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鳥取市若者会議 第３期 

 

会 長 筒井 洋平    

副会長 渡部 直樹 垣屋 克吉   

メンバー 浅尾 悠介 芦谷 修平 岩田 宜真 岡村 耕作 

    川口 貴弘 岸本 雄太 杉谷 洋二 新名阿津子  

    西田 康裕 谷川 亮子 藤山 千愛 本郷 泰大  

    前田 貴宏 松尾 慶輔 宮本 貴裕 望月 麻衣 

    森下 智貴 森本  愛 茗荷 幸也 矢 田  覚  

      山本 祐之 

 

全体会議開催経過 

平成２２年 ６月２０日 第１回全体会 

平成２３年 ３月２６日 活動報告会（任期１年目） 

平成２３年 ７月２５日 第２回全体会 

平成２３年１１月２１日 第３回全体会 

平成２４年 １月２１日 若者議会 

平成２４年 ３月１２日 成果報告会（任期２年目） 



 若者会議（Ａグループ） 
 

■メンバー名簿  ◎グループリーダー  ○サブリーダー 
 ◎渡部 直樹 
 ○岸本 雄太 
  筒井 洋平  浅尾 悠介  岩田 宜真  杉谷 洋二  新名阿津子  
  西田 康裕  前田 貴宏  望月 麻衣  藤山 千愛  山本 祐之  

 

■活動テーマ   
 （１年目）白兎地域の地域活性化について 
 （２年目）地域プロスポーツによる地域活性化について 
 

■会議等開催実績 

 ○グループ会議等 

 平成 22年 6月 20日、7月 7日、7月 28日、8月 8日、9月 1日、 
 9月 28日 10月 3日、10月 10日、11月 22日、12月 5日 

 平成 23年 3月 21日、11月 24日、11月 27日、12月 1日、 
     12月 8日、12月 15日、12月 8日、12月 15日、1月 25日 

  
 ○視察、イベント等 

 平成 22年 11月 22日  白兎和婚の発信・PR（映像・画像等の撮影） 
 平成 22年 12月 25日  白兎クリスマスパーティ 

「白うさぎが結ぶ赤い糸」の企画・開催 
 平成 23年 12月 3日   サポーターズアンケートの実施 
            （ホームおよびアウェイサポーター） 

