
事業名 事業主体

1 駅周辺地区 地域住民学生向けテナントビル整備事業 ㈱アナログ

2 駅周辺地区 倉吉駅前ファーマーズマーケット整備事業 鳥取中央農業協同組合

3 駅周辺地区 空き店舗リノベーションテナント・テナントリーシング事業 ㈱リノベーションスクール（設立予定）

4 駅周辺地区 地域子育て支援拠点事業（利用者支援事業） 倉吉市

5 駅周辺地区 子ども遊戯スペース整備事業 倉吉市山根エリアまちづくり事業協議会
パープルタウン株式会社

6 駅周辺地区 倉吉教育複合センター整備事業 倉吉市山根エリアまちづくり事業協議会
中部都市企画株式会社　他

7 駅周辺地区 介護保険地域支援事業（介護予防、認知症予防教室） 倉吉市

8 駅周辺地区 駅北通り線整備事業 鳥取県

9 駅周辺地区 倉吉ばえん祭 倉吉ばえん祭実行委員会

10 駅周辺地区 上井地区側溝修繕事業（上井中央線、上井2号線） 倉吉市

11 駅周辺地区 シニアステージ上井（サービス付き高齢者向け賃貸住宅） ㈲メディカルケア米子

12 駅周辺地区 「山根エリア複合施設整備事業」調査研究事業 倉吉市山根エリアまちづくり事業協議会
倉吉市中心市街地活性化協議会

13 パークスクエア・バス通り沿線地区 うわなだ散歩道整備事業 倉吉市

14 パークスクエア・バス通り沿線地区 夕夜間時間帯のバス運行事業 バス事業者

15 パークスクエア・バス通り沿線地区 倉吉花回廊構想推進事業 上灘地区振興協議会

16 パークスクエア・バス通り沿線地区 アジア・トレイルズ・カンファレンス WTC実行委員会（鳥取県NPO法人未来）

17 パークスクエア・バス通り沿線地区 ワールド・トレイズ・カンファレンス WTC実行委員会（鳥取県NPO法人未来）

18 パークスクエア・バス通り沿線地区 SUN-IN未来ウォーク NPO法人未来

19 パークスクエア・バス通り沿線地区 中部発！食のみやこフェスティバル 中部発！食のみやこフェスティバル事務局

20 パークスクエア・バス通り沿線地区 倉吉天女音楽祭 倉吉天女音楽祭実行委員会

21 パークスクエア・バス通り沿線地区 鳥取県立美術館整備推進事業 鳥取県

22 パークスクエア・バス通り沿線地区 パークスクエア・バス通り沿線地区暮らし・にぎわい再生事業 鳥取県

23 パークスクエア・バス通り沿線地区 市道住吉町円谷線歩道改修作業 倉吉市

24 打吹地区 歴史的景観整備事業
倉吉市
建物所有者

25 打吹地区 県指定文化財維持管理事業 県指定文化財保有者

26 打吹地区 リノベーション居住推進事業 倉吉市

27 打吹地区 打吹地区回遊性向上調査・検討業務 倉吉市

28 打吹地区 「倉吉の歴史的資源を活用したまちなみ活性化事業」調査研究事業 ㈱赤瓦
倉吉市中心市街地活性化協議会

29 打吹地区 「円形校舎活用事業」調査研究事業
㈱円形劇場
倉吉市中心市街地活性化協議会

30 打吹地区 円形校舎活用事業 ㈱円形劇場

31 打吹地区 倉吉淀屋活用事業 倉吉市

32 打吹地区 介護保険地域支援事業（介護予防、認知症予防教室） 倉吉市

33 打吹地区 アーティストとの交流によるまちづくり拠点整備事業 明倫まちづくり合同会社

34 打吹地区 小川記念館整備事業 一般財団法人小川記念館財団

35 打吹地区 「河原町高多邸活用事業」調査研究事業 建物所有者
倉吉市中心市街地活性化協議会

36 打吹地区 市道瀬崎町鍛治町2丁目線道路整備事業 倉吉市

37 打吹地区 放課後児童クラブ 倉吉市

38 打吹地区 成徳小学校耐震補強事業 倉吉市

