
 

 

 

１ 観光振興対策 

(1) 米子市観光協会事業活動に対する助成 

米子市の観光と特産品の振興を図るため、米子市観光協会の事業活動への助成を行うとともに、その実 

施について協力した。 

ア 観光客誘致宣伝事業 

(ｱ) ＧＯ！！ＧＯ！！ヨナゴ商品券の配布 

閑散期の本市への誘客と地域内での消費喚起を目的に、「米子だ！皆生温泉だ！５万人誘客事業」と 

して、米子市観光協会に加盟する一部の宿泊施設において、宿泊を伴う旅行客に対し、ＧＯ！！Ｇ

Ｏ！！ヨナゴ商品券（米子市地域内商品券）を配布した。 

a 商品券の配布枚数：１，０００円券を５万枚配布 

b 商品券の利用枚数：４７，２０７枚 

c アンケート回収枚数：１７，７４９枚 

d アンケート有効回答人数：４８，７７３人分 

e アンケートの分析による経済効果額：２億８，７８５万２，６２４円 

(ｲ) 米子市皆生温泉観光宣伝隊の派遣 

期日 １０月７日～８日 

派遣先及び内容  

東京都・神奈川県内の各信用金庫（東京東、亀有、興産、東京、巣鴨、瀧野川、横浜、川崎）を訪 

問し、皆生温泉と周辺の観光地のＰＲを行い、各金庫の親睦旅行や年金友の会の旅行先として、皆生

温泉を取り上げてもらうよう努めた。 

(ｳ) 米フェスタ・JAふれあいまつり、せいぶ農と食のまつりと連携して、「農と食のフェスタinせいぶ」 

を開催。 

第４回ネギ来まつり＆米子駅まつりの開催 

期日 １０月２４日・２５日  来場者 約３９，０００人 

(ｴ) 関西地区特別宣伝事業 

日本中央競馬会阪神競馬場内において、米子ステークス開催にあわせて中海ふるさと物産振興会と 

共同で観光宣伝と物産コーナーを開設。 

期日 ６月２０日・２１日 

イ 情報発信事業 

(ｱ) 報道機関等を利用した観光宣伝 

ａ テレビ・ラジオ番組に出演し、皆生温泉や各種イベント、特産品等の紹介を行った。 

ｂ 雑誌・新聞の取材に対応した。 

(ｲ) ホームページによる情報発信 

観光協会のホームページ「米子観光ナビ」の観光動画や公式Facebookページにおいて、「米子市観 

光インフォメーション」、「米子下町観光ガイド」、「美水の郷」等で米子市のＰＲを行った。 

 

経 済 部 観 光 課 



 

