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別紙２ 

 

令和２年度事業計画書（案） 

令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

 

                     特定非営利活動法人 ECOフューチャーとっとり 

 

１ 事業計画書（案） 

令和２年度は、五つの個別事業を展開する。尚、感染症拡大予防の観点から状況により例年

以上にＷｅｂを活用した事業実施を図る。 

（１）「地球温暖化防止活動推進事業等の業務」は、昨年度と同様に地球温暖化防止に係る情

報の発信や鳥取県地球温暖化防止活動推進員の養成及び活動支援及び環境について専門的知識

を有し環境教育実践経験のある人材を広く県民に紹介するとっとり環境教育・学習アドバイザ

ー制度の運用等を実施する。次に個々に鳥取県と単年度事業委託契約を締結している幼稚園

児・保育園児や小学生を対象にした環境教育：（２）「ちびっ子エコスタート事業及びエコ活ノ

ート出前教室」、主に小学５・６年生を対象にした：（３）「夏休み！自由研究再エネ体験ツア

ー」（現在、契約及び仕様を協議中）、新たに事業委託契約を締結した家庭のＣＯ２排出削減を

一層推進するため、エコ活動の実践者や関連事業者等による研究チーム：（４）「チーム「ゼ

ロ・カーボン・チャレンジ」運営」、加えて地域における地球温暖化防止活動の基盤を形成する

ことを目的とした環境省補助事業：（５）「地域における地球温暖化防止活動促進事業」（現在、

応募・交付申請中）を実施する。 

 

２ 個別事業 

 

（１）「地球温暖化防止推進事業等の業務」 

（２）「ちびっ子エコスタート事業及びエコ活ノート出前教室」 

（３）「夏休み！自由研究再エネ体験ツアー」（現在、契約及び仕様を協議中） 

（４）「チーム「ゼロ・カーボン・チャレンジ」運営」 

（５）「地域における地球温暖化防止活動促進事業」（現在、応募・交付申請中） 

 

  以下、個表の通り 
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令和２年度特定非営利活動法人 ECOフューチャーとっとり事業計画書（案）（個表） 

事業名 地球温暖化防止推進事業等の業務 

事業内容 １ 地球温暖化防止推進事業  

 

（１）家庭・地域で地球温暖化防止につながるライフスタイルやワークスタイ

ルを県内に広く提案し、実践を促すための普及啓発活動 

 

ア 地域での温暖化防止活動の情報共有及び県内外への発信 

   地球温暖化防止に関する情報やこれらの地域の取組を、鳥取県地球温暖

化防止活動推進員を含めた県内外から発掘・収集し、ニュースレター、ホ

ームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、新聞紙面等各種メディアを活用しなが

ら、県内に対しては情報の共有を図り県外に対しては情報発信を地球温暖

化防止に資する情報や地域の取組を行う。 

 

イ 昨今の地球温暖化問題に係る国際情勢などの最新情報や行政施策の情報

収集及び収集した情報の県民への周知 

   地球温暖化防止施策や国際情勢など、昨今の情報を環境関連セミナーは

元より環境省・国立環境研究所・公益財団法人地球環境戦略機構・大学他

から収集し、メールニュースやホームページ等により適宜情報発信を行

う。またイベントに関しては、より効果を確認できるものに精選し、感染

症拡大に配慮しつつ細かに情報を提供するよう心掛ける。 

 

ウ イベント等での県民への効果的な省エネ対策の提案 

当然、感染症拡大に配慮しつつイベント等で県民の方々と直接対面し、

各年齢層に合った個々のプログラムを通して、展示ブース来訪者ご自身の

意識を含めた行動が温暖化対策へと変容される様に努める。また、ツール

やパネルの貸し出し業務を通じて、体験的に温暖化対策等の必要性を県民

自ら伝える機会を提供する。 

 

（２）温暖化防止に係る知識とファシリテーション技術を持ち、地域における

温暖化防止活動をリードする県地球温暖化防止活動推進員（以下「推進

員」という。）の育成 

   第１１期推進員養成研修（基本講座・実践講座）を実施する。 

 

ア 推進員養成研修の実施 

・基本講座プログラム（案）： 
①「とっとりエコサポーターズ制度とその活動活動について（仮題）」 
②「令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン（仮題）」 

   ③「鳥取県の気候と地球温暖化（仮題）」 

・実践講座プログラム（案）：テーマは、Ｗｅｂによる普及啓発発信方法

の習得 

   ①「Ｙｏｕｔｕｂｅの制作」 

   ②「Ｆａｃｅｂｏｏｋの制作」 
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③「Ｉｎｓｔａｇｒａｍの制作」 

