
木育サポート森のきこり
ん

木育サポート　森のきこり
ん

【実施日】平成２８年８月、１１月、３月
【場所】地区公民館等
【内容】ロボ木－の絵本や人形ほのか、県産材の桧をつ
かった積み木（きころん）を使った木育を実施

日野郡新そばまつり実行
委員会

「じゃぶ蕎麦」デビュー

【実施日】平成２８年１０月３１日
【場所】日野町役場駐車場
【内容】 日野郡蕎麦の統一イメージづくり ◎蕎麦店と各町
の食生活改善推進協議会や日野高校生と共にそばの新メ
ニューを開発し「新そばまつり」に試食販売とアンケートを行
い、新メニューの評価調査をする。日野郡そばの新メニュー
の認知度を高める。

赤ちゃん運動会実行委員
会

赤ちゃん運動会

【実施日】平成２８年１０月２１日
【場所】鳥取市内
【内容】子育て中の母親たちのリフレッシュ、運動不足解消と
母親同士の交流の場を目的とし、同じ月齢、年齢の子供を
もつ母親が集まり交流する場とする。また未就園児が年齢
の近い子ども同士で交流する場として設ける。

30th今ひとつになる時美
保南実行委員会

おむすびにぎって世界を握
る～つながろう美保南～

【実施日】平成２８年１０月１６日
【場所】美保南小学校体育館
【内容】今年30周年を迎える美保南地区と美保南小学校
PTAがこれまで培ってきた資源を利用して一丸となってギネ
ス世界記録に挑戦することで、さらなる地域力の向上を図
る。

下安井生活支援ボラン
ティア

高齢者・障害者等の生活
支援ボランティア

【実施日】平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日
【場所】下安井集会所・下安井集落内
【内容】 　集落内で、生活上の小さな困り事を抱えた高齢者
や障害者の方の問題解決のために、電球や電気器具の交
換、水道の水漏れ、壁や戸板の修繕、庭先の除雪、宅地周
辺の除草や草刈りなどを共助の精神でボランティア活動とし
て実施する。ちょっとした生活支援をすることによって、困難
を感じている人々のストレスを取去り、生活の質の向上を目
指すものである。

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】平成２８年８月～平成２９年３月
【場所】米子城山
【内容】米子市久米町の城山に200体以上の石仏がある霊
場を石仏めぐりコースとして整備、看板設置、マップ作成な
どを実施する。

加茂川まつり実行委員会
米子加茂川地蔵案内板設
置事業

【実施日】平成２８年８月～平成２９年３月
【場所】米子市加茂川周辺
【内容】日本遺産に認定された加茂川の地蔵を地域資源と
して掘り起こし観光振興の素材として活かしていくため文化
財指定の可能性をさぐる。

因幡船岡駅の活性化を考
える会

若桜鉄道沿線地域資源発
掘事業 Wakatetsu途中下
車・因幡船岡魅力発掘まち
あるきＷＳプログラム

【実施日】平成２８年８月１日～１２月３１日の間に４回程度
（ワークショップ開催及び先進事例見学を実施）
【場所】因幡船岡駅周辺地域及び先進地
【内容】まちあるきの手法を活用し、地域の隠れた資源を発
掘し、「磨き上げ方法」「企画運営手法」をワークショップ形式
で体系的に学ぶ。事業実施に向け運営組織づくりを行う。

スタートアップ型（スタート支援）　計２７件（採択２５件）

H28トットリズム推進補助金（スタートアップ型）２次募集分
結果一覧
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団体名 事業名 事　業　内　容

白鳳の郷地域活性化協
議会

「鳥取県」芝発祥の地グラ
ンドゴルフ大会in白鳳の郷

【実施日】平成２８年１０月３０日（日）
【場所】斎尾廃寺跡周辺芝畑
【内容】実際に芝生産をしている芝畑にてグラウンドゴルフ
の競技をする。参加者に健康づくりの機会を提供するととも
に、芝生産の歴史、周辺の歴史遺産・地域の伝統芸能への
理解を深めてもらう。