39 打吹地区 空き店舗活用事業（地元デザイナーブティック開業事業） ㈱コミニカ（設立予定）

40 打吹地区 古民家リノベーション事業（雑貨・カフェ） ㈱コミニカ（設立予定）

41 打吹地区 空き店舗活用事業（地元工芸品等製造販売施設整備事業） さのここ（設立予定）

42 打吹地区 花であふれる町並み環境整備事業 倉吉市

43 打吹地区 倉吉春まつり 倉吉春まつり振興会

44 打吹地区 倉吉博物館特別展示 倉吉市

45 打吹地区 観光音声ガイドサービス 倉吉市

46 打吹地区 旧ナショナル会館跡地整備事業 倉吉銀座商店街振興組合
㈱チュウブ

47 打吹地区 女性向けコミュニティー施設兼食料品販売施設整備事業 ㈱チュウブ

48 打吹地区 倉吉打吹まつり 倉吉打吹まつり実行委員会

49 打吹地区 うつぶき散歩道整備事業 倉吉市

50 打吹地区 観光駐車場整備事業 倉吉市

51 打吹地区 名探偵コナンミステリーツアー 名探偵コナン鳥取ミステリーツアー実行委員会

52 打吹地区 白壁アートカフェ整備事業 クラッカス企画合同会社

53 打吹地区 女性向けチャレンジショップ整備事業 ㈱FAREAST（設立予定）

54 打吹地区 防災拠点整備事業 倉吉市

55 打吹地区 くらよし女子駅伝日本海駅伝競走大会
倉吉市
一般財団法人鳥取陸上競技協会
新日本海新聞社

56 打吹地区 打吹公園整備事業 倉吉市

57 その他の事業 住民運営サロン事業 倉吉市

58 その他の事業 住宅リフォーム助成事業 倉吉市

59 その他の事業 地域の暮らしを支える商店街づくり事業 倉吉市

60 その他の事業 若者子育て世帯買い物応援事業 民間事業者（協賛店）

61 その他の事業 地域産業活性化推進事業 倉吉市

62 その他の事業 倉吉市制度融資事業 倉吉市

63 その他の事業 倉吉市中心市街地活性化協議会タウンマネージャー設置事業 倉吉商工会議所

64 その他の事業 地域公共交通確保維持改善事業 バス事業者

65 その他の事業 広域路線バス路線維持事業 バス事業者

66 その他の事業 生活交通路線維持対策事業 バス事業者

67 その他の事業 空き家活用推進事業 倉吉市

68 その他の事業 空き家を活用した学生向けシェアハウス整備事業 学生シェアハウス整備実行委員会

69 その他の事業 倉吉市中心市街地活性化協議会専門人材活用事業 倉吉商工会議所

70 その他の事業 ポップカルチャーによる観光客等誘致促進事業 倉吉市

71 その他の事業 インバウンド版名探偵コナンミステリーツアー 名探偵コナン鳥取ミステリーツアー実行委員会

72 その他の事業 中心市街地活性化推進事業（地域おこし協力隊設置事業） 倉吉市

73 その他イベント事業 てつがくカフェ 鳥取短期大学

74 その他イベント事業 ひいなの祭りくらよし 倉吉ライオンズクラブ

75 その他イベント事業 くらよし流しびな 倉吉ライオンズクラブ

76 その他イベント事業 白壁土蔵群打吹天女伝説（土曜市） 白壁土蔵イベント実行委員会

77 その他イベント事業 長谷の観音市 長谷の観音市実行委員会

78 その他イベント事業 河原町地蔵盆祭り 河原町地蔵祭り実行委員会

79 その他イベント事業 かっさま祭り かっさま夏祭実行委員会

80 その他イベント事業 せいとく祭 成徳地区振興協議会

81 その他イベント事業 倉吉銀座春まつり 倉吉銀座商店街振興組合

82 その他イベント事業 倉吉銀座商店街振興組合土曜夜市 倉吉銀座商店街振興組合
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