平成２９年度事業報告

１ 事業計画案
事業名

（ 単位：円）
内

容

エコツーリ
ズムメニュ
ーの磨き上
げ事業
○日野郡観光商品造成及びモニターツアーの実施（委託・継続）
※県外旅行会社 下電観光(株)とタイアップ
（１）モニターツアー「夜空に輝く満天の星空天体観察」
・日程 平成 29 年 10 月 21 日（土）：19 人、11 月 26（日）：13 人
（定員 20 名）
・行程 岡山発→道の駅奥大山（買物）→泉龍寺参拝→古民家山の神（食
事）→星空観察（ゆきんこ村）→岡山
※11/26 は泉龍寺の前にオシドリ観察小屋に立ち寄った。
・参加料 3,900 円（モニター価格）
・車中ガイド
日南町観光協会 宮﨑会長
・実施結果 （参加者の意見 アンケートから）
・悪天候のため星空観察ができなかったこと以外は、概ね参加者に良
い評価をしていただけた。
・特に泉龍寺のご住職のお話と古民家の雰囲気や料理の評価が高かっ
た。
・商品価格としては、半数以上の人が 5 千円～7 千円が適当と答えていた
が、３割の人は、7 千円～9 千円と答えており、星空が見えていれば、こ
の価格帯の回答が増えたかもしれないと思われる。
・今回のモニターツアーは、２回とも悪天候と重なってしまったため、
日南町の星空観察の評価検証にならなかったのが残念。

（２）日野郡観光素材集の更新
・昨年度、ツアー造成チームのミーティングで
作成した素材集のおすすめプラン「ヒメボタ
ル宿泊プラン」のモデルを起用した紹介ペー
ジや「金持テラスひの」などを追加。旅行会
社や宿泊施設への PR に使用する。
→作成部数 100 部（20 頁）
→主な配布先 JTB、フジトラベル、下電観光
バス、チロル観光、県観光連盟など

事業費
2,354,566
(2,275,000)
521,464
(380,000)

○「たたらんち」の開発・情報発信
（１）観光資源の磨き上げ（観光連盟連携事業 3 年目）
※アドバイザー料：県観光連盟 実施経費：交流協
＜広域周遊コースづくり＞
●宿泊施設タイアッププラン
・皆生温泉でのたたらんちクーポン配布（利用実績：5 枚）
・期間 平成 29 年 11 月 23 日～2 月 28 日
・内容 期間中、たたらんちの店舗のメニューが 100 円引
・皆生温泉から金持神社を旅の目的とした周遊プランを作成し、日野
路往来に掲載。
＜たたらんちの磨き上げ及び情報発信＞
●デビューキャンペーン 平成 29 年 4 月 29 日～8 月 31 日（応募 35 件）
・たたらんちと観光スポット又はお買い物で日野郡の特産品が
当たるキャンペーンを実施。
・並行して、各町のたたらんちを食べると 500 円オフのスタンプラリ
ーを実施（実績 8 件）
●各部門開発及び情報発信
・春・夏・秋・冬バージョン開発
・日野高生をモデルにしてリーフレット及びポスター作成
→リーフレット：1 万部、ポスター：200 部
・1300 年祭バージョン（日野高生考案デザートの使用）、
・たたらんちのプロモートに併せ、新バージョンを検討中。
●たたらんちミーティング及び試作検討会（5 月～3 月：全 6 回）
・1300 年祭バージョン等、各バージョンの開発や提供方法、今後のたた
らんちの展開などについて検討した。
●イベント出店「テゴネット地域自慢フェスタ」
・期間 平成 29 年 11 月 23 日（木・祝）～26 日（日）
・場所
米子天満屋 ４階空き店舗・いこいの泉周辺
・内容
地元の景勝地や歴史遺産の展示、地元自慢の一品
メニューの試食販売でランチと日野郡観光を PR。
・メニュー たたらんちバーガー（11/23）
たたらんち弁当(11/25) ※両日とも 100 食完売。

633,546
(695,000)

＜ホームページ維持管理＞
・アクセス解析の設定
・アクセス・観光ページの更新（スキー場、開運神社の追加等）

〈大山開山 1300 年祭実行委員会協働・連携事業〉
（２）日野郡３町三色「たたらんち」を活用した情報発信事業
＜「たたらんち」お披露目会＞
・日 時 平成 29 年 4 月 27 日（木）午後 2 時 30 分から 4 時 30 分
・場 所 日野町山村開発センター
・参加者 ６０名
・内 容
【第1部】 日野郡の魅力紹介（日野郡内の観光スポット、“たたらんち

