県内外の若者等を受け入れたい団体等の皆様へ
※正式名称：とっとり暮らしワーキングホリデー支援補助金

とっとりワーホリ支援補助金のご案内
この事業は、県内外の若者等が、一定期間本県内の地域に滞在し、就労しな
がら、地域住民との交流や学びの場などを通じて地域での暮らしを学ぶ「とっとり暮
らしワーキングホリデー」の受入れを支援し、地域の活力向上に資するとともに、将
来的な本県への移住を掘り起こすことにより、地域経済の好循環の更なる拡大に
向け、「ヒト・情報」の流れを創出するため、その経費の一部を補助するものです。

これまで約150名の若者がとっとり暮らしを体験し、ワーホリ終了後も定期的
に訪れるなど、その地域と継続して関わってくれています。
ステップ1

受入事業提案の募集

うちでは、こんな魅力的な受入れができますよ！

１ 実施主体
本県での暮らしを丸ごと体験し、地域との関わりを深めてもらう観点から、参加者に対し、就労場所、
滞在場所、地域住民との交流や学びの場を一体的に提供できる本県内の市町村、個人、団体、
NPO、その他任意組織（相談窓口の設置義務などあり）
２ 参加者の滞在要件
県内参加者：３日～１週間程度

県外参加者：２週間～１ヶ月程度

３ 事業実施期間
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
※例年、夏期、冬期に都市圏でワーキングホリデー参加者を対象とした合同説明会を実施しています。

ステップ2

補助金交付対象団体に選定

提案いただいた事業を審査し、補助金交付対象団体を選定します。

ステップ3 参加者募集

ステップ３以降は、補助金交付対象団体
のみが対象です

・年齢制限を設けてはいけません。
・事業内容やイメージ写真等を記載したチラシデータを作成いただきます。
・国及び県がホームページ等で広報を行いますが、実施主体においてもホームページ等で広報してください。

ステップ4 参加決定！
滞在期間や勤務条件などを両者で調整し、協議が整えば、参加決定！
※参加者に対して、活動・支援内容や県の補助事業であることを必ず事前にご説明ください。

ステップ5 補助金交付申請
参加者１人ごとに交付申請を行う必要があります。

補助金交付決定は、交付申請の先着順であるため、早期に事業提案を行う必要があります。
裏面につづきます

表面からつづきます

１ 事業提案内容（例）
①受入可能期間（参加者の滞在期間)
②参加可能延べ人数
例：○月○日～○月○日のうち、１回あたり２週間
例：６人
③１回あたりの最大受入可能人数
④就労場所
例：２人
例：○○農園（梨栽培）
⑤就労（作業）形態
例：有給（時給○円、勤務日まなかい２食無料）／ ボランティア（無給）
⑥滞在場所
例：近隣ゲストハウス（3,000円/泊）
社員寮（1,000円/泊、別途布団リース要、個室、共用風呂、共用洗濯機有）
⑦交流・学びの場の内容
例：地域住民・社員との交流会、地域行事への参加、○○作り体験
⑧参加者への支援内容
例：宿泊助成
上限 宿泊日数×3,000円
県内旅費助成 上限 滞在日数×1,000円、滞在期間中、自転車貸与あり
受入地域までの旅費助成
関東なら往復２0,000円、関西なら往復10,000円、県内なら往復５,000円
補助対象団体（H30～R2）

【東部】学生人材バンク（鳥取市）、山王アウトドアクラブ（鳥取市）、体験と民泊もちがせ週末住人の家（鳥取市）、
鳥取県地域教育推進局（鳥取市）、たにがみ農園（鳥取市）、Workplays（鳥取市）、龍神荘（岩美町）、
シーサイドうらどめ（岩美町）、タルマーリー（智頭町）、森のようちえん まるたんぼう（智頭町）、みたき園（智頭町）、
SENRO（八頭町）、隼えにし（八頭町）
【中部】倉吉やしろ彩菜家（倉吉市）
【西部】黒坂フェスタ実行委員会（日野町）、こうふのたより（江府町）

