
海の駅とまり協議
会

第2回　海の駅　とまり
フェス

【実施日】令和元年7月
【場所】湯梨浜町　石脇海岸
【内容】ビーチクリーン、サーフィン・SUP体験、鳴き砂砂像体験、サー
フィンブーメランコンテスト、等

特定非営利活動
法人　皆生ライフ
セービングクラブ

ライフセービングセミ
ナー

①オープンウォーターライフセービングセミナー
【実施日】令和元年７月６日（土）【場所】皆生温泉海水浴場
【内容】ゲーム等を通じてセルフレスキューや海を楽しく安全に利用す
るためのスキルを学ぶ
②プールライフセービングセミナー
【実施日】令和元年７月８日（月）【場所】米子市立就将小学校
【内容】プールでのレスキュー体験や心肺蘇生体験、及び交流会

湖山キッズ・スマ
イル

湖山キッズ・スマイル
（モノづくり企画運営組
織）

【実施日】6～12月
【場所】湖山小学校区の公民館が中心
【内容】応募した小学生が具体的な内容を企画、運営し、モノづくりを
自主企画・運営できる子どもを育成する。

築き会 大山自転車お助け隊

①現状の課題の把握
【実施日】令和元年６～７月中【場所】大山町内
【内容】自転車で大山地域を散策し、お年寄りを中心とした地域住民
に「運転ができないことで今あなたが困っていること」についてヒアリン
グ調査を行う。その場で自分達に出来るお助けを行った後、意見を頂
いた地域住民の方々を招いて交流会を行う。
②自転車による社会問題解決のスタート
【実施日】令和元年８～９月【場所】まぶや【内容】駐輪場の整備等
ワークショップ形式・交流会

大山トリップカー
ド編集部

地域の子どもたちと壁
画を共同制作するワー
クショップ

【実施日】令和元年８～９月頃　計３回
【場所】大山ビジターセンター「こもれびと」館内の壁面
【内容】・地域の子供たちのアイデアをもとにアーティストが下絵の構
成、壁面へのトレースを行い、ワークショップにより参加者が色を塗っ
ていく。

さじラボみらい さじラボみらい

【実施日】7月・8月・12月・1月・3月
【場所】佐治中学校廃校舎教室
【内容】保育園児・小中学生を対象に科学工作、天体観測、ロボット作
りの科学遊び教室を開催

倉吉商工会議所
青年部

地元企業紹介動画の
制作と、倉吉市内各学
校への視聴会PR活動
によるUJIターンの推進
事業

【実施日】2019.4.１～2019.9.30
【場所】鳥取県中部の高等学校・短大・フリースクール等
【内容】①地元企業の紹介を含めた地域定住促進PR動画を制作
②　①と併せた配布用パンフレットを作成
③　①、②を利用し、鳥取県中部の高等学校や短大、フリースクール
等へPR活動

角田幸子 着物再生循環計画

【実施日】２０１９年７～８月　作成２回、展示会１回
【場所】㈱Mao
【内容】高齢者世帯等のタンスで眠っている着物を、発達障がい児と
パネルづくりを行い、作成したパネルの展示会を開催するとともに販
売を行う。

岩美ライフセービ
ングクラブ

海の楽校（がっこう）２０
１９　～ユニバーサル
ビーチをめざして～

【実施日】2019年6・7月、8月17日、9月
【場所】岩美町大谷海岸
【内容】キッズセーバー養成講習会、障害児童とキッズセイバーがバ
ディを組みサーフィン講習などのマリンアクティビティに挑戦する海水
浴を開催。

スタートアップ型（スタート支援）　計１９件　＜採択１５件＞

平成３１年度トットリズム推進補助金１次募集（スタートアップ型）　結果一覧

団体名 事業名 事　業　内　容



鳥取藝住実行委
員会

芸術や文化を通じた
「場づくり」を考える勉
強会（講演会）及び、
「場づくり」としての編集
会議の開催

（１）芸術や文化を通じた「場づくり」を考える勉強会（講演会）
　①「豊岡劇場と豊劇新生プロジェクト」
　　【実施日】2019年4月14日（日）
　　【場所】樗谿グランドアパート　1Fホール（鳥取市上町）
　　【内容】豊岡新生プロジェクト代表　石橋秀彦氏講演会

