
河本緑石研究会
河本緑石生誕１２０周年記念 『河
本緑石の業績と宮澤賢治とアザレ
アの仲間たち展』

【実施日】H29.10.17（火）～H29.10.29（日）
【場所】倉吉博物館
【内容】『河本緑石の業績と宮澤賢治とアザレアの仲間たち展』 ・緑石の
文学活動紹介 ・芸術文化団体「砂丘社」展示資料 ・宮澤賢治とアザレア
の仲間たち関係展示 ・解説パネルによる説明

大山女性の会
国立公園大山の土産物開発製造
販売事業

【場所】ふれあいの郷かあら山
【内容】大山らしい土産物の開発 ①大山古道の商品のブラッシュアップ
②大山古道ー白狐の開発研究 ③せんべいの開発 ④地元農家との連携
⑤パッケージ、ＰＲのブラッシュアップ

いなば西郷むらづくり協議
会

曳田川西郷せせらぎ遊歩道整備
促進事業

【実施日】交付決定後
【場所】鳥取市河原町牛戸
【内容】遊歩道の整備

下蚊屋荒神神楽を見る会
下蚊屋荒神神楽保存会　明神社
公演

【実施日】平成２９年１０月２９日（日）
【場所】旧明倫小学校
【対象者】明倫地区住民、近隣市町村
【参加予定人数】１００人
【内容】 ・旧明倫小学校体育館フロアに演舞場を設営し、荒神神楽を公演
してもらう。 ・地域の伝統芸能を楽しんでいただく。 ・公演を継続的事業と
して発展させる。

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２９年１月～概ね１回／月でイベント実施
【場所】皆生海岸周辺、県西部地域中心
【内容】・自転車メンテナンス教室、自転車操作セミナー、ローラー練習会
・サイクリング・ライドイベント 　・清掃活動 　・社会貢献活動

虹の麓
虹の麓の暮らし市～大山の恵みと
水～

【実施日】平成２９年８月１１日
【場所】大山町「山楽荘」
【内容】・地元生産者や飲食店による「マルシェ」、「そーめん流し」 　・「水」
にまつわる映画上映 　・参加者と出店者による交流会

山陰の○○実行委員会
「山陰の○○がお好きでしょ。」地
元地域観光発信事業イベント

【実施日】平成２９年１１月１９日（日）
【場所】鳥取駅前バードハット
【内容】山陰で活動（存在する）逸材（物産）を発掘し発信するイベント事業

上私都地区まちづくり委員
会

上私都地区交流活性化プロジェク
ト

【実施日】8月、9月、11月、1月、3月
【場所】上私都地区福祉施設「ここいち」
【内容】ピザ釜を活用した若者、高齢者の交流事業

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５日
【場所】江府町旧老人福祉センター２階
【内容】江府町内で栽培・収穫された小麦を使用したパンの商品開発を行
い、農業・福祉関係者、一般町民を対象とした試食会を実施し、農福連携
による地域活性化や特産品開発に繋げていく。

特定非営利活動法人里山
地域研究会

花桃で賑わう地域づくり事業
【実施日】H29年１０月１日～１２月３１日
【場所】三朝町井土地区内
【内容】花桃３０本を植栽し、将来的な賑わいに繋げる

成徳パットゲームスターの
会

スポーツをとおして高齢者が助け
合い励まし合う地域つくり

【実施日】月２回
【場所】成徳公民館
【内容】毎月２回の練習、、９月小学生との交流会、２月倉吉市老人クラブ
連合会主催大会への参加

ＮＰＯ法人　明るい生活 認知症セミナー
【実施日】２９年夏
【場所】米子コンベンションセンター
【内容】認知症を理解するセミナーの実施

田舎力再発見ネットワーク
衣と暮らしをつなぎ～衣の自給を
提案する連続講座～

【実施日】 ６月：種まき、８月：藍染め、１０月：石けんと小物作り、収穫、12
月：糸紡ぎ、１月：白州綿小物作り
【場所】カフェ「いちまいのおさら」

まなびや―ひの谷学舎― まなびや―ひの谷学舎―

【実施日】平成２９年９月から毎月１回開催予定（計５回開催予定）他
【場所】江府町防災情報センター 、サントリーブナの森工場等
【内容】地域の活動を中心的に担う人からジゲ（地元）の暮らし、仕組み、
文化そして歴史などを学ぶ。 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等を通じ、移住者同士やジゲのもんとの交
流の場をつくる。

