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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)　米子市皆生温泉観光宣伝隊の派遣

　　　　　期　日　４月２７日・２８日　　７月１３日・１４目　　１１月２７・２８日　　　１月８日

　　　　　派遣先及び内容　　山陽・関西地区の旅行業者を訪問し、皆生温泉、大山、境港、お笑いバスなどを

　　　　　　　　　　　　　　ＰＲした。

　　　　　期　日　１０月６日・７日

　　　　　派遣先及び内容　　兵庫県、滋賀県内の信用金庫を訪問し、皆生温泉への送客を依頼した。

　　　(イ)　吉本興業タイアップ事業

　　　　ａ　関西発　観光つき皆生温泉宿泊「お笑いバス皆生温泉号」の運行

　　　　　　　期　日　１月２３日～３月１４日の木・金・土・日　１５回運行　参加者１ ２ ８人

　　　　　　　出発式を１月２３日に新大阪駅団体観光バス駐車場において実施

　　　　ｂ　大助・花子の健康ウォーキング大会の実施

　　　　　　　期　日　１０月３日　参加者１，００８人（山陰両県以外５７６人）

　　　(ウ)　関西地区特別宣伝事業

　　　　　　ＪＲＡ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　７月４日・５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

　　　　　　ホームページ「よなごがい－な」において、「皆生温泉」「旬の情報」「観光コース」等を紹介した。

　　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　　３月２９日～４月１２日

　　　　　　加茂川・中海「さくら船」の運航　　　期間中９回　乗船数　２４０人　　　　

　　　(イ)　皆生温泉海水浴場を開設　　　　　　　　期　間　　７月１１日～８月２３日

　　　(ウ)　全日本トライアスロン皆生大会　　　　　期　間　　７月１９日

　　　(エ)　市民大茶会　　　　　　　　　　　　　　期　間　１０月１８日

　　エ　観光商品造成事業

　　　(ア)　「美水の郷」商品の開発

■■　経 済 部 観 光 課　■■
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　　　　　鳥取県西部・大山山麓は、歴史や豊かな大自然がもたらす恵みが豊富であり、この地を新たに「美水

　　　　の郷」と名付け、「水」「食材」「温泉」「神話」にスポットをあてた商品開発に取組んだ。

　　　　　メニュー内容　・名水、湧き水探訪　・長寿食体験　・スリミングステイ体験

　　　　　　　　　　　　・周辺の見所、遊び所体験

　　　(イ)　湯～らんバスの共同運行

　　　　　運行期間　　９月１８日　～　１２月１３日の間　　利用者２８７人

　　　　　コース　　　奇数日　松江～出雲大社方面　　偶数日　大山～蒜山方面

　　　(ウ)　大人達の社会見学コースの充実及び観光商品への取組み

　　　　　「大人達の社会見学」として商標登録を行った。

　　　　　見学場所　　航空自衛隊美保基地、王子製紙米子工場、米子市水道局、

　　　　　　　　　　　サントリー天然水（株）奥大山ブナの森工場

　　　　　件　　数　　７３件　　見学者数　２,０５０人

　　オ　地域活性化対策事業

　　　(ア)　米子下町観光ガイド

　　　　　ガイド依頼　　１１２件　　８２４人

　　　(イ)　米子城跡を観光拠点への取組み

　　　　　環境美化活動の実施　　９月５日　　参加者　１ ３ ０人

　　力　指導育成・研修事業

　　　(ア)　優良従業員の表彰

　　　　　期　日　　５月１４日　　　２０年表彰　１５人　・１０年表彰　２２人

　　　(イ)　米子下町観光ガイドの養成、研修

　　　　　新規ガイドとして２人を任命　　任命式　１２月８日

　　キ　中海４市観光協会会議に関する事業（米子・境港・安来・松江）

　　　(ア)　ＧＷ対策　中海周辺観光情報マップ作成　10,000部　主に関西・山陽方面のＪＲ駅・バスターミナル

　　　　　　　　　　及び４市観光案内所で配布

　　　(イ)　ゲゲゲの女房ゆかりの地マップ作成　20,000部　主に４市観光案内所、コンベンション施設、各旅館、

　　　　　　　　　　首都圏観光大使、鳥取県東京・名古屋・大阪本部、旅行業者へ配布

　　　(ウ)　４市を巡る観光バスの研究及び実証実験運行

　　　　　　　　１２月 ６日　　４市を巡りコース、時間、距離などの確認

　　　　　　   ２月  8・17日　 　米子発～境港～松江～安来　実証運行

　　　　　　   　　16・18日　　 松江発～安来～米子～境港　実証運行　　　参加者　１６７人

　　ク　米子市観光協会首都圏観光大使

　　　　首都圏での観光宣伝及び誘客対策の一つとして、米子出身で首都圏在住の方に対し「よなご観光大使」

　　　を任命しており、今年度、９人を追加で任命し、合わせて４２人となった。

　　　追加任命式及び意見交換会の開催

　　　　期　日　　６月２０日　　会　場　　サンメンバーズ東京新宿

　　　　出席者　　大使　３０人　　観光協会関係者１０人

　(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。
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　　　◇年間利用状況