小鴨地区振興協議会

（１）健康づくりの推進（ウ
オーキングコースマップづく
り 　（２）”花と緑のふれあ
いロード・おがも”づくり

（１）【実施日】８月：コース案の設定、秋頃校正の上印刷 【場
所】小鴨地区
（２）【実施日】８月 【場所：内容】花と緑のふれあいロード（約
４Kｍ)に沿って花を植栽、管理する。 併せて補助事業とは
別に自主事業として旧駅跡地において各種イベントを行い
子供から高齢者まで楽しめる場所を提供する。

中部遊び場づくりプロジェ
クト

中部遊び場探し・作りプロ
ジェクト～第1回子育てと食
育イベント湯梨浜町編～

【実施日】平成２８年１０月３０日(日)
【場所】湯梨浜町めぐみのゆ公園
【内容】森のようちえん体験、自然素材によるものづくり、子
どもミニプレーパーク、安心安全な飲食・物販出店その他
ブース出店

こやまSUP愛好会
湖山池メガサップ体験会の
実施

【実施日】８月～９月の土日祝、1日
【場所】湖山池
【内容】メガサップ体験会（1日）を実施する。1回約30分の体
験会を10:00～16:00の間に6回行う。メガサップとは8人乗り
のボードである。インストラクター2人、参加者6人がボードに
乗り、パドルで漕ぎながら水面を進んでいく、新しい水辺の
アクティビティである。

鳥取市西いなば地域振興
協議会

「鳥取西いなばフットパス
の集い」イベント

【実施日】平成２８年１１月５日（土）～６日（日）
【場所】鳥取市西いなば地域（気高、鹿野、青谷地域）
【内容】・鳥取西いなばフットパス交流会・懇談会「フットパス
によるおもてなし活動事例」 ・フットパスウォーク３コースの
実施

特定非営利活動法人た
んぽぽ

「障がいを持つ方への料理
教室及び食事指導事業」

【実施日】毎月第１土曜日　１０時～１３時
【場所】特定非営利活動法人たんぽぽ内（八頭町井古）
【内容】普段の食生活で栄養が偏りがちであったり、週末に
家に閉じこもりがちな障がい者を対象に、地域のボランティ
ア、たんぽぽ職員、管理栄養士が集まりサポートしながら共
に料理を作り、会食する。料理中の食事指導や食後の反省
会をすることで、障がい者の方の自立を支援する。

春月会
生田春月の史跡をめぐる
旅

【実施日】平成２８年９月１５日(木)
【場所】米子市、松江市
【内容】米子市及び松江市に建立されている春月詩碑、文
学碑、また生田春月作品の舞台をめぐる

市民大茶会実行委員会 第31回市民大茶会

【実施日】平成２８年１０月２日
【場所】米子市湊山公園
【内容】米子市の秋の文化ｲﾍﾞﾝﾄとして野点茶会として市民
の賑わいの場を創出する。今回は子ども茶席を増やし、子
どもも楽しめるように工夫する。

新井環境整備委員会
新井集落トールペイント化
計画

【実施日】平成２８年８月１日～９月３０日予定
【場所】鳥取市国府町新井
【内容】新井バス停留所へのカッティングシート、地域内４箇
所へのベンチの設置



団体名 事業名 事　業　内　容

一般社団法人倉吉青年
会議所

ニューレトロ祭り～昔なが
らの遊びと食の祭典～

【実施日】平成２８年９月１７日（土）
【場所】倉吉赤瓦、白壁土王軍周辺一部を歩行者天国にし
て実施
【内容】エリア内での通常店舗のほかテントでの出店を募っ
ての物販のほか、けん玉、けんけんぱ、おはじき、ビー玉な
ど昔ながらの遊びのスペースも設け、レトロな町並みでレト
ロを楽しんでいただく。スタンプラリーを実施して長く滞在し
てもらう。

