
子育て支援サークル　小窓
発達障がい・知的障害児親子
支援事業

 【実施日】平成２９年４月
【場所】サン・アビリティーズ
【内容】家庭での問題解決のための臨床発
達心理士による子育て、障がい特性への適
切な対応に関するQ＆A、療育相談の実施
他１８回

浜湯山・多鯰ヶ池活性化委員会
遊休放置地に「こどものうえ
ん」の開設による地域住民の
元気づくり

【実施日】平成２９年４月～平成３０年３月
【場所】鳥取市福部町地内
【内容】通学路の遊休放置地に「こどうのう
えん」を開設。大人と子どもが共同で管理栽
培。

「小鴨の人物誌・中井太一郎」作
成委員会

「小鴨の人物誌・中井太一郎」
紙芝居及びＤＶＤ製作

【内容】 小鴨地区にゆかりのある人物の偉
業についての啓発活動

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

 ・広報活動
【実施日】５月～９月
【場所】鳥取駅前、倉吉駅前
【内容】歴史大河ドラマ推進「のぼり旗」「ポ
ストカード」を作成し啓発及び発表会への参
加を促す。
・研究会の開催
【実施日】４月～８月
【場所】鳥取市、倉吉市周辺
【内容】候補予定テーマの代表者にプレゼ
ン内容について研究会を行い、歴史ストー
リーを練り上げる。
・選考会の開催
【実施日】９月上旬から中旬
【場所】鳥取市、倉吉市周辺
【内容】歴史大河ドラマ選考会の開催。最終
候補の決定

一般社団法人　東伯青年会議所 Let's　Gｏ　北栄ツアー２０１７

【実施日】平成２９年５月２１日（日）
【場所】北栄町内、鳥取中央育英高校内
【内容】鳥取中央育英高校の生徒を主体
（ガイド役）として中学生と地域住民が北栄
町内の町歩きを行うとともに、町の魅力に
ついてワークショップを行う。 高校生がワー
クショップの内容をまとめて「北栄町ブラン
ディングプラン」を作成し、町長へ提案する。

境港美保ライオンズクラブ
第１回さかいみなと砂浜
ウォーク

【実施日】平成２９年４月１６日(日９：４５～)
【場所】境港公共マリーナキャンプ場～夢み
なと公園
【内容】砂浜ウォークを通じて、地元の地域
資源である弓ヶ浜半島の砂浜を全国へPR
する。

ウィムローカルマーケット企画室
鳥取ウィムローカルマーケット
２０１７

【実施日】平成29年5月26日、27日
【場所】鳥取市賀露
【内容】商売の閑散期に、地元の飲食店、
老舗和菓子屋、窯元、木工、クラフト、鳥取
砂の美術館、鳥取東部温泉組合、ファッショ
ン関係ほか県外のインディペンデント系の
お店など約３０のコンテンツに出店して頂
き、若者、子育て世帯、高齢者や外国人旅
行客までが、鳥取の『地元』『暮らし』『産品』
に拘ったローカルカルチャーの魅力を再発
見する機会としてのマーケットやワーク
ショップ等を体験し、鳥取の魅力をアップ
デートする。

鳥取歴史振興会
明治維新１５０年前夜祭講演
会　ＮＨＫ大河ドラマ「西郷ど
ん」と鳥取藩

【実施日】平成２９年１０月１５日　９：３０～１
２：３０
【場所】鳥取県立図書館大研修室
【内容】ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」歴史考
証の原口泉氏を講師に薩摩藩・西郷隆盛と
鳥取藩の関わり等についての講演

新田サドベリースクール
新田サドベリースクール拠点
にロフトを！

【実施日】 Ｈ２９年５月～７月
【場所】新田サドベリースクール
【内容】施設にてスタッフとこども主体でロフ
トを製作

スタートアップ型（スタート支援）　計１９件　＜採択１８件＞

平成２９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
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団体名 事業名 事　業　内　容

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２９年９月頃
【場所】米子市(精明寺)～湯梨浜町(実相寺)
【内容】富次精斎の作品の残る県西部から
中部地区を重点に訪問し、その足跡をたど
りながら、多くの方にその良さを理解しても
らう。

砂丘しゃんしゃん実行委員会
砂場に彩る傘の華！『砂丘
しゃんしゃんＦＥＳＴＡ』

【実施日】平成２９年６月１１日（予備日９月）
【場所】鳥取砂丘（馬の背東側）
【内容】鳥取砂丘にてしゃんしゃん傘踊りを
行うことによる県内外への鳥取の魅力ＰＲ

鳥取県西部中小企業青年中央会
第２回お地蔵さまプロジェクト
き乃はちLIVE2017　MITAMA
～御魂～

【実施日】平成２９年５月１４日
【場所】大山参道周辺
【内容】尺八演奏で著名な「き乃はち」様と
伴奏者の方をお招きしてライブを行う。

八東ふる里の森野鳥の会
八東ふる里の森　野鳥の会
パンフレット作成

【実施日】平成２９年４月～平成３０年３月
【場所】八東ふる里の森
【内容】野鳥の会としての指導・案内、パン
フレット作成

保育サポーター　クローバーキッ
ズ

おやこまつり

 【実施日】平成２９年４月～平成３０年１月
２回開催
【場所】ホープタウン
【内容】高齢者の知恵を借りながら、日本の
四季を感じられるような、つつじ祭りやしめ
縄つくりなどを開催し、地域住民と親子が交
流を深めるようなイベントを行う。