　(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)

　(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。また、米子がいな太鼓は創設３５周年を迎え、

　　「米子がいな太鼓３５周年記念コンサート鼓動心響」の開催について支援した。

　(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)　温泉地にぎわい創出事業

　　ア　観光宣伝事業の推進

　　　　　米子市観光協会等と連携し、首都圏、中京、京阪神、山陽方面での観光宣伝事業を行った。

　　　　　また、皆生温泉開湯１１０周年を記念して皆生温泉観光大使「湯けむり大使」を創設し、その第１号

　　　　として関西の若手落語家・林家笑丸さんに委嘱した。

　　イ　売れる商品づくり事業の推進

　　　　　平成２０年４月に商品化した滞在型健康保養プログラム「スリミングステイ　～３％美しくなる旅～」

　　　　について、フィッシュコラーゲンを活用した新たな料理メニューの開発や体験メニューをパックにした

　　　　商品開発を行うとともに、パンフレットを刷新しインバウンド対応として英語版も作成した。

　　ウ　緑と花いっぱい運動

　　　　　とっとり花回廊の協力を得て、米子市観光センター周辺花壇の植栽を継続した。

　　工　歴史・文化の創造

　　　　　観光センター内に開設した「皆生温泉素鳳ふるさと館」で山陰歴史館所蔵の古代雛の常設展示や地元

　　　　の工芸作家などの作品の企画展示を行い、皆生温泉の新しい観光スポットとして活用した。

　　　　　平成２１年度入館者数　３，８２５人

　　オ　鬼太郎ちびっこ広場の実施

　　　　　夏休み期間中、海水浴場特設会場で、毎夜、鬼太郎をテーマにしたイベント広場を開催し、ミニ花火

　　　　大会、大抽選会などを実施した。

合　計その他地理案内交通案内観光案内宿泊案内

１５,５７８件３,０６６件１,８０２件５,００９件4,８２２件８７９件

交付額

（米子市負担額）
延宿泊者数参加者数件　　　数

４,１００千円

（２,０５０千円）
６,９６６人７,２５８人１３件
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　　　　開催期間　７月２４日～８月２３日　毎日午後８時～９時　　参加人数　８，８３０人

　(9)　広域観光の推進

　　ア　国立公園「大山」を望む８の市町村で「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。

　　　　構成市町村　　米子市、境港市、南部町、伯耆町、日吉津村、大山町、江府町、琴浦町

　　　　実施事業　　　・「大山王国」ホームページの維持管理

　　　　　　　　　　　・「大山王国」建国イベント及び各種音楽コンサートの支援

　　　　　　　　　　　・地元で開催される各種イベントヘの積極的参加

　　　　　　　　　　　・２ヶ月毎にイベントカレンダーを作成して観光施設等に配布

　　　　　　　　　　　・大山・中海・隠岐エコツーリズム協議会に参画し、各種プログラムメニューの

　　　　　　　　　　　　開発に協力した。

　　　　　　　　　　　・大山パークウェイ構想の支援

　　イ　「山陰文化観光圏」の認定

　　　　国において、観光立国の実現に向けて、複数の観光地が連携して２泊３日以上の滞在型観光を目指す「観

　　　光圏」の形成を促進することになり、大田～隠岐～日野～倉吉にわたるエリアで観光圏に取組み関係する

　　　県市町村及び団体で「山陰文化観光圏協議会」を組織し、観光圏整備実施計画が認定を受けた。

　　　　　事業実施期間　　平成２５年３月３１日まで

　　ウ　大山・中海圏域のエコツーリズムの推進

　　　　当地域の持ち味を活かした「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年から取組んでいる「エコツーリズム」について、皆生温泉

　　　と大山寺にツアーデスクを設置し、「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

　　　内や受付を行った。

　(10)　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自然体感型イベントを、モンベル社、鳥

　　　取県、大山町、米子市によって、皆生海岸～大山山頂をフィールドに日本で初めて開催した。

　　　　期　日　　９月１９・２０日　　　参加者　１０５組　　２４９人

　(11)　「皆生温泉プレミアム商品券」の発行

　　　国の緊急経済対策を活用して、皆生温泉旅館組合が行う「皆生温泉プレミアム商品券」事業について助成

　　した。皆生温泉旅館組合に加盟する１９旅館で使用できる商品券で額面に12,000円のものを10,000円で限

　　定2,000枚の発行。

　　　　　発売開始　２１年３月３０日　　　有効期限　　発行日から６箇月

　(12)　緊急雇用対策を活用した観光振興

　　ア　映画「銀色の雨」観光ＰＲ業務

　　　　　映画「銀色の雨」の上映開始に合わせ、撮影に使用したロケセットを移設再現し公開した。

　　　　　期　間　　１０月３１日～２月２８日

　　　　　場　所　　やよいデパート　５階

　　　　　来場者　　３，３８０人

　　イ　観光ＰＲ業務

　　　　境港観光案内所、米子空港案内所、蒜山道の駅（夏季のみ）に観光案内所を設け、米子市及び皆生温泉
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　　　のＰＲ及び誘客を行った。また、県内外で実施されたイベントに参加し観光ＰＲを行った。

