
　　　　　令和３年度　夢但馬応援事業助成決定団体一覧表

【特別枠】（「但馬まるごと芸術の郷」の推進） （単位：円）

かんなべ高原ジャズ実
行委員会

但馬全域
第３回かんなべ高原
ジャズ

・9月12日（土）に「第３回かんなべ高原ジャズ」を開催し、
“ジャズで地域を元気に”をスローガンに、音楽を楽しむ潤い
のある地域づくり、　交流人口の増加、地域活性化をはかる。
若者が挑戦する魅力的な地域を創造する。
・神鍋の西気地区グランドでジャズライブを開催。プロ3団体、
地元1団体の演奏を予定。

400,000

特定非営利活動法人
がっせぇアート

養父市
障害者アートの作家・
作品発掘・発信事業

・多くの障害者が参加できる作品展を開催し、作品発表の場
を設ける。
・展覧会応募作品の図録を作成
・10月31日～11月7日、豊岡稽古堂で「がっせぇアート展」を
開催
・11月27日、「がっせぇアート展」表彰式を開催

386,000

新 ひろばあそび研究所 豊岡市
文化活動による地域コ
ミュニティ創生のための
廃ビル活用事業

・改修した廃ビルで、地域の新たな芸術文化拠点を創出す
る。
・芸術文化イベントを企画し、市民が文化体験する多様な機
会を生む。
・8月にコミュニティスペースお披露目オープニングイベントを
企画し、新たな芸術文化拠点としての発信を行う。

381,000

新 景舎 豊岡市 景　－ｋｅｉ－

・地域の文化遺産・歴史・景色を教材に、芸術文化観光専門
職大学の准教授を講師として、舞台芸術作品の創造環境に
ついて勉強会を開催
・勉強会で取り上げたアイデアやテーマを元に、踊り手の公
演を企画
・参加者に充実した文化芸術教育と文化芸術活動の参加機
会を提供することで、舞台芸術への理解を促進する。

377,000

但馬舞踊協会 豊岡市
伝統文化日本舞踊出
前授業

・保育園、幼稚園、小学校を訪問し、子供達に日本舞踊の出
前授業を行う。
・日本舞踊を観てもらい、礼儀作法の指導をする。
・日本舞踊の簡単な基本指導をし、童謡などの親しみやすい
音で日本舞踊の基礎を体験してもらう。紙芝居の朗読も行う。
・洋楽器（フルート、ハープ）に合わせた日本舞踊を披露し、
日本舞踊をより身近に感じてもらう。

198,000

但馬民俗芸能応援隊 豊岡市 おまつり探検隊

・地域の貴重な年中行事や民俗芸能の保存及び継承を応援
するため、地域の民俗芸能行事に出かける「おまつり探検
隊」を５回実施
・一般参加者を募り、地域の保存団体に解説をお願いし内容
を深める。ホームページやSNSで周知する。
・但馬の民俗芸能の保存・継承を考えるフォーラムを開催

70,000

小計 1,812,000

【一般枠】

１　保健・医療・福祉

新
新温泉町社会福祉法
人連絡協議会

新温泉町 認知症VR体験会

・VR（バーチャルリアリティ）を活用し、認知症の症状を疑似
体験することで、認知症の正しい知識を学ぶ。地域・家族とし
て、どのように認知症と関わっていくかみんなで考えるきっか
けをつくる。
・11月に浜坂多目的集会施設で、認知症フレンドリー講座
（VR体験）を開催。15名／回×6回

54,000

小計 54,000

２　まちづくり

兵庫県立豊岡総合高
等学校インターアクトク
ラブ

豊岡市 インターアクト米　稲作

・地域の人たちがお米づくりを通じてコミュニケーションを図る
ことで環境問題理解、ラムサール条約、山陰海岸ジオパーク
など地域の良さを再認識する機会とする。
・5月、人力による田植え。アイガモ農法のアイガモを放鳥。
・5月～7月、環境調査
・9月、手鎌で稲刈り
・10月、お米を被災地（東北、熊本、岡山）や特別支援学校
に贈る。

245,000
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湯村温泉観光協会 新温泉町
但馬いいとこ　湯村温
泉98℃テント村

・5月、花木植栽や剪定により、美しい街並みの景観形成を
図る。
・5～12月の毎月第3土曜日10時～17時にポケットパークを中
心にテント村を開設。但馬内から出店者・出演者を募集。但
馬内の業種、文化など多様性に富んだ情報を発信し周遊性
を高める。

245,000

新
奥八田地域づくり協議
会

新温泉町 奥八田交流会

令和3年11月に完成予定の地域の交流施設を拠点として、
奥八田交流会を開催し、地域内外の交流の場とする。
・11月28日、奥八田地域交流施設で、施設見学、地域思い
出写真展、郷土芸能発表、記念講演を開催