 平成 23年 3月      アウェイサポーター用ホームページ案作成 
 

■提言内容（詳細別添） 

①白兎地域専用のホームページ作成 
②ウエディング事業者の認定 
③婚活のさらなる推進を 
④アウェイサポ専用ホームページ作成 



鳥取市への提言書 

テーマ１ 

「白兎地域の活性化について」 

■提言に至った経緯 

 2011年は「兎」年であり、鳥取の白兎地域の全国発信として重要な年であっ
た。また、鳥取道が全線開通すると、白兎地域を通る人が劇的に減少すること

が容易に想像される。そのためＡグループでは、「白兎神社での白兎和婚」とい

う、白兎地域ならではのウエディングを構築し、模擬結婚式を行い、プロモー

ションビデオの作成を行うことで、白兎地域の活性化を図った。 
 また、白兎地域が白兎神話になぞらえて「愛の聖地」となるべく、４０名規

模の婚活イベント「”しろ”うさぎが運ぶ”赤い”糸？」を実施した。 

■提言内容 

①白兎地域専用のホームページ作成 

 これまでの活動を通して実感したのは、白兎伝説や、この白兎地域が愛の聖

地となった理由について、市内・市外を問わず未だ認知されていないことであ

る。これを永続的に発信していくために、白兎地域専用のホームページを作成

し、白兎地域に関わる歴史・文化・愛に関する情報や、白兎和婚の流れや費用

などを掲載することが必要である。 
 
②ウエディング事業者の認定 

白兎神社での結婚式を行う事業者を募集し、認定事業者とする。その事業者

については、鳥取市及び鳥取市観光協会などのホームページ上に掲載すること

で、公的に認定された事業者であることを示し、白兎神社での結婚式に事例が

少ない状況に不安を感じる新郎新婦に向けて安心感を与えられるようにする。 
 
③婚活のさらなる推進を 

婚活事業では男女合計４０名弱という比較的大規模な婚活を行ったが、その

カップル成約数は８組にもなった。数名程度の婚活事業も良い点はあるが、４

０名ぐらいまで大規模にしたほうが成約率が高いと考えられる。よって、婚活

事業のさらなる推進を図ると共に、大規模な婚活事業に対してはより手厚い補

助を行うべきである。 



テーマ２  

地域プロスポーツによる地域活性化について 

■提言に至った経緯 

 2011年はガイナーレがＪ２昇格後の最初のシーズンであった。しかし、成績
は芳しくなく１９位でシーズンを終了することとなった。Ａグループではガイ

ナーレの試合をよりホーム・アウェイ両チームのサポーターに楽しんでいただ

ける手段はないかアンケートをホーム最終ゲームである愛媛ＦＣ戦で実施した。 
 

■提言内容 

①アウェイサポ専用ホームページ作成 

 アンケートの結果（添付参照）より現在のガイナーレホームページにある「ア

ウェイ観戦観光ガイド」http://www.gainare.co.jp/tottori_guide/ では、そもそ
もこのガイドの認知自体が少なく、またアウェイサポの必要としている情報を

十分提供されていないことが判明した。 
 よって、ガイナーレホームページの１コンテンツとするのではなく、専用ド

メインでホームページを作成し、ＳＥＯ対策（Web 検索時に検索結果の上位に
挙がってくる工夫）などを実施したほうがより認知率は高くなると考えられる。 
 また、観光プランや飲食に関わる内容もアンケート結果を元に再構成したほ

うが、よりアウェイサポによりマッチした情報が提供でき、ひいては鳥取その

ものの人気も上昇するものと考えられる。 
 以上より、専用ホームページの作成を行うことこそ、「鳥取市の魅力発信」や

「ホームゲーム集客力」の向上につながることから、必要である。 
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Aグループ
浅尾 悠介
岩田 宜真
岸本 雄太
杉谷 洋二
筒井 洋平
新名阿津子

西田 康裕
前田 貴宏
望月 麻衣
藤山 千愛
山本 祐之
渡部 直樹

ブレーンストーミング

白兎和婚の発信・PRのための映像・画像等
の撮影

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い
糸」の実施
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実施日 ７月７日（水）

出た意見（抜粋）
若者の心をぐっとつかむこと（田舎ならではの…）
鳥取環境大学周辺の街頭の消灯時間の延長（夜は
ゴーストタウン）

Ｔｏｔｔｏｒｉ Ｇｉｒｌｓ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

若者の勉強スペース確保により交流を深める

若者一大飲み会

鳥大にスポーツ科を作る

撮影日 １１月２２日（月）

場所 白兎神社、道の駅神話の里白うさぎ

内容

公募による決定したモデルに色打ち掛け、和ドレ
ス、白ドレスなど白兎オリジナルの衣装を施し、プ
ロモーション用の動画、静止画像などを撮影。

白兎和婚の映像・画像等の撮影
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成果物
動画・静止画ファイル

白兎和婚ポスター

白兎和婚の映像・画像等の撮影

協力者の方々

約３５名（新郎３、新婦３、親族１１、巫女１、着付け衣装３、撮影スタッフ１４）

鳥取市観光協会 白水様

鳥取市 平田様・加藤様

美容室エスカルゴ酒井様・マミーグレイス福田様・野間様

D-Project 岡村様
白兎神社

白兎観光協会

道の駅ぎんりん亭様

K PHOTO STUDIO 山本様

株式会社MOVE
EMOTION 前田様 他多数

みなさま、ありがとうございました～( ^^) _Ũ̃
白兎和婚の映像・画像等の撮影
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当日の様子

撮影しているところを撮影されてます

当日はあいにくの雨(>_<)

Bグループの茗荷君も協力してもらいました

みなさん真剣に撮影に参加しました

反省点

一部のメンバーだけで最初計画が進んでいった

事前メイクが必要かどうか調整できていなかった

当日、どう動いていいかわからなかった

メンバー感想

最初は緊張したが、途中から慣れて楽しくでき
た。

１つのものを作り上げる難しさが分かった

雨さえ降らなければ・・・・

白兎和婚の映像・画像等の撮影
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実施日 １２月２５日（土）17：30～22：00
場所 道の駅神話の里白うさぎ、鳥取砂丘