①～③の内、一つを選択し、実際に普及啓発活動を発信する。 

尚、開催方法、日程及び開催回数に関しては、鳥取県と協議して決め

る。また、状況により対面式（集合型）ではなくＷｅｂも活用することも

併せて協議し決める。 

 

イ 推進員スキルアップ研修の実施 

推進員のスキルアップを図るため、スキルアップ研修会を実施する。 

※状況により対面式（集合型）のみならずＷｅｂの活用を含めて実施す

る。 

 

ウ 推進員の活動に対する助言及び支援 

  様々な機会や方法を通して推進員の活動の助言と支援を行う。 

 エ 推進員を活用し、市町村と連携したエネ活（家庭の省エネ・再エネ導

入）の促進 

様々なチャンネルを通して県内各市町村との連携を模索しながら、推進

員を活用して様々なエコ活に関する相談を含め住民の方々への温暖化防止

普及啓発活動の促進に努める。 

オ 市町村との連携(合同ワークショップの開催) 

県内各市町村と連携を進める。 

カ 新規推進員の活動のきっかけづくり(情報交換会の開催) 

   新規推進員の活動のきっかけや情報交換の場を提供する。 

 

 

２ とっとり環境教育・学習アドバイザー制度運用事業 

 環境について専門的知識を有する人材を広く県民に紹介することにより、体

験を重視した環境教育を支援し、実践的、主体的な環境学習の促進を図る当制

度の運用を以下のように実施する。 

 

（１）アドバイザー制度のＰＲ業務 

   ホームページや推進員養成研修等、機会ある毎にアドバイザー制度をピ

ーアールする。 

 

（２）アドバイザーの人材発掘 

様々な機会を通じてアドバイザーの発掘を行い、アドバイザー登録を促

す。 

 

（３）アドバイザーと環境学習主催者との連絡調整業務 

環境学習の主催者からアドバイザーの紹介依頼を受けた場合、主催者が

予定する学習内容に合致すると思われるアドバイザーを紹介する。 

 

（４）アドバイザーの活動状況把握業務 

  アドバイザーが前年度に活動した概要についてとりまとめ、広くその内

容を紹介すべくホームページに掲載する。また、アドバイザーの活動概要

を鳥取県生活環境部低炭素社会推進課に報告する。 



4 

 

（５）アドバイザーの資質向上研修業務 

   環境学習会を実施するにあたって必要となる知見と新しい教育に関する

情報交換をすることの出来る研修会や講習会等を開催する。 

  ※状況により対面式（集合型）ではなくＷｅｂも活用し開催する。 

 

 

事業費（財源）  7,353,637円（税抜き） 

（支出） 

事業費 6,401,480円 

管理費   952,157円 

（収入） 

事業収入  7,353,637円 

（鳥取県委託料） 

 

 

事業名 ちびっ子エコスタート事業及びエコ活ノート出前教室実施業務 

事業内容 １ ちびっ子エコスタート事業 

 幼児期から環境を大切にする気持ちを育むため、勿論、感染症拡大に配慮しつ

つ幼稚園、保育園及び認定子ども園（以下「幼稚園等」という。）の園児、職員等

を対象とした環境学習会に講師を派遣することにより、園児、職員及び保護者へ

のエコ育（幼稚園等や家庭での生活をエコの視点で見直し、人間も自然の一部で

あることに気付き、しっかりとした生活リズムを身に付けることで、エネルギー

等の浪費を防ぐとともに、こどもたちの健全な成長に寄与するための教育、学習

のこと）の啓発を図る。 

（１）環境学習会プログラムの作成 

   園児、職員及び保護者の理解がより深まるエコ育を行うために、環境学習

会プログラムを作成する。また、環境学習会プログラムの改善や新たな環境

学習会プログラムの開発を検討する。 

（２）環境学習会の実施 

職員及び保護者向け環境学習研修会：２回程度 

園児向け環境学習研修会：４園程度 

   ※状況により対面式（集合型）ではなくＷｅｂも活用する。 

 