　②「どこでもミュージアム研究所」
　　【実施日】2019年秋頃
　　【場所】未定
　　【内容】どこでもミュージアム研究所高嶋敏展氏講演会

（２）先進的に「場づくり」を行っている現地視察
　・山陰の他県事例を視察

（３）「場づくり」としてのトットの編集会議の実施
　　【実施日】毎月1回
　　【場所】県内各所の歴史的建造物や空き家空き店舗等
　　【内容】岩淵拓郎氏をアドバイザーに場づくりの模索

笑顔おむすびプ
ロジェクト

未来を変えるアクショ
ン！日本の未来を耕そ
う！”笑顔おむすび米
プロジェクト”

【実施日】2019年5月～2月
【場所】東郷地区内の耕作放棄地
【内容】障がい者・県内在住外国籍者・子供を対象に年間の稲作体験
を通じた交流事業を実施

米子商工会議所
青年部

ジュニアエコノミーカ
レッジ

米子市内の小学校５・６年生を対象としたジュニアエコノミーカレッジの
実施
【実施日及び場所】
５月中旬：募集チラシ配布、６／１０～７／５：参加者募集、７／２１：入
校式・ドリームセミナー（米子コンベンションセンター）、８／３１～９／１
アクティブセミナー（米子商工会議所）、１１／９：実践販売（米子市公
会堂）、１１／２４：まとめセミナー・決算発表会（ふれあいの里）、１２／
１：納税式・表彰式・修了式（ふれあいの里）

（一社）倉吉青年
会議所

高校生が企画する！
食べて、遊んで、大満
足！倉吉ウォークラ
リー

【実施日】R1.6.2（日）
【場所】倉吉市白壁土蔵群周辺
【内容】高校生が街歩きツアーのイベントを企画。テーマは「白壁土蔵
群の食」。企画者である高校生が倉吉絣をまとってツアーガイドをす
る。ウォーキングのチェックポイントで名物等を食べてもらいクイズを
実施。ウォーキング終了後に参加者と高校生がイベントの振り返りを
行う。

朗読ボランティア
「やまびこの会」

幼少の詩人「田中千
鳥」

【実施日】2019年5月25日
【場所】森脇邸ギャラリー
【内容】田中千鳥の詩の朗読、オカリナ演奏、映画上映

仁王堂公園活用
プロジェクト

仁王堂公園活用プロ
ジェクト事業

大山町仁王堂公園の利活用により地域活性化を図るために市を開催
①楽市Daisen花の市
【実施日】令和元年４月１４日
【内　 容】フリーマーケット、凧作り、野外コンサート等
②楽市Daisen
【実施日】５／１２、９／８、１０／１３
【内　 容】フリーマーケット、野外コンサート等

スタートアップ型（継続支援）　計８件　＜採択７件＞

大宮まちづくり協
議会

大宮まちづくり塾「ぎば
んで」開催事業

【実施日】令和元年6月下旬～3月
【場所】島根県雲南市波多地区
【内容】①先進地視察→②住民アンケート→③鳥大とワークショップ→
④住民報告会

野草織り工房 野草から衣を織る

【実施日】令和元年7月～11月
【場所】琴浦町内
【内容】葛の採取、繊維を糸にし草木染、原始機を製作、機織りの実
技

さんいんまちなか
ALWAYＳ実行委
員会

さんいんまちなか
ALWAYS

【実施日】R１．５．５（日）
【場所】北栄町青山剛昌ふるさと館付近
【内容】鳥取県中部エリアの飲食店や個人活動者のブースが約20店
舗が出店。地域の独自の魅力であるヒト・モノ・ワザを理解する場を作
り、地域づくりへの住民の主体的な参加を促していく。



碧川かた研究会
県民と進める碧川かた
を主人公とする朝ドラ
の実現

【実施日】パネル展：年間４～５回実施予定　研究会：１～２月に１回開
催
【場所】県内全域、高齢者入所施設、病院、図書館
【内容】朝ドラ実現のための広報活動、展示会、研究会の開催

