事務局 

電話：0857-24-3523 

7/1 

～ 

8/20 

２ 
令和 3 年度とっとり SDGｓ推進補助金 

広報活動支援型（2 次募集） 

ＳＤＧｓ理念 

活動広報 

11 万 2 千円 

(補助率 3/4) 

（公財）とっとり県民活動活性化センター 

電話：0858-24-6460 

http://tottori-

katsu.net/news_cat/recruitment/ 

7/26 

～ 

8/23 ３ 
令和 3 年度とっとり SDGｓ推進補助金 

研修等支援型（2 次募集） 

ＳＤＧｓ関連 

研修開催・参加 

5 万円 

(補助率 10/10) 

４ 
令和 3 年度令和新時代創造県民運動推進補助金 

とっとりドリーム型 ５次募集 
地域活性化 

200 万円 

(補助率 10/10) 

鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課 

電話：0857-26-7248 

https://www.pref.tottori.lg.jp/item/10208

69.htm#itemid1020869 

8/2 

～ 

8/31 

５ 
令和 3 年度令和新時代創造県民運動推進補助金 

若者チャレンジ型 ２次募集 
地域活性化 

15 万円 

(補助率 10/10) 

８/２ 

～ 

９/2７ 

６ 

令和 3 年度令和新時代 

創造県民運動推進補助金 

スタートアップ型３次募集 

スタート支援 

地域活性化 

10 万円 

(補助率 10/10 
８/23 

～ 

9/27 ステップアップ支援 
３０万円 

(補助率 3/4) 

７ 重い病気を抱える子どもの学び支援活動助成 子どもの学び 
総額 

1,000 万円 

（公財）ベネッセこども基金 

電話：04-7137-2570 

https://benesse-

kodomokikin.or.jp/subsidy/ 

7/30 

～ 

9/24 

８ 
2021 年度（第 28 回） 

ボランティア活動助成 

高齢者・障が

い児者・子ど

もの支援 等 

30 万円 

（公財）大和証券福祉財団 事務局 

電話：03-5555-4640 

https://www.daiwa-

grp.jp/dsf/grant/outline.html 

8/1 

～ 

9/15 

９ 
令和４年度  

花博自然環境助成 

調査研究 

環 境 

100 万円以内 

(3/4 以内) 

（公財）国際花と緑の博覧会記念協会 

企画事業部 企画事業課 

電話：06-6915-4516 

https://www.expo-

cosmos.or.jp/main/zyosei/invitation_04.html 

8/2 

～ 

9/10 活動・行催事等 
50 万円以内 

(3/4 以内) 

10 

2021 年 スミセイ 

コミュニティスポーツ 

推進助成プログラム 

チャレンジコース コミュニティ 

スポーツ 

50 万円 （公財）住友生命健康財団 事務局 

電話：03-5925-8660 

https://skzaidan.or.jp/sports_grant/ 

8/23 

～ 

9/22 アドバンスコース 300 万円 

 

11 

と 

令和 3 年度 アートの灯を守る！ 

とっとりアート支援事業 

文化芸術 

（コロナ対策） 

25 万円 

（補助率 1/2） 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 

電話 0857-26-7843 

https://www.pref.tottori.lg.jp/296793.htm 

4/1 

～ 

12/15 

 

 

12 

新型コロナウイルス

感染症の拡大防止策

に対する支援 

コロナ禍対応助成 

Ⅰ コロナ禍により被った助

け合い活動の被害額の支援 

新型コロナ 

ウイルス支援 

20 万円 

 

 

（公財）さわやか福祉財団 

電話：03-5470-7751 

https://www.sawayakazaidan.or.jp/covid1

9-donate/ 

 

 

 

 

随時 

Ⅱ コロナ禍により生じた生

活上の不便・不安を解消する

ための助け合い活動 

10 万円 

共生社会推進助成 

Ⅲ 地域の助け合いを維持・

発展する活動 

15 万円 

13 
ニューツーリズム 

普及促進支援補助金 

ステップアップ型 

ニューツーリズム 

支援 

50 万円 

（補助率 1/2） 
鳥取県観光交流局観光戦略課 

電話：0857-26-7239 

https://www.pref.tottori.lg.jp/213172.htm 

随時 規模拡大型 
25 万円 

（補助率 1/2） 

星取県推進型 
100 万円 

（補助率 2/3） 

14 鳥取県地域活動応援事業費補助金 地域課題解決 
30 万円 

（補助率 1/2） 

鳥取県交流人口拡大本部  

ふるさと人口政策課 関係人口推進室 

電話：0857-26-7128 

https://www.pref.tottori.lg.jp/291099.htm 

随時 
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15 
令和 3 年度 伝統芸能・行事を活用した 

「おもてなし」活動支援事業 
地域振興 

25 万円 

（補助率 1/2） 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 

電話 0857-26-7133 

https://www.pref.tottori.lg.jp/250026.htm 

随時 

16 
令和 3 年度 文化芸術に親しみやすい 

環境整備支援事業 

文化芸術 

環境整備 
10 万円 

鳥取県地域づくり推進部文化政策課 

電話 0857-26-7133 

https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=74018 

随時 

17 
鳥取県まちなか暮らし 

総合支援補助金 

スタートアップ事業 

地域づくり 

10 万円 

鳥取県地域づくり推進部 

中山間・地域交通局中山間地域政策課 

電話：0857-26-7691 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/

1197822/siryo3ver2.pdf 

随時 

買い物弱者対策事業 

（仕組みづくり支援） 

50 万円 

（補助率 1/2） 

買い物弱者対策事業 

（店舗改装・移動販

売車導入等支援） 

500 万円 

（補助率 1/2） 

買い物弱者対策事業 

（移動販売車運営経

費支援） 

100 万円 

（補助率 市負担

額の 1/2） 

まちなか居住促進事業 

100 万円 

（補助率 市負担

額の 1/2） 

まちなかコミュニティ活

性化支援事業（ソフト） 

100 万円 

（補助率 1/2） 

まちなかコミュニティ活

性化支援事業（ハード） 

300 万円 

（補助率 1/3）  

まちなか遊休施設 

活用事業 

1000 万円 

（補助率 1/2） 

18 とっとりワーホリ支援補助金 地域活力向上 
参加者受入 

経費 

鳥取県ふるさと人口政策課関係人口推進室 

電話：0857-26-7648 

https://www.pref.tottori.lg.jp/274432.htm 

5/1 

～R4./3/31 

19 令和 3 年度 地域づくり関係助成事業一覧（鳥取県） https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1197822/betten1.pdf 

 

○市民活動団体のための助成金相談会  日 時：令和 3年 8月 18日（水） ①10:00～10：45 ②10:45～11：30 

場 所：市民活動拠点アクティブとっとり相談コーナー 

※予約制です。必ず事前にお申し込みください。その他の希望日時はご相談ください。 
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