ウ 各種イベントの開催 

観光客誘致と地域活性化を図るため、イベントの実施又は開催協力を行った。 

(ｱ) 米子桜まつりを開催           期間  ４月３日～１２日 

加茂川・中海「さくら船」の運航 

(ｲ) 米子つつじまつり                期日   ４月２５日・２６日 

(ｳ) 再生神話の郷マラニックの実施      期日  ６月 ７日 

(ｴ) 皆生温泉海水浴場を開設         期間  ７月１１日～８月２３日 

(ｵ) 全日本トライアスロン皆生大会      期日  ７月１９日 

(ｶ) 加茂川まつり               期日    ８月２３日 

(ｷ) サイクルカーニバルｉｎYODOE       期日  ９月２０日 

(ｸ) 美水の郷 秋麗ウォーク         期日  ９月２３日 

(ｹ) 皆生・大山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ  期日 １０月１７日・１８日 

(ｺ) 市民大茶会               期日 １０月１８日 

エ 観光商品造成事業 

(ｱ) 米子市内宿泊プラン「創作神楽」手配及び新演目の造成 

   期間:平成２７年４月～平成２８年３月 

   利用数:７件/８２９名 

(ｲ) 「大人達の社会見学」 

期間：平成２７年４月～平成２８年３月  利用数：８７件/２，２０１名（前年度３５件/９２

０名） 

オ 地域活性化対策事業 

米子下町観光ガイド 

ガイド案内件数 １３２件 １，６１２人 

カ 指導育成・研修事業 

優良従業員の表彰 

期日 ５月２０日  

優良従業員表彰 ２０年勤続 １６人  １０年勤続 ３７人 

キ 中海・宍道湖観光協会会議に関する事業 

（米子・境港・安来・松江・出雲） 

(ｱ) 案内所にてＤＢＳクルーズの乗船券の申し込み受付業務 

(ｲ) 圏域をテーマとした情報発信ツール（パンフレット等）の作成（山陰どまんなか ぐるり旅。） 

(ｳ) 「境港クルーズ客船環境づくり会議」に参画し、大型クルーズ客船寄港時の観光案内対応及び市内 

事業者の物販スペース開設等を行った。 

２４隻の寄港があり、日本人、外国人を含め約２０，０００人の圏域来訪客があった。 

 

 

 

 

 



 

ク 首都圏対策事業 

(ｱ) 首都圏観光大使任命式・観光の夕べ・観光視察 

期日 ６月２６日 場所：皆生つるや 

(ｲ) 山陰米子がいなまいもんを楽しむ会の開催 

期日 １１月１３日 場所：とっとり・おかやま新橋館２Ｆ 参加者約８０名 

(ｳ) 山陰米子がいなまいもんフェアーの開催 

期日 １１月１４日～２０日 場所：稲田屋(日本橋店・大手町店・秋葉原店) ３店舗 

 

(2) 観光案内業務 

米子駅構内に米子市観光案内所を設置し、観光案内業務を行った。 

◇年間利用状況 

宿 泊 案 内 観 光 案 内 交 通 案 内 地 理 案 内 そ の 他 合 計 

６１７件 ５，３９０件 ７，８０３件 １，１４８件 ５，２８８件 ２０，３２３件 

 

(3) コンベンションの誘致 

本市へのコンベンション誘致を促進するため、(財)とっとりコンベンションビューローに対し、運営費、

大会開催支援補助金等の交付を行い、その活動を積極的に支援するとともにその活用を図った。 

（大会開催支援補助金交付実績） 

件   数 参 加 者 数 延宿泊者数 
交 付 額 

（米子市負担額） 

３８件 １５，００８人 １６,８３０人 
２１，７３９，６９０円 

（１０,８６９，８４５円） 

 

(4) 日本観光協会、山陰観光連盟、鳥取県観光連盟、中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会等の

観光関連団体との連携を密にし、本市観光振興を図った。 

 

(5) 特産品、観光土産品振興対策 

特産品パンフレット「米子ええもん噺」の作製及び配布に協力し特産品の販路拡大を図った。 

 

(6) 郷土芸能の保存、育成 

米子がいな太鼓、米子がいな万灯の保存、育成を図った。 

 

(7) 大山の美化、遭難防止活動等への協力 

大山国立公園協会、大山の美化を推進する会、大山遭難防止協会等を通じて、大山の美化、自然保護等

と遭難防止活動に協力した。 

 

 

 