２ 実施団体への支援
参加者受入に要する次の経費。なお、参加者が負担する下記経費に対する助成に要する経費を含む。
ア 参加者の滞在に要する経費（実費）
宿泊数×3,000円を上限とする。
※飲食代は対象外とし、１人あたり県外からの参加者66,000円、県内からの参加者18,000円を上限。
イ 参加者の県内移動に要する経費（実費）
滞在日数×1,000円を上限とする。
※ガソリン代は対象外とし、１人あたり県外からの参加者22,000円、県内からの参加者7,000円を上限。
※就労場所又は交流及び学びの場への移動に要する経費とする。
ウ ア、イを除く参加者受入れに要する経費（実費）
※１人あたり県外からの参加者28,000円、県内からの参加者8,000円を上限とする。
対象となる経費は次のとおりとする。
・労災保険、農作業中傷害保険及びボランティア保険等就労に伴い必要となる保険料
・作業着及び作業道具等就労に伴い必要となる経費
・交流イベント開催経費（軽食を除く飲食代は対象外とする）
・受入地域までの旅費（往復）（公共交通機関に限る。鳥取県内国内便エアーサポート支援事業の支援
を受ける航空運賃は対象外。）

【申請・問い合わせ先】
鳥取県庁ふるさと人口政策課関係人口推進室（〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０番地）
電話：0857-26-7648 ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-8196 ／ 電子メール：jinkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

対象は活動地域外の団体です。連携団体等がございましたら、ご活用ください

鳥取県地域活動応援
事業費補助金

１ 募集する取組
県内地域の安全・安心な暮らしづくりの支援や地域活性化に向けた活動等の
地域課題の解決に取り組む事業
（事業を行う地域の関係者（地域コミュニティ・地域活動団体・市町村等）から、実施への
理解を得ており、事業成果を関係者へ報告することが条件となります。）

２ 事業実施主体

（取り組み例） ・地域へ提言等を行うフィールドスタディ（ワーク）
・草刈りや農作業などの集落活動
・特産品づくり ・健康づくり事業 ・伝統行事の実施支援 など

活動する地域外に所在する個人・団体・NPO（法人格の有無を問いません）、
学生グループ等

３ 補助対象経費

待ってるよ～

事業の実施に係る経費（旅費、使用料、消耗品費、講師招へい経費など）
※ 団体の運営に係る経常的な経費、人件費、構成員に対する個人給付的な経費、食糧費（事業
実施に必要不可欠なものを除く）等、交付対象として不適当と認められる経費は対象外

４ 補助率及び上限額
補助率：１／２ 上限額：３０万円
【問合せ先・申請先】
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
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目２２０
電話 ０８５７－２６－７１２８ ファクシミリ 0857-26-8196 鳥取県ふるさと人口政策課
ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/jinkouseisaku/

ニューツーリズム普及促進支援補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」
という。）第４条の規定に基づき、ニューツーリズム普及促進支援補助金（以下「本補助金」
という｡)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（交付目的）
第２条 本補助金は、近年、消費者からのニーズが高まっているグリーンツーリズムやエコツー
リズムなどのニューツーリズムや体験型教育旅行に対する受け入れ機能を強化するため、地域
資源の観光メニュー化や規模拡大、情報発信やプロモーションに取り組む県内の団体等を支援
することを目的として交付する。
（補助金の交付）
第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」
という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい
う。）の額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう
ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除でき
る部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率
を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）から、当該補助事業に伴う収入（本
補助金及び当該補助事業の実施に伴い市町村から交付を受ける補助金を除く。）の額を控除し
た額に、同表の第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額以下（同表の第
５欄に定める額を限度とする。）とする。
３ 同一の事業実施主体が行う同種の事業に対する補助は、次のとおりとする。
(1) 別表の第１欄に掲げるニューツーリズム普及促進事業（ステップアップ型）につい
ては１回に限るものとする。
(2) 別表の第１欄に掲げるニューツーリズム普及促進事業（規模拡大型）（以下「規模拡大型
事業」という。）については、最初に交付決定した年度から起算して連続する３年間に限
るものとする。
(3) 別表の第１欄に掲げるニューツーリズム普及促進事業（星取県推進型）については同一年
度１回に限るものとする。
４ 本補助金とは別に県から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業につ
いては、補助対象としないものとする。
５ なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の
実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
（交付申請の時期等）
第４条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する２０日前までに（規模拡大型事業を行おう
とする場合は、観光交流局観光戦略課長が別に定める日までに）、補助事業ごとに観光交流局
観光戦略課に提出するものとする。
２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１
号及び様式第２号によるものとする。
３ 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないと
きは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じ
て得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。
（交付決定の時期等）
第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものと
する。

