平成２８年度事業報告
Ⅰ

総

括

○ 平成２８年度は、１０月２１日に震度６弱の鳥取県中部地震が発災したことによ
り、観光分野においても県内全域にわたって風評被害が生じ、これに対し連盟として
多様な取組を実施した。
・会員の皆様の御協力を得ながら 「鳥取県は元気です！」ホームページをいち早く
開設し、連盟から県外に情報発信した。
・また、「とっとりで待っとります！！」をキーワードに、チラシ、ポスターを作
成・配布するとともに、旅行会社関係者を県内に招き、震災後の観光客受入に問題
ないことの認識を深めていただいた。
・県外からのバスツアーに対する助成を行い、県外のバス会社や旅行会社等から多
数の反響があった。
○ また、２月には、３３年ぶりの記録的な大雪となり、大量のキャンセルが発生し
たため、これらへの対策を講じるとともに、春に向けた誘客活動の促進を行った。
・「とっとり年の春は鳥取へ」をキーワードに、県外でのＰＲイベントやメディア
キャラバンなどの誘客キャンペーンを実施した。
○ 上述のとおり、平成２８年度は自然災害による観光への影響が著しい年であった
が、連盟においては、災害対策事業に重点を置きつつ、連盟の事業全般に取り組んだ
ところである。
○ なお、公益法人である連盟の管理運営（ガバナンス）について、平成２８年度に、
定款をはじめ就業規則、給与規程等、諸規程の改正、整備を行い、平成２９年４月か
ら施行、実施しているところである。

Ⅱ

平成２８年度の事業体系
平成２８年度は、以下のとおり各種事業を実施した。

公１
１

受け地づくり対策推進事業
（１）観光魅力づくり支援事業
（２）出会いふたたび鳥取の旅づくり事業
（３）広域観光機能強化事業
（４）観光まちづくり人材育成事業
（５）教育旅行誘致促進事業
（６）観光事業優良従業員表彰
（７）ニューツーリズム推進事業

公益目的事業

公２

誘客対策旅行商品強化事業
（１）旅行会社招致事業
（２）観光情報説明会開催事業
（３）観光プロモーター活動事業
（４）「ぐるっと山陰」誘客促進事業

３

誘客キャンペーン事業
（１）鳥取きなんせキャンペーン事業
（２）ＪＲとのキャンペーン事業
（３）鳥取県中部地震震災対策事業
（４）とっとり年は鳥取へ誘客事業
（５）とっとり観光親善大使活動事業

４

情報発信・宣伝事業
（１）観光情報発信事業
（２）観光連盟推薦みやげ品ＰＲ事業
（３）フィルムコミッション事業

５

６

理

管理
７

物品販売事業

収益事業

他１

管

観光情報発信事業

２

収１
収益事業等

県内観光振興事業

会員連携事業
会員等との連携事業

法人運営業務
会議開催等

Ⅲ

各事業の実施報告

１

受け地づくり対策推進事業

（１）観光魅力づくり支援事業

（

決算額

）内は最終予算額

６，４８２，３０１円（１，４００千円）

会員からの商品企画に関する相談支援や情報収集を行うとともに、新素材や２次交通を
含めた着地型旅行商品等を旅行会社へ提案し、販促活動を行った。また、県外イベント等
で鳥取県ＰＲ活動や旅行相談を実施し、誘客活動や情報発信を行った。
① 観光プロモーターによる活動支援
・連盟が旅行会社から派遣を受けた観光プロモーターが、会員の商品企画への支援
や勉強会などへオブザーバー等として活動した。
・また、中部地震への風評被害対策をはじめとして、県や旅行会社との折衝や各圏
域に配置された観光プロモーターへの支援を行うとともに、中四国・九州方面の
プロモーション活動を行った。
② 「開運八社巡り」の実施
・「福」や「富」など縁起の良い漢字を用いた神社を参拝する「開運八社巡り」を引き続
き実施するとともに、その年の干支にちなんだデザインの「開運手ぬぐい」や「招福良
宮巡り福紗」も引き続き販売。観光客が県内の開運神社を自由に参詣できるアイテムと
して活用を図った。
・また、平成２８年５月と６月の２回に分けて岡山発の「開運八社巡りバスツアー」が催
行。８月には四国発の「因幡伯耆國開運八社日帰りツアー」も催行された。
・１１月には受験者向けに、震災でも落ちなかった梨「合格まちがい梨」と、開運手ぬぐ
いとをセットで販売。関東地域で３００枚販売された。
・申年開運手ぬぐい：３，５３０枚販売
招福良宮巡り福紗：

４２３枚販売

（２）出会い ふたたび 鳥取の旅づくり 事業

（平成２７年１２月～平成２８年１２月）
（平成２７年４月～平成２８年３月）

決算額

１１，２８９，７１８円
（１４，２７２千円）

近年、個人・グループ旅行者が観光客の多数を占めていることから、複数年にわたる誘
致関連事業を展開。「魅力的な観光素材の磨き上げ」「旬の情報を適時・的確に届ける」
「お客様の声が提供側に伝わる」など、顧客視点に立って鳥取の旅の提案に努めた。
① 連盟会員向けページの開設
連盟ホームページ内に開設した会員向けページにより、会員宛にメールで各種の情報提供
を行った。

②会員向け相談会の開催
観光プロモーターや連盟職員による会員向け相談会を開催した。
目

的：会員と観光プロモーターらとの相談等を行う機会を設けることにより、会員の
有する誘客・受入の企画・商品に対して助言等を行い、品質の向上などを促し、
商品化や利用促進に繋げる。また、この機会を活用し、会員との関係強化と情
報交換の活発化を図る。各プロモーターにおいては、内容を熟知し、各活動領
域でのプロモーションに活用する。