スタートアップ型（スタート支援）　１７件　＜採択　１４件＞

スタートアップ型（継続支援）　１３件　＜採択　１３件＞

平成２９年度トットリズム推進補助金２次募集（スタートアップ型）　結果一覧
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東中サポーターズ
（東中サポーターズ、いわくらオヤ
ジの会コラボ）ふれあいファーム事
業

【実施日】H29.8.1～H30.3.31
【場所】鳥取市三津、立川町６丁目地内
【内容】1）イノシシ対 2）灌水用タイマーを設置し、散水 3）綿花栽培など農
業体験 4）作物加工、無料配布 5）作物を使い、男の料理教室開催とこど
も食堂への食材提供、調理ボランティアの実施

白鳳の郷地域活性化協議
会

第2回「鳥取県」芝発祥の地グラウ
ンドゴルフ大会in白鳳の郷

【実施日】H29.10.29
【場所】琴浦町斎尾廃寺跡周辺芝畑
【内容】芝生産をしている畑にてグラウンドゴルフ競技を実施し、健康づく
りと交流の場づくり、地区の魅力発信、特産物を広報する。

米子城山石仏めぐりプロ
ジェクト

米子城山石仏めぐりプロジェクト事
業

【実施日】H29.8月～H30.3月
【場所】米子市
【内容】 　・石仏基礎踏査 　・石仏めぐりガイドマップの印刷 　・石仏めぐり
イベントの開催 　・石仏めぐりコースの清掃活動

加茂川まつり実行委員会
日本遺産加茂川地蔵プロジェクト
事業（旧加茂川地蔵説明版設置
事業）

【実施日】H29.8月～H30.3月
【場所】米子市
【内容】・加茂川まつり写真コンテスト 　・米子加茂川地蔵めぐりマップ印
刷（配布） 　・米子市観光協会との連携

木育サポート森のきこりん
「木育サポート森のきこりん」の木
育広報活動～鳥取県産木材を
使った木工体験～

【実施日】H29.8.19（土）
【場所】倉吉未来中心アトリウム
【内容】木工体験ワークショップ及び、木育に関するリーフレットを配布して
普及啓発を図る。

安田地区振興協議会 ワイワイ祭りイン安田
【実施日】H29.8.26（土）午後６時～８時
【場所】旧安田小学校グランド
【内容】屋台バザー、ステージ出し物

浦富サーフィンクラブ 海体験で東浜の魅力発信

【実施日】９月２４日（日）
【場所】東浜海岸
【内容】瑞風が停車する東浜にて町内外の観光客を対象にマリンアクティ
ビティ体験ならびに魅力発信。また、清掃活動。

小沢見観光協会
小沢見地区、大崎城史跡、気高岬
遊歩道整備

【実施日】通年
【場所】小沢見海岸、大崎城跡地、遊歩道
【内容】大崎城山頂までの登山道整備、展望台にテーブル、イスの設置、
案内図の作成 気高岬遊歩道整備、地質等の説明看板、案内図等の作
成、休憩用のイス、テーブルの設置

特定非営利活動法人たん
ぽぽ

障がいをもつ方への料理教室
【実施日】毎月第一土曜日
【場所】たんぽぽ内
【内容】障がいのある方の能力に合わせた料理教室

鏡ヶ成を歩こう会
第１３回鏡ヶ成クロスカントリー大
会並びに ノルディックスキー教室・
自然観察会

【実施日】H30.3.10～11（１０日：スキー教室、自然観察会　１１日：大会）
【場所】鳥取県日野郡江府町鏡ヶ成
【内容】ノルディックスキー大会、ノルディックスキー教室、自然観察会