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。
３ 知事は、前項第３項の規定による申請を受けたときは、第３条第２項の規定にかかわらず、
仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控
除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変
更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から当該仕入控除税額に対応する額を減額す
るものとする。
（承認を要しない変更）
第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第６欄に定める
もの以外の変更とする。
２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。
（実績報告の時期等）
第７条 規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、次に掲げる日
までに行わなければならない。
(1) 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しく
は廃止の日から２０日を経過する日
(2) 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度
の翌年度の４月２０日
２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、そ
れぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。
３ 本補助金の交付を受ける者（以下「補助事業者」という。）は、実績報告に当たり、その時
点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に
係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額
からその超える額を控除して報告しなければならない。
４ 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額
が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控
除税額）を超えるときは、様式第４号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、
その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。
（財産の処分制限）
第８条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４
０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、
知事が別に定める期間）とする。
２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるも
の
３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。
（雑則）
第９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、観光交
流局長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２９年３月２３日から施行し、平成２９年度事業から適用する。
附 則
この要綱は、平成３１年３月１９日から施行し、平成３１年度（２０１９年度）事業から適用
する
附 則
この要綱は、令和元年６月２８日から施行する。

別表（第３条、第６条関係）
１
補助事業

２
事業実施主体

ニ ュ ー ツ ー リ 団体（民間事業者
ズ ム 普 及 促 進 含む）、市町村
事業
（ステップア
ップ型）

ニ ュ ー ツ ー リ 団体（民間事業者
ズ ム 普 及 促 進 含む）、市町村
事業
（規模拡大型）

３
補助対象経費

４
補助率

(１)観光メニュー造成に必
要な備品等の購入や商品 １／２
開発、ガイド養成等に要す
る経費
(２)旅行会社やマスコミ関
係者に情報提供するため
に必要な旅行、資料作成等
に要する経費
(３)ホームページ制作やパ
ンフレット作成など、造成
したメニューの情報発信
に必要な経費
※委託費については、県内
事業者が実施するものに
限る。ただし、やむを得な
い事情で県内事業者への
発注が困難と県が認めた
場合については、この限り
ではない。

５
限度額
５００千円

６
重要な変更
(１)本補助金の
増額を伴うも
の
(２)交付目的に
特に影響を及
ぼすと認めら
れる内容の変
更

(１)人材育成を核とした体
制整備に必要なコーディ １／２ ２，５００千円 (１)本補助金の
増額を伴うも
ネーターの人件費（庶務的
の
業務を行う者の人件費は
除く）
(２)交付目的に
(２)観光メニュー造成に必
特に影響を及
要な備品等の購入や商品
ぼすと認めら
開発、ガイド養成等に要す
れる内容の変
る経費
更
(３)旅行会社やマスコミ関
係者に情報提供するため
に必要な旅行、資料作成等
に要する経費
(４)ホームページ制作やパ
ンフレット作成など、造成
したメニューの情報発信
に必要な経費
※(１)及び(２)は必ず実施
するものとする。
※委託費については、県内
事業者が実施するものに
限る。ただし、やむを得な
い事情で県内事業者への
発注が困難と県が認めた
場合については、この限り
ではない。

ニ ュ ー ツ ー リ 団体（民間事業者
ズ ム 普 及 促 進 含む）、市町村
事業
（ 星 取 県 推 進 ※右欄の（４）は
宿泊事業者に限
型）
る。

(１)星空を活用した観光メ
ニュー造成に必要な備品 ２／３ １，０００千円 (１)本補助金の
増額を伴うも
等の購入や商品開発、ガイ
の
ド養成等に要する経費
(２)旅行会社やマスコミ関
(２)交付目的に
係者に情報提供するため
特に影響を及
に必要な旅行、資料作成等
ぼすと認めら
に要する経費
れる内容の変
(３)ホームページ制作やパ
更
ンフレット作成など、造成
したメニューの情報発信
に必要な経費
(４) 星取県ならではの星
空に関連する体験を楽し
んでもらうために行う「星
空おもてなしメニュー」づ
くりに要する経費
※(１) または(４)は必ず実
施するものとする。
※委託費については、県内
事業者が実施するものに
限る。ただし、やむを得な
い事情で県内事業者への
発注が困難と県が認めた
場合については、この限り
ではない。

