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ようこそようこそ鳥取県運動取組指針（案）の意見募集結果の概要 

 

 

１ パブリックコメントの実施 

実施期間  平成２７年２月１７日（火）～３月９日（月） 

公募方法  県ホームページ、新聞広告、県民課等関係機関 

応募件数  ２４件 

 

 

２ 意見の概要と対応 

 意見の概要 対応 

第３章 ようこそようこそ鳥取県運動取組指針の具体的内容 

戦略テーマⅠ 全体戦略 魅力ある観光地‘鳥取’の形成 

１ 日本最大級の海岸砂丘「鳥取砂丘」を活用した観光地・鳥取の発信 

 

 

鳥取砂丘が本県を代表する一大観光地として、

他の観光地とは異なる魅力を発信できるよう、滞

留時間延長と駐車場対策を兼ねた三次交通の確

保、道路の石畳化、観光施設看板の色調統一など

により動線と美観を整え、一味違った楽しいスト

リート景観をつくるとともに、観光客がスリバチ

周辺まで足を延ばしてゆっくり楽しめるような

工夫をしていく必要がある。 

ご意見の趣旨につきましては、「１日本最大級の海

岸砂丘「鳥取砂丘」を活用した観光地・鳥取の発信」

の項のうち、特に「①鳥取砂丘を中心とした情報発

信の強化」及び「③鳥取砂丘の観光拠点化の取組」

の項に取組の方向性を盛り込んでいますので、具体

的ご提案については、今後の施策立案の参考とさせ

ていただきます。 

鳥取砂丘の魅力づくりについては、今後も、本県

を代表する魅力ある観光地として情報発信に努める

とともに、地元自治体や観光事業者と連携し、お客

様の滞在時間延長につながるよう着地メニュー造成

等に取り組んでまいります。 

 

観光バスが鳥取砂丘に立ち寄っても、10分ほ

ど歩いて昼食をとったら次の目的地に行ってし

まう光景をよく見る。遊歩道を使って多鯰ケ池な

どの周辺観光地を周るなど滞在時間を延ばす工

夫があればお金も落ち、地域の活性化になるので

はないか。また、駐車場で催し物などを行い、魅

力を発信してリピーターを増やすべき。世界ジオ

パークも観光客の誘致合戦が厳しい。鳥取砂丘と

浦富海岸を一緒にした観光プランが必要ではな

いか。 

ご意見の趣旨につきましては、「１日本最大級の海

岸砂丘「鳥取砂丘」を活用した観光地・鳥取の発信」

の項に取組の方向性を盛り込んでいますので、具体

的ご提案については、今後の施策立案の参考とさせ

ていただきます。  

鳥取砂丘の魅力づくりについては、今後も、本県

を代表する魅力ある観光地として情報発信に努める

とともに、地元自治体や観光事業者と連携し、お客

様の滞在時間延長につながるよう着地メニュー造成

等に取り組んでまいります。 

また、鳥取砂丘や浦富海岸をはじめとした山陰海

岸ジオパークについても、その魅力、楽しみ方を十

分に発信できるよう努めてまいります。 

 

３「かに水揚げ量日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光地・鳥取の発信 

 
 
 
 
 
 
 
 

「かに水揚げ量日本一」の情報発信の際、松葉

がにの水揚げ風景などの画像を合わせて発信す

るなど、リアリティのある露出をすることで、当

地に来てみようというお客様も増えると思う。 

ご意見の趣旨につきましては、「３「かに水揚げ量

日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光

地・鳥取の発信」の項で取組の方向性を盛り込んで

いますので、具体的ご提案については、今後の施策

立案の参考とさせていただき、情報発信に当たって

は、お客様にその魅力をしっかりお届けできる内容

となるよう工夫してまいります。 
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 意見の概要 対応 

３「かに水揚げ量日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光地・鳥取の発信 

 「かに水揚げ量日本一」の情報発信に合わせ

て、かに漁ツアー、市場やセリの見学ツアー等「か

に」にまつわる着地商品が造成できるとよい。 

 

