
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

地域資源を活用した地域活性化 

①コナンのまちづくりのステップアップ

・オブジェ等の修景整備について、上半期中にブロンズ像（1体）設
置工事を発注する。併せて、蘭ちゃん通り、新一通りの愛称命名に
ついて、版権元の許諾を取り付け、コナン通り（2基）並びに蘭ちゃ
ん通り（1基）の名称入り表示サインの設置工事を発注する。
・コナン君着ぐるみの借り受け手続きと着ぐるみ制作を完了させる。
併せて、演者、アテンド人員の演技指導に係る講習会を実施す
る。
・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致に向けて、可能性の高い沿
道の関係先と調整する。
・巨大迷路の内容をリニューアルさせ、目標入場者数の達成を目
指して、観光協会と連携実施する。（9月末時点で入場者1万4千人
以上）

・オブジェ等の修景整備について、設置場所の選定に難航して
おり、ブロンズ像（1体）、コナン通り（2基）並びに蘭ちゃん通り（1
基）の名称入り表示サインの設置工事を発注に至っていない。
・コナン君着ぐるみの借り受け手続きと着ぐるみ制作を完了さ
せ、演者、アテンド人員の演技指導に係る講習会を実施した。
・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致に向けて、沿道の複数の
誘致候補先と調整し、町図書館を誘致先に定めた。
・巨大迷路の内容をリニューアルさせ、観光協会と連携実施し、
9月末時点で入場者数21,707人を達成した（目標の155.1％）。

・オブジェ等の修景整備について、３月末にブロンズ像（1体）、コナ
ン通り表示サイン（2基）の設置が完了する見込み。蘭ちゃん通りの
名称入り表示サイン（1基）を設置予定であったが設置場所の選定
が難航し、設置に至たらない見込み。
・コナン君着ぐるみの借り受け手続きと着ぐるみ制作を完了させ、
演者、アテンド人員の演技指導に係る講習会を実施した。青山剛
昌ふるさと館でのイベントのほか、県内外での観光ＰＲイベント等で
も活用している。
・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致について、移動式店舗の誘
致に向けて、沿道の町図書館を誘致先に定め、誘致を進めたが、
実現に至らなかった。
・巨大迷路について、観光協会と連携を図り、期間中の入場者数
は22,091人となった。（目標の147.3％）

②マンガ文化の定着・発信

・小学校は各学年1時間、中学校は部活動で継続開催を立案し、開
始する。また、コナンファン向けのマンガイラストコンテストの作品募集
を行い、審査の準備を進める。
・青山剛昌先生と話そうＤＡＹの開催に向け、 版権元や先生側に依
頼し、イベントを企画立案する。

・9月末時点で、大栄小学校では3日間、北条小学校では2日間
（9/10大雨で休校のため11/12に延期）、大栄中学校と北条中学
校では3日間のマンガイラスト教室やマンガ講座を実施した。今
後、大栄小で3日間、北条小で4日間のイラスト教室等を実施予
定。また、一般住民向けのマンガ講座を12月1日に実施予定。
・7月2日～9月14日までマンガイラストコンテストの作品募集を行い
815点が集まった。また、話そうDAYは来年1月3日に開催予定と
なった。

・年間を通して、大栄・北条小学校で6日間、大栄・北条中学校で3
日のマンガイラスト教室やマンガ講座を実施するとともに、一般住
民向けのマンガ講座も12月1日に実施した。また、1月3日開催の話
そうＤＡＹの中で、マンガイラストコンテストの結果発表を行うなど
「コナンのまち」「まんがのまち」として町内外にＰＲすることができ
た。
・町内の小中学生が作成したイラスト作品（35点）を中央公民館（北
条）と北栄町図書館（大栄）で展示した。

③北栄砂丘まつりの開催

・会場変更に係る諸々の調整、手続を滞りなく完遂し、例年並みの来
場者を集めてまつりを開催する。（来場者1万5千人以上）
・実行委員の協力を仰ぎ、寄付金の決算額150万円以上を集める。