２ エコ活ノート出前教室実施業務 

家庭で取り組んでほしい環境に配慮した活動をまとめたエコ活ノートを教材に

して、勿論、感染症拡大に配慮しつつ小学校や放課後児童クラブに講師を派遣し

て出前教室を実施することにより、小学生及びその保護者へのエコ活（資源を大

切にして環境に配慮した生活を行うこと）の啓発を図る。 

（１）出前教室プログラムの作成 

   出前教室プログラムを作成する。また、出前教室プログラムの改善や新た

な環境学習会プログラムの開発を検討する。 

 

（２）出前教室の実施 

出前教室：１０校程度 

   ※状況により対面式（集合型）ではなくＷｅｂも活用する。 
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事業費（財源） 1,371,819円（税抜き） 

（支出） 

事業費 1,270,088円 

管理費   101,731円 

（収入） 

事業収入 1,371,819円 

（鳥取県委託料） 

 

 

事業名 
「夏休み！自由研究再エネ体験ツアー」等環境教育実施業務 

（現在、契約及び仕様を協議中） 

事業内容 鳥取県最大の資源である豊かな自然が生み出す多種多様な再生可能エネルギー

について、未来を担う子ども達が体験、学習する場を設け、環境意識の醸成や環

境活動の推進を図る。 

 

１ 概要 

小学生（主に５・６年生）を対象に、勿論、感染症拡大に配慮しつつ再生可能エ

ネルギーをテーマとした夏休みの自由研究を作成する体験型講座を４コース（東

部２コース、中部１コース、西部１コース）設け、各コースにおいて環境教室（ス

トップ温暖化教室）、施設見学（※移動中に自然エネルギークイズ）、ソーラー行

灯工作、そして最後に自由研究作成を実施する。 

講座実施後は、その様子を鳥取県地球温暖化防止活動推進センターホームペー

ジ・Ｆａｃｅｂｏｏｋに掲載する。 

 

２ 日程 （案） 

（１）東部Ａコース ７月１８日（土） 

（２）東部Ｂコース ７月１９日（日） 

（３）中部コース  ７月２６日（土） 

（４）西部コース  ８月２日（日） 

※小学生及び指導する大学生の夏休みが短期間と推定される為、夏休み前から

はじめの７月後半を目途に実施予定である。尚、今後、日程含め詳細は、鳥

取県と協議して決める。 

 

 

事業費（財源） 

※見込み 

2,592,593円（税抜き） 

（支出） 

事業費 2,297,498円 

管理費   295,095円 

（収入） 

事業収入   2,592,593円 

（鳥取県委託料） 

 

 

事業名 チーム「ゼロ・カーボン・チャレンジ」運営業務 

事業内容  家庭のＣＯ２排出削減を一層推進するため、エコ活動の実践者や関連事業者等に

よる研究チームを立ち上げ、具体的な環境実践活動の手法について検討し、県民

や関係者に向けた提言を行うと共に、本事業を通じて県民への効果的な普及啓発

や関係者の連帯体制構築、地域の環境活動をリードする人材育成等に繋げる。 
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（１）チーム「ゼロ・カーボン・チャレンジ」の立ち上げ 

   ・とっとりエコサポーターズ等先導的な緩急活動実践者、行政機関、大学、

関係事業者等１５名程度でメンバーを構成する。 

   ・チーム全体の取りまとめを行うファシリテーターをメンバーに入れる。 

（２）チーム「ゼロ・カーボン・チャレンジ」の運営・提言の作成 

   ・家庭のＣＯ２排出削減方策について、①エネルギー（太陽光・蓄電池等）

②車（ＥＶ・ＰＨＶへのシフト等）③省エネルギー機器（エネルギー消費

を抑える機器の選択・使用方法等）の観点を踏まえた検討を行う。 

   ・チームメンバーによる全体会議や必要に応じてテーマ別の分科会等を開

催し、現状や課題、取り組むべき方向性について議論の上、具体的な環境

実践活動の手法等に関する提言をとりまとめる。 

   ・検討プロセスを随時県民に向けて発信し、家庭のＣＯ２排出削減の取組実

践を促す。 

 

 

事業費（財源） 746,000円（税抜き） 

（支出） 

事業費  707,992円 

管理費   38,008円 

（収入） 

事業収入   746,000円 

（鳥取県委託料） 

 

 