(8) 皆生温泉にぎわい創出事業 

ア 観光宣伝事業の推進 

米子市観光協会等と連携し、中京、関西、山陽、九州方面での観光宣伝事業を行うとともに、新聞紙 

などへのＰＲ広告の掲載を行った。 

また、皆生温泉ＰＲチラシやイベント特集チラシなど宣伝ツールを作製するとともに、各旅館のポー 

タルサイトの役割を担う旅館組合の公式ホームページで皆生温泉の情報発信に努めた。 

イ 高速道路・空路を活用した誘客戦略の実施 

平成２７年３月に尾道松江自動車道（中国やまなみ街道）が全線開通したことに伴い、高速道路を活 

用した広域的な周遊観光が一層脚光を浴びることが予想されるとともに、高速道路網の整備に即応した 

誘客を図るため、ネットエージェントとタイアップした集中宿泊キャンペーン及びＰＲツール等の作製 

を実施した。 

ウ まんが王国建国推進事業 

平成２４年度の国際まんが博関連事業として開始したブラックライトアートを継続実施し、街歩きの 

拠点を創出するとともに、誘客素材として活用した。 

エ インバウンド、エコ・スポーツツーリズム事業の推進 

来訪者が増えている外国人観光客をさらに拡大するため、受入れ態勢の整備充実を目指した。併せて、 

エコツーリズム国際大会、エコトラック認定等で機運の盛り上がったエコ・スポーツツーリズムの推進

を図った。このほか、海外でのセールス活動を実施した。 

(ｱ) 外国語ツールの作製 

年々増加する外国人観光客の利便を図るため、外国語版の皆生温泉紹介パンフレットを作製した。 

(ｲ) エコ・スポーツツーリズムの推進 

皆生ツアーデスクの閉鎖に伴い、平成２６年度より皆生温泉のレンタサイクルの拠点を華水亭に移 

設。日本人旅行者だけでなく、訪日外国人向けにレンタサイクルの便宜を図るため、サイクリングマ

ップを作製した。 

(ｳ) 外国語サインの充実 

皆生温泉を訪れる外国人観光客の利便を図るため、米子市観光センター案内所の表示の一部を日本 

語と英語表記し、バス待合室入口表示を日本語、英語、韓国語、中国語（簡体）の４か国語に切り替

えた。また、皆生温泉旅館組合が運営する土産物屋「皆生横丁きないや」壁面に英語、韓国語、中国

語（簡体）表記のシェードを設置した。 

(ｴ) 海外セールス活動の実施 

米子コンベンションセンターが企画した台湾向けの現地セールスに同行し、皆生温泉の誘客宣伝を 

実施するとともに、山陰国際観光協議会が誘致した香港旅行社の歓迎会に出席し、皆生温泉のＰＲに

努めた。 

オ 街並み活性化事業の推進 

皆生温泉の活性化策として、前年度に引き続き、既存の土産物店の「皆生横丁きないや」をはじめ、 

文化施設の「素鳳ふるさと館」、「手しごとギャラリーKaike」、足湯施設の「潮風の足湯」、「花  

風の足湯」等の散策スポットを活用し、街歩きが楽しめる温泉街の創出を推進した。 

また、皆生温泉の名物を作るため、オリジナル土産物の試作開発を行った。 

 

 



カ にぎわいイベントの実施 

(ｱ) 夏休みちびっこ広場の実施 

平成２４年度から名称を「鬼太郎ちびっこ広場」から「皆生温泉夏休みちびっこ広場」に変更して 

実施。夏休みの子ども向けのイベントとしてファミリー層の集客を図った。 

(ｲ) 素鳳ふるさと館開館記念イベントの実施 

恒例となった「素鳳ふるさと館」の開館イベントを実施。市民や観光客でにぎわいを創出した。 

 