佐治町まちづくり協議会 盆踊り交流会

【実施日】８月１１日（木）
【場所】鳥取市さじ植物園
【内容】今では実施されていない盆踊りを復活させ、大人も
子どもも楽しめる交流会を開催する。

原子力防災を考える県民
の会

「原子力防災市民研修会」
事業

・原子力防災の取り組みについて、聞き取り調査
【実施日】９月～１１月
【場所】境港市・米子市

・市民研修会事業
【実施日】１０月８日
【場所】境港市
【内容】自然災害から原発事故時の対応まで、市民の視点
から避難について考え、話し合う場をつくる。

・鳥取県主催原子力防災訓練の見学・参加
【実施日】１１月１９日
【場所】境港市・米子市

雨滝自治会
２０１６　納涼サマーコン
サート in　雨滝　SUMMER
CONCERT in AMWDAKI

【実施日】平成２８年８月２１日
【場所】鳥取市国府町雨滝　瀧の傘周辺
【内容】野外コンサートと特産品販売

やしろのカフェ寄り処運営
委員会

「やしろの心の寄り処」公民
館カフェスタート事業

【実施日】毎月第３水曜日
【場所】倉吉市社地区公民館
【内容】平成２８年８月より月１回、住民が気軽に立ち寄り、
お茶や軽食を楽しみ人とふれあう場所をつくっていく。家に
こもりがちな高齢者を外に連れ出す。出入り自由で参加者
が興味を持ったものを自由に選び、楽しみながら他者との
交流を図る。

安田地区振興協議会 わいわい祭りイン安田

【実施日】平成２８年８月２７日（土）
【場所】旧安田小学校グランド
【内容】地区住民に参加してもらい出し物、バザー、屋台な
どを運営する

まんが王国とっとり推進
実行委員会

「まんが王国とっとり」推進
事業

【実施日】平成２８年１０月１日（土）
【場所】五臓圓ビル（鳥取市二階町）
【内容】バンド・デシネ翻訳家の原正人氏を招いた講演会を
実施し、谷口ジロー氏を中心にヨーロッパにおける日本の漫
画文化の紹介を行う。

鳥取県女流アマ囲碁交流
会

ペア碁大会

【実施日】平成２８年１０月２３日
【場所】県中部ホテル
【内容】男女ペアでの競技会及び２０～３０代の初心者にプ
ロ棋士からのレッスン



団体名 事業名 事　業　内　容

和の伝統伝承プロジェクト 和の伝統伝承プロジェクト

【実施日】平成２８年８月～２９年３月中で、５回を予定
【場所】麻カフェかろり
【内容】ワークショップにより和の伝統への理解を深めてもら
い、住民間交流を促す。 麻縄で縄文土器をつくる陶芸、わ
らじ作り、麻布で草木染め、麻のしめ縄作り、着物を着て町
歩き等を予定

清水川マップ制作実行委
員会

清水川マップを活用した神
話ガイド育成とガイドコース
整備事業

【実施日】平成２８年８月～平成２９年１月
【場所】清水川公民館ほか
【内容】昨年度制作した清水川マップを活用しながら集落歩
きとワークショップを通じ、神話ガイドを育成及びガイドコー
スづくりをする。またガイドコースを入れた新しい清水川マッ
プを制作する。

遊遊ひろばを楽しむ会
遊遊クラブ（プレーパーク
事業）

【実施日】８月～１１月の毎月３回
【場所】湖山池公園及び青島公園
【内容】自然素材を使った遊びや季節を感じる遊びを体験で
きる一日プレーパークを開催する

三朝語り部の会
ふるさと昔ばなしー音を楽
しむおはなし会

【実施日】平成２９年１月２９日
【場所】三朝町総合文化ホール
【内容】①宮沢賢治の作品を朗読②ビオラの生演奏③ふる
さとの昔話

米子まちなか歩こう会
なつかしの小路案内版設
置事業

【実施日】平成平成２８年８月～平成２９年３月
【場所】米子市愛宕町～灘町（旧町人地域全域）
【内容】米子の中心市街地に古くから佇む歴史ある小路や
通りの魅力を「米子の宝」として発信し、後世に伝えるととも
に、小路巡りをまち歩きを楽しむためのツールの一つとして
提供する。