実施期間：平成２８年５月～平成２８年１２月
内

３回開催

容：各施設の企画内容や販促内容の相談。地域イベントの紹介や誘客策の相談、
意見交換など

参 加 者：県内市町村観光担当課、県内宿泊・食事・入場・立寄り施設など
③新聞による情報提供
新聞の企画掲載枠（読売新聞大阪夕刊、中日新聞夕刊、サンケイスポーツ）を利用して、
広く消費者に鳥取県情報の提供、旅行喚起を実施した。
④とっとりの旅づくり事業
・平成２７年度に引き続き、県内３地域（日野郡３町、琴浦町、八頭町・若桜町）におい
て、専門講師等の助言や提案を受け、関係団体と連携し、魅力ある観光地づくり、観光
商品の造成や既存資源の磨き上げに取り組んだ。
・新たな地域（吉岡温泉）においては、温泉地の賑わいの創出や観光客誘致の支援に向け、
関係団体や関係者と専門講師を交えた意見交換や地域資源の点検を行うとともに、同
エリアの資源に対するマーケティング調査を実施した。
ア

日野郡３町
・『日野郡のタカラ「たたら」』をコンセプトに、日野郡共通のランチ「日野郡３町三
色たたらんち」を開発し、ランチメニューの磨き上げ、プレス向けお披露目会等の情報
発信、テスト販売等を実施。正式販売が決定し、ランチと観光周遊と組み合わせたスタ
ンプラリーを実施中。

・また、「ヒメボタル」や「古民家の宿泊」等の地域資源を活用したツアープランを開発
し、情報発信を行っているところである。
≪専門講師等とのミーティング≫
イ

２０回

琴浦町
・「グルメのまち・琴浦」を印象づける「琴浦アゲアゲ串」を開発し、串の磨き上げ、
プレス向けお披露目会等の情報発信、テスト販売等を実施。正式販売が決定し、食の
バリエーションの充実と話題づくりを創出した。

・「グルメのまち」をＰＲするため、「食」を切り口とした観光案内用の資料作成の磨
き上げを行った。
≪専門講師等とのミーティング≫
ウ

１１回

八頭町・若桜町
・「癒し」を得ることを「ほっこり補給」と表現したコンセプトで、「ほっこり補給ス
ープ」を開発し、スープの磨き上げ、情報発信、テスト販売等を実施。地域資源を絡
めた観光周遊の仕組みづくりを検討している。
≪専門講師等とのミーティング≫

１５回

⑤ 着地型観光・体験情報発信事業
・日本最大級のレジャー・体験予約サイトを活用し、季節に応じた観光情報と体験プロ
グラム等県内の魅力を伝える「鳥取県ブランドページ」をそのサイト内に設置し、体
験予約数の増加やそのページの閲覧の増加を図り、県内への誘客促進を図った。
・ページ分析（年２回）や戦略会議（年３回）の結果をうけ、鳥取県に興味を持ち、実
際の検索作業に移った件数は昨年度より増加し、より多くの消費者の目に触れること
となった。体験プランの購買、申込組数、申込人数も昨年度より増加しており、波及
効果も含めて、地域での消費額増につながったことが伺える。
≪参考≫
・ブランドページ総ページビュー；約 5,200 万件（昨年対比約 1.3 倍）
・体験プログラム申込組数；3,471 件（昨年対比約 1.5 倍）、人数；10,748 名（昨年対
比約 1.8 倍）
・また、主に体験プログラムを提供する事業者を対象にした研修会を開催し、体験事業
者のレベルアップを図った。（詳細は（４） 観光まちづくり人材育成事業」に掲載）
⑥ 中国自動車道加西ＳＡ（下り線）観光情報発信拠点化
目

的：関西方面から本県及び山陰方面を目的地とした自家用車、バスツアー利用者
の立寄りが多い中国自動車道加西ＳＡ（下り線）で本県の観光情報発信を実
施し、
鳥取県への誘客を図る。

実施内容：

西日本高速道路株式会社と鳥取県との包括的相互協力協定により、加西Ｓ
Ａ下り線）店舗前広場を観光ＰＲイベント会場として活用。県、市町村、観
光協会を含む会員とともに観光パンフレットの配布、ＰＲブースでの観光案
内、アンケート調査、地域キャラクターとの記念撮影等により、本県の観光
情報を発信し、誘客を図った。平成２８年度は計６回実施（別事業での実施
２回を含む）。
また、インフォメーションコーナーのリーフレットスタンドに、年間を通

して４種類のパンフレットを配架し、本県を目的地とする利用者への適宜情
報提供を図り、県内誘客と周遊の拡大を図った。
⑦鳥取県観光誘客キャンペーン（観光パスポート作成）実施事業
・春夏、秋冬の２期で観光パスポート「トリパス」を発行し、誘客キャンペーンをＰＲす
るツールとして、旬の観光情報や、優待特典情報、スタンプラリー等の企画を掲載し、
県内への誘客及び県内での宿泊、観光周遊、再来訪の促進を図った。
・トリパスは、広報・広告媒体（新聞、フリーペーパー等）や旅行会社のパンフレット等
に掲載され、鳥取県の魅力を効果的に発信できるツールとして有効活用された。
ア

とっとり春旅・夏旅キャンペーン
・期

間：平成２８年４月１６日（土）～９月３０日（金）

・宣伝物：トリパス（Ａ６・３６頁）８万部、チラシ４万部、各種ＰＯＰ（ポスター等）
・優待特典協力施設数：１４６施設
≪スタンプラリー応募状況≫
・ひんやりデザートスタンプラリー
イ

応募数

３５３通（春:１５８、夏；１９５）

とっとり秋旅・冬旅キャンペーン
・期

間：平成２８年１０月１日（土）～平成２９年３月３１日（金）

・宣伝物：トリパス（Ａ６・４０頁）２万部、チラシ１万部、各種ＰＯＰ（ポスター等）
※増刷２万部（鳥取県中部地震の風評被害対策事業）
・優待特典協力施設：１７８施設
≪スタンプラリー応募状況≫
・とっとり秋旅・冬旅周遊スタンプラリー応募数：１,２７３通（秋:４９８冬；７７５）
⑧ホームページ、ＳＮＳ等情報発信事業
・鳥取県観光連盟ホームページ内で、時期に合わせた旬のテーマや交通、キャンペーン等
の特集を継続的に掲載した。
・フェイスブックとツイッターで、旬の観光情報を継続的に発信した。
（３）広域観光機能強化事業