(9) 広域観光の推進 

ア 国立公園「大山」を望む７の市町村及び鳥取県西部総合事務所で「大山山麓観光推進協議会」を設置

し、広域的な観光振興策を推進するため、大山山麓エリアにおける優良な周遊滞在型観光地の形成を図

ることを目的に、官民連携して各種事業を実施した。 

構成自治体  米子市、境港市、南部町、伯耆町、日吉津村、大山町、江府町、鳥取県西部総合事務

所、日野町（オブザーバー参加）、日南町（オブザーバー参加） 

実施事業   ・鳥取県西部圏域版「ＤＭＯ」推進調査事業 

（Ｗｉ－Ｆｉ環境調査、インバウンド及び二次交通実態・ニーズ把握調査、西部圏域

認知度調査、地域資源調査、観光関連事業・団体調査、ブランド化に向けた指針の作

成、ユニバーサルデザイン調査） 

・「大山王国」、「大山ワンダー」ウェブサイトでの情報発信活動 

・エコツーリズムメニュー体験・意見交換会 

・二次交通を利用したサイクリングツアー事業 

・観光素材磨き上げ支援事業（モニターツアー） 

・旅まつり名古屋への出展 

・２７年４月「山陰遊悠絵図」発行 

・鳥取県西部情報発信事業（プレゼント広告） 

※ 平成２６年度から鳥取県西部総合事務所が加入するとともに、事務局を米子市から鳥取

県西部総合事務所へ移管した。 

イ 「中海・宍道湖・大山圏域観光連携事業推進協議会」 

中海・宍道湖・大山圏域の観光振興を推進するため、鳥取県と島根県の行政、経済団体、観光協会及 

びＮＰＯ等が連携、協働して圏域全体の事業を実施した。 

平成１７年から、圏域の行政、経済団体、観光協会、ＮＰＯ法人及び民間企業などが県境を越えた連 

携の必要性を認識して専門分野における委員会形式で実施してきたが、より効率的に運営するため平成

２３年度から事業形態を委員会の運営からグループワーキングによる運営に変更し、それぞれの会員の

意見が反映される組織に移行した。 

(ｱ) 「神々のふるさと山陰旅のポータルサイト」において、圏域の観光情報の発信を行ったほか、着地

型旅行商品作成のための人材育成・交流事業の実践の場と位置付けた研修会を開催した。 

(ｲ) 圏域内の観光動向調査を実施し、過去に実施した調査との比較分析や情報提供を行った。 

(ｳ) インバウンド誘客への魅力発信のため、マーケット及び資源調査を行い、圏域の３つのストーリー

を策定した。 

 

 



ウ 大山・中海圏域のエコツーリズム、スポーツツーリズムの推進 

当地域の持ち味を生かした「新たな観光魅力づくり」と、環境保全と経済活動を両立させた「持続可 

能な観光地づくり」を実現するため、平成１９年から取り組んでいる「エコツーリズム」について、

「ブナの森の古道散策」や「皆生海岸海上散策カヤック」等のツアー案内や受付を皆生温泉と大山寺の

ツアーデスク、観光案内所等にて継続して行ったほか、全日本トライアスロン皆生大会や皆生・大山Ｓ

ＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ、再生神話の郷マラニックなどのスポーツツーリズムに取り組み、誘客を図

った。 

また、平成２５年に策定に協力した、ＡＮＡセールス、モンベル、鳥取県の提携によるスポーツツー 

リズムによる誘客事業「ＪＡＰＡＮ ＥＣＯ ＴＲＡＣＫ（ジャパンエコトラック）」の運用が開始さ

れた。 

エ 伯耆国「大山開山１３００年祭」に向けての取り組み 

平成３０年の大山開山１３００年祭に向け、官民が一体となって歴史や文化、食などの「大山」の多 

様な魅力を活かした国内外への情報発信をはじめ、「大山」のブランド化を進めながら地域住民の誇り

の醸成と賑わいの創出に繋げるための事業計画案を策定するため、平成２８年２月に設立された伯耆国

「大山開山１３００年祭」へ参画した。 

オ 日本遺産認定への取り組み 

大山を中心とした周辺地域、大山町、伯耆町、江府町、米子市が「地蔵信仰が育んだ日本最大の大山 

牛馬市」のタイトルで平成２８年２月に文化庁に申請。 

米子市の構成文化財：尾高道、旧加茂川の地蔵 

 

(10) 第４２回米子がいな祭の開催 

「がいな太鼓」、「がいな万灯」、「やんちゃＹＯＳＡＫＯＩ」、大花火大会等のイベントを開催し、

地域振興を推進するとともに、観光イベントとして市内外からの誘客を図った。 

期日  ８月８日・９日     人出  ２１８，０００人 

 

 (11) 新米子市誕生１０周年記念事業「万灯まつり」の開催 

新米子市誕生１０周年を記念して「万灯まつり」を開催した。近隣の郷土芸能に加え、秋田市竿燈会、

韓国束草市のヤン・スキ舞踊団に特別出演いただき、地域に息づく伝統芸能の素晴らしさを来場者に体

感していただいた。 

    期日  ８月９日（日）   入場者数  １，５００人 

 