ご意見の趣旨につきましては、「３「かに水揚げ量

日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光

地・鳥取の発信」の項に取組の方向性を盛り込んで

いますので、具体的ご提案については、今後の施策

立案の参考とさせていただき、当地を楽しんでいた

だける着地メニュー造成や訴求力の高いキャンペー

ンの実施に努めてまいります。 

かには主に冬が旬なので、鳥取の食は、冬がメ

インとの誤解を受けないよう、夏の岩牡蠣や白い

か、通年食べられる鳥取和牛などの食材も取り上

げて発信をしていただきたい。 

ご意見の趣旨につきましては、「３「かに水揚げ量

日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光

地・鳥取の発信」の項に取組の方向性を盛り込んで

いますので、具体的ご提案については、今後の施策

立案の参考とさせていただきます。 

食の発信においては、「水揚げ量日本一のかに」の

発信を強化するほか、「もさえび」、「二十世紀梨」を

一例として掲げていますが、年間を通じて楽しめる

鳥取県の豊かな山・海・里の幸を、旬を捉えて発信

してまいります。 

「わったいな」や「道の駅」などで旬の野菜や

特産品を買っても、旅行途中では持ち帰りにくい

が、送るとなると送料が高く、せっかくの「新鮮

で安い」ありがたみが半減する。住民としても、

お中元やお歳暮などの改まった時期でなく、旬の

ものを旬の時期に県外発送すれば「食のみやこ鳥

取県」をＰＲできる。鳥取特産品を県外発送する

際の宅配料金を補助するキャンペーンを実施し

てはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「３「かに水揚げ量

日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光

地・鳥取の発信」の項に取組の方向性を盛り込んで

いますので、具体的ご提案については、今後の施策

立案の参考とさせていただきます。 

「食のみやこ鳥取県」のＰＲにあたり、年間を通

じて楽しめる鳥取県の豊かな山・海・里の幸の魅力

に触れていただき、お土産として選択いただくほか、

その魅力を県外に広く発信できるよう、引き続き取

り組んでまいります。 

「クックパッド」や「ぐるなび」など、食に関

わるＷＥＢサイトとコラボし、梨、ねばりっこ、

砂丘長芋、らっきょう、白ネギ、ブロッコリーな

どの食材を提供し、レシピコンテストを全国展開

してはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「３「かに水揚げ量

日本一」などを活用した豊かな食にあふれた観光

地・鳥取の発信」の項に取組の方向性を盛り込んで

いますので、具体的ご提案については、今後の施策

立案の参考とさせていただきます。 

二十世紀梨、砂丘長芋、らっきょう、白ネギなど

「食のみやこ鳥取県」の食材を活かしたレシピコン

テストはこれまでも実施しておりますが、鳥取県の

豊かな山・海・里の幸の魅力を県外に広く発信でき

るよう、引き続き取り組んでまいります。 

４ 「鳥取ならでは」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツーリズムの展開 

県内各地域にたくさんある郷土食を、観光素材と

して発信できるよう、掘りおこしを行う機会（場）

を設け、観光素材となりうる郷土食を絞り込んで、

食の新たな目玉素材として県外へ発信していく事

が出来ればよいと思う。各地の物産展での販売や、

鳥取ゆかりの飲食店で提供するほか、県内飲食店や

道の駅レストラン等でも提供するとよい。県内の食

文化の活性化にも繋がると思われる。 

 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならでは」

の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツ

ーリズムの展開」の項のうち、特に「①鳥取ならで

はの観光資源の磨き上げと体験型メニュー造成」及

び「③田舎暮らし体験など特色あるツーリズムの推

進」の項に取組の方向性を盛り込んでいますので、

具体的ご提案については、今後の施策立案の参考と

させていただきます。 

なお、地元観光団体、観光事業者等が連携して行

う観光素材（食を含む）磨き上げの取組について支

援していくこととしており、また、旅の楽しみの重 
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 意見の概要 対応 

４ 「鳥取ならでは」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツーリズムの展開 

  

 

 

要な要素として、当地ならではの食の魅力を引き続

き発信してまいります。 

 

スポーツツーリズムの展開にあたり、手ぶ

らでOKな「道具・衣装のすべて揃った体験パ

ック」があれば、初心者もすぐにチャレンジ

できるし、自分の道具・衣装が欲しくなり、

運動を始めるきっかけにつながり、アウトド

ア旅行の普及促進になるのではないか。また、

ファッションは女性の楽しみのひとつ。おし

ゃれなウェアとともにファッション雑誌で情

報発信することで、旅行・アウトドア目的で

はない客層も獲得できるのではないか。 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならでは」

の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツ

ーリズムの展開」の項のうち、特に「①鳥取ならで

はの観光資源の磨き上げと体験型メニュー造成」及

び「２歴史が息づく霊峰、スポーツリゾート大山の

ブランドイメージ形成」の項のうち、特に「②大山

を拠点としたスポーツツーリズムの推進」の項に取

組の方向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案

については、今後の施策立案の参考とさせていただ

きます。 

スポーツツーリズムを推進していくうえで、どな

たでも安心して取り組んでいただける環境づくりは

重要と認識しており、引き続き着地メニューの造成

を支援していくとともに、新たな客層の獲得のため、

情報発信の媒体選択にも工夫をしてまいります。 

 