決算額

８０１，１７６円（４００千円）

①「鳥取・岡山広域観光協議会」による広域連携推進事業
〈主な事業〉
・両県共同アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」での観光ＰＲ
（平成２８年９月１５日～１７日、平成２９年１月９日）
・中国自動車道加西ＳＡ（下り）での観光ＰＲ
（平成２８年７月３０日）
・鳥取・岡山ドライブマップの増刷・改訂（６万部）

・両県ポータルサイトでの両県ドライブマップ推奨モデルコースの発信
・各種メディア広告による「大山・蒜山」エリアの観光ＰＲ
・日帰りドライブぴあ関西版、おとなの日帰り旅関西版（平成２８年３月発売）
・ＦＭ大阪でのラジオ広告（２０秒ＣＭ７０本：平成２９年３月６日～３１日）
② 「とっとり観光ニュース」発行（毎月）による観光情報信事業
約 1,700 カ所へ配信。また各プロモーターもメール等により 1,500 カ所へ配信。
（４）観光まちづくり人材育成事業
①
ア

決算額

６２２，６５０円（２，０００千円）

連盟主催の人材育成事業（研修会の実施）
体験型観光研修会
・テ ー マ：体験型観光研修会
・開催期日：平成２８年１１月１６日（水）
・開催場所：エキパル倉吉多目的ホール（倉吉市上井）
・講

師：アソビュー(株)ビジネスソリューション部企画 Gr．内田

有映氏

・受 講 者：体験事業者、市町村、観光協会、宿泊施設、観光施設等

５１名

・概

要：旅行・体験市場の市況情報提供、商品の販売方法、WEB・SNS を活用した
情報発信の方法、県内の販売実績紹介、個別事例の紹介等

イ

観光まちづくり人材育成研修

（(公社)日本観光振興協会中国支部助成事業）

・テ ー マ：「聖地巡礼」による地域の観光振興の可能性
・開催期日： 鳥取：平成２９年１月２６日（木）
・開催場所： エキパル倉吉（多目的ホール）
・講

師： 九州産業大学商学部教授、コンテンツツーリズム学会理事
岩 崎

達 也

氏

・受 講 者： ４３名
・概

要： アニメや映画の舞台となった地域を訪れる、いわゆる「聖地巡礼」が
観光の分野でも一般化しつつある。このようなコンテンツツーリズムの
事例を紹介しながら、観光による地域振興の方策について考察した。

②

会員が実施する人材育成研修に対する連盟の助成
〈観光人材育成支援事業の実績〉
（支援団体）１団体（第２種会員）： 湯梨浜町観光協会
（事 業 名）「湯梨浜町観光ガイド養成講座」

（５）教育旅行誘致促進事業

決算額

５，４３８，８４３円（１０，１０２千円）

体験型教育旅行を鳥取県内に誘致促進するため、今後の受入関係機関、事業所相互の連絡

協調、受け入れ態勢の充実、効果的な誘致活動の活性化を図るとともに、関係行政機関との
密接な連携強化を目的に、テーマ・部会ごとの研究会を行った。
また、メインマーケットである関西に配置した「教育旅行コーディネーター」により、学
校関係者、旅行会社、教育旅行研究機関との情報収集や提供等を行うとともに、鳥取県内の
受け入れ機関との意見調整や教育旅行関係者との現地研修を行い、民家体験をはじめとし
た県内教育旅行関係施設の開発と磨き上げ支援を行った。
①「鳥取県教育旅行誘致促進協議会」活動
ア

鳥取県教育旅行誘致促進協議会総会
・開催日時：７月１日（金）１３:３０～１４:５０
・場

所：エキパル倉吉

・参 加 者：鳥取県

多目的ホール

２名、市町村

５名

地元関係者

２７名

・開催内容：平成２８年度活動報告・決算報告、平成２９年度活動計画・予算計画、
役員変更、教育旅行説明会・教育旅行キャラバン計画、会員による取組
事例報告、顧問による近年教育旅行動向報告など
イ

鳥取県教育旅行誘致促進協議会

合同部会

・開催日時：１１月２１日（月）

１０：００

～

１５：３０

１１月２２日（火）

１３：３０

～

１５：３０

・場

所：鳥取県中部総合事務所

・参 加 者：協議会員２１名（体験学習部会７名、誘致部会８名、民泊部会７名）
事務局

６名

合計２７名

・開催内容：〈体験学習部会〉
・旅行会社との予約、精算の方法について
・体験メニューの拡充について
〈誘致部会〉
・平成２８年度の誘致活動（キャラバン、説明会）の反省
・平成２９年度の誘致活動（キャラバン、説明会）について
〈民泊部会〉
・平成３０年度の民泊受入態勢について
・民泊受入家庭の拡大について
・民泊家庭のマニュアル策定について
②

県内の関係団体と勉強会への参加
北栄町グリーンツーリズム研究会「体験型教育旅行について学ぶ講演会」

・開 催 日

平成２９年２月２８日（火）

・参 加 者

北栄町グリーンツーリズム研究会

・議

教育旅行の現状、民泊への取組などについて

題

連盟の教育旅行誘致コーディネーターが講演

③

県外先進事例視察研修の実施〔第一次産業観光利活用推進協議会の先進地視察に参加〕
・開 催 日

平成２９年３月６日（月）～７日（火）

・参加人員

第一次産業観光利活用推進協議会:

・訪問先

９名

（一社）南信州交流公社（長野県飯田市）

・研修日程
１日日

南信州交流公社の沿革、受入実績の説明を受け、実際の教育旅行民泊と同様に、
参加者が３～４人毎に分かれ、それぞれの受入家庭に移動し、意見交換、宿泊を
行った。

２日目

南紀州交流公社が実施している体験プログラムの「五平餅」作りを体験。

（所感） 既に数多くの受け入れ実績があるうえ、「補助金なし」を掲げ出資金を募り、ま
た、ＪＡ並びに市町村職員が民泊受入家庭拡大にむけて営業活動を行っているこ
とが参考となった。
④

体験型教育旅行の誘致活動
ア

学校、修学旅行協会関係者（旅行会社社員を含む）を対象とした下見・現地研修会。
順
1

イ

旅行会社・支店名

実施日

東武トップツアー関西教育

7/13-14

人数 担当者 視察先（主なところ）
6

磯江

大山・北栄・倉吉・砂丘・佐治

関西圏における教育旅行情報説明会
開 催 日：平成２８年８月２４日（水）
参 加 者：学校関係者、旅行会社、教育旅行関係団体、地元関係者等

５２名

実施内容：誘致促進協議会概要説明、体験施設等のプレゼンテーション、商談会
⑤

情報発信機能の強化
学校関係者並びに旅行会社を対象に提供する教育旅行ガイドブック（３０ページ）３千
部を増刷し、引き続き関西・中京中心に多くの学校関係者・旅行会社に提供する。
ア「とっとりスタイルエコツーリズム」教育旅行誘致促進事業
・事業趣旨：本県で宿泊を伴う教育旅行を行う学校を対象とした宿泊費助成。
・支援内容：宿泊延べ人数×１，０００円を補助（１団体上限３０万円）
・支援実績：対象学校数及び対象人数‥１７校、延３,６４７名

《参考》近年の県内への修学旅行催行実績及び予定
平成２４年

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

度
１校
イ

５校

６校

９校

平成２８年

平成２９年

度

度
１０校

５校

熊本地震の影響
関東より１校、関西より２校が来鳥。関東の１校については、鳥取を評価され、従来

行っていた熊本から当年度についても、山陰への方面変更につながった。
ウ

景気低迷等による影響
「旅行代金の抑制」の中で、大阪府南部を中心に修学旅行方面の見直しが図られ、コ
ーディネーターをはじめ関係者の誘致プロモーション等により、平成３０年度に７校
約１，５００名の鳥取への修学旅行が決定している。

今後、民泊や体験メニューの作成など、受け入れ先の量・バリエーション・質ともに充実
化と平準化を進めるべく、「鳥取県教育旅行誘致促進協議会」を中心に、引き続き専任の
教育旅行誘致コーディネーター等を通じて、部会や勉強会などを開催し、安全管理や品質
などの向上への取り組み強化を図るとともに、誘致活動の一層の活性化と受入体制の整
備、充実を図った。
（６）観光事業優良従業員表彰

決算額

２７，１２０円（１００千円）

観光事業優良従業員の業績を評価し、６月４日の通常総会において表彰を行った。
表彰者数 ：

優良従業員

８ 名

（７）ニューツーリズム推進事業

決算額

３７６，４５２円（３，２７９千円）

とっとり因幡グリーンツーリズム推進協議会から事務局運営を受託。 職員１名を配置
し、グリーンツーリズム推進のほか、教育旅行の受け地づくりの観点から、鳥取県教育旅
行促進協議会との合同研修等を行うことで、連盟会員と協議会会員との交流や情報交換を
活性化した。

２ 誘客対策旅行商品強化事業
（１）旅行会社招致事業

決算額

１，０７４，２１３円（２，５００千円）

観光プロモーターを中心に、首都圏、中京圏、関西圏、中四国・九州圏を対象に県外旅行
会社の旅行商品造成担当者や販売担当者の現地研修を実施した。（教育旅行分含む）
[現地研修の状況]
順 旅行会社・支店名
1

ＪＴＢ国内旅行企画本社

実施日
4/15-16

人数 担当者 視察先（主なところ）
2

大竹

境港・皆生・倉吉・砂丘

2

ＫＮＴ中部メイト

4/15-16

2

大竹

三朝・倉吉・北栄・砂丘

3

ＫＮＴ中部営本・名鉄観光バス

5/7-8

2

大竹

三朝・倉吉・若桜・砂丘

4

東武トップツアー関西教育

7/13-14

6

磯江

大山・北栄・倉吉・砂丘・佐治

5

ＪＴＢ首都圏

10/12-14

6

田中

境港・皆生・大山・倉吉・砂丘

6

ＪＴＢﾒﾃﾞｨｱﾘﾃｰﾘﾝｸﾞ首都圏

11/8-9

1

田中

境港・皆生・大山・北栄・倉吉・砂丘

7

関西・中国・四国旅行会社

12/21

8

ＪＴＢ西日本・関西・中国四国①

1/16-17

17

木村

砂丘・三朝・北栄・湯梨浜

9

ＪＴＢ西日本・関西・中国四国②

1/18-19

13

木村

境港・皆生・大山・倉吉・砂丘

2/2-3

1

田中

八頭・智頭・砂丘

10

北陸駐在

ビッグホリデー

※

78 木村他 三朝・倉吉

関西・中四国圏合同には、昨年１２月２１日実施「とっとりで待っとります」研修
会１０８名の参加実績を含む

（２）観光情報説明会開催事業

決算額

１，９０９，６３８円（２，５００千円）

首都圏、中京圏、関西圏、中四国圏を対象に、旅行商品の造成に有効な情報を伝えるため
の説明会を実施した。関西圏・広島地区においては、春季及び秋季説明会と２回。
名古屋でも、昨年に引き続き秋季説明会を実施し、鳥取からの情報発信を行うとともに、
地元関係者が積極的に参加できる「商談会」を実施し、旅行会社との接点を増やした。これ
により、商品化や利用を創出できる機会を提供し、関係者からも実績が上がっているとい
う評価を得ている。
[観光情報説明会開催状況]
順 タイトル
1