令和３年度

鳥取県文化芸術活動支援補助金
交付対象事業の募集

鳥取県では、県内を中心に活動している芸術家及び文化芸術団体等が行う
創造的な作品展示・舞台公演・顕彰活動・出版活動を支援しています。
１

募集する取組

２

募集期間、及び補助対象期間

県内に活動の本拠を置く芸術家及び文化芸術団体等が自ら行う創造的な作品展示、
舞台公演、顕彰活動及び出版活動

区分

募集期間

１次募集

２次募集
（※募集しない
場合があります）

補助対象となる事業期間

令和３年

３月１７日（水）から
４月１４日（水）まで

令和３年
令和４年

４月 １日（木）から
３月３１日（木）まで

令和３年

８月 ３日（火）から
８月３１日（火）まで

令和３年１０月 １日（金）から
令和４年 ３月３１日（木）まで

※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。
※２次募集については、１次募集の採択状況により募集しない場合があります。その場合は、６月上旬頃に鳥取県
文化政策課のホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/）にてお知らせします。

３

４

申請方法

交付申請書、実施計画書、収支予算書（指定様式）及び申請者活動状況調べを作成し、
審査の参考となる資料を添付の上申請してください。
なお、様式は鳥取県ホームページ「とりネット」から
ダウンロードできます。
（https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/）

結果通知

（１）優れた文化芸術活動支援事業、文化芸術活動ステップアップ支援事業、
文化芸術探訪事業
選定委員会があらかじめ設定した審査基準に基づき審査を行い、その結果をも
とに補助対象事業を決定します。結果については、申請者全員に５月上旬頃ま
でにお知らせします。

（一次募集）

（２）その他の事業
補助要件を審査の上、補助対象事業を決定します。結果については、申請者全
員に４月下旬頃までにお知らせします。
【申請・お問い合わせ先】
鳥取県地域づくり推進部文化政策課（〒６８０ー８５７０ 鳥取市東町１丁目２２０番地）
電話：０８５７－２６－７１３３ ファクシミリ：０８５７－２６－８１０８
電子メール：bunsei@pref.tottori.lg.jp

募集対象事業の概要
募集

事業区分

事業

① 優れた文
化芸術活
動支援事
業
【審査会
有】

２～３

② 文化芸術
活動ステッ
プアップ支
援事業
【審査会
有】
③ 文化芸術
探訪事業
【審査会
有】

１

補助率及び上限額

補助対象となる取組の内容

補助率：１/２以内
（ただし、事業の波及効果が単
独市町村に限定さ れる場合
は１/４以内）

県内に活動の本拠を置く芸術家等が県内外で自ら創造し、実
施する優れた作品展示・舞台公演等及びこれらに関連して行
われるワークショップ等で一定の要件を満たすもの
（第○回といった定例的な活動は対象外）

数

上限額：３０万円（本県の文化
芸術活動の推進に顕著に寄与
すると認められた場合は１００
万円）
補助率：１/２以内
（ただし、事業の波及効果が単
独市町村に限定さ れる場合
は１/４以内）
上限額：１０万円

１

〔顕彰立ち上げ支援事業〕
補助率：１/２以内
上限額：３０万円（複数人の顕
彰を行う場合：５０万円）

２

〔全国発信事業）
補助率：１/２以内
上限額：５０万円

④ 次世代活
動者育成
支援事業

６

⑤ 周年支援
事業

２

⑥ 刊行物発
刊支援事
業
⑦ 映像作品
活用支援
事業

１

１

補助率：１/２以内
（ただし、事業の波及効果が単
独市町村に限定さ れる場合
は１/４以内）
上限額：１０万円（ただし、大規
模事業及び全国発信事業は３
０万円）
補助率：１/２以内
（ただし、事業の波及効果が単
独市町村に限定さ れる場合
は１/４以内）
上限額：１０万円
補助率：定額
上限額：３０万円
補助率：１/２以内
（ただし、事業の波及効果が単
独市町村 に限定さ れる場合
は１/４以内）