西部では、大山、中海、とっとり花回廊、

米子水鳥公園等を宣伝して登山などを楽しん

でもらう体制がとれるはずだ。 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならでは」

の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツ

ーリズムの展開」の項のうち、特に「①鳥取ならで

はの観光資源の磨き上げと体験型メニュー造成」及

び「２歴史が息づく霊峰、スポーツリゾート大山の

ブランドイメージ形成」の項のうち、特に「②大山

を拠点としたスポーツツーリズムの推進」の項に取

組の方向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案

については、今後の施策立案の参考とさせていただ

き、大山を拠点としたスポーツツーリズムの推進と

周遊観光の提案に努めてまいります。 

 

鳥取県には、波乗りのできる海岸線が豊富にあ

り、サーファーにはとても魅力的な場所だが、そ

の豊かな自然の魅力が観光誘客に利用されてい

ないことはもったいない。国内の誘客戦略のひと

つとして、特に宿泊が期待できる首都圏在住のサ

ーファー向けに、豊かな自然とサーフィンに適し

た波があることを、もっと広告宣伝していくこと

を提案する。 

また、ビーチに来るすべての人が気持ちよく過

ごせるよう、駐車場の整備やトイレのバリアフリ

ー化など清潔で快適に過ごせる環境づくりが必

要。 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならでは」

の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツ

ーリズムの展開」の項のうち、特に「①鳥取ならで

はの観光資源の磨き上げと体験型メニュー造成」の

項及び、「６ お客様の心に響くおもてなしの向上」

の項のうち「③誰もが安心して楽しめる観光地づく

り」に取組の方向性を盛り込んでいますので、具体

的ご提案については、今後の施策立案の参考とさせ

ていただきます。 

鳥取県の豊かな自然の楽しみ方を、首都圏に向

けてもお届けできるよう、発信に努めてまいりま

すとともに、誰もが安心して楽しめる観光地づく

りのため、施設管理者に働きかけるなど受入態勢

整備を推進してまいります。  
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 意見の概要 対応 

４ 鳥取ならではの素材を生かした観光資源の磨き上げと特色あるツーリズムの展開 

 空き家や、空き畑で週末農家業を楽しむような

プランが面白いのでは。 

 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならで

は」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色

あるツーリズムの展開」の項のうち、特に「③田

舎暮らし体験など特色あるツーリズムの推進」の

項に取組の方向性を盛り込んでいますので、具体

的ご提案については、今後の施策立案の参考とさ

せていただき、四季折々の農山漁村の暮らしに触

れる特色あるツーリズムを推進してまいりま

す。 

 

おじいちゃんや親戚のおじさんの家に行くよ

うな感覚で小中学生が親元を離れて数日間過ご

す夏休みのホームステイの様な体験型旅行をや

ってはどうか。野菜収穫なども盛り込み、親子そ

ろっての参加も期待できるほか、学生のサークル

合宿などの利用も期待できる。 

 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならで

は」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色

あるツーリズムの展開」の項のうち、特に「③田

舎暮らし体験など特色あるツーリズムの推進」の

項及び、「戦略テーマⅡ 国内誘客戦略 、３ ＭＩ

ＣＥや教育旅行等誘致による来訪機会の拡大」の

項のうち、「②教育旅行やスポーツイベント等の誘

致促進」の項に取組の方向性を盛り込んでいます

ので、具体的ご提案については、今後の施策立案

の参考とさせていただき、四季折々の農山漁村の

暮らしに触れる特色あるツーリズムや教育旅行

を推進してまいります。 

 

