
団体名 事業名 事業概要

智頭町百人委員
会森の小鳥

第１回《里山結び》まち
をむすび、ひとをつなぐ
～ベニシアさん＆えび
はらよしえさん＆澤田
直見さんを迎えて～

【実施日】平成28年8月～10月
【場所】智頭町内
【内容】里山ぐらいを楽しみながら他の地域への影響力を持つ３人の
方を町内外から迎え、里山暮らしの魅力を再確認し、他地域と連携
協力しながら智頭の魅力を発信していく。

イクママカーニバ
ル実行委員会

Tottori『MaMap』の作
成、配布

【実施日】平成27年4月～平成28年11月
【場所】鳥取市内各所
【内容】子育て中もしくは、これから妊娠出産される方に向けた情報
冊子の作成、子育て応援イベントイクママカーニバルなどでの配布

「いのちと暮らし
の映画祭」実行委
員会

日野郡３町＋１村「いの
ちと暮らしの映画祭～
新しい日日江～」

【実施日】 （１）平成28年7月9日（土）13：00～／17：00～ （２）ア）平成
28年8月5日（金）19：00～ 　　 イ）平成28年8月6日（土）14：00～ （３）
ア）平成28年9月10日（土）13：00～ 　　 イ）平成28年9月15日（木）
13：00～ （４）平成28年10月8日（土）13：00～／17：00～
【場所】 （１）日野町文化センター　ホール・森の音楽隊（日野町根雨）
（２）江府町　カサラファーム（江府町御机） （３）ア）日南町文化セン
ター（日南町生山霞）　イ）日南町子育て支援センター（日南町生山）
（４）The Barberbar　バーバーバー（岡山県真庭郡新庄村）
【内容】 （１）映画「アラヤシキの住人たち」上映会 （２）映画「レイチェ
ルカーソン　感性の森」上映会 （３）映画「うまれる。」上映会 （４）映
画「千年の一滴　だし　しょうゆ」上映会

田舎力再発見
ネットワークとっと
り

大人と子どもの常設型
プレーパーク作り～親
も子供も自由にのびの
びと過ごせる場所を中
部に～

【実施日・内容】 平成28年5月～6月　ワークショップ　２回 6月～9月
ツリーハウス作り、子供の遊び場作り　各２～３回 10月　プレーパー
クオープンデー （カフェをベースにした日常的に利用できる場所をつ
くる）
【場所】「カフェいちまいのおさら」の庭敷地と周辺の川、河原の約１ヘ
クタール

一般社団法人智
頭町観光協会

智頭と都市部の地域間
交流

【実施日】4月23日～24日
【場所】智頭町内（主に旧山郷小学校）
【内容】森林セラピー、民泊、給食、麻の実カフェ、森の幼稚園の紹介
など 対象者：都市部で働く保育士、教育関係者等

淀江よりみち部 水のある暮らし

【実施日】平成28年5月15日ほか
【場所】淀江町内各所
【内容】淀江のもつ資源である“水・自然・歴史”をテーマに「淀江の魅
力」を掘り下げ、魅力を感じることができる体験イベントを実施し、同
時に地域資源を生かしたまちづくりの輪を広げることを図る。

智頭いのちをつ
むぐ会

智頭いのちをつむぐ会

【実施日】①平成28年4月10日、②10月29日
【場所】①智頭町総合センター、②智頭町保健・医療・福祉総合セン
ター
【内容】①「つむぐ」上映会＆船戸崇史先生講演会＆未にコンサート
②「ガイアシンフォニー第八番」上映会＆瀧村仁監督講演会

中国庭園燕趙園・
ゆアシス東郷龍
鳳閣共同企画

伯耆一宮参拝＆鬼ヶ島
ウオーキング

【実施日】平成28年5月29日（日）
【場所】燕趙園⇒伯耆一宮神社⇒鬼ヶ島（三八市）⇒燕趙園・龍鳳閣
【内容】パワースポットである倭文神社に行き、松崎商店街で地元
ショッピングを楽しみウオーキングをしてもらい、最後に燕趙園・龍鳳
閣でも過ごしてもらう。

鳥取県サイクリン
グ協会

サイクリングを通して健
康・絆づくり

【実施日】平成28年5月29日ほか
【場所】米子市、湯梨浜町、日吉津村
【内容】協会が従来実施しているスポーツサイクルイベントと併催した
家族連れや高齢者向けのサイクリング教室等を開催し、家族の絆を
深め、また高齢者の健康づくりにも寄与し、地域の活性化につなげ
る。

米子七夕祭り実
行委員会

米子七夕祭り

【実施日】平成28年8月5日～7日
【場所】内町通り（米子市内町）
【内容】地元の子どもたちと一緒に祭りの準備から参加してもらい、地
域づくりを体験することにより、住みやすい町づくり、絆づくりを進め地
域の活性化に取り組む。