鑑賞者を意識した活動へのステップアップを図ろうとする芸術
家等が広く県民を対象に行う作品展示・舞台公演及びこれら
に関連して行われるワークショップ等で一定の要件を満たす
もの
（ステップアップのため新たな取組を開始してから通算
５回目までの活動が対象）
全国的に大きな業績を残すなど顕彰が行われるべき者であり
ながら地元ではあまり知られていない本県にゆかりのある文
化芸術分野の先人（物故者に限る）について、その魅力や業
績を発掘し、地域の文化資源として活用するためのシンポジ
ウムや展示会等の開催、パンフレット等の作成、資料整理等
（当該活動の開始から通算３回目までの活動が対象）
全国的に大きな業績を残した本県ゆかりの文化芸術分野
の先人（物故者に限る）について、その魅力や業績を広く発信
するためのシンポジウムや展示会の開催等の事業のうち、特
に全国的な情報発信が見込まれるもの
文化芸術活動を行う青少年の育成を図ることを目的として県
内に活動の本拠を置く文化芸術団体が実施する作品展示・舞
台公演及びこれらに関連して行われるワークショップ等
（大規模事業…収容人数が概ね１，０００人以上の会場
で、出演者中１８歳以下の実人数が３０人以上の事業）

県内に活動の本拠を置く芸術家等が自ら創造し、実施する定
例化した作品展示・舞台公演及びこれらに関連して行われる
ワークショップ等に係る周年事業
（第５回又は第１０回といった節目の年に行われる比較
的規模の大きな事業）
県内の事柄又は県内出身人物の顕彰等をテーマにした、県
内で行われる日本語による出版活動

県内で実施する映画・アニメーション等映像作品（県内の事柄
又は県内出身人物をテーマにしたもの、又は県内出身者が制
作に関わった作品等、本県にゆかりのある映像作品）を上映
する事業及びこれに関連して行われる講演会等で一定の要
件を満たすもの
上限額：１０万円
（当該活動の開始から通算３回目までの活動が対象）
※申請団体が多数の場合は、申請内容を審査の上、予算の範囲内において減額して交付する場合があります。
※詳しい要件は、文化政策課ホームページにて「鳥取県文化芸術活動支援補助金交付要綱」を御確認下さい。

鳥取県文化芸術活動支援補助金

主な支援実績

事業区分
内容
①優れた文化芸術活動支援事 ・都市部におけるガラス工芸の展示会
業
・海外のヴァイオリニストと県内ピアニストによるデュオリサイ
タル
・複数の団体が共同開催する生演奏によるバレエ公演
・県内で起こった戦時中の出来事を題材にした演劇
・海外における書道展・絵画展
・海外の音楽団体を招へいしてのコラボコンサート
②文化芸術活動ステップアッ ・光と影の芸術作品展
プ支援事業
・粘土のお花作品展
・ダンスイベント
・ソプラノコンサート
③文化芸術探訪事業
〇顕彰事業立ち上げ支援事業
西河克己、高木東六
〇全国発信事業
尾崎放哉、池田亀鑑
④次世代活動者育成支援事業 ・子ども向けのダンスイベント
・子どもミュージカルイベント
・子どものためのピアノワークショップ
⑤周年支援事業
第５回又は第１０回といった節目の年に行われる例年に比べ比較
的規模の大きな事業
⑥刊行物発刊支援事業
・今 倉吉でよみがえる山上憶良
・イラストレーター毛利彰の軌跡
・鳥取藩の御蔵所：事件簿＜藩政資料「御目付日記」より＞
・鳥取藩士野間義学と日本最古のわらべ歌集「古今童謡」
⑦映像作品活用支援事業
映像フェスティバル