”の取組や大山・西部広域との観光連携取組等）
【第 2 部】“たたらんち”お披露目会（試食会）
【第 3 部】“たたらんち大山開山 1300 年祭バージョン”の紹介

1,199,556
(1,200,000)
413,747

＜情報発信＞
・関西・中四国じゃらん 8、9 月号掲載
・中四国 CATV 34 局 200 万世帯に 30 秒間 CM（８月）
・じゃらんｎｅｔ 観光ガイドページに掲載

＜ＳＮＳ情報発信及び地域サポーター育成事業＞
●ブロガー周遊ツアー 平成 29 年 11 月 6 日（月）・7 日（火）
・参加者 ブロガー3 名（カメラマン、フリーアナウンサー、SNS
講師）、前田 P、地域サポーターと共に周遊。計 16 人
・コース
（6 日）江府町→溝口経由県道 45 号線で枡水方面へ→枡水高原→ブナの
トンネル→鍵掛峠→木谷沢→
（A 班）「休暇村（昼食）→アペゼ→サントリー→道の駅奥大山
→門脇旅館（宿泊）
（B 班）リバーサイドひの（昼食）→ラフティング→大岩酒造
見学→道の駅奥大山→門脇旅館（宿泊）
（7 日）江府町→金持神社→都合山たたら→日南邑（昼食）→石霞
渓→道の駅日野川の郷→古民家かつみや→ときわすれ清水屋
→江府町解散

●地域サポーター研修
・受講者 15 人（行政、観光協会、地域の方、協力隊など）

785,809

・ＳＮＳを活用して地域の情報を発信していただけるサポーターの育成と研

修を実施。
・共有 FB「鳥取の奥座敷日野郡」を設置し、週１回のペースでサポーターが
情報をアップする仕組みづくりを行った。
[第１回]キックオフとたたらの楽校で宝探し（好きな場所を撮影する）
平成 29 年 10 月 3 日（日野町：たたらの楽校根雨楽舎）
[第２回]情報発信ツール（共有 FB）の立上げと道の駅の情報発信
平成 29 年 11 月 24 日（日南町：道の駅日野川の郷）
[第３回] FB 鳥取の奥座敷日野郡の活用と木谷沢スノーシュー体験・情
報発信
平成 30 年 1 月 25 日（江府町：エバーランド奥大山、木谷沢）
エ コ ツ ー リ ○ガイド研修参加費（受講料又は旅費）を支援
ズムのガイ
ド育成事業 ・対象：会員
・内容：他県や県内で開催されるガイド育成セミナーや現地視察に係る経
費を支援するため、次のセミナーを案内したが希望者がなかっ
た。
→とき：平成 30 年 1 月 23 日 新春インバウンドセミナー
→会場：松江市
→基調講演
「我が国の観光を巡る現状と今後～山陰から考える～」
国土交通省観光庁観光地域振興部部長 米村猛
日野郡の情報 ○日野郡の魅力をＰＲするガイドブック「日野路往来」及び英語版の
発信事業
版下作成

0
(80,000)

359,640
(432,000)

・平成 30 年の大山開山 1300 年祭、
山陰ディスティネーションキャン
ペーンに向け、平成 29 年度の各事
業の反応を踏まえて、皆生温泉・米
子駅周辺からの周遊コースを追
加。
・英訳版の版下デザインを作成。
・平成 30 年度予算で印刷を実施す
ることで、例年 8,000 部の印刷を
増刷対応する。

会議等

○総会等開催に係る経費（講師謝金を含む）
【総会】
・日時 平成 29 年 4 月 14 日（金）14 時 30 分～15 時 45 分
・場所 ふるさと日南邑ファームイン
・内容 平成 28 年度事業報告及び収支決算、平成 29 年度事業計画
（案）及び収支予算（案）、役員改選

61,568
(45,197)

【講演会】
・時間 16 時～17 時
・講師 ホテルハーベストイン米子 支配人 宮倉正樹 氏
・内容 インバウンドについて
【幹事会】（2 回開催）
＜第１回＞
・日時 平成 29 年 10 月 12 日（水）13 時 30 分～15 時
・内容 事業の取組状況、地域サポーター育成事業、予算要求に向
けた平成 30 年度事業計画案及び収支予算案、日野郡「た
たらんち」推進委員会の組織及び会計
＜第２回＞
・日時 平成 30 年 3 月 13 日（火） 午後 1 時 30 分～
・内容 平成 29 年度収支決算見込、平成 30 年度事業計画
及び収支予算案について、平成 30 年度総会の開催
について
合 計
※（ ）内は当初予算額

2,775,774
(2,832,197)