春季鳥取県観光情報説明会

2

開催日
関西

AGT
社数

AGT
人員

鳥取関係
者人員

5/10

23

55

33

春季首都圏誘致協意見交換会・説明会

5/17

10

17

13

3

春季鳥取県観光情報説明会

広島

5/19

16

28

30

4

秋季鳥取県観光情報説明会

名古屋

9/5

20

35

29

5

秋季鳥取県観光情報説明会

関西

9/13

21

45

30

6

秋季鳥取県観光情報説明会

広島

9/27

14

26

24

7

秋季首都圏誘致協意見交換会・説明会

10/5

10

17

17

（３）観光プロモーター活動事業

決算額

備

考

誘致協共催

誘致協共催

８，９５０，６３２円（８，０００千円）

関東圏、中京圏、関西圏、中四国・九州圏を担当する４名の観光プロモーターが、旅行
会社の企画造成箇所、店頭販売箇所を日常的にセールスで訪問し、本県の基本的な観光情
報、新たな旬の情報を提供、旅行商品造成と販売促進のプロモーション活動を積極的に展
開した。
今季は、昨年の中部地震の風評払拭のため、旅行会社へのプロモーションを強化した。
各圏域の動向を県内に的確に提供し、旅行ニーズに則した魅力ある観光地づくりに役立てる

とともに、会員からの要請に応じ同行セールスとしても積極的に対応した。
観光プロモーターの持っている旅行業界における多年の経験や広い人脈などが、連盟会
員の日々の観光振興活動にしっかり活かされるよう、引き続き県内各観光地との密接な協
力関係を築くことに努めた。（活動詳細は後出）
（４）ぐるっと山陰誘客促進事業

決算額

７７，７５３，８９４円（８０，５００千円）

県外からの誘客促進と観光素材集掲載箇所への立ち寄りを促すため、宿泊旅行商品を造
成する旅行会社に対して、経費の一部支援を行った。
事業区分は次のとおりである。
① 「きなんせとっとり商品造成支援事業」
② 「きなんせとっとりツアー誘致事業」
③ 「鳥取県中部地震風評対策誘客促進事業 （バス支援）」
このうち、平成２８年度は、特に③中部地震風評対策誘客促進事業（バス支援）に重点
を置いて実施した。
事業名

①

商品造成支援事業

◇鳥取県素材の露出・情報ページの
補助の条件

補助期間
補助内容

掲出に関わるパンフレット作成

②

バスツアー誘致事業

◇県外出発、県内宿泊のバスツアー
◇連盟作成の素材集より１箇所以上採択

◇販促目的の現地研修、店頭販促費等

◇１団体２０名以上

◇平成２８年１月～平成２９年２月

◇平成２８年４月１日～

平成２７年４月～平成２８年３月出発対象
◇１事業所当たり５００千円を上限

平成２８年３月３１日出発対象
◇バス１台当たり３０千円
◇1 事業所当たり１５０千円上限

１０，０００千円

２０，０００千円

予算執行状況

９，５８３千円

１１，９１０千円

実施状況

４３件

事業費

◇浦富海岸ジオウォーク
その他

あるく！国宝投入堂と伯耆大山
ﾜｰﾙﾄﾞｳｫｰｷﾝｸﾞﾌｪｽﾀ大山滝・船上山

事業名
区

分

③

報告件数：２２７件、
バス台数：３９７台、
利用実績：１３，２４１人
※中部地震対策事業に変わったため、
１１月７日受付分で事業終了。

鳥取県中部地震風評対策誘客促進事業（バス支援）

宿 泊

日帰り

◇１団体２０名以上で催行の県外出発のバスツアー
補助の条件 ◇連盟作成の素材集より観光・立寄り２箇所以上、食事１か所以上の採択
◇県内宿泊（日帰りを除く）
補助期間
補助内容

◇申請

平成２８年１１月７日～平成２９年２月２８日申請

◇催行

平成２８年１１月８日出発～平成２９年３月３１日帰着

◇バス１台当たり６０千円

◇バス１台当たり３０千円

◇1 事業所当たり１,２００千円上限

◇1 事業所当たり６００千円上限

事業費

実施状況

３

３５，２８０千円

１４，４６０千円

報告件数：２７４件
バス台数：５８８台
利用実績：１９，２６３人
催 行 率：４８．２％

報告件数：１９５件
バス台数：４８２台
利用実績：１７，５９６人
催 行 率：５３．８％

誘客キャンペーン事業

（１）鳥取きなんせキャンペーン事業

決算額１１，２９５，４０８円（３０，８００千円）

蟹取県ウェルカニキャンペーンを受託実施するとともに、連泊特典企画、大型ショッピ
ングセンター等での観光資料・ノベルティの配付、観光大使やゆるキャラによるＰＲなど、
主に個人客を対象とした誘客活動を行った。
①

蟹取県ウェルカニキャンペーン
・実施目的：県内宿泊施設に宿泊された方に「鳥取のカニ」をプレゼントする「蟹取県ウ
ェルカニキャンペーン」を実施することで、秋季・冬季の観光誘客につなげる。
・実施期間：平成２８年９月１日～平成２９年２月２８日
・実施内容
ア

キャンペーン応募ハガキの整理及びアンケート集約業務
・最終の応募総数：

イ

２１，３０７件（昨年の最終応募総数：18,018 件）

当選者の決定、発送業務
・キャンペーンの応募はがきから、毎月１００名の当選者を決定し、発送。

ウ

キャンペーンの情報発信業務等
県民への同キャンペーンの周知や県内の水産、宿泊、その他観光やカニに関する
関係者のキャンペーンへの機運醸成のため、次の広告出稿やＰＲ活動を実施した。
・新日本海新聞社が発行する観光フリーペーパーへの広告掲載
発行日：９月１６日（金）
発行