内容

チラシ、フリーペーパー広告などで募集した男３１
名、女３１名によるクリスマスパーティ（婚活イベン
ト）

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」

告知方法

チラシ作製・配布

無料情報誌への掲載（Peeba・とりなび）
鳥取県子育て支援メーリングリスト など

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」
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当日の内容
参加料：男4,000円、女2,000円…飲食代
オープニング

自己紹介タイム

ショータイム

アピールタイム

告白タイム（記名投票方式）⇒８組のカップルが成
立

※成立カップルは白兎砂像前で記念撮影

鳥取砂丘・砂の美術館D-Kライブ、鳥取砂丘イ
リュージョンⅧ観覧

※成立カップルは砂丘でイリュージョンを観覧しながら喫茶

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」

申込者統計

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」

男性

20代前半, 1

20代後半, 10

30代前半, 11

30代後半, 6

40代前半, 6

40代後半, 1 20代前半, 0

20代後半, 4
30代前半, 3

30代後半, 
1

40代前半, 0 40代後半, 0

女性

※実際の年齢の申告があった方のみ（○歳代などは除外）

•申し込みの中心は30歳前後であった。
•男性は40代の申し込みがあったが女性では０名であった。
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当日の様子

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」

はずかしながらも話ははずみます プロフィールカードでお互いを知ります

ジャグリングチーム鳥技の
華麗な技が会場を盛り上げた！

１組でも多くのカップルが
できるよう気を配ります

成立カップル数 ８組

写真撮影なし
１組

みなさんのゴールインをみなさんのゴールインを
楽しみにしてます！楽しみにしてます！

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」
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特記事項

NHK鳥取さんとタイアップし、成立カップル１組が
NHK正月特別番組「ゆく年くる年」で白兎で結ば
れたカップルとして紹介された。

参加申し込み総数は男性は定員の３倍もの９０名
以上の申し込みがあった。

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」

反省点

チラシの配布がチームでできなかった

砂丘での参加者の案内手順がひどかった

やはり屋内が良かったのでは・・・

ドリンクの種類が少なかった

メンバー感想

婚活自体はうまくいったと思う

ジャグリングは会場を盛り上げていた

肉食系男子がまだまだ居ると実感した

白兎クリスマスパーティ「白うさぎが結ぶ赤い糸」
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白兎地域専用のホームページ作成

ウエディング事業者の認定

婚活のさらなる推進を

（詳細は提言書参照）

魅力ある鳥取市の将来「まちづくりフォーラム
2010」へのパネリスト参加 （渡部）
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地域プロスポーツによる地域活性化に向けて
以下を実施

サポーターズアンケートの実施

アウェイサポータ用ホームページ案作成

ホームサポータ、アウェイサポーターそれぞれのニー
ズを把握するため、個別にアンケートを作成
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検索エンジンの向上
↓

アウェイサポーターへの興味の喚起
↓

鳥取の魅力発信につながる＋アウェイサポー
ターの増加

↓

ガイナーレを通じた「更なる地域活性化」につ
ながる

予算感にあったグルメ情報、宿泊情報

ニーズのあった観光情報

コインランドリー、コンビニ

、銭湯情報も完備
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仮URL http://designer.sakuraweb.com/gainare/

アウェイサポ専用ホームページ作成

アンケート結果・提言内容からコンテンツ追加し
てみませんか？！

「鳥取市」の
魅力発信の向上

ホームゲームにお
ける集客力ＵＰ



 若者会議（Ｂグループ） 
 

■メンバー名簿  ◎グループリーダー  ○サブリーダー 
 ◎垣屋 克吉 
 ○宮本 貴裕 
  松尾 慶輔  谷川 亮子  森本  愛  岡村 耕作  茗荷 幸也  
  森下 智貴  芦谷 修平  本郷 泰大  矢田 覚   川口 貴弘 
 