江府町薬草研究会 江府町薬草試験栽培事業

【実施日】平成２８年８月～（収穫まで早くて２年～３年必要）
【場所】江府町下安井地区ほか
【内容】薬草栽培の実証実験を行って拡大しつつある町内
の耕作放棄地解消に寄与するとともに、将来の特産品づく
りと販売による地域活性化を目的とする。

橋本勝手連
史跡宝石山の環境整備事
業

【実施日】平成２８年８月～平成２９年３月
【場所】宝石山
【内容】宝石山散策道に花木の植樹や看板の設置をし、市
民が季節感を感じながら千羽、伝説、歴史のロマン道を散
策ができる環境整備

五感教室 五感教室２０１６

【実施日】平成２８年８月中旬～２９年３月上旬のうち１０日
間
【場所】プロジェクトスペースことめや及びその周辺
【内容】劇、食、舞踊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、～実演、料理、ダンス、アニメーション製作と
いっ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。

スタートアップ型（継続支援）　計１５件（採択１５件）



団体名 事業名 事　業　内　容

東中校区心豊かな子ども
を育てる会

防災デイキャンプ

子どもの自治力育成のため「震災時に何ができるか」をテー
マに「防災教育講演会」及び「防災デイキャンプ」を行う。
《防災講演会》
【実施日】９月１４日
【場所】東中学校、岩倉地区公民館
【内容】防災教育講演会
《防災デイキャンプ》
【実施日】１０月1６日
【場所】東中学校、岩倉地区公民館
【内容】震災パネル展示、避難所運営ゲーム「ＨＵＧ」、災害
図上訓練「ＤＩＧ」など

空の駅女子会
女子力を活用した空港で
のおもてなし活動

【実施日】８月～３月
【場所】鳥取空港ほか
【内容】会話、語学研修、米子空港香港定期便おもてなし活
動支援と視察、ウラジオストックチャーター便の歓迎活動

よなごの宝米子赤カブ研
究会

伝統野菜・米子赤カブ復活
プロジェクト

【実施日】平成２８年８月～平成２９年１月
【場所】米子市内
【内容】明治初期から昭和２０年代までの米子の特産品で
あった赤カブの魅力を再認識し、新たな地域ブランド化の可
能性を探る。

青少年育成団体ポレポレ
キッズ☆

鳥取大自然遊遊夏キャン
プ

【実施日】平成２８年８月６日（土）～平成２８年８月１２日
（金）６泊７日
【場所】兵庫県尼崎市立美方高原自然の家　今子浦キャン
プ場
【内容】小中学生を対象に、リヤカー移動プログラム、野外
炊事、キャンプファイヤー、釣り、海水浴、シュノーケリング
等

とっとりウエディングプロ
ジェクト

鳥取県ふるさとウエディン
グ事業

【実施日】未定
【場所】カウベルホール（中庭）
【内容】琴浦町周辺のIターンやUターンで農業を営むカップ
ルを対象に募集をし、琴浦町らしさを全面に演出したウエ
ディングをする。また、地元情報誌などへの広告をする。

ワールドシフト鳥取 テトラゼミ２０１６＠鳥取

【実施日】平成２８年１０月１、２日
【場所】鳥取市及び倉吉市
【内容】セミナー及びワークショップ（講師　ワールドシフト・
ネットワーク・ジャパン代表理事　谷崎テトラ氏）

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】１０月、１２月、２月
【場所】富桑地区公民館
【内容】五しの里地域協議会の方を講師とした星座キーホル
ダー、他スプーンづくり、星のリース、星のペンダントづくり。
（佐治町との交流）