(12) 皆生・大山ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴの開催 

シーカヤック、自転車、登山の３種目で海岸から山頂を目指す環境スポーツイベントを、モンベル社、

鳥取県、米子市、大山町、日吉津村によって、皆生海岸～大山山頂をフィールドにして開催した。第７回

となる今大回は、キャロライン・ケネディ駐日米大使をはじめ多数の参加者の来訪があり、圏域の魅力を

広く全国へ発信した。 

期日  １０月１７日・１８日  参加者 １２４組  ２３９人 

 

(13) 米子ソウル国際定期便の利用促進 

「国際定期航路利用促進委員会」を通じ、同路線の利用促進活動を行った。 



(14) メディア芸術振興事業 

「まんが王国とっとり」の取り組みを推進し、ポップカルチャーイベントの開催を支援したほか、マン

ガ・アニメなどを活用して地域振興に取り組む団体、事業者等と相互に連携し、本市で開催されるイベ

ントを集約させたイベント「ヨナゴワンダー！」を設定して、本市への誘客と賑わい創出を図った。 

また、米子映画事変と農と食のフェスタを同一日に開催できるよう調整し、秋季の大型イベントの実

施に向けた機運の醸成を図った。 

ヨナゴワンダー！総来場者数   ２３，１００人 

 

(15) 連続チャーター便へのおもてなし対応 

香港の訪日旅行最大手である香港ＥＧＬツアーズによる米子鬼太郎空港及び香港国際空港間での大規模

連続チャーター便の運航が実施され、米子鬼太郎空港での歓迎対応を行った。 

１０月２１日から１２月２０日までの間の１６往復 

ツアー来客者数：１，８４４人 

 

(16) 旅行商談会の実施 

中海・宍道湖・大山圏域市長会との連携により、台湾から旅行業者６社を招へいし、皆生温泉で旅行商

談会を実施した。 

参加施設：１６施設 

 

(17) 「吉本地域発信型映画」事業 

地域発信型映画の上映会の実施 

吉本興業とタイアップし制作した米子市地域発信型映画「じしょう米子」の上映会を実施した。上映会には出演

者でもある「ムーディ勝山」「ネゴシックス」などのよしもと芸人のトークライブも開催した。 

開催日   １２月２０日 

来場者   約２００名 

 

(18) 米子市ロゴマーク・イメージキャラクターの活用 

ア イベント等への派遣 

    ヨネギーズの着ぐるみを各種イベントに５９回貸し出した。 

イ 印刷物・キャラクターグッズとしての活用 

    米子市が発行する各種印刷物や職員の名刺・名札に活用されているほか、地域内商品券事業の商品券の 

デザイン、市内事業者、市民などに合計５５回活用された。 

 

 

 

 

 

 

 



ウ その他の活用 

(ｱ) 前年まで職員の福利厚生とヨネギーズの知名度アップを目的に作成していた通称「ヨネギーズポロシ 

ャツ」を福祉の店おおぞらから販売されるように調整を行った。 

 販売数 約３００着 

(ｲ) ヨネギーズの知名度アップなどを目的にノベルティグッズを作成した。 

(ｳ) 平成２６年より（株）中広と連携し、同社発行のフリーペーパー「こはく」に、「ヨネギーズの月 

刊よなごプラス」と題したスペースを設け、ヨネギーズのPRを兼ねた本市からの情報発信を毎月実施

した。 

 

(19) 名探偵コナン鳥取ミステリーツアーの実施 

鉄道を利用した鳥取県内へのさらなる観光誘客を通じて地域活性化を図るため、米子市、鳥取県、鳥 

取市、県中部市町村、ＪＲ西日本が共同で、人気アニメキャラクター「名探偵コナン」を利用したミス

テリーツアーを実施した。 

実施期間：４月２９日から１１月２３日まで 

事業負担金：５００万円（米子市分） 

参加者数：１２，３２５人 

 

(20) 地域おこし協力隊による情報発信 

     総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、３大都市圏から移住してきた隊員３人による情報発信拠点 

