
NPO法人地域活
動支援センター
おおぞら

本音で語る会

【実施日】平成３０年５月２６日(土)
【場所】米子公会堂ホワイエ
【内容】地域の方が、直に障がい者の声を聞く機会を設け、障がい者
に関する理解を深め、住みやすいまちづくり(環境)に資する。

せきがね遊休農
地活用プロジェク
ト

福原遊休農地活用プロ
ジェクト

【実施日】4月28日、4月29日、5月3日、5月4日、6月30日　計5回
【場所】倉吉市関金町福原集落
【内容】デンマークのコロニーヘーブ（小屋のある農園）のように家族、
親子でのんびりと週末に訪れることができる持続可能で循環する農園
を手作りして技術、知識を学ぶ。

鉄道サークル
「鉄」

復興応援企画「くらよし
レールフェス＆ウオー
ク」

【実施日】H30.4.15（日）
【場所】鉄道記念館プロムナード公園及びその周辺
【内容】①レールフェス・・・全長６ｍの新幹線小型車両を走らせ、乗車
してもらうイベント。
②ウオーク・・・同時開催されている「銀座春まつり」の開催場所をス
タートとし、昔華やかだったところ、これから賑わうところを融合させた
コースを歩く。

皆原まぜめし倶
楽部

高齢者が独りぽっちに
ならない地域コミュニ
ティ作り

【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。

大宮まちづくり協
議会

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

〇先進地視察研修会
【実施日】６月下旬
【場所】未定 【内容】住民自治組織で活動している先進地を視察し、今
後の組織活性化の推進に役立てる。
〇鳥取大学地域学部との研修会及びワークショップ
【実施日】平成３０年９月～平成３１年３月（計４回開催）
【場所】大宮地域振興センター
【内容】地域づくりについての講義及び学生とのワークショップを開催
し、学習を深める。
〇鳥取大学地域学部報告会・研修会及び交流会
【実施日】平成３１年３月中旬
【場所】大宮地域振興センター

仁王堂茶楽会
２０１８　仁王堂花の宴
～仁王堂お茶楽事始
め～

【実施日】平成３０年４月８日（日）、６月１７日（日）
【場所】仁王堂公園、大山町所子
【内容】仁王堂茶会・町内茶会

国立大学法人鳥
取大学

小学校における防災・
安全教育「まちなか探
検学習」をしえんするた
めの取組

【実施日】平成30年7月から31年2月
【場所】 成徳小学校・高城小学校
【内容】学習全般の企画と講師として参画。地域の安全マップの作成、
授業参観や地区住民等への発表の場を設ける。

鳥取位置情報
ゲーム活用研究
会

位置情報を用いたゲー
ム「イングレス」鳥取イ
ベントの開催

【実施日】平成３０年１０月
【場所】鳥取市内（ＪＲ鳥取駅周辺市街地）
【内容】「イングレス」ミッション機能を使用し、ユーザーに市街地の史
跡・観光施設等をめぐってもらう。

山の恵みの研究
所

純国産メンマ作り　プロ
ジェクト講座

【実施日】平成３０年４月７日　１３：００～１５：３０
【場所】江府町防災情報センター　２階
【内容】純国産メンマ作りに精通している講師を招き、純国産メンマ作
りプロジェクト講座を開催する。

鳥取県東部中小
企業青年中央会

第15回フラワーフェス
ティバルin湖山池

【実施日】平成30年4月15日（日曜日）
【場所】湖山池オアシスジオパーク内
【内容】鳥取市内の団体によるステージパフォーマンス、湖山池周遊、
手作りペットボトル大会、会員企業のPR

子ども未来・あそ
びネットワーク

ただじゅんの「だだすこ
だんだん」「心もからだ
もまるごと育てるあそび
の力」ワークショップ

【実施日】①７月１５日（日）②７月１６日（月・祝）
【場所】①鳥取わらべ館②米子市児童文化センター
【内容】それぞれ午前に「だだすこだんだん」午後に「心もからだもまる
ごと育てるあそびの力」を実施。