■活動テーマ   
 （１年目）若者による地域活性化について 
 （２年目）中山間地域活性化について 
 

■会議等開催実績 

 ○グループ会議等 

 平成 22年 7月 15日、8月 19日、9月 21日、10月 15日、11月 4日、 
     11月 18日 

 平成 23年 1月 7日、1月 13日、2月 3日、2月 8日、2月 17日、 
2月 24日、3月 18日、5月 11日、6月 9日、6月 23日、 
7月 12日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 25日、 
8月 31日、9月 7日、9月 14日、9月 20日、10月 3日、 
10月 17日、10月 27日、11月 1日、11月 8日 

 平成 24年 2月 6日、2月 21日、3月 6日 
  
 ○視察、イベント等 

 平成 22年 9月 5日    鳥取砂丘清掃 
 平成 22年 12月 17日    農村体験 

「田舎に泊まろう IN 鬼楽庵」 
 平成 23年 1月 16日    書初め大会 
 平成 23年 3月 5、6日   山口県視察 
 平成 23年 8月 21日    砂丘除草活動 
 平成 24年 11月 12、13日 婚活イベント 

「カップリングパーティー IN SAIGO」 
 

■提言内容（詳細別添） 

①地域体験型婚活事業への助成 
②鳥取市在住の成人（20歳以上）へ対する情報発信ツールの作成・運営 
③地域活動に対するポイント制の導入 



鳥取市への提言書 

テーマ 

「若者による地域活性化について」、「中山間地域活性化について」 

■提言に至った経緯 

私たち第 3 期若者会議Ｂグループは、これまでの 2 年間に砂丘での清掃ボラ
ンティア活動への参加、お試し定住施設「鬼楽庵」の体験視察、書道パフォー

マンスイベントへの参加、婚活事業の企画など行い、また若者会議自体の知名

度ＵＰを図りたいと考え活動してきました。 
本年度の婚活事業では、8月に開催予定であったイベントが広報の遅れにより

集客が思うようにできず延期となったことから広報の難しさを痛感しました。 
そこで、本提言書では「若者による地域活性化」、「中山間地域の活性化」のた

め 3つの提言内容に至りました。 
 

■提言内容 

①地域体験型婚活事業への助成 

婚活事業アンケートの結果で、体験型・観光型のイベント内容が好評だった

ことから、若者が地域体験を通して地元鳥取を再発見できるような内容の催し

が増えることが望まれます。ただし、ただの地域体験イベントでは若者の参加

は多く望めないため、婚活など若者にとって興味がある内容と組み合わせる必

要があると考えられます。 
そして、民泊を含めた内容にすることで地域の方とふれあう機会を提供する

ことができ、より一層交流を図ることができると思われます。 
 
 
②鳥取市在住の成人（20 歳以上）へ対する情報発信ツールの作成・運営 

婚活事業を開催するにあたり広報で苦戦したことから、鳥取市内でイベント

を行う際、効果的な情報発信ツールがあればと考えました。 
そこで、鳥取市在住の成人（20 歳以上）が登録を義務化された情報配信サー

ビスを提案したいと思います。登録は成人式で行い、鳥取市でのイベント情報

の送信などイベント企画側の効果的な広報手段として活用していくことが望ま

れます。 



活発に活動している若者は、情報の入手も能動的に行っていると考えられま

すが、自分から情報を入手しようとしない限り入ってこない情報もあると思わ

れます。そのため、これまでイベントなどの情報を知らず参加できなかったと

いうような状況も考えられるのではないでしょうか。 
そこで、情報入手に対して受動的な層の若者へも情報を提供し、イベントな

どの参加率向上を図りたいと考えます。 
また、イベントだけでなく鳥取市の情報発信手段としても使用できるため地

域活性化から若者の市政参画にも繋げていけるのではないかと思われます。 
 
 
③地域活動に対するポイント制の導入 

地域活性化・貢献につながる活動やイベント参加でポイントを進呈し若者の

モチベーションＵＰを図りたいと考えます。 
ポイントは、鳥取市のイベントでの利用、住民税への振り替え、とっとり市

での買い物など有効に使用できることが条件であり、これまで地域活動に参画

していなかった若者が活動を始めるきっかけとなるのではないかと思われます。 
そのような活動にまず参加するところから、イベント等により市政に関心を

抱かせ、鳥取市がどのような方向性を目指しているのかを知ることで鳥取市の

持続的発展に繋げたいと思います。 
また、結婚した際は「○○ポイント」を進呈するなど、鳥取で暮らし続ける

住民に対しても贈られることで、話題性と暮らしてみたい、暮らし続けたい鳥

取市の取り組みを打ち出すことができるのではないかと思われます。 
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２年間の活動報告