平成２８年度トットリズム推進補助金（スタートアップ型）１次募集
結果一覧

スタートアップ型（スタート支援）　計２７件　＜採択２０件＞



団体名 事業名 事業概要

「鳥取砂丘×音楽
会」実行委員会

鳥取砂丘×音楽会

【実施日】平成２８年７月２３日、３０日、８月６日 【場所】鳥取砂丘一
里松休憩所付近
【内容】鳥取砂丘を音楽の舞台に音楽を通じて自然の豊かさを認識
県内外からの来訪者の交流の場

鳥取中部イノシシ
レシピ開発倶楽
部

もったいない！鳥取中
部発イノシシ肉の有効
活用・普及推進事業

・レシピ開発（ウデモモ肉の有効活用、若手人材との協働） ・レシピ及
びイメージ向上のための情報発信（フェイスブック、イベント出店） ・飲
食店への働きかけ（メニュー化）

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28年4月～平成29年3月
【場所】公民館、通学路等
【内容】地域づくりの実践

バニーリンゴ 屋住茶会＆展示会

【実施日】平成28年4月29日～5月8日
【場所】鳥取市用瀬町屋住
【内容】屋住の自然、湧き水等の地域資源を地域外の人に知ってい
ただくとともに地域住民との交流の場づくりを行う

江府ビブリオバト
ル実行委員会

「ビブリオバトルin江府」
の開催

【実施日】平成28年5月、8月、11月、平成29年2月（予定）
【場所】江府町情報・防災センター他
【内容】江府町内でのビブリオバトルの実施

良菜会
地産野菜を活用した生
きがいづくり促進事業

【実施日】平成28年５月13日～３月31日
【場所】智頭町内、鳥取市内、大阪市内ほか県外
【内容】会で栽培した野菜、加工品の販売促進、県外での智頭町、会
商品のＰＲ

鏡ヶ成を歩こう会
第１２回鏡ヶ成クロスカ
ントリー大会

【実施日】平成29年3月12日（日）
【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及びノルディックスキー教室

鳥取小沢見観光
協会

鳥取小沢見観光協会
（小沢見地区観光整備
事業）

【実施日】平成28年4月～11月まで
【場所】小沢見海岸、大崎城跡地、遊歩道
【内容】小沢見海岸および遊歩道の清掃を定期的に行う。遊歩道の
整備や大崎城後の整備、史跡散策ルートの開拓により、ジオパーク
エリアの自然保護、景観整備に繋げる。

みちくさ大山スイ
カ栽培グループ

江府町伝統野菜！　幻
の大山スイカ活用プラ
ン

【実施日】平成28年6月中旬、8月上・中旬
【場所】江府町内、倉吉農業高校
【内容】６月中旬に倉吉農業高校の視察研修、８月上・中旬に試食販
売イベント

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＞

【実施日】毎月木曜日
【場所】鳥取文化センター会議室
【内容】起業支援としての鳥取あきんど塾の開講

コントリビューショ
ンの会

支援米作りを通して異
世代交流、国際貢献

【実施日】平成28年5月24日から平成29年2月
【場所】智頭町坂原「アフリカの田んぼ」
【内容】休耕田を利用し、地域が元気になるように、地元小・中・高校
生、鳥取大学の学生、留学生といっしょにケニアにある養護施設に贈
る支援米作り。

Preserve智頭宿
智頭町の空き倉庫・空
き家利活用事業

【実施日】平成28年4月17日～平成29年3月31日
【場所】智頭町内
【内容】空き倉庫を活用した「こども楽書きワークショップ（美術）」、
「映画上映会」、 空きを活用した「展示会」、「講座の開催」

あおぞら自主保
育の会木とねっこ

木とねっこプレーパーク

【実施日】平成28年6月26日（日）、9月25日(日)、11月20日(日）の全３
回
【場所】桜コミュニティー施設（湯梨浜町旧桜小学校)
【内容】グランドで焚き火での調理や木工、ロープ遊び、ハンモック
等、体育館では木のおもちゃ、お手玉など

湖山町駅前三区
町内会防災会

競わない運動会【防災
運動会】

【実施日】平成28年9月11日（日）
【場所】町内の公園
【内容】運動会直前に実施する応急処理対応を運動会を通して実体
験する

スタートアップ型（継続支援）　計１７件　＜採択１１件＞



団体名 事業名 事業概要

遠見山　馬酔木
の会

遠見山魅力発信事業

【実施日】①年間、②4月及び11月、③11月、④年間、⑤5月4日、11
月上旬、中旬
【場所】遠見山
【内容】①遠見山の魅力の発信（周遊ルート開設、案内板の設置）、
②登山道の整備、③広域登山ルートの紹介（リーフレット発行）、④案
内ガイドの育成確保、⑤登山大会（春・秋登山、広域トレッキング大
会）

まちづくり大山
孝霊山登山道整備事
業

【実施日】平成28年5月～平成29年3月
【場所】大山町孝霊山
【内容】未整備の孝霊山登山道ルートに関する自然、歴史の資料調
査と実施計画の作成、及び登山道の一部整備を行い、地域資源を活
用した歴史文化の醸成と地域コミュニティーつくりの契機とする。

