
【平成３０年度】山の日気運醸成・自然環境保全活動年間スケジュール
平成30年5月18日　時点

地区 活動名称 活動内容 場　　所 実施予定時期 問い合わせ先

オオキンケイギク駆除活動

特定外来生物に指定され繁茂している「オオキンケイ
ギク」について、自然環境保全活動の一環として、鳥取
県自然保護ボランティア、国交省、市、県民と連携して
駆除

鳥取市若葉台国道29号沿線 5月26日(土)

鳥取県生活環境部
緑豊かな自然課　自然環境保全担当
電　 話：0857-26-7978
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0857-26-7561

鷲峯登山 山頂登山 鳥取市鹿野町鷲峯 5月27日（日）
鳥取市鹿野町総合支所
教育委員会鹿野町分室
電　話：0858-84-2011

第11回扇ノ山山開き 神事・登山イベント 安徳の里姫路公園～扇ノ山山頂 5月27日（日）
八頭町観光協会
電　 話：0858-72-6007
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0858-73-0970

平成30年わかさ氷ノ山夏
山開き

前日には前夜祭を行い松明行進を行う。当日は、山頂
祭として神事を実施し、登山シーズンの安全を祈願す
る。

わかさ氷ノ山（氷太くん駐車場）
（八頭郡若桜町つく米）

6月2日（土）
～3日（日）

わかさ氷ノ山自然ふれあいの里活性化
協議会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

MITSUOKA Adventure
Expreience3 in氷ノ山

氷ノ山スキー場周辺でバイクのスキルチャレンジ、ト
レーニングを実施

わかさ氷ノ山スキー場周辺
（八頭郡若桜町つく米）

6月9日（土）
～10日（日）

氷ノ山山系アウトドアスポーツ大会実行
委員会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

八東ふる里の森イベント 植樹・登山イベント・音楽祭 八東ふる里の森 7月中旬
八東ふる里の森
電　話：0858-84-3799

氷ノ山交流登山ツアー
兵庫県側と鳥取県側の参加者が鳥取県側の氷ノ山か
ら入山し兵庫県側に下山する交流登山ツアーを実施

わかさ氷ノ山
（八頭郡若桜町つく米）

8月11日（土）
わかさ氷ノ山自然ふれあいの里活性化
協議会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

わかさ清流まつり
ニジマス釣り大会を開催し、地域住民が一体となるイベ
ントの実施により、住民のふれあいと地域活性化を促
進し「清流の町わかさ」のＰＲを行う。

八東川流域宮ノ下橋付近
（八頭郡若桜町屋堂羅）

8月12日（日）
千代川漁業協同組合若桜支部/若桜町
にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

わかさ氷ノ山山フェス
自然、食、音楽を氷ノ山国定公園の雄大な自然の中で
満喫できるイベント

わかさ氷ノ山
（八頭郡若桜町つく米）

10月6日（土）予定
わかさ氷ノ山自然ふれあいの里活性化
協議会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

MITSUOKA Adventure
Expreience3 in氷ノ山

氷ノ山スキー場周辺でバイクのスキルチャレンジ、ト
レーニングを実施

わかさ氷ノ山スキー場周辺
（八頭郡若桜町つく米）

10月13日（土）
～14日（日）

氷ノ山山系アウトドアスポーツ大会実行
委員会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

2018わかさ氷ノ山トレイル
レース

氷ノ山の登山道を活用した約20kmのコースを設定しタ
イムレースを実施

わかさ氷ノ山
（八頭郡若桜町つく米）

10月21日（日）
氷ノ山山系アウトドアスポーツ大会実行
委員会/若桜町にぎわい創出課
電　話：0858-82-2238

わかさ氷ノ山スキー場開き
スキーシーズンの安全を祈願し神事を行い。スキー
シーズンの到来を記念したイベントを実施する。

わかさ氷ノ山スキー場
（八頭郡若桜町つく米）

12月15日（土）
若桜町観光協会
電　話：0858-82-2237

木育キャラバンin智頭町
東京おもちゃ美術館から約２００点のおもちゃを取り寄
せて、小さな頃から木に触れ合い親しみのもてる環境
を提供する。

智頭町保健・医療・福祉総合セ
ンター　ほのぼの１階ひだまり
ホール（八頭郡智頭町）

平成31年3月
智頭町山村再生課
電　話：0858-75-3117

わかさ氷ノ山お客様感謝祭
日頃よりのわかさ氷ノ山スキー場ご利用、ご愛顧に感
謝するとともに、３月のお客様の一層の入り込みを図る
ことを目的に各種イベントを実施する。