令和３年度
１

伝統芸能・行事を活用した「おもてなし」活動支援事業

目的
県外からの来訪客などに披露し、体験していただくなどのおもてなしを行う活動を支援することで
伝統芸能・行事による地域振興、継承を図る。

２

補助対象となる事業の概要
県外からの来訪客などに伝統芸能披露・体験指導を行う事業

３

補助対象経費
伝統芸能披露・体験指導を行う県内の保存団体等に支払う交通費、用具輸送費、謝金

４

事業実施主体
市町村、団体

５

交付申請の時期
随時（事業開始の３０日前まで）

６

補助率、上限額
１／２ ２５０千円

７

申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書（指定様式）及び審査の参考となる書類（事業内容と必要経
費がわかるもの）を添付の上申請してください。なお、様式は鳥取県文化政策課ホームページからダ
ウンロードできます。

８

窓口・問合せ先
鳥取県地域づくり推進部文化政策課
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０（鳥取県庁本庁舎６階）
電話 0857-26-7133／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8108／電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp
ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/

令和３年度
１

文化芸術に親しみやすい環境整備支援事業

目的
県民誰もが文化芸術に親しみやすい環境整備を推進する。

２

補助対象となる事業の概要
文化芸術イベントにおいて実施されるもので、次に掲げる環境整備事業
（１）公演等における手話・要約筆記の設置
（２）公演等における点字訳資料の作成
（３）公演等への障がい者等の参加に配慮した環境整備（送迎バス、介助スタッフの配置、託児サ
ービス等）
（４）公立文化施設等での公演に併せて社会福祉施設等で実施する入所者等を対象とした出前公演
（５）社会福祉施設等での入所者等を対象とした映画上映
（６）バリアフリー映画の上映
なお、
（４）及び（５）以外の事業にあっては次のいずれの条件も満たすものとする。
ア 対象者を会員等に限定しないこと。
イ 環境整備を行うことを広く県民に周知するものであること。

３

補助対象経費
環境整備に要する直接的な経費（手話通訳者人件費、点字訳資料作成費、貸切バス代金、介助ス
タッフ人件費、保育スタッフ人件費、映画のリース料、出前公演に要する会場設営費又は機材等輸
送料など）

４

事業実施主体
県内に活動の本拠を置く、文化芸術イベントを自ら企画・運営する団体又は個人

５

交付申請の時期
随時（事業開始の１０日前まで）

６

補助率、上限額
定額 １００千円

７

申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書（指定様式）及び審査の参考となる書類（事業内容と必要経
費がわかるもの、規約・定款等）を添付の上申請してください。なお、様式は鳥取県文化政策課ホー
ムページからダウンロードできます。

８

窓口・問合せ先
鳥取県地域づくり推進部文化政策課
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０（鳥取県庁本庁舎６階）
電話 0857-26-7133／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8108／電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp
ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/

アートによる地域活性化促進事業補助金
１

補助事業の内容
地域で活動するまちづくり団体等（注１）が県外アーティスト（注２）を滞在施設等に受け入れを行

う事業のうち、次の（１）～（５）の要件を満たすもの。
また、第１欄の補助事業区分がステップアップ型の場合は、以下の（６）の要件も満たすもの。
ただし、公演、展示等の内容に次のア～イに掲げるものが含まれる場合は、これらに係る経費は補助
対象としない。
ア 政治的または宗教的普及宣伝活動と認められるもの。
イ 広く一般の方が参加、鑑賞等できないもの。
（１）地域づくり・まちづくりなどの地域活性化を目的とする事業であること。
（２）県外アーティストが一週間以上滞在制作を行うこと。
（３）県外アーティストが地域住民と一緒に創作したり、アーティストによる学校等でのワークショッ
プを開催するなど、県外アーティストと地域が文化・芸術を介して交流する内容が含まれること。
（４）１回限りのイベントではなく、地域において地域活性化のための長期的で継続した取組が見込ま
れること。
（５）補助事業の実施期間については、事業の完了が当該年度の２月末までとする。
（６）鳥取県外から県内へ又は県内他市町村からのアーティストの移住・定住が見込まれるもの、若し
くは、定期的な滞在により地域との関係が継続的に見込まれるもの。
（注１）まちづくり団体等と
は、関係人口の拡大、移住定住の促進等、地域活性化を目的とした活動を行っている団体（事業
実施にあたって設立された実行委員会等も含む。
）をいう。
（注 1）まちづくり団体等とは、交流人口及び関係人口の拡大、移住定住の促進等、地域活性化を目的とした活動
を行っている団体（事業実施にあたって設立された実行委員会等も含む。
）をいう。
（注２）アーティストとは、文化・芸術活動を行っている個人・団体（専ら文化・芸術活動を行っているもの、活
動が顕著なものなど）をいう。