兼観光案内所「米子情報局どげな？」が、本市中心市街地DARAZ CREATE BOX内に１０月オープンした。 

SNSと本市に根付いてきたポップカルチャーを活用し、主に首都圏を対象とした情報発信を行い、加え 

て自主イベントの開催や各種交流事業への参画等を行った。 

(ｱ) 圏域のPR動画作成 ６件（その他動画 ２１件） 

(ｲ) 首都圏等での隊員による情報発信活動件数 １２件 

(ｳ) 自主イベントの開催及び各種交流事業への参画 １７件 

(ｴ) 地元メディア等への出演 ４２件 

(ｵ) 鳥取県発アニメ「こども刑事めめたん」に２名の隊員が声優として出演 

 

(21) 皆生温泉グランドデザインの策定の支援 

選ばれる温泉地及び温泉文化を愉しむ風情ある温泉地を目指して、皆生温泉旅館組合が行う皆生温泉

街の将来像を描いたグランドデザインの策定を支援した。 

     事業費 ９７２，０００円 

 

(22) 「特別なトワイライトエクスプレス」の米子駅でのおもてなし 

「特別なトワイライトエクスプレス」の米子駅停車を受け、歓迎の意を込めた乗客へのおもてなしを

境港市と合同で実施した。このおもてなしにより地元特産品等の情報発信を行うと共に「トワイライト

エクスプレス瑞風」の運行開始に向けた機運醸成を図った。 

      おもてなし実施日：１０月２４日（乗客４０名）、１１月７日（乗客３１名）、３月１２日（乗客３

４名） 

 



(23) 訪日観光振興講演会の開催 

ドンキホーテのインバウンド担当であり、ジャパンインバウンドソリューション代表取締役社長の中

村好明氏を講師に迎え、「山陰にぎわい創出プロジェクト」主催、鳥取県、米子市が共催する形で講演

会を計３回実施し、市内事業者に対してインバウンド客受入の機運醸成を図った。 

    第１回 「観光立国と地方創生への挑戦」９月３０日 米子コンベンションセンター国際会議場 

第２回 「徹底討論地域の課題と可能性」１１月２４日 米子市福祉保健総合センターふれあいの里 

第３回 「地域活性化のための具体的戦略」２月１７日 グランドホテル天水 

参加者 延べ約２４０名 

 

２ 観光資源の開発 

(1) 観光施設の整備及び管理 

ア 米子市観光センターの管理運営業務 

(ｱ) 山陰観光の拠点として、昭和５８年４月１５日から利用開始。平成１８年度から指定管理者制度導 

入し、引き続き皆生温泉旅館組合に管理運営業務を委託している。皆生温泉の観光案内、旅館のあっ

旋、各種集会室の使用許可、バス発着場など観光客及び地域住民の幅広い利用を図った。 

［年間利用状況（テナント、広告看板、バス停利用を除く）］ 

区 分 観光案内 
多目的 

ホール 
会議室 

料 理 

研修室 
和 室 

第１展示 

ホ ー ル 

第２展示 

ホ ー ル 

第３展示 

ホ ー ル 

部屋利用 

合  計 

件 数 16,056件 365件 722件 27件 71件 0件 366件 366件 1,917件 

人 員 51,750人 11,200人 8,020人 420人 1,190人 0人 9,820人 4,130人 34,780人 

 

(ｲ) 米子市観光センター指定管理委託先    皆生温泉旅館組合 

指定管理委託料     ２，５８２，０００円 

桝修繕工事         ２１６，０００円 

イ 米子コンベンションセンター管理運営業務 

(ｱ) 米子コンベンションセンター（米子国際会議場を含む）を鳥取県と米子市が共同で管理運営を行い、

利用者への応接や利便性の向上に努めた。 

(ｲ) 米子国際会議場指定管理委託先  公益財団法人とっとりコンベンションビューロー 

指定管理委託料         ５５,９０５,７６４円 

［米子国際会議場利用状況］ 

                        利用日数 ２２７日  稼働率 ６７．０％ 

催
し
物
件
数 

集     会 展 示 会 音楽・芸能 その他 計 

大 会 

式 典 

講演会 

説明会 
会 議 

展示会 

見本市 
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