特定非営利活動
法人万葉のふる
さと国府創生会

「一の宮ふるさと市場」
の開催事業

【実施日】平成28年5月1日
【場所】国府町宮下宇部神社周辺
【内容】「一の宮ふるさと市場」の開催 ・お茶席コーナー・万葉のふる
さと国府検定試験・宇部神社クイズラリー・軽トラ市・バザーコーナー・
飲食遊び場こーたー

中部とっとりタケノ
コ振興会

「やらいや！タケノコ栽
培塾」

【実施日】 栽培技術研修会・・平成28年6月、10月 中部森林組合「山
のまつり」参加
【場所】竹林（山のまつりは倉吉未来中心）
【内容】視察、実技指導、講習 山のまつりでは、タケノコ料理コンテス
ト

川一アーケード管
理組合

川端まちなかウェディン
グ２０１６

【実施日】平成28年4月29日
【場所】川端銀座通り（鳥取市川端）
【内容】出雲大社鳥取分院にて挙式、長持唄と人力車による花嫁行
列、婚礼せんべいの作成、鳥取写真館にて写真撮影、懐かしの婚礼
品の展示、その他川端銀座通りの活性化に資するワークショップなど
を開催し、川端活性化の実施計画を作成する。新たにフォトコンテス
トを実施。

就将の宝散策の
会

潮止め松復活プロジェ
クト

【実施日】平成28年4月～10月
【場所】JR米子駅構内、陰田町
【内容】豪雪により毀損し、度々の復活再生処置の甲斐なく、やむなく
伐採された市指定天然記念物潮止め松の主幹部分を、豪雪災害と
名木の歴史を後世に伝え、地域活性化のシンボルとして活用する。

テーブルコネク
ション

第３回　鳥取県東部中
高生料理コンテスト

【実施日】書類選考応募期間：～9月末、書類選考結果発表：10月9日
（金）、最終選考/決勝：10月25日（日）
【場所】最終選考：鳥取県福祉人材センター　調理室
【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
金賞、銀賞、銅賞の順位発表。 県東部、中部の中学・高校生を対象
とする。

大堤うぐい突き保
存会

伝統行事「うぐい突き」
の開催

【実施日】平成28年4月～平成29年1月（うぐい突き：10月2日）
【場所】大堤池ほか
【内容】鯉の放流、芝桜の移植、ライトアップ、清掃、いけす製作、視
察研修等のほか、カヌー体験の事業、タイ大国との交流事業、名物
料理の試作事業

彼岸花の里づくり
プロジェクト

彼岸花の里づくりプロ
ジェクト事業

【実施日】平成28年5月29日（日）ほか
【場所】淀江町福岡地内　上淀廃寺跡
【内容】史跡が集中した上淀地区に、昨年度に引き続き彼岸花を植
え、エリア一帯を彼岸花の里として認知度や知名度を高めていき、史
跡を訪れてくれる人を増やし、歴史資産への関心を高め、地域の賑
わいの創出を図る。

Farmer's life
暮らしの学び舎をつくる
～土壁編～

【実施日】平成28年4月～10月
【場所】米子市日下
【内容】農や田舎暮らしを体験できる場を設けることで、県外都市部
の人々の関心が高まることや地元への誇りをもるきっかけづくりとし、
地元に活力と調和が生まれ様々な観点からの地域振興につなげる。

奥日野ガイド倶楽
部

奥日野ガイド倶楽部ス
テップアップ事業

【実施日】平成28年4月～11月
【場所】奥日野五山、出雲街道など
【内容】 （１）奥日野五山登山 （２）出雲街道ウォーク （３）大人の遠足
（４）都合山たたらウォーク （５）古民家コンサート　など

スタートアップ型（ステップアップ支援）　計１１件　＜採択７件＞



団体名 事業名 事業概要

河岡野本川レガッ
タ夏祭り実行委員
会

河岡野本川レガッタ夏
祭り

【実施日】平成28年8月14日ほか
【場所】野本川、公民館等
【内容】地元の野本川に親しむことを目的として、野本川レガッタを開
催し、地域住民の交流を深めるため、レガッタに引き続いての夏祭り
を開催する。そのほか新たに河川の清掃ボランティアや環境問題を
中心とした講演会を開催する。

株式会社Mao
障がい者と地域…共に
豊かに！！

【実施日】通年
【場所】株式会社Ｍａｏ
【内容】障がい者の活動実態を地域住民にも広く理解してもらうため、
障がい者と地域住民とが一緒に活動できる季節イベントなどを開催、
今年度は、障がいのある人、ない人一緒になっての外壁ペイント事
業も開催する。

特定非営利活動
法人とうごう未来
応援隊

地域で育む地域の宝！
「東郷未来塾」プロジェ
クト

【実施日】平成28年5月～平成29年3月
【場所】東郷地内、東郷小学校校庭、体育館など
【内容】・みんなで育てる東郷みらいチャレンジ米 ・目指せ東京オリン
ピック！東郷サタデースポーツクラブの実施・運営 ・世界中に友達１
００人作ろう！プロジェクト