：中国道、山陽道のサービスエリア等に配架

４万部

・日本海新聞及び週刊大阪日日新聞で「鳥取のカニ」特集に広告出稿（２回）

・キャンペーン告知を掲載した鳥取県観光ガイドマップを作成し、各所で配布。
・大手旅行会社の店舗や大型ショッピングセンター、都市部のイベント等でＰ
Ｒ。
・高速道路・加西サービスエリア、蒜山サービスエリアでＰＲ。（８月、１１月）
②「おいでよ鳥取キャンペーン」連泊特典企画（鳥取県観光客誘致促進協議会共同事業）
・実施目的：鳥取県内での連泊促進に向けて、県内宿泊された方に、鳥取県内産直店や
道
の駅で利用できる１０００円分のクーポン券をプレゼント。
・実施期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
・対象会社：ＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリスト、ＡＮＡセールス、平成ＩＳなど
・内

容：申込旅行会社から、対象者に１０００円分のクーポンを提供
県内の農産物直販所や道の駅で、購入額から１０００円分を減額

・実施結果：３５８件、３５８千円分の利用実績あり。
・そ の 他：利用額の半分は、鳥取県観光客誘致促進協議会で負担
③

県外旅行会社店頭キャンペーン事業
各圏域のショッピングセンターイベント広場や旅行会社店頭などで、パンフレット配布、
ゆるキャラ撮影会や缶バッチ作成などの体験などのような鳥取県観光ＰＲを実施し来
鳥への誘客活動を行った。
【店頭キャンペーン】
順

④

タイトル（会場名等）

実施日

担当者

実施事項

1

日本旅行 Tis 大阪

6/18-19

平松

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

2

ＪＴＢイオンモール名古屋ドーム前

7/23-24

大竹

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

3

ＪＴＢ幕張副都心

10/8

田中

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

4

日本旅行 Tis 大阪

10/9-10

平松

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

5

ＪＴＢなんば

11/13

平松

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

6

日本旅行 Tis 大阪

12/17-18

平松

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

大型ショッピングセンター等でのキャンペーン
集客力の大きい都市近郊の大型ショッピングセンターやイベント会場などにおいて、
着ぐるみとのジャンケン大会・記念撮影会、抽選会などを実施。観光パンフレット、ノ
ベルティなどを配布し、鳥取県への誘客、ＰＲ活動を行うとともに一部ではアンケー
ト調査も行った。

【ショッピングセンターにおけるキャンペーン】
順

タイトル（会場名等）

実施日

担当者

実施事項（主なもの）

4/5

田中

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

1

名橋「日本橋」まつり（春）

2

名古屋東山動物園（春）

5/3-5

大竹

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

3

マツダスタジアム広島

5/18

木村

サンプリング、

4

第４回夏山フェスタ（名古屋）

6/11-12

大竹

県内の山岳案内、サンプリング

5

三井ＯＰ木更津

8/27-28

田中

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

6

三越銀座店

9/3-4

田中

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

7

第６２回名古屋まつり

10/15-16

大竹

サンプリング、ゆるキャラ

8

日本橋・京橋まつり（秋）

10/23

田中

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

9

名古屋東山動物園（秋）

11/3

大竹

サンプリング、ゆるキャラ、ゲーム大会

10

刈谷ハイウェイオアシス（秋）

11/5-6

大竹

サンプリング、ゆるキャラ、アンケート

11

ダイキン工業淀川

12/13

平松

サンプリング、

12

ＪＴＢ旅物語 伊勢湾クルーズ

3/5

大竹

サンプリング、ゆるキャラ

（２）ＪＲとのキャンペーン事業

決算額

２，２０３，３２４円（２，０００千円）

山陰観光連盟として、ＪＲ及び島根県と連携し、次の事業を実施した。
①

誘致ポスター掲出事業
（鳥取）ウェルカニキャンペーン、もちがせ流しびな

②

誘客促進事業
「山陰知遊旅（ぢゆうたび）プレゼントキャンペーン」の展開

③

情報発信事業
山陰の主な観光地を紹介したプロモーションムービー（外国語版）を掲載し、
国内外に広く観光情報を発信

（３）鳥取県中部地震震災対策事業

決算額

１４，２１１，３４３円（０千円）

・実施目的：１０月２１日に発災した鳥取県中部地震による風評被害を払拭するため、様々
な取り組みを行うことにより、鳥取県への宿泊を伴う誘客を図る。
・実施期間：平成２８年１１月２日から平成２９年３月３１日まで
・実施内容
（１）県内周遊対策
①「鳥取県は元気です！」ホームページの開設
・地震直後に、県内施設の臨時休業等を発信するホームページを開設。（10 月 21 日）
・県内の観光施設被害は少なく観光客の受け入れが可能であることをアピールする

よう「鳥取県は元気です！」「鳥取県は通常営業しています！」を県内外に呼びかけ
るホームページを開設。（10 月 23 日）
・県内の観光協会、旅館組合、観光施設などから多数、情報提供等、ご協力を頂いた。
②震災回復のための観光パスポート「トリパス」増刷と県内周遊促進キャンペーン実施
・観光パスポート「トリパス秋冬版」の増刷：２万部
・表紙に「とっとりは元気です!」のロゴを追加。
・「とっとりで待っとります！！キャンペーン／鳥取の肉と米を当てよう！」の実施
・実施期間：平成２８年１２月３日（土）から平成２９年２月１２日（日）
・トリパスのスタンプラリーの仕組み活用し実施。倉吉市等県内６ヶ所で応募。
・賞品は、鳥取和牛ステーキセット、焼肉セット、鳥取県中部のお米
・応募券付きチラシの印刷（３万部）、配布
・応募総数：１，３４５通
③春の本格的な旅行シーズンに向けた「トリパス」の作成
・平成２９年度観光パスポート「トリパス」春夏版と関連ツールを作成した
・トリパス：８万部

