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八頭町

香美町

新温泉町

●乗ろう鳥取市！推進事業
　　【現状】　　・H28.11.27に「鳥取すごいライド」を実施予定。
　　　・参加申込者：ロング（105㌔）432人、ショート94人（50㌔）
●仁風閣美装化等事業
　　【現状】　　・H28.12月上旬　外壁補修等完了予定

鳥取市

●観光PRキャラバン
●観光情報発信事業

岩美町

●高速バスドロップイン促進事業
●氷ノ山集客促進事業

若桜町

●観光2次交通確保＆観光起爆剤としての超小型モビリティ導入 智頭町

●ミニＳＬ博物館及びミニＳＬ実車場整備

●マスメディアによる魅力発信事業

香美町

新温泉町

海幸山幸観光ルート創出

●鳥取東部・兵庫北但西部圏域のルート開発（Gバス運行を含む）
●広域観光広報・営業活動
　　【現状】（９月末現在）
　　・Ｇｅｏコース（日曜日）：5/14-9/25、運行回数20回、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗車人数219人、乗車率27.4％
　　・Ｇｒｅｅｎコース（土曜日）：5/14-9/25、運行回数18回、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乗車人数122人、乗車率16.9％
　　・原風景コース（日曜日）：10/9-12/18、運行回数12回（予定）

海外プロモーション活動

●外国人誘客促進アプリの導入
　昭文社開発の外国人観光客向けアプリ「DiGJAPAN!」に鳥取県東部・
兵庫県北但西部地域の情報を掲載
　　【現状】
　　・H28.9.30より、「DiGJAPAN!」アプリに本エリアを追加し、1市
　　　6町の地図情報をはじめ、観光スポットやグルメ、観光地ま
　　　での二次交通手段等の情報を発信中

電子観光情報発信システム
構築
（新規）

●ウェブマガジンによる観光情報提供
　楽天トラベルとの連動により情報発信を行っているウェブマガジン「旅
色」に鳥取県東部・兵庫県北但西部地域の情報を掲載
　　【現状】
　　・H28.6.20～21、女優「清水富美加」が1市6町で撮影
　　・主な撮影箇所：鳥取市（鳥取砂丘）、岩美町（浦富海岸）、
　　　八頭町（大江ノ郷）、智頭町（石谷家住宅）、
      若桜町（若桜駅）、香美町（余部鉄橋）、新温泉町（温泉街）
　　・H28.8.5より、各市町の公式HPをはじめ、観光協会等関係
　　　機関のHPに公開し、四季折々の魅力を発信中

広域観光グランドデザイン

●基礎調査に基づくグランドデザイン策定
・１市６町関係者で構成する策定委員会（仮）での協議及び策定
・グランドデザイン冊子、概要版パンフレット等作成
・ＤＭＯについて
　　【現状】
　　・H28.8.2　　 第1回策定委員会　開催
　　・H28.10.24　第2回策定委員会　開催
　　・H28.12　　　第3回策定委員会　開催予定

観光ガイドアプリ開発・設置

●観光ガイドアプリの維持更新
　　【現状】
　　・H27年度に作成したARアプリの維持管理費
　　・ARアプリ対応写真をパンフ等に設置する際の調整作業
　　　　（よりARマーカーを読み込みやすくする作業）の実施
　　・ARアプリのマーカー及び映像等の変更（今年度は実績なし）

平成２８年度　観光振興連携事業

観光素材磨き上げ（各自治
体）

八頭町

資料 ３



鳥取市

岩美町

若桜町

智頭町

八頭町

香美町

新温泉町

総計

鳥取市 31,106

岩美町 11,014

若桜町 20,215

智頭町 12,173

八頭町 31,090

香美町 #VALUE!

新温泉町 7,471

合計 #VALUE!

各自治体金額内訳

平成２８年度合計

首都圏・関西圏観光ＰＲ及
び移住定住相談会の実施

●県外への情報発信の実施（ＨＰ、相談会等）
●東部圏域移住希望者へお試し体験実施
●その他各自治体移住定住施策



事業費 交付金 事業費計 備考

1,252 1,252

1,252 1,252

1,252 1,252

1,252 1,252

1,252 1,252

1,252 1,252

1,252 1,252

8,908 8,908

1,351 1,351

776 776

1,028 1,028

752 752

単独実施 単独実施

単独実施 単独実施

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

－ －

－ －

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

11,532 11,532 報償費 310

540 540 旅費 1,721

2,540 2,540 需用費 3,772

540 540 役務費 164

5,737 4,016 委託料 14,772

540 540 使用料及び賃借料1,230

540 540

8,048 8,048

・乗ろう鳥取市！推進事業4,135千円
（需用費22千円、委託料4,113千円）
・仁風閣美装化等事業3,913千円（ハード事業）
（需要費3,597千円、備品購入費316千円）

2,923 2,645
・観光PRキャラバン　（チラシ、広告、旅費）1,579千
円 （旅費278千円、需用費1,156千円、役務費100千
円、使用料及び賃借料45千円）

7,007 6,207
・高速バスドロップイン促進事業3,200千円（補助金）
・氷ノ山集客促進事業3,807千円（旅費800千円、補
助金2,407千円、負担金600千円）

5,840 5,840
・智頭町超小型モビリティ導入事業（補助金）5,840
千円
・ミニＳＬ博物館及びミニＳＬ実車場整備3,400千円
（委託料・ハード事業）
・マスメディアによる魅力発信事業15,000千円（委託
料）

0 0

0 0

12,815

18,400

7,000
・ウェブマガジンによる観光情報提供7,000千円（委
託料）
　鳥取市への負担金

8,764
・グランドデザイン策定（委託料）
　鳥取市への負担金

500 ・鳥取・因幡観光ネットワーク協議会の負担金

・鳥取・因幡観光ネットワーク協議会への負担金
　協議会運営10,000千円
　Gバス2,815千円
※智頭町Ｇバス463千円だが、予算は500千円で計
上

21,969

・外国人誘客促進アプリ導入7,560千円（委託料）
　※鳥取市への負担金
・砂の美術館インバウンド対策事業7,212千円（委託
料）
・若桜町　海外向けパンフレット作成2,000千円（需
用費）
・八頭町　海外プロモーション活動5,197千円
（台湾分旅費450千円、韓国分報償費310千円、旅
費1,271千円、需用費1,772千円、役務費164千円、
使用料及び賃借料1,230千円）

21,969

42,218

18,400



266 125
・移住定住相談会266千円
（旅費141千円、役務費6千円、使用料119千円）

3,848 3,133
・移住定住相談会（ふるさと回帰フェア含む）676千
円

7,540 6,900
・移住定住相談会840千円（旅費640千円、負担金
200千円）

2,413 1,137
・移住定住相談会330千円
（旅費125千円、通信運搬費5千円、使用料200千

3,849 3,426
・移住定住相談会423千円（旅費）
・移住定住相談員設置事業2,226千円

7,500 7,120
・移住定住に関する相談事業2,000千円（委託料）
・空き家を活用したオフィス誘致事業4,860千円（委

4,679 4,513
・移住定住相談会400千円（旅費166千円、需用費
15千円、使用料及び賃借料9千円、負担金200千

123,361 116,821 123,361

連携分 単独分

15,846 15,260

4,919 6,095

4,508 15,707

4,250 7,923

4,067 27,023

3,432 6,860

3,182 4,289

40,204 83,157

123,361

各自治体金額内訳

30,095