２

事業実施主体
次の要件を満たす、地域づくり・まちづくりを目的とし、地域で活動するまちづくり団体等（事業の
実施にあたって設立された実行委員会等も含む。）
。

（１）県内に活動の本拠を置く団体等
（２）代表者及び所在地が明確なもの
（３）会計経理が明確なもの
（４）ス タ ー ト 型：申請対象年度の前年度までに本補助金又は県の支援を受けた（注３）年度が２か年度
以下の団体
ステップアップ型：申請対象年度の前年度までに本補助金又は県の支援を受けた（注３）年度が３か年度
以上の団体
（注３）鳥取県アーティストリゾート創造補助金、鳥取県アーティスト滞在促進事業補助金の交付を受けたこと、
鳥取県アーティストリゾート推進組織育成事業補助金の交付を受けた「暮らしとアートとコノサキ計画」
実行委員会の協働事業を担当して実施したこと、及びアーティストリゾートとっとり芸術祭実行委員会事
業を受託したことを指す。

３

補助対象経費
事業実施に直接必要な次の（１）～（３）の経費。ただし、団体の運営に係る経常的な事務費（電話
代、光熱水費など）及び人件費並びに食糧費（事業の実施に必要不可欠な食糧費は除く）を除く。

（１）アーティストの招聘に係る経費（旅費（宿泊費、交通費、日当など）
、報償費）。ただし、原則と
して滞在制作等を行う地域に宿泊することとし、タクシーの利用は補助対象外とする。
（２）地域とアーティストの連携による文化・芸術事業の実施に係る経費（作品制作費、公演料、会場
使用料、会場設営費、消耗品費、企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費など）
（３）広報に係る経費（印刷費（記録冊子を含む）
、広告宣伝費、郵送費）
４

５

補助率
事業区分

補助率

限度額

スタート型

２／３

３３３千円

ステップアップ型

１／２

５００千円

問い合わせ先
鳥取県地域づくり推進部文化政策課
電話 0857-26-7134
E-mail

ファクシミリ

bunsei@pref.tottori.lg.jp

0857-26-8108

令和３年度
１

アートの灯を守る！とっとりアート支援事業

目的
長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、県内における文化芸術活動の制限が当面継続する
ことが想定されることから、映像配信を用いた多様な形での芸術表現や発信などの取組を支援し、県民
の文化芸術活動と鑑賞機会を維持・確保を図る。

２

補助対象となる事業の概要
新型コロナウイルスの感染防止に努めながら取り組む公演・展示等について、映像配信に要する経
費を支援する。（映像配信機器を有する県立文化施設での実施事業は除く。）
※無観客に限らず観客を入れた公演等（有償も可）も対象とし、感染防止策を講じた事業に限る。

３

補助対象経費
公演・展示等の映像配信に要する経費
【主な対象経費】
機材（カメラや通信機器等）賃借料、配信経費、映像編集経費、映像配信に係る広報宣伝費、及び映
像撮影や映像配信に要する外部スタッフ人件費等

４

事業実施主体
県内で文化芸術活動を行う個人及び団体

５

交付申請の時期（募集期間）
令和３年４月１日（木）～（随時）
※補助事業の実施期間は、交付決定を受けた日から令和４年２月２８日（月）まで

６

補助率、上限額
１／２ ２５０千円

７

申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書（指定様式）及び審査の参考となる書類を添付の上、申請し
てください。なお、様式は鳥取県文化政策課ホームページからダウンロードできます。

８

窓口・問合せ先
鳥取県地域づくり推進部文化政策課
住所 〒680-8570 鳥取市東町一丁目２２０（鳥取県庁本庁舎６階）
電話 0857-26-7843／ﾌｧｸｼﾐﾘ 0857-26-8108／電子メール bunsei@pref.tottori.lg.jp
ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/bunkaseisaku/