わかさ氷ノ山スキー場
（八頭郡若桜町つく米）

平成31年3月上
旬
～中旬

氷ノ山観光業者組合
電　話：0858-82-0880

春の海岸・東郷池一斉清
掃

町内の海岸及び東郷池周辺の一斉清掃
ハワイ、宇野、石脇海岸、東郷
池周辺

5月20日（日）
湯梨浜町役場町民課
電　話：0858-35-5318

オオキンケイギク駆除活動
特定外来生物に指定され繁茂している「オオキンケイ
ギク」について、自然環境保全活動の一環として、鳥取
県自然保護ボランティアと連携して駆除

倉吉市みどり町地内（打吹山） 6月5日(火)

鳥取県中部総合事務所
生活環境局生活安全課
電　 話：0858-23-3276
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0858-23-3266

「三徳山」ふれあい自然体
験教室

専門家等の解説を聞きながら三徳山周辺において自
然体験活動

三徳山周辺 8～9月

鳥取県中部総合事務所
生活環境局生活安全課
電　 話：0858-23-3276
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0858-23-3266

東大山古道トレッキング
倉吉市をスタートし琴浦町を巡って大山登頂を目指す
ロングトレイル

倉吉市～琴浦町～大山町
9月14日（金）
～16日（日）

NPO法人未来
電　話：0858-24-5725

琴浦グルメdeめぐるウォー
ク

琴浦町内の特産品を食べながらウォーキングを楽しめ
ます。

船上山（予定） 10月（予定）
琴浦町商工観光課
電　話：0858-55-7801

オオキンケイギク駆除作業
県自然保護ボランティア、地元ボランティア、伯耆町、
県で協力して特定外来生物であるオオキンケイギクの
駆除作業を実施する。

伯耆町小林（「みるくの里」周辺） 5月25日(金)

鳥取県西部総合事務所
生活環境局　生活安全課
電　 話：0859-31-9320
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0859-31-9333

第72回大山夏山開き祭
前夜祭では、２０００人のたいまつ行列が行われる。翌
日の山頂祭では、山頂にて安全祈願祭が行われる。

大神山神社奥宮～博労座
（西伯郡大山町）

6月2日(土)
～3日(日)

大山町観光案内所
（0859-52-2502）

大山山開き（マナーアップ
キャンペーン）

第72回大山夏山開き祭に訪れる沢山の登山者に対し
て、山の日及びマナーアップについての普及啓発活動
（チラシ・グッズの配布）を大山山頂にて行う。

集　合：大山山頂 6月3日(日)

鳥取県西部総合事務所
生活環境局　生活安全課
電　 話：0859-31-9320
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0859-31-9333

第8回大山キャリーダウン・
ボランティア

頂上トイレに堆積した汚泥をボトルに詰め替えて人力
（ボランティア）でふもとまで運びおろす。

受付：大山寺博労座　第４駐車
場

9月9日(日)

鳥取県西部総合事務所
生活環境局　生活安全課
電　 話：0859-31-9320
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0859-31-9333

第83回大山一斉清掃（秋） ゴミ拾い、外来種除去
大山町大山（博労座周辺）
江府町鏡ヶ成
伯耆町桝水高原

10月14日(日)
大山の美化を推進する会事務局
（0859-53-3110）

森林整備体験交流会＆御
墓山探訪

水源涵養林で間伐作業見学・作業体験と古事記ゆかり
の御墓山登山を行う。

日野郡日南町宝谷、阿毘縁 6月16日（土）
日野川の源流と流域を守る会事務局
電　 話：0859-72-2080
（事前申し込み制）

宣揚祭
「ヤマタノオロチ」伝説の舞台として有名な船通山山頂
で毎年行われる神事

船通山（日野郡日南町、島根県
奥出雲町）

7月28日（土）

鳥取県西部総合事務所　日野振興セン
ター日野振興局地域振興課
電　 話：0859-72-2081
ﾌｧｸｼﾐﾘ：0859-72-2072

日野川ラフティング＆生き
物観察会

日野川で川下り体験と自然観察会を開催する。 日野郡日野町中菅 8月中旬
日野川の源流と流域を守る会事務局
電　 話：0859-72-2080
（事前申し込み制）

日野川源流探訪 自然解説を受けながら日野川源流を散策する。 日野郡日南町新屋 9月下旬
日野川の源流と流域を守る会事務局
電　 話：0859-72-2080
（事前申し込み制）

日野川フォトコンテスト
日野川および日野川流域の自然、山森、里山の風景、
流域の人々の生活文化など日野川に関係する写真を
広く募集する。

日野川流域を対象
（募集期間）
6月～9月

日野川の源流と流域を守る会事務局
電　 話：0859-72-2080

東部

西部

日野

中部

※参加希望の活動がある場合は、必ず事前に各問い合わせ先までご連絡ください。
※当該スケジュールは現時点のものであり、今後変更となることもあります。
　なお、スケジュールは緑豊かな自然課ホームページで掲載予定ですので、
　最新情報についてはそちらをご覧ください。
　（鳥取県緑豊かな自然課ＨＰ：http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=81262）