鳥取市若者会議Bグループ

１年目
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鳥取砂丘清掃
平成２２年 ９月５日

鳥取市若者会議を代表して、砂丘除草ボ
ランティアに参加しました

農村体験 田舎に泊まろう IN 鬼楽庵
平成２２年 １２月１７日

鳥取市鹿野町鬼入道にある鬼楽庵にて、皆で協力し合い、

釜戸に薪をくべ、ご飯を作る等の農村体験を行った。

農村体験を行ってみて、非日常的な空間を体験できた。

市街地とは異なり便利さはないが、自然やのんびりした時間

等、田舎暮らしの良さを実感できた。手軽に体験する事もでき、

鳥取の良さを改めて実感する事が出来た。
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書初め大会
平成２３年 １月１６日

子どもたちと共同で行った書道パフォーマンス（鳥取東高）が、地域
住民との交流する良い機会となり、若者会議の周知と、地域活性
化につながったと思われる。

参加者のなかには、外国の男の子の姿もあったので、他国の文
化を理解する良い機会という意味でも、今回のような日本の文
化を取り扱ったイベントは積極的に行っていくべきと思った。

今回のイベントを下地に、残りの一年間で、Bグループとして、
イベントを企画したいと思った

山口県視察
平成２３年 ３月５日～６日

「視察を通して感じた事」

・秋芳洞では、地元住民がボランティアガイドと
して活動していた

・時期的ではあるが、至る所で祭りをやっていた
（しろ魚祭り、椿祭りなど）

・秋吉台周辺地域は意外と閑散としていた

・萩の町並みがよかった（城下町）

・歴史上の偉人を町全体で推していた

・萩焼のブランドを活かした町づくりをしていた

・観光資源の維持管理
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２年目

砂丘除草活動
平成２３年 ８月２１日

鳥取砂丘は、毎年７月から９月にかけてボラン

ティアによる除草活動が行われている。

そこで鳥取市若者会議Bグループもその活動に
前年度に引き続き、参加をした。

多くの人たちの手によって、鳥取砂丘が守れ

ているのだと改めて感じた。今後とも参加してい
きたいと思う。
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婚活イベント
カップリングパーティー IN  SAIGO
平成２３年 １１月１２日～１３日

当初は、８月２７日～２８日に行う予定であったが、

参加者がそろわなくて、１回目は延期となった。

反省点

・広報の仕方

・周知期間が短かった

・準備不足及び計画不足
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婚活イベントの実施

場所・・鳥取市河原町西郷地区（湯谷温泉）

定員・・男性１５名

女性１５名の２０～３０代

参加費・・男性：3,000円 女性：2,000円
民泊希望者は＋2,000円

イベント内容

14時30分～16時30分
・窯元巡り（所要時間120分、徒歩移動）
牛ノ戸（15分）⇒中井窯（15分）⇒やなせ窯（15分）

・三滝散策（所要時間120分、バス移動）

17時～
食事会（場所・・・湯谷荘休憩室）

⇒食事会の途中に、席替えを行い交流

⇒カップリングパーティー開催
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アンケートの結果（１／２）

アンケートの結果（２／２）
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感想

・前回の反省点を活かし、イベント周知に時間
をかける事ができ、参加者を多く募る事ができた。

・広報の強化
①メーリングリストの活用、イベントバンクへの登録
②公共機関をはじめ店舗へのチラシ掲示（市役所、イオン、道の駅
他多数）

③ポスティング
④新聞の掲載
⑤ガイナーレの試合でチラシの配布
・参加者集めは大変苦労した。

アンケート結果によると西郷地区に初めて訪れた方が圧倒的多
数であった。また窯元散策等は好評だった。つまり体験型イベン
トは、地元を知って頂くよいキッカケにも繋がる。
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