スタートアップ型（スタート支援）　計１９件　＜採択１５件＞

平成３０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



上灘パットゲーム
スター同好会

上灘パットゲームス
ター同好会

【実施日】毎月１回以上
【場所】上灘公民館
【内容】パットゲームスターによる地域住民・他地区との交流。

大山ローカル
サーフィンクラブ

サーファーと地域の方
でビーチクリーン交流
会

【実施日】平成３０年７月２３日
【場所】海岸（大山町逢坂地区、下中山地区）
【内容】共同海岸清掃 　・地元サーファーと地域住民との交流会

野草織り工房 野草から衣を織る
【内容】昔からの技法に基づいて、野草から繊維を採って糸にし、衣服
を織るまでの工程を体験する講座を催す。

さんいんまちなか
ALWAYS

さんいんまちなか
ALWAYS

【実施日】毎年5月第1日曜日（今年度は5月6日）
【場所】史跡由良台場跡
【内容】地域の魅力であるヒト・モノ・ワザを体験できる単日イベント事
業。地域の魅力を主体的に創っている出展者のインタビューを実施
し、市民セクターによる主体的な地域づくりの促進を新たに始動する。

鳥取県西部中小
企業青年中央会

第３回大山お地蔵さま
フェスティバル

【実施日】平成３０年５月１３日(日)
【場所】大山参道周辺
【内容】お地蔵さま作品展 ・お地蔵さま清掃・大山流しそば ・大川寺参
道　クイズラリー ・ステージ発表 ・にぎわい広場運営

東伯青年会議所
Let'sGo北栄ツアー２０
１８

【実施日】5月19日
【場所】鳥取中央育英高校及び北栄町内
【内容】鳥取中央育英高校の生徒を主体として、地元小中学生や地域
住民が北栄町の歴史・文化・食・産業などの魅力について地域探求を
行うためのまち歩きを実施する。併せてワークショップ及びフォーラム
を開催する。

歯っぴいほっとス
マイル

「赤ちゃんからお年寄り
まで学べる歯のケア」
～自作のエプロンシア
ターを用いて～

【実施日】4月上旬～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。

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

【実施日】試食会　８月以降　３回
【場所】旧小学校施設、集落交流施設等
【内容】江府町内で栽培・収穫された小麦を、町内福祉作業所と連携
し、町内産小麦を使用したパンの商品開発を行い農福連携による地
域活性化及び特産品開発につなげていくため、小学生、老人、一般の
世代別を対象とした試食会を開催する。

一般社団法人女
性と子どものサ
ポートセンターい
のちね

いのちの授業～心を育
み「生きること」を学ぶ
～

【実施日】４月～９月（第一期）、１０月～３月（第二期）
【場所】隼Lab.、とりぎん文化会館
【内容】子育て世代などを対象として、「命について学ぶ～心を育む」を
基本とした、食育、花育などの専門家による講座を開く。

まなびや―ひの
谷学舎―

まなびや―ひの谷学舎
―

○学習会
【実施日】平成３０年５月から毎月１回開催予定
【場所】江府町公民館
【内容】日野川流域の食にかかわる人々からの学びと交流を通して暮
らしや文化を学ぶ。
○見学会
【実施日】平成３０年夏
【場所】サントリーブナの森工場等
【内容】学習会で学んだことを基に地域や地元団体を訪ね、理解と交
流を深める。

しあわせのたね
竹とうろう、竹箸で集
客！、そしてまわりの
施設も売り上げUP!