／

ＰＲ用ポスター・チラシ、優待施設用ＰＯＰ

・県中部エリアの復興を図るため、中部の春のイベントガイドと合わせたトリパスＰ
Ｒチラシを作成した：３万部
（２）旅行会社対策
①「とっとりで待っとります!!」意見交換会・現地視察会の実施
・目的：県外の旅行会社関係者を県内に招き、震災後の観光客受入に問題ないことの
認識を深めていただき、今後の送客及び旅行商品の企画販売を働きかける。
・期日：平成２８年１２月２１日（水）
・内容：県内観光関係者との意見交換会（三朝温泉

三朝館）

現地視察会（三朝温泉街、倉吉市白壁土蔵群）
・参加人員：県外旅行会社関係者：７８名（関西 47 名、広島 20 名、岡山四国 11 名）
県内関係者

：６３名（運営含む）

②旅行会社の県内での現地研修に参加し、商品化や送客の働きかけを実施
・ＪＴＢ西日本・関西・中国四国の社員研修に協力、参加（1 月）
・その他、日本旅行会議に参加（12 月）
③旅行会社説明会や旅行会社団体の大会参加、店舗でのＰＲ実施等
・首都圏説明会（山陰インバウンド機構主催）に参加（3 月、東京都）
・全国旅行業協会全国大会にＰＲ参加（3 月、金沢市）
・ＪＴＢなんば店、日本旅行 Tis 大阪店等でＰＲ

等

（３）もっとウェルカニ・松葉がに購入手配
・９月から実施中の「蟹取県ウェルカニキャンペーン」を利用して、１１月、１２月
については、当選者を１００名ずつ追加し、計２００名に「松葉がに」をプレゼ
ントした。
（４）「とっとりで待っとります!!」チラシ・ポスター等の作成
震災直後に、「鳥取は元気です！」「鳥取で待っとります!!」をアピールする各
種の宣伝ツールを作成。
・Ａ４版チラシ１１万部
・Ｂ２版ポスター８００部
・宿泊者による SNS 発信を促すチラシ１万５千部
（５）観光ガイドマップ等増刷
鳥取県中部地震の被害からの回復を図るため、春の本格的な旅行シーズンに向け
て、観光宣伝ツールを整備した。
・鳥取県観光ガイドマップの作成
・ＰＲ用トリピー袋の作成
・開運八社巡りパンフ

１２万部

１０万部

３万部

（６）その他、国要望や各種媒体への情報発信など、風評対策の取組を行った
・地震対策として、内閣総理大臣をはじめ国への要望活動に参加した
・山陽方面、大阪市内のマスコミに対し、風評払拭、誘客宣伝をＰＲするキャラバ
ン隊に参加。
・県外の鳥取県ＰＲイベントに参加
・新聞の掲載枠を利用して、風評払拭や誘客宣伝を実施。（サンケイスポーツ等）
・ＰＲイベント等で使用す必要る資材、ノベルティを調達
（４）とっとり年は鳥取へ誘客事業

決算額

３，５３７，４５１円（０千円）

・実施目的：２月９日からの大雪により生じた宿泊キャンセルなどの観光被害を軽減し、春
に向けた誘客活動を促進するため、「とっとり年の春は鳥取へ」をキーワード
に、誘客キャンペーンを行う。
・実施期間：平成２９年２月２７日～平成２９年３月３１日
・実施内容

（１）誘客キャンペーンの実施
①

県外でのＰＲイベントの実施
ア

ＪＲ大阪駅でのイベント実施
期日：平成２９年３月１１日（土）
場所：ＪＲ大阪駅・アトリウム広場
内容：ステージイベント、キャラクターＰＲ等

イ

中国道・加西サービスエリア（下り線）でのイベント実施
期日：平成２９年３月１１日（土）
場所：中国道・加西サービスエリア（下り線）店舗前広場
内容：パンフレットセット配布、キャラクターＰＲ等

ウ

観光パンフレット配布によるＰＲ（大阪市内のイベント）
・テレビ大阪・ＪＲ大阪駅イベントで鳥取県パンフレットを配架（３月４、５日）
・つるみエンジョイマラソンで鳥取県パンフレットを配布（３月５日）

②

メディアキャラバン
関西地区の新聞社へのＰＲキャラバン
・本県の春の話題提供として、とっとり観光親善大使のほか、砂の美術館、とっと
り花回廊関係者が参加し、「とっとり年の春」をＰＲ
期日：３月２４日（金）
訪問先：読売、朝日、毎日、産経、大阪日日新聞の各新聞社

（２）その他、各種媒体への観光情報発信等の取り組み等
①

新聞で「とっとり年の春は鳥取へ」の広告出稿を実施。

ア

読売新聞大阪本社版朝刊
掲載日：３月２６日（日）

イ

発

行：関西、中国、四国地方

規

格：全５段

約２，２００千部

モノクロ

週刊大阪日日新聞
掲載日：３月２５日（土）

ウ

発

行：大阪市北東部

規

格：半５段

約１８０千部

カラー

フリーマガジン「プリティライフ」（ＰＲリーフレットの折込配布）
実施日：３月２７日（月）
配

布：大阪市北区の企業向

内

容：観光パスポート「トリパス」と県中部の春イベントのＰＲリーフレッ
トを配布

８０００部配布

（５）とっとり観光親善大使活動事業

決算額

７０１，８２４円（１，４００千円）

県内外の各種ＰＲイベントや旅行会社等訪問の際に鳥取県の顔として観光ＰＲを行う「とっ
とり観光親善大使」を各種イベント等に派遣し、本県の観光のアピールに努めた。
・委嘱期間： 平成２６年８月８日～平成２９年１０月３１日
・委嘱人数：３人（会社員２名、主婦１名）
・派遣回数：３６回