NPO法人ファザーリング・ジャパン
中国FJC

ｊ子育て支援、イクメン養成事
業

【実施日】平成29年6～7月
【場所】山陰酸素ショールーム
【内容】パパと子供のバルーン教室、パパの
ためのベビーマッサージ教室

武庫御亭会
武庫地区ふれあい花火の集
い

【実施日】７月～８月
【場所】江府町武庫集落親水公園
【内容】夏の納涼祭に合わせて、打ち上げ
花火を実施する。

条件付
採択

伯耆伯楽くらぶ 伯楽コンサート事業

【実施日】平成２９年５月
【場所】米子市観音寺悲眼庵
【内容】アコーディオン演奏：地域で活躍す
る演奏家に公演の機会を設けるとともに、
世代をこえた交流を進める。 　他３回

条件付
採択

公益社団法人　日本青年会議所
中国地区鳥取ブロック協議会

青年組織の集い事業

 【実施日】平成２９年７月１６日(日)１４：００
～１７：００
【場所】米子コンベンションセンター
【内容】行政関係者を含めた他業種の方々
と語らい、青年一人ひとりが課題と意見を
行政へ伝える機会を設ける。



団体名 事業名 事　業　内　容

スタートアップ型（継続支援）　計８件　＜採択８件＞

「いのちと暮らしの映画祭」実行委
員会

「いのちと暮らしの映画祭　２
０１７」

【実施日】８月１０日（木）ほか
【場所】えん処　米や（西伯郡南部町）　ほか
【内容】一般の映画館では上映されていな
い優れた映画の上映会を開催

中部遊び場づくりプロジェクト
湯梨浜子そだてマーケット　お
さらと根っこ　旅をする～明日
デイ（アースデイ）編～

【実施日】H29.5.13(土)
【場所】湯梨浜町めぐみのゆ公園
【内容】子育て・食育・暮らし・環境をテーマ
にしたトーク＆ショー、安心安全な飲食・物
販出店その他ブース出店

車尾まちづくり推進会議 車尾まちづくり推進事業

【実施日】平成２９年９月２日(土)　２０：００
～
【場所】地区内神社境内
【内容】神社内広場において、テント村を設
営し地域の祭りを実施し地域住民の交流を
深める。また、同時にまちづくりとテーマに
トークショーを実施する。 　他９事業を実施

良菜会
地元特産品を活用した生きが
いづくり推進事業

【実施日】平成２９年４月１日～平成３０年３
月３１日
【場所】山形第二地区公民館、芦津集落公
民館、芦津渓谷他
【内容】地元の野菜や加工品を使った商品
開発と活動の宣伝

鳥取あきんどクラブ
起業推進プロジェクト〈鳥取あ
きんど塾〉

・全体会
【実施日】4月～2月
【場所】鳥取市文化センター
【内容】会員全体で、問題点の話し合い、起
業についてのお互いの啓発  ・部門会議
【実施日】５月～３月 【場所】各事業所 【内
容】支援企業、各スタッフと専門的に問題点
を具体的に検討する。
・売りたし買いたしマッチング会議
【実施日】年5回
【場所】関西
【内容】具体的商談がまとまる可能性を探
る。

雨滝自治会
２０１７納涼サマーコンサート
in雨滝

【実施日】平成29年8月27日（日）
【場所】雨滝瀧の傘付近
【内容】野外コンサート、特産品販売

鳥取県女流アマ囲碁交流会 第２回鳥取ペア碁大会

【実施日】H29.9.10
【場所】倉吉未来中心
【内容】ハンディの有無でクラス分けした囲
碁交流会の開催

「ゆずりは」の会
「ゆずりはの会」　パットゲー
ムスター教室

【実施日】毎月第３火曜日ほか
【場所】上北条公民館
【内容】月１回の定例会のほか高齢者サロ
ンや学童との交流を行う

スタートアップ型（ステップアップ支援）　計６件　＜採択５件＞

東中校区心豊かな子どもを育てる
会

自治力育成事業

《防災教育講演会》（3回）
【実施日】7月上旬
【場所】東中学校ほか
【内容】「普段からやっていないことはいざと
いうときもできない」
《防災デイキャンプ》
【実施日】9月下旬
【場所】稲葉山小学校周辺
【内容】震災パネル展示、避難所運営ゲー
ム「ＨＵＧ」、給水袋運搬、炊き出し  等



団体名 事業名 事　業　内　容

Preserve智頭宿
智頭宿の空倉庫・空き屋利活
用～点を増やし、魅力を増や
す～

・空き倉庫（森の劇場牛臥）
【実施日】８月～
【場所】智頭町内
【内容】オカリナ製作ワークショップ、オカリ
ナコンサート
・空き屋
【実施日】５月～１１月
【場所】智頭町内
【内容】写真撮影教室、ハンドメイドワーク
ショップ（製本、ガマロ、陶芸など）、暮らしの
教室（アロマ、栄養学）、お休み処ますや
（無料休憩所）
・パンフレットの作成

川一アーケード管理組合
川端まちなかウェディング
2017

【実施日】H29年４月２９日、１１月３日
【場所】川端銀座通り
【内容】川端通りにて公募で決定した花嫁花
婿の結婚式披露

テーブルコネクション
第4回鳥取県中高校生料理コ
ンテスト

【実施日】書類選考応募期間：～９月末、書
類選考結果発表：１０月１１日（火）、最終選
考/決勝：１０月２９日（日）
【場所】最終選考：さんさんプラザ倉吉
【内容】１次審査で選出されたチームで最終
選考/決勝戦を行う。応募作品を実際に調
理し、審査員５名による試食審査（ポイント
制）で順位発表。 県下の中学・高校生を対
象とする。

富桑ものづくり教室運営委員会 富桑ものづくり教室

【実施日】7～２月
【場所】富桑公民館、佐治町
【内容】富桑地区、佐治町間の交流を軸とし
た和紙づくり、工芸品づくりなどのものづくり
教室