　　　　　　　　　　　　

　　ウ　ヘルスツーリズム開発業務

　　　(ア)　観光協会ヘルスツーリズム

　　　　　健康・スポーツ等を切り口として、ツアーメニューの開発やイベントを企画し、トライアスロン選手

　　　　合宿の受入れやノルディックウォーキング等を開催した。

　　　　　また、健康増進メニューを開発し、日本旅行のジパング倶楽部のツアーに組み込まれた。

　　　(イ)　皆生温泉ヘルスツーリズム

　　　　　皆生温泉で取組んでいるエコツーリズムや「スリミングステイ～３％美しくなる旅～」と協調し、健

　　　　康・スポーツ・温泉等を切り口としてシーカヤックツアーメニューの企画及びモニターツアーの催行、　

　　　　「渚のさんぽ＆ジョギングコース」マップを作成した。

　　エ　観光プロモート推進業務

　　　　本市の観光振興のため、商品造成及びＰＲ、販売、エージェント対応を強化するとともに、地域振興イ

　　　ベントのコーディネート及びサポートを行った。

　　　　また、鳥取県西部・大山山麓を「美水の郷」としてブランド化を図った。

　　オ　皆生温泉旅行商品販路開拓業務

　　　　皆生温泉で取組んでいる「スリミングステイ～３％美しくなる旅～」とエコツーリズムを組み合わせた

　　　商品「 美旅 」を開発するとともに、首都圏及び中京、関西地区において皆生温泉のＰＲ、誘客を図った。
びたび

　　力　観光地清掃業務

　　　　皆生温泉遊歩道及び旧加茂川沿い、彫刻ロード等の観光地や、米子がいな祭、トライアスロン皆生大会

　　　等のイベント会場周辺について清掃作業を行った。

　　キ　皆生温泉街並み環境整備業務

　　　　皆生温泉街の街並み環境を整備し、観光客等に憩いの場を提供するため、観光センター及び皆生海浜公

　　　園、ポケットパークの花壇の拡充や管理、白砂青松のシンボルである黒松の管理を行った。

　　ク　エコツアー市場調査業務

　　　　大山・中海圏域で取組んでいる各種エコツアーについて参加者へのアンケート調査を行い、満足度や改

　　　良点、認識理解度等についての分析、整理を行った。

　(13)　米子ソウル国際定期便の利用促進

　　　「米子ソウル便利用促進委員会」を通じ、同路線の利用促進活動を行った。

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を

　　　　導入し、引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、旅館の斡旋、

　　　　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。

合　計その他地理案内交通案内観光案内
宿　泊　予　約

宿泊案内
米子市内皆　　生

7,300件1,401件12件3,077件2,600件26件34件150件
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　　　［年間利用状況（テナント、広告看板、バス停利用を除く）］

　　　(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　　１，７７０，６５０円

　　オ　米子市淀江温浴施設管理業務

　　　　白鳳の里の隣接地に米子市淀江温浴施設（淀江ゆめ温泉）が平成１２年８月４日開館。源泉を所有する

　　　株式会社白鳳に施設の管理運営を委託している。平成１８年度より指定管理者制度を導入している。入

　　　浴料の他、株式会社白鳳の自主事業の努力により収支は安定しており、米子市より指定管理料は支出して

　　　いない。

　　　　　・年間入湯客数　１ ２ ５，７２３人

　　力　米子市伯耆古代の丘公園管理業務

　　　(ア)　淀江町の向山古墳群に隣接した場所に観光施設の拠点として平成７年４月２２日開園。平成１８年

　　　　度より施設管理を適正に行うため指定管理制度を導入し、株式会社白鳳に施設の管理運営業務を委託し

　　　　ている。

　　　　　施設利用者の応接に関する業務を行うとともに、古代ハスや四季折々の花の育成展示、市民や児童向

　　　　けに押し花、勾玉の作成、火おこし体験、埴輪の作成など古代の生活様式を体験することにより、より

　　　　多くの市民、観光客に親しまれるよう各種の自主事業を実施している。

　　　(イ)　米子市伯耆古代の丘公園指定管理委託先　　株式会社白鳳

　　　　　　　　　指定管理委託料　　１ ９，０００，０００円

　　　　（米子市伯耆古代の丘公園入園者実績）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　キ　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　（財）とっとりコンベンションビューロー

　　　　指定管理委託料　　　　　　　　　８１，５３６，８１６円

　　　［米子国際会議場利用状況］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用日数　１９ ３日　　稼働率　５ ６．６％
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　(2)　金融対策

　　ア　米子市観光開発促進資金

　　　　市内において観光開発促進事業を行おうとする法人が必要とする資金の確保に協力し、本市の観光振興

　　　を図ることを目的として、県及び金融機関の協調を得て融資した。

　　　・融資実績

米子市預託額融資額　融資件数　区　　　分

１ ８,５３４,０００円１ １ ４ , ９１５,０００円１件継　続　分