【実施日】平成３０年４月～平成３１年３月末まで
【場所】竹とうろう工房（湯梨浜・道の駅燕趙園隣）、くら用心（倉吉・赤
瓦）、養生館（湯梨浜）など
【内容】竹とうろう創りができる場所を提供（地元民・観光客など）。道
具を揃えることで団体客にも対応。竹箸創り体験も実施。竹とうろう・
竹箸の販売も展開。

子育て支援サー
クル　小窓

発達障がい・知的障が
い児親子支援事業

【実施日】平成３０年４月～平成３１年２月
【場所】福米支え愛センター、サン・アビリティーズ他
【内容】・臨床心理士による療育　・子育て講演会
・リトミックと集団での活動・海岸清掃活動　等

スタートアップ型（継続支援）　計１７件　＜採択１４件＞



ラプワール鳥取
サイクリングの普及・推
進及び環境整備

【実施日】平成３０年４月～平成３１年３月
【場所】鳥取県西部地域
【内容】自転車セミナー 　・サイクリング　ライドイベント 　・清掃活動
・社会貢献活動 ・夏祭りイベント

浜湯山・多鯰ヶ池
活性化委員会

「じいじ&こどものうえ
ん」開設による地域住
民の元気づくり

【実施日】平成30年4月～11月
【場所】こどものうえん（浜湯山集落内の通学路脇）
【内容】通学路脇の遊休地の美化活動、農産物栽培を通じた高齢者と
子供との親睦活動など

鳥取県を舞台
に！歴史大河ド
ラマを推進する会

県民と進める鳥取県を
舞台にした歴史大河ド
ラマの実現

【実施日】５月～９月
【場所】研究会（鳥取市、倉吉市、米子市）、選考会（公立図書館）
【内容】候補予定テーマについて研究し、ストーリーを練り上げる。選
考会では審査員や県民の審査により、最終候補を決定する。

境港美保ライオン
ズクラブ

第２回さかいみなと砂
浜ウォーク

【実施日】平成３０年４月１５日(日)
【場所】弓ヶ浜半島周辺
【内容】弓ヶ浜半島の砂浜を活用した全行程７ｋｍのウォーキングを実
施する。

成人発達障害当
事者会　マイペー
ス

成人発達障害当事者
会（自助グループ）継続
の仕組み作り事業

【実施日】H30/4月～H31/3月
【場所】元町商店街　食堂　海の声（米子市日野町55）
【内容】 〇団体ホームページの開設
〇成人発達障害当事者会（勉強会）の開催
〇のぼり旗一式の制作
〇団体パンフレットの制作

富次精斎の足跡
をたどる会

名匠富次精斎の足跡
をたどる

【実施日】平成３０年１１月頃
【場所】西伯郡伯耆町、日野町黒坂地区他
【内容】富次精斎の作品が多く残る地域を訪れ、その作風に直に触れ
ることで、地域の方々の関心度を高める。

東中サポーター
ズ

ふれあいファーム事業
【実施日】2018年4月～2019年3月
【場所】鳥取市三津、立川町6丁目、岩倉地内
【内容】農産物栽培、子ども食堂支援、綿花体験・研修会

ダンスTUBEプロ
ジェクト「鳥取
HAKKA」

２０１８ The DANCE
TUBE　X

【実施日】平成30年10月21日（日）
【場所】倉吉未来中心大ホール
【内容】①チームによるダンスコンテスト＆ショーケース、前回グランプ
リ受賞者によるショーケース、一流プロダンサーによる審査とパフォー
マンス、コンテスト表彰、飲食関係などの屋台出店②ポスター制作、広
報

車尾まちづくり推
進会議

まちづくり子ども育成事
業

【実施日】平成３０年４月～平成３１年３月
【場所】貴布弥神社境内、地区内通学路他
【内容】ふれあい祭　・ラジオ体操でコミュニケーション　・子ども見守り
活動

雨滝自治会
2018　納涼サマーコン
サート　in 雨滝

【実施日】平成３０年８月１９日（日）
【場所】鳥取市国府町雨滝　瀧の傘近辺
【内容】野外コンサート開催と特産物販売

鳥取県女流アマ
囲碁交流会

第3回鳥取ペア碁大会

【実施日】平成30年6月24日
【場所】未来中心セミナールーム
【内容】ペアの棋力により4クラスに分け順位決め。男女各2名の囲碁
プロ棋士を招聘し、地元囲碁アマとペアを組み大会に参加。

スタートアップ型（ステップアップ支援）　計６件　＜採択５件＞