鳥取砂丘しゃん
しゃん実行委員
会

はだしで踊ろう！『砂丘
しゃんしゃんFESTA』

【実施日】2019年6月
【場所】鳥取砂丘
【内容】しゃんしゃん傘踊りパレード、傘踊り体験・撮影会、全体一斉踊
り、傘文字制作など

下蚊屋荒神神楽
を見る会

下蚊屋荒神神楽保存
会　明神社　荒神神楽
公演

①荒神神楽公演
【実施日】令和元年１０月２０日
【場所】旧明倫小学校
【内容】神楽の鑑賞
②子ども神楽教室（仮称）
【実施日】夏休み及び冬休み期間中　４回
【場所】江府町防災・情報センター
【内容】小学生を対象にした神楽教室

皆原まぜめし倶
楽部

高齢者が一人ぽっちに
ならない地域コミュニ
ティつくり事業

【実施日】4月～３月
【場所】皆原集落
【内容】高齢者として孤独な状況にならないように、そば打ち、門松・し
め縄づくりなどを通してつながりをつくる。

大山女性の会
国立公園大山の土産
物開発製造販売事業
の拡大

大山（寺）の新たな土産物の開発、生産量の確保、販路の拡大に取り
組む

ちいさな農園奥
大山

農福連携による奥大山
ブランド商品化事業

【内容】
・パンの試作、試食会
・小麦粉を利用した日野高校生との商品開発

ＮＰＯ法人おやこ
サポート小窓

子育て家族の交流・支
援事業

子育てに関する交流・研修・体験事業を行う。
【時期】４～2月
【場所】米子市児童文化センター、ヴィレステ日吉津ほか
【内容】・医療心理カウンセラーによる子育て講演　・理学療法士によ
る運動プログラム体験　・リトミックと集団での活動　 ・海岸清掃活動
・臨床発達心理士による質疑応答並びに療育指導　・障害児教育講
演　 ・魚の解剖と草木染め体験教室

まなびやーひの
谷学舎

まなびやーひの谷学
舎ー

【実施日】5/13～8回
【場所】江府町防災・情報センター
【内容】
①移住者とジゲの人を対象としに公民館自主講座
②日野川流域の人々との交流を通して、”ひの谷”の暮らしや文化を
学ぶ＋地域防災を考え、「安全・安心の暮らしを作りあげる」

鳥取県西部中小
企業青年中央会

第４回大山お地蔵さま
フェスティバル

【実施日】2019年5月19日（日）
【場　所】大川寺参道周辺
【内　容】①お地蔵様清掃　②お地蔵様作品展　③大山流しそば
④ステージ発表　⑤ロケットくれよんステージ　⑥にぎわい縁日・働く車
展示運営

境港美保ライオン
ズクラブ

第３回さかいみなと砂
浜ウォーク

【実施日】２０１９年６月１５日（土）
【場所】境港市　夢みなと公園～美保湾展望～米子市和田町
【内容】サイクリングコースや砂浜のウォーキング大会の実施

浜湯山・多鯰ヶ池
活性化委員会

近隣集落住民と連携し
て活動する「パスタのう
えん&こどものうえん&
じいじのうえん」の開設
で地域住民の元気づく
り

【実施日】R1.4月～R2.2.3月
【場所】こどものうえん（集落内の通学路脇）
【内容】従来は当該集落のみだったが、今回は近隣の集落住民と連携
してこどものうえんの運営、交流会を行う。また、大賀ハスの株を他集
落の休耕田などへ配布し、他集落の放置田の美化活動を推進する。

歯っぴいほっとス
マイル

「妊婦さんからお年寄り
まで学べるお口のケ
ア」～自作のエプロンシ
アターを用いて～

【実施日】令和元年4月上旬～令和2年3月
【場所】県内幼稚園、保育所、老人クラブなど
【内容】子ども、高齢者に向けて口のケアの仕方をエプロンシアターを
使って行う

スタートアップ型（ステップアップ支援）　計１１件　＜採択８件＞