234,000

新温泉町えごま研究会 新温泉町 「食」と「健康」を考える

・農作物に含まれる栄養を学び、食を通した健康作りの理解
を深める。健康増進効果が期待できるとして需要が高まりつ
つあるエゴマの特産化の取組を知ってもらい、耕作放棄地や
農業の担い手不足の問題に関心をもってもらうきっかけとす
る。
・11月、健康づくりの講演会または体験を実施
（1えごまの栄養と食べ方、2 えごま特産化の取組み、3えごま
情報発信「えごまの歌」披露）、えごま油を使った調理体験

211,000

豊岡まち塾 豊岡市 豊岡のまちなみ散歩

・「豊岡まちなみ散歩」の映像を制作し発信することにより、豊
岡市街地の貴重な景観を周知する。
・大学生や高校生に向けたイベントにすることで、次世代にま
ちなみ保全の継承を促す。
・1月、作成した映像を使ってまち歩きを開催

204,000

新 城崎温泉町並みの会 豊岡市
城崎温泉文化的景観
啓発事業

・城崎温泉の良好な町並みの保存・形成のため、重要文化
的景観の選定をめざし住民啓発活動を行う。
・10月2日（土）、城崎温泉街及び城崎国際アートセンター
で、豊岡まちなみゼミ城崎大会を開催
・まち歩き、登録文化財詠帰亭見学、大学教授・ダンスインス
トラクター等のﾄｰｸｾｯｼｮﾝを行う。
・ゼミの内容を町並み瓦版特別号として城崎町民に全戸配布

195,000

新
一般社団法人豊岡青
年会議所

豊岡市 「豊岡フェス！」

・7月11日、全但バス但馬ドームで20～30代の若者を中心
に、まちづくりに主眼をおいたフェスを開催
・出店（展）予定者数：40件
・出演者数：10組（市内を中心に事業展開やパフォーマンス
を披露している若者）

190,000

大石りくを語り継ぐ実行
委員会

豊岡市
講談・落語でりくを語り
継ぐ

・古典芸能である講談及び落語を通じて、大石りくの遺徳と
顕彰をネタに後世に語り継ぐ。
・12月に豊岡コミュニティセンターで、「講談と落語でりくを語
り継ぐ会」を開催
・講談・落語という手法によりりくの関心度を高め、参加者が
楽しく元気になることで地域活性化につなげる。

138,000

加藤文太郎山（さん）の
会

新温泉町
第７回加藤文太郎 浜
坂三山縦走大会

・地元出身の登山家「加藤文太郎」を情報発信し、文太郎が
親しんだ観音山を中心に浜坂三山縦走大会を開催し、交流
人口の拡大と地域活性化を図る。
・10月3日、浜坂三山縦走大会を開催

62,000

八木城跡まちづくり会 養父市
八木城跡で地域交流を
始めよう

・歴史的遺産の八木城跡の保存・保全活動を通じて、人づく
り・地域振興をめざし、史跡に触れる行事を推進する。
・6月に親睦会（地元特産物の試食会）開催
・8月に殿屋敷にて、ライブ・浴衣祭を開催（八木城を題材に
したオリジナル曲を地元歌手が披露し、参加者に歌唱指導
する）
・11月に城跡で紅葉交流会を開催

36,000

小計 1,760,000

３　文化・芸術・スポーツ

新 コミュニティ三方 豊岡市
三方ふるさとカルタの
作成

・地域の中学生・高校生がカルタ絵札の制作を行う。
・作成したカルタを使って、こども園や小学生を対象に「みか
たカルタ大会」を開催
・地域の歴史や文化を再発見し、カルタ遊びを通じて楽しみ
ながら地域のことに関心をもってもらう。

246,000
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山陰ビーチサッカー
ネットワーク

新温泉町
浜坂サンビーチ de
ビーチサッカー交流
2021

・8月28日、29日に浜坂県民サンビーチで、ビーチサッカー
FESTA2021やオーバーヘッドPK合戦、ビーチサッカー教室
等を開催し、多くの若者が触れ合える機会を提供
・定期的なビーチクリーン活動を実施し、美しい山陰海岸を
PRする。

234,000

やぶもみじの会 養父市
「やぶもみじまつり」竹
灯りプロジェクト

・11/6～23「やぶもみじまつり」を開催し、もみじまつりを核とし
た観光イベントによる地域への観光客の増加と地域活性化を
めざす。
・夜間ライトアップ時間にあわせて、地元団体によるイベント
（雅楽や太鼓、音楽など）を開催
・竹灯籠を夜間に点灯する。

184,000

び～ちふぇすた実行委
員会

新温泉町
び～ちふぇすた2021い
ん しんおんせん

・8月8日、浜坂県民サンビーチでビーチバレー大会やビーチ
清掃活動を行う。
・ビーチバレー大会（4人制）
・バナナボート試乗会、ビーチウォータースライダー等
・ゲストによるバレースクールやエキシビジョンマッチ