情報発信に、「鳥取砂丘コナン空港」を追加す

べき。鳥取砂丘コナン空港を活用した国際チャー

ター便の活発化が期待できる。 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならで

は」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色

あるツーリズムの展開」の項のうち、特に「②ま

んがを生かした観光誘客の推進」及び、「戦略テー

マⅢ 海外誘客戦略、 ２ 航路の安定運航と多彩な

玄関口の設定」の項のうち②国際チャーター便就

航・クルーズ客船寄港の誘致」の項に取組の方向

性を盛り込んでいますので、具体的ご提案につい

ては、今後の施策立案の参考とさせていただき、

クールジャパンと言われ、海外への訴求力の高い

まんが・アニメの名称を冠した県内空港（鳥取砂

丘コナン空港、米子鬼太郎空港）を活用して、引

き続き、国際チャーター便の就航を進めてまいり

ます。 

 

 「鳥取砂丘コナン空港」の愛称がついたので、

「青山剛昌ふるさと館」に来ていただけるよう全

国に広めていくべき。空港から「青山剛昌ふるさ

と館」までは直通バスがないので、バスを走らせ

県中部の観光地にも停留所をつくり、交通アクセ

スを便利にしていくことが必要。「青山剛昌ふる

さと館」から「水木しげるロード」まで直通バス

を走らせてまんが王国としての宣伝も兼ねては

どうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「４「鳥取ならで

は」の素材を生かした観光資源の磨き上げと特色

あるツーリズムの展開」の項のうち、特に「②ま

んがを生かした観光誘客の推進」の項に取組の方

向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案につ

いては、今後の施策立案の参考とさせていただき、

交通アクセス向上をはじめ、県内の観光地を周遊

していただきやすいツアーバスの設定支援などに

努めるとともに、「まんが王国とっとり」ならでは

の魅力発信と旅行商品造成に努めてまいります。 
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 意見の概要 対応 

５ 周遊性を高める仕組みづくりと情報・アクセスの整備充実 

 二次交通としてレンタカーを利用する観光客が

増えており、県内を自由に回遊出来る条件を持つ来

訪者が多く存在することから、コースが限られた定

期観光バス商品とは別に、テーマ性（県内のグルメ、

自然、神社・仏閣、景色など）を持たせたドライビ

ングコースを設定し、各レンタカー業者や道の駅等

に配架してはどうか  

ご意見の趣旨につきましては、「５ 周遊性を高

める仕組みづくりと情報・アクセスの整備充実」

の項のうち、特に「①周遊力を高める仕組みづく

り」の項に取組の方向性を盛り込んでいますので、

具体的ご提案については、今後の施策立案の参考

とさせていただき、周遊性を高める効果的な情報

発信に取り組んでまいります。 

列車到着時刻とツアーバスの発車時刻を合せる

など、公共交通機関を使用しても無駄なく観光でき

るシステムづくりが必要。せっかく旅を企画して

も、接続が悪くてスムーズにまわれないのは残念。 

ご意見の趣旨につきましては、「５ 周遊性を高

める仕組みづくりと情報・アクセスの整備充実」

の項のうち、特に「③二次交通の確保と定期観光

バス商品の充実」の項に取組の方向性を盛り込ん

でいますので、具体的ご提案については、今後の

施策立案の参考とさせていただき、お客様がスム

ーズに観光地を周遊いただけるよう交通事業者、

観光事業者と連携して、アクセス確保充実に努め

てまいります。 

６ お客様の心に響くおもてなしの向上 

 おもてなし向上の取り組みを一方的に投げかけ

ても、おもてなしとは県民一人ひとりの心がけの問

題であるので、行政と県民（地域リーダーなど）が

合同でおもてなし事業に取り組めるようなチーム

を作り上げてはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「６ お客様の心

に響くおもてなしの向上」の項に取組の方向性を

盛り込んでいますので、具体的ご提案については、

今後の施策立案の参考とさせていただき、県民一

人ひとりが観光の担い手として活躍いただけるよ

う検討してまいります。 

地域の周辺ぐらいは地元できれいにしていくく

らいのことがないと観光客のリピーターは難しい。

市町村が考えるべきだ。特に鳥取砂丘の美化が必

要。 

 