春月会
生田春月に親しむ－新しき春月像
の発見

【実施日】H29.11.10～１０日間
【場所】米子市立図書館２階　ふれあい展示コーナー（２カ所）
【内容】「春月」関係資料の展示 　・春月の自筆原稿 　・春月の詩につけら
れた楽譜、レコード等 　・春月文学碑、詩墓碑等の拓本 　・春月の支援し
た郷土の雑誌 　・春月の著書他

日野郡新そばまつり実行委
員会

「じゃぶ蕎麦」普及プロジェクト

【実施日】H29.11.19（日）
【場所】鳥取県日野郡日野町根雨　日野町役場駐車場
【内容】昨年新そばまつりにて試食販売を行い、作り方を教えて欲しいと
の問合せが多くあった「じゃぶ蕎麦」の提供とレシピ作成・配布を行う。ま
た、アンケートを行い、新メニューの評価調査をする。

湯梨浜町商工会
「ゆりはまウオーキングリゾート」
の構築に係る東郷湖周辺の魅力
あるゾーニングを目指した事業

【実施日】月に１回程度
【内容】去年作成したPR動画のブラッシュアップをしつつ、東郷湖を中心に
位置づけた自然景観、歴史、施設の調和を考えた四季の色彩としてゾー
ニング立案し、町に提出する。また、曼殊沙華の植栽を実施する。



団体名
（代表者名）

事業名 事　業　内　容

江府町薬草研究会 江府町薬草試験栽培事業

【実施日】平成２９年８月～
【場所】江府町下安井、小原、一旦地区
【内容】日吉津村から甘草苗250本を購入・植付 平成２７年度植付分を１２
月頃に収穫し、鳥取大学にグリチルリチン濃度の分析依頼、生薬として使
えるかどうかの見極め。ストロン増殖を図り、食品としての活用検討

米子まちなか歩こう会
米子の小路八十八選発刊事業
（旧なつかしの小路案内板設置事
業）

【実施日】平成２９年８月～平成３０年３月
【場所】旧町人地全域（愛宕町～灘町）
【内容】・小路掘り起こし調査 　・小路研究会の開催 　・小路と町家めぐり
マップの制作 　・米子の小路八十八選制作 　・小路と町家めぐりイベント
の開催

遠見山　馬酔木の会 遠見山魅力発信事業
【実施日】交付決定後随時（秋登山は平成２９年１１月）
【場所】八頭町島字大鳴、島字横尾、南字向山大鳴
【内容】登山道整備、活動拠点整備、情報発信、登山大会

いわみ傘踊りフェスタ実行
委員会

第3回いわみ傘踊りフェスタ

【実施日】平成２９年１０月１５日（日）
【場所】いわみふるさと音楽堂、旧蒲生小学校体育館
【内容】しゃんしゃん傘踊り連のステージ出演、来場者や子供たちへの傘
踊り体験、子供向けイベント、町内外の飲食店によるブース

まちづくり大山 孝霊山登山道整備事業

【実施日】平成２９年８月～平成３０年３月
【場所】孝霊山
【内容】・登山道整備作業及び「孝霊山BOOK」の作成 　・地域コミュニティ
づくり

五感教室 五感教室２０１７

【実施日】平成２９年８月中旬から
【場所】プロジェクトスペースことめやとその周辺
【内容】アナウンサー、音楽、演劇、舞踏といった各分野で様々な人を巻き
込みながらユニークかつ厚みのある文化活動を行う第一線の方々を招
き、～声、音、言葉、身体にアプローチした実践を伴うワークショップ形式
の連続講座を開催する。

鳥取空の駅女子会
女子力を活用した空港でのおもて
なしとイベント支援活動

【実施日】平成２９年８月～平成３０年３月
【場所】鳥取市外
【内容】 中国語研修会の実施、鳥取大学留学生との意見交換会、湖山池
遊覧見学会（ジオパーク学習、伝説昔話学習）、留学生からの感想聴取、
空の日イベントへの大学サークルの出演支援、女子会委主催の空港イベ
ント開催等

スタートアップ型（ステップアップ支援）　８件　＜採択　７件＞