事業名 
地域における地球温暖化防止活動促進事業（環境省補助事業） 

（現在、応募・交付申請中） 

事業内容  本事業は、エネルギー起源ＣＯ２排出の抑制に資することで、パリ協定の目標達

成への貢献し、グリーン経済、脱低炭素社会構築の一助となることを目指してい

る。また、温暖化対策に関する社会的受容性を高め、その仕組み作りへ繋ぐため

には、温暖化対策が我慢ではなく、生活の質を向上させ、地域の経済循環を促し、

持続可能な社会構築に繋がることが実感出来る様に、そして、体験的かつきめ細

やかなコミュニケーションを通し楽しさや心地よさ、便利さなどへの実感を伴っ

た共感の輪を広げることが、この小さな鳥取県に於いては特に重要である。同時

に新型コロナウィルスの渦が否が応でも外出自粛やテレワークにより低炭素な暮

らしに繋がる行動を全ての人に経験させることになったが、同時に新型コロナウ

ィルス終息後も今回経験した暮らしを前向きに捉え新しい生活様式として根付か

せことも地球温暖化防止の普及啓発の重要な役務であると自覚の元、次の事業を

行う。 

 

１ 地球温暖化対策等（ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ含む）についての広報・啓発活

動 

１－１ 断熱ワークリーダーオンライン検定（省エネリフォームの普及） 

    e ラーニングによる研修及び検定を通して、断熱に関する知見及び仲間

と共に安価に実践出来るリフォーム実技を拡げるリーダーを育成すると同時

に、断熱の「健康」「長寿」「経済性」「日々の快適性」についての社会的な知

見を広めていくことを目指す。 
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１－２ 気候メニューの発信 

    ａｆｔｅｒコロナ、ｗｉｔｈコロナの新しい生活様式としてのデリバリ

ーやテイクアウトを通じてこれに使用される容器包装を削減するあるいは環

境負荷の低いものに代替する店舗について重点的に発信や代替容器の情報提

供等を支援しながら、協力（参加）店舗を増やすことで、より食を通じた脱

炭素行動への変容に繋げる。 

 

１－３ 地元新聞とＳＮＳを組み合わせた情報循環「エコスタグラム」 

    購読率８０％以上の地元紙（日本海新聞）の毎月２回「特集グリーンウ

ェイブとっとり」「エコ宣言+」等への寄稿・情報提供を通じて、地球温暖

化問題や気候対策、先進事例等の情報を広く発信すると共に、同じテーマ

に沿った県民のライフスタイルや省エネ行動の画像投稿を行い＃（ハッシ

ュタグ）による拡散を促す。また、新聞紙面を通じた「とっとりエコ検定」

（クイズ）も実施し、双方向の情報交流を実施することで、多世代の情報

交流の場を創出する。 

 

２ 地域地球温暖化防止活動推進員、活動団体等の支援：地球温暖化防止活動推

進員の育成と支援（鳥取県委託事業） 

  鳥取県内に於ける地球温暖化防止活動推進員を育成する為、推進員養成研修、

スキルアップ研修、活動に対する助言及び支援を実施する。同時に講座やワー

クショップを通じて、地球温暖化に係る最新知見の情報や課題認識・具体的な

取り組み内容を参加者や推進員の方々と共有し、推進員活動の活発化と拡大を

図る。 

 

３ 日常生活に関する温室効果ガス排出抑制措置等についての相談対応、助言：

ツール貸し出し、情報提供、連携相談等 

  ウェブサイト上に「相談フォーマット」と「貸し出し申込フォーマット」を

作成し、随時、普及啓発活動等のツール貸し出し、情報提供、連携相談等に対

応する。 

 

４ 地域の温室効果ガス排出に関する実態調査（調査協力含む）、情報収集・分

析、成果の発信： 一般住宅の設備導入・エネルギー使用実態調査の分析と発信 

  昨年度実施した調査データを元に各家庭でのエネルギー使用実態を把握する

ことで、暮らしの快適性とエネルギーの使用方法について効果的な対策を提案

するための基礎資料の作成を目指す。 

 

５ 指定団体等への施策の協力：鳥取県チームゼロカーボン実施等業務への協力 

  再エネ、創エネ推進の各視点による代表者からなるワーキンググループによ

る提言の取りまとめとその過程の情報発信を随時行う。 

 

６ 附帯する事業：連絡調整会議の開催 

  本事業実施に当たり県内全市町村との連携を図る。 

 

７ 特別提案事業：テレワーク推進 
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  鳥取県内に於けるテレワーク推進への関係者の賛同を求めながら各研修及び

推進会議を実施する。 

 

 

事業費（財源） 

※見込み 

5,431,870円 

（支出） 

通常事業費 4,586,000円 

特別事業費   845,870円 

（収入） 

事業収入 5,431,870円 

（一般社団法人地球温暖化防止

全国ネット補助金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


