
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４年４月８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 

1 2022 年度 上期 とりぎん 青い鳥基金 

SDGｓ 

・教育活動 

・まちづくり
活動 

50 万円 

（公財）とっとり県民活動活性化センター 

「とりぎん青い鳥基金」事務局 

電話：0858-24-6460 

http://tottori-
katsu.net/news/recruitment/2022_t
origin_kamiki/ 

鳥取銀行本支店 窓口または営業統括部 

地方創生グループ 

電話：0857-37-0263 

https://www.tottoribank.co.jp/torigin

/csr/kikin/offer.html 

4/1 
～ 

7/31 

2 
令和 4 年度（2022 年度） 
先駆的・開拓的ボランティア活動助成事業 

先駆的・開拓的
福祉活動 

30 万円 

鳥取県社会福祉協議会  
鳥取県ボランティア・市民活動センター 
電話：0857-59-6336 

https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/vol_top/1/ 

4/22 

3 
令和 4 年度  
生活学校助成 

生活学校への参加 
地域課題解決 

6 万円 
（公財）あしたの日本を創る協会 
生活学校募集係 
電話：03-6240-0778 
http://www.ashita.or.jp/sg2.htm 

4/30 

全国運動への参加 上限 5 万円 

4 
令和４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 2 次募集 

スタート支援 

地域づくり活動 

10 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 

5/23 
～ 

6/27 ステップアップ支援  
３０万円 

（ 補 助 率 3/4） 

5 
令和４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 1 次募集 

地域づくり活動 
200 万円 

（補助率 10/10） 

4/1 
～ 

4/28 

6 
令和４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 1 次募集 

地域づくり活動 
15 万円 

（補助率 10/10） 

5/９ 
～ 

6/2０ 

   

７ 

令和４年度 アートに

よる地域活性化促進事
業補助金（１次募集） 

スタート型 

地域活性化 

33 万 3 千円 

（補助率 2/3） 
鳥取県地域づくり推進部文化政策課 

電話 0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/86471.htm 

4/1 

～ 
4/28 ステップアップ型 

50 万円 
（補助率 1/2） 

8 
老後を豊かにする 
ボランティア活動資金助成事業 

高齢者 10 万円 
（公財）みずほ教育福祉財団 福祉事業部 
電話：03-5288-5903 
http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.html 

5/20 

9 とっとり暮らしワーキングホリデー支援補助金 地域活力向上 
11 万 6 千円 

（参加者 1 名） 

鳥取県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/274432.htm 

4/1 
～ 

5/29 

10 
2022 年度 ニッセイ財団 

地域福祉チャレンジ活動助成 

地域包括ケア

システム 
２００万円/年 

ニッセイ財団 高齢社会助成事務局 
電話：06-6204-4013 
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html 

5/31 

11 

と 

令和 4 年度 コロナを乗り越える！ 
アート映像等配信事業 

文化芸術 
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 0857-26-7134 

4/1 
～ 

12/15 

12 

令和４年度 
鳥取県文化芸術活動 
支援補助金 
（2 次募集） 

優れた文化芸術活動 
支援事業 

文化芸術活動 
 

30 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：0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/bungeih
ojokin/ 

8/1 
～ 

8/31 

文化芸術活動ステップ
アップ支援事業 

10 万円 
（補助率 1/2） 

とっとり文化の先人顕彰事業 

顕彰立ち上げ支援事業 

30 万円 
（複数 50 万円） 
（補助率 1/2） 

とっとり文化の先人顕彰事業 

全国発信事業 

50 万円 
（補助率 1/2） 

次世代活動者育成支援
事業 

10 万円 
（補助率 1/2） 

周年支援事業 
10 万円 

（補助率 1/2） 

刊行物発刊支援事業 
30 万円 

（補助率 10/10） 

映像作品活用支援事業 
10 万円 

（補助率 1/2） 

http://tottori-katsu.net/news/recruitment/2022_torigin_kamiki/
http://tottori-katsu.net/news/recruitment/2022_torigin_kamiki/
http://tottori-katsu.net/news/recruitment/2022_torigin_kamiki/
https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kikin/offer.html
https://www.tottoribank.co.jp/torigin/csr/kikin/offer.html
https://www.tottori-wel.or.jp/jinzai/vol_top/1/
http://www.ashita.or.jp/sg2.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1020869.htm#itemid1020869
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1020869.htm#itemid1020869
https://www.pref.tottori.lg.jp/86471.htm
http://www.mizuho-ewf.or.jp/appli1.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/274432.htm
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/bungeihojokin/
https://www.pref.tottori.lg.jp/bungeihojokin/


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（ステップアップ型） 

（規模拡大型） 
電話：0857-26-7237（星取県推進型） 
https://www.pref.tottori.lg.jp/213172.htm 

随時 規模拡大型 
250 万円 

（補助率 1/2） 

星取県推進型 
100 万円 

（補助率 2/3） 

14 
令和 4 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 0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/250026.htm 

随時 

15 
令和 4 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 0857-26-7134 
https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=74018 

随時 

16 
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 
（補助率 10/10） 

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/
1276145/03_R4joseikinsetsumei_H
P040310_pagenumber.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） 

まちなかコミュニティ活

性化支援事業（ソフト） 

100 万円 
（補助率 
県 1/2 
市 任意） 

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 
県 1/3 
市 1/6） 

まちなか居住促進事業 

100 万円 
（補助率  

市負担額の 1/2） 

まちなか遊休施設 

活用事業 

1000 万円 
（補助率 
県 1/2 
市 1/3） 

17 

令和 4 年度 鳥取県 地域づくり関係助成事業一覧（3 分割しています）  

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/01_R4joseikinsetsumei_HP040311_pagenumber.pdf 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/02_R4joseikinsetsumei_HP040310_pagenumber.pdf 

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1276145/03_R4joseikinsetsumei_HP040310_pagenumber.pdf 

 

○市民活動団体のための助成金相談会  日 時：令和 4年 4月 20日（水） ①14:00～14：45 ②14：45～15：30 

                                    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。 

 
★発行・編集★ 
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