・会場変更に係る諸々の調整、手続を滞りなく完遂してまつりを開
催し、例年並みの来場者約２万人を集め、成功させた（目標の
133.3％）。
・実行委員の協力により、決算額として193万9千円の寄付金を集
めた（目標の129.3％）。

・実行委員会にて、来年度も引き続きお台場公園を会場としてまつ
りを開催する方針を決定した。

観光振興（観光を「業」とし、経済効果を高める）

①観光振興組織の活性化・自立化に向けた支援

・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致に向けて、特に事務局次長と
関係先へ調整し、実現に漕ぎ着ける。
・観光協会において、オリジナルの「コナンポロシャツ」と「コナン通り
公式ガイドブック」の他、新規プラン1件を開発し、販売する。
・町内の関係先と調整し、新規商品1件を開発する。
・鳥取中部観光推進機構や県観光連盟へ旅行プランや観光情報を
提供してプロモーションに活用させるとともに、必要に応じてプロモー
ションや商談の機会に同行して、旅行業者やメディアなどに北栄町の
ネタを売り込む。（9月末までに商談会に2件以上参加）

・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致に向けて、特に事務局次長
とともに関係先へ調整し、誘致先を決めた。また、にぎわい創出に
つながる催事の開催に向けて、実行委員会会議など準備段階か
ら支援を行なったが、台風24号の影響により中止となった。（9月30
日開催予定であった）
・観光協会のグッズ造成において、オリジナルの「コナンポロシャ
ツ」と「コナンフレーム切手＆ポストカードセット」、「コナンフェイスタ
オル」の計3件を新規商品として開発し、販売した。
・ふるさと館と調整し、新規の着地型旅行プラン2件を開発した。
・中部観光推進機構や県観光連盟に対して、開発した旅行プラン
や観光情報を提供してプロモーションに活用させた。
・旅行業者の商品造成期に乗じて開催される商談会へ出席すると
ともに、観光連盟プロモーターの協力を得て、旅行業者を訪問し
て北栄町のネタを売り込んだ。（9月末までに商談会に4件参加、
旅行業者へ7社訪問。）

・コナン通り沿いの飲食施設等の誘致ついて、移動式店舗の設置
に向けて誘致先を決めたものの、沿道で予定されていた大規模な
解体工事が延期されたこと等が影響して、誘致に至らなかった。。
また、にぎわい創出につながる催事について、来年度予算におい
て、観光協会と商工会が共同で主体的に開催するよう両者の調整
を進めた。
・青山剛昌ふるさと館入館者100万人達成を記念し、観光協会、商
工会と連携し、3月17日にテレビアニメ「名探偵コナン」声優、プロ
デューサーを招いての交流イベントを企画し、コナン通り周辺のに
ぎわい創出や魅力的観光地づくりを進めた。
・観光協会のグッズ造成において、中間時点の3件に加え、オリジ
ナルの「コナンポロシャツ（2019年版）」と「コナン通り公式ガイドブッ
ク」、「オリジナルポストカード2種」の計3件を下半期中に新規商品
として開発し、販売した。
・ふるさと館やドリーム農場と調整し、新規の着地型旅行プラン2件
を開発した。
・引き続き、中部観光推進機構や県観光連盟に対して、開発した
旅行プランや観光情報を提供してプロモーションに活用させた。
・旅行業者の商品造成期に乗じて開催される商談会へ出席すると
ともに、観光連盟プロモーターの協力を得て、旅行業者を訪問して
北栄町の旅行商品や情報を売り込んだ。（2月末までに商談会に5
件参加、旅行業者へ12社訪問。）