163,000

小計 827,000

４　環境の保全

新
NPO法人上山高原エコ
ミュージアム

新温泉町
上山高原周辺の景観
資源を活用した魅力向
上事業

地域資源を活用して自然の再発見、参加者との交流を深め
るため、各種プログラムを開催。自然の大切さ・希少植物等の
存在を参加に認識してもらう。
・ブナ林散策、霧ヶ滝・シワガラの滝等の滝巡り、カンジキハイ
キング、高原キャンプ等を開催

257,000

八条コミュニティ 豊岡市
第３回ビオトープ八条ま
つり

7月4日、ビオトープ八条一帯でビオトープイベントを開催
・農業用水路の魚をつかまえてビオトープ田に放流し、ビオ
トープの生き物調査を行う。
・コウノトリとコウノトリ農法をよく知ってもらう学習会の開催

240,000

NPO法人D・B・Cグ
ループ

香美町

耕作放棄地で安心野
菜作り体験交流講座
第6回農業体験セミ
ナー「サンデー・ファー
マー」

・農業放棄地の再利用を促進し、「安心安全な農」の場を提
供し、放棄地の有効利用と都市と農村の体験型交流を行う。
・4月27日インストラクター養成講座開催
・5月16・23日に「サンデー・ファーマー」を開催。（安全安心
地元野菜講座）
・9月4・5日に収穫祭、農業セミナーを開催

226,000

清滝・桜の会 豊岡市
「清滝の桜」フォトコンテ
スト

・地区のシンボルであり宝でもある桜の写真を募集し、フォトコ
ンテスト、写真展を実施し、入賞作品でカレンダーを制作し配
付
・「清滝さくらの歌」並びにフォトコンテスト各３回のデータを収
録したDVDを活用する。

31,000

小計 754,000

５　地域安全活動

新温泉防災リーダーの
会

新温泉町
行政と進める「地域の
減災防災活動」

・住民の防災意識を高め、地域防災力の向上のため、研修
会を実施する。
・5月、7月　防災講習会の開催
・6月、防災減災啓発チラシの配布
・8月、減災防災研修会の開催。

57,000

小計 57,000

６　子どもの健全育成

ジオsen.s（センテンス） 新温泉町 たじまむしむし観察隊

・子どもたちが豊かなフィールドで生き物や自然を探し、観察
し、知識を深めるとともに、但馬に愛着を持つ子どもを育むた
め、自然観察会を開催
・テーマを「むしむし観察隊」に絞り、継続的な参加を促し、興
味や学びを深める。
・継続参加により、「共に学ぶ仲間」をつくり、自然に興味を持
つ子どもがつながることで、自然への関わりが継続的なもの
になる。

300,000
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新
但東 野あそびくらぶ
いつなっと

豊岡市 但東の自然とあそぼう

・地域の子どもたちが自分の住む町に愛着を持ち、自然環境
を守りたいと思う心を育てるため、自然体験活動や観察会を
通じて地域活性化に貢献する。
・年6回、但東地域の親子を対象に自然観察会と自然体験活
動を開催
・春の草花観察会、雨の中の生き物観察会、冬の生き物観察
会等

300,000

NPO法人コウノトリ豊
岡・いのちのネットワー
ク

豊岡市
不登校・ひきこもり支援
ドーナツこども食堂

・毎月2回、豊岡健康福祉センターでこども食堂を開設
・月～金曜日にスタッフがドーナツ利用者にランチを提供
・子育て中の親子、生きづらさを抱えている若者やその家
族、障害を持った人たち、地域住民が子ども食堂の温かい食
卓を囲んで、心が和らぎ笑顔になれることをめざす。
・多くの人たちが不登校やひきこもりの支援について関心を
持ち、課題解決につながる機会とする。

207,000

豊岡市商工会日高支
部

豊岡市

豊岡市商工会青年部
日高支部60周年事業
わ～くわくフェスティバ
ル～発見！なりたい未
来の自分～

・10月24日に全但バス但馬ドームで、支部所属の企業による
子供達を対象とした職業体験を行う。
・各職業のスタッフが講師となり仕事の存在や面白さを子供
達に伝え、参加者は専門知識や技術を学ぶ。子供達の将来
の夢を広げるきっかけの１つとする。

204,000

小計 1,011,000

７　その他

新 朝来市観光協会 朝来市
朝来市観光ナビゲー
ター養成事業

・年3回、朝来市観光ナビゲーター養成講座を開催。魅力あ
る朝来市の観光情報の伝え方を学び実行することで、リピー
ターとなる「朝来市観光のファン」の増加につなげる。
・朝来市観光SNSアンバサダーチームや観光案内所案内人
を対象に、知識の会得やSNS掲載技術を学ぶ機会とする。

201,000

新 ごろっと但馬 豊岡市 ごろっと但馬

・Nightフォトコンテストを通じて但馬の夜の魅力を見てもら
い、写真という形で残すとともに、但馬の夜に滞在してもらい
たい。
・6月、Nightフォトコンテスト募集、2月審査
・12月、但馬紹介パンフレット作成し、但馬の良い所をパンフ
レットで紹介

24,000

小計 225,000

【助成決定】　　　　32団体 6,500,000

【うち新規申請団体】11団体 2,459,000
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