４ 情報発信・宣伝事業
（１）観光情報発信事業

決算額

９，６７７，５８４円（２０，２４９千円）

・観光ガイドマップの内容を更新（作成部数：１０万部）
・「平成２８年度鳥取県観光素材集・食事編」作成（３，０００部）
・「平成２９年度鳥取県観光素材集」の作成（５，０００部）
・ホームページ「旅の生情報」における画像コンテンツの充実と、フェイスブックやツイッ
ターへの接続を容易にするよう使い勝手の向上を図った。
・「とっとり観光ニュース」を発行した（毎月）。（配布先
（２）連盟推薦みやげ品ＰＲ事業

決算額

約１，７００カ所）

１０６，３２７円（２００千円）

本県の観光土産品の内容・評価を高めるため、推薦観光土産品の指定を行った。
・審 査 会：平成２８年１０月２５日（火）
・審 査 員：鳥取県観光みやげ品協議会長
・場

河越行夫氏

ほか８名

所：エキパル倉吉

・指定品目：９品目、２１点

（認定期間は２年間）

（３）フィルムコミッション事業

決算額

１，０５０，５４５円（５，５００千円）

「鳥取県フィルムコミッション」の専任職員１名を配置し（平成２６年４月より）、映画、
テレビドラマ、テレビ番組、ＣＭ、プロモーションビデオ、広告写真などのロケーション撮
影が円滑に行われるよう、支援業務や誘致活動を行った。
・ロケ候補地の情報収集と情報提供
・撮影ボランティアエキストラなどの募集、手配の協力
・国、県、市町村、警察など公的機関への必要な許可申請手続きの案内、協力
・宿泊施設、飲食店、弁当、各種資器材業者、ロケバス車両等の紹介
・ロケハン、ロケーション撮影の同行
・ホームページの開設運営、ＳＮＳによる支援作品の情報発信
・全国ロケ地フェアへの参加、ジャパンＦＣへの加入等を通じたロケーション撮影の誘致
・支援作品を通じた、観光客誘致活動

〔ロケ支援等の状況〕
区

分

平成２８年度

平成２７年度

平成２６年度

１１２件

１１１件

６１件

６１件

５８件

３６件

問い合わせ件数
放送、公開、
出版された実績

５

収益事業
観光ＰＲノベルティー作成事業

決算額

６２８，６８３円（１，５００千円）

収益事業として、開運八社巡りの手ぬぐいと観光名刺の 作成を行った。

６

・申年開運手ぬぐいの作成

３，０００枚

・観光名刺の印刷

３，５００枚

会員等との連携事業
会員との協働・連携事業

決算額

３，５００，３０８円（３，０００千円）

鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合、鳥取県観光施設連絡協議会等と協働で誘客対策事業
を実施した。
鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合活性化委員会への助成
ア 首都圏旅行会社との意見交換会
実施期間：平成２８年５月１７日（火）
開催場所：東京
意見交換会参加者：旅行会社１０社１７名

地元関係者１３名

イ 首都圏旅行会社との意見交換会
実施期間：平成２８年１０月５日
参 加 者：旅行会社１０社１７名

地元関係者１７名

ウ 旅行会社招致現地研修
〈中京圏・中四国圏〉実施期間：平成２８年
参 加 者：旅行会社
〈関西圏〉

９月２８日～２９日

５社１８名

実施期間：平成２８年１０月１２日～１３日
参 加 者：旅行会社

５社１４名

７

会

議

連盟の総会、理事会及び監査を、次のとおり実施した。
（１） 総
①

②

会

通常総会
開催日

平成２８年５月３０日（月）

場

所

倉吉シティホテル

議

事

ア

平成２７年度事業報告について

イ

平成２７年度収支決算報告について

ウ

役員の選任について

臨時総会
開催日

平成２９年３月２７日（月）

場

所

ホテルセントパレス倉吉

議

事

ア

平成２８年度補正予算について

イ

平成２９年度事業計画について

ウ

平成２９年度収支予算について

エ

役員の選任について

オ

定款の変更について

カ

役員の報酬等に関する規程の改正について

（２） 理事会
①

第１回
開催日

平成２８年５月１３日（金）

場

所

倉吉シティホテル

議

題

ア

平成２７年度事業報告について

イ

平成２７年度収支決算報告について

ウ

平成２８年度観光事業功労者及び観光事業優良従業員の表彰について

エ

会員の入・退会について

オ

通常総会の招集について

協議事項
役員の選任について

②

第２回
開催日

平成２８年８月３０日（火）

場

所

ホテルセントパレス倉吉

議

事

ア

役員の選任について

イ

会員の入・退会について

協議事項
定款及び諸規程の改正（案）について

③

第３回
開催日
場

所

議

事

平成２８年１２月１２日（月）
倉吉シティホテル
ア

組織規程の改正について

イ

事務処理規程の改正について

ウ

会計規程の改正について

エ

就業規程の改正について

オ

有期職員就業規則の制定について

カ

育児休業、介護休業等に関する規程の改正について

キ

職員給与規程の改正について

ク

職員退職手当規程の改正について

ケ

旅費規程の改正について

コ

推薦観光みやげ品規程の改正について

サ

観光事業功労者及び優良従業員表彰規程の改正について

シ

会員の入・退会について

ア

鳥取県中部地震風評被害対策について

イ

定款の変更について

ウ

役員の報酬等に関する規程の改正について

協議事項

④

第４回
開催日

平成２９年３月９日（木）

場

所

倉吉シティホテル

議

事

ア

平成２８年度補正予算について

イ

平成２９年度事業計画について

ウ

平成２９年度収支予算について

エ

会員の入会等について

オ

事務所の移転について

カ

臨時総会の招集について

協議事項
役員の選任について

（３） 監

査

実施日

平成２８年５月９日・１０日

場

所

北栄町、倉吉市、鳥取市（連盟事務局内）

事

項

平成２７年度事業実施状況及び決算状況