ご意見の趣旨につきましては、「６ お客様の心

に響くおもてなしの向上」の項に取組の方向性を

盛り込んでいますので、具体的ご提案については、

今後の施策立案の参考とさせていただき、県民一

人ひとりが観光の担い手として活躍いただけるよ

うおもてなし向上の取組を推進してまいります。 

転勤族の家族を観光大使と考えてはどうか。縁あ

って鳥取県に居住している身としては、自虐ネタで

あってもおおらかに盛り上がってほしいし、自虐ネ

タばかりでない良いところもたくさん発見したい。

そしてそれらを胸を張って自分の身近な人たちに

伝えていきたい。 

ご意見の趣旨につきましては、「６ お客様の心

に響くおもてなしの向上」の項に取組の方向性を

盛り込んでいますので、具体的ご提案については、

今後の施策立案の参考とさせていただき、県民一

人ひとりが観光の担い手として活躍いただけるよ

うおもてなし向上の取組を推進してまいります。 

ＩターンやＵターンの人々には手厚いフォロー

があるが、転勤族の家族は長期滞在の観光客のよう

なものであり、転出してからもコアなファンになり

親戚、友人、知人を呼び込んでもらえる可能性をも

っている。市役所等での転入手続きの際、鳥取の観

光案内やツアー企画などの資料を同封するなど、鳥

取に魅力を感じて県外に発信したいと思わせるよ

うな観光キャンペーンを実施してはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「６ お客様の心

に響くおもてなしの向上」の項に、取組の方向性

を盛り込んでいますので、具体的ご提案について

は、今後の施策立案の参考とさせていただきます。 

「第１章 ２鳥取県観光の現状と課題」の項でも

触れていますとおり、「県民が県内で旅行を楽しむ

機会を創ることで、県民が当地の観光資源の魅力

を知り、おもてなしの機運を醸成すること」も大

切な視点と考えており、縁あって鳥取県に転入く

ださった皆様に、鳥取県のファンになっていただ

けるよう、転入時の情報提供をはじめ情報伝達に

つきまして、市町村とも連携して取り組んでまい

ります。 
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 意見の概要 対応 

戦略テーマⅡ 国内誘客戦略 

１ 誘客キャンペーンと戦略的な情報発信・誘客の展開 

 旅の口コミサイトなどの情報を閲覧にあたり、ま

ず、風景やおみやげ品の写真を見て、気になるもの

があれば本文を読み始める。自然・レアなおみや

げ・おいしそうな食事・情趣ある宿が揃っていたら、

ぜひ行ってみたいと思う。SNSなどの情報発信に当

たっては、季節感のある新鮮な写真素材が目を惹

き、心を惹きつけるのではないか。 

ご意見の趣旨につきましては、「１ 誘客キャン

ペーンと戦略的な情報発信・誘客の展開」の項のう

ち、「②戦略的な情報発信の展開」の項に取組の方

向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案につい

ては、今後の施策立案の参考とさせていただき、 

観光情報の発信にあたっては、お客様に届くも

のとなるよう努めてまいります。 

親類縁者が鳥取観光に来るように誘致したら、ポ

イントが付与され、特産品をプレゼントするような

友達誘客キャンペーンを実施してはどうか。 

また、飛行機利用促進のため、交通費の一部でも補

助するキャンペーンを実施してはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「１ 誘客キャン

ペーンと戦略的な情報発信・誘客の展開」の項のう

ち、「①観光キャンペーンの展開」の項に取組の方

向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案につい

ては、今後の施策立案の参考とさせていただます。   

なお、これまでも鳥取県内の宿泊施設にお泊りい

ただくと、抽選で旬のかにをプレゼントする「ウェ

ルカニキャンペーン」、本県に来訪する際４名以上

のグループで飛行機をご利用いただくと、航空運賃

の一部をキャッシュバックするキャンペーンなど

を実施しておりますが、今後も、機会を捉えて旅行

会社や交通事業者等と連携した観光キャンペーン

を展開するほか、ご友人・知人の皆様にも紹介いた

だけるよう、情報発信に努めてまいります。 

鳥取旅行の様子をトリップアドバイザーなどの

旅行サイトに投稿したら、ポイントが付与され、特

産品をプレゼントするような旅行サイト投稿キャ

ンペーンを実施してはどうか。 

ご意見の趣旨につきましては、「１ 誘客キャン

ペーンと戦略的な情報発信・誘客の展開」の項のう

ち、「②戦略的な情報発信の展開」の項に取組の方

向性を盛り込んでいますので、具体的ご提案につい

ては、今後の施策立案の参考とさせていただき、 

鳥取県においでになった皆様に、鳥取県の魅力を発

信いただけるよう、効果的な手法を検討してまいり

ます。 

 