点　　　　　　　　　　　　　　検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
観光交流課

目
標
１

・観光協会事務局の機能充実に係る人材育成（特に事務局次長）を
進め、にぎわい創出や魅力的な観光地づくりにつながる事業等への
支援を行う。
・観光協会の収益事業拡大を支援する。（グッズ造成、自販機設置
等）
・町内の観光素材の掘り起しと魅力づくりをすすめ、着地型旅行プラ
ンを造成し、新たな観光ルートづくりを図る。
・鳥取中部観光推進機構や県観光連盟等と密に連携し、国内外へ
の効果的なプロモーションに努め、北栄町と周辺エリアでの広域的な
周遊・滞留につながる取り組みを進める。

・魅力向上を図るための修景整備として、ブロンズ像（1体）、通り名
の表示サイン（3基）を設置する。併せて、由良宿地内の通りを名
探偵コナンキャラクターの愛称で命名する。（2通り）
・新たな魅力づくりのため、版権元から借り受けることを条件に、コ
ナン君着ぐるみを制作するとともに、演者、アテンド人員を養成、
確保する。
・コナン通りを散策する観光客が休憩できる飲食施設等を誘致す
る。
・観光協会と連携して巨大迷路をリニューアルオープンさせ、目標
入場者数1万5千人を達成させる。

・マンガ文化の定着・発信や第二の青山剛昌輩出のための取り組み
を民間のマンガ寺子屋倶楽部と協働して実施。
　（小中学校でのマンガ寺子屋事業の継続、マンガイラストコンテスト
の開催）
・北栄町から大々的にマンガ文化を発信する機会として、青山剛昌
先生とファンが顔を合わせてふれあう「青山剛昌先生と話そうDAY」を
継続開催する。

・国道工事着工に伴い、まつり会場を変更する。また、変更された会
場において、まつりを成功させる。
・まつりの財源確保のため、実行委員の協力で予算額以上の寄付を
集める。

目
標
２



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
観光交流課

②町の魅力発信の強化

・観光協会と連携して、SNS等を積極的に活用して情報発信するほ
か、メディアや旅行業者への情報提供に適した観光素材を適宜発信
する。また、県外での商談会に参加し、売り込む。（5、9月）
・大阪道頓堀ミナミ夏祭りに出展し、町の観光ＰＲを行う。（7月）

・観光協会やふるさと館と連携し、ブログやSNS等を積極的に活用
して情報発信した。併せて、県観光連盟や中部観光推進機構の
観光素材集やプロモーション活動を通して、メディアや旅行業者
へ観光素材を適宜発信した。また、県外での商談会に参加し、売
り込む。（5、9月）
・観光列車「あめつち」乗車や大阪ミナミ夏祭り出展により、町の観
光ＰＲを行い、今後の誘客を図った。（いずれも7月）

・観光交流課、ふるさと館、観光協会が連携し、ブログやSNS等を
積極的に活用して情報発信した。併せて、県観光連盟や中部観
光推進機構の観光素材集やプロモーション活動を通して、メディア
や旅行業者へ観光素材を適宜発信した。また、県内での商談会
（10月）参加、県観光連盟との首都圏旅行業者訪問営業（12月）で
売り込みを進めた。
・県外では全国交流物産展in新橋（10月）、松坂屋高槻店（11
月）、県内ではガイナーレホームタウンデー（11月）に出展し、町の
観光や特産品のＰＲを行い、今後の誘客と販売促進を図った。
海外では、中国大連市で行われた北前船フォーラムでの商談会
への参加や大連市内の大学でのＰＲを行い、中国成都市近郊で
行われた安仁フォーラムに参加し、「名探偵コナンによる町づくり」
の事例紹介を行いＰＲをおこなった。また、台湾台中市での旅行業
者へのトップセールスや台湾花博での観光ＰＲも行なった。

③青山剛昌ふるさと館の集客促進と活用

・館ブログやツイッター、町HP等で恒常的に情報発信する。（原則とし
て毎週）また、プロモーションとして、県内外でのPRイベントに出展し、
商談会へ参加する。（5，7，9月）
・年度内の連休、長期休暇中等での催事、特別展示を3件企画し、情
報発信する。また、長期的な誘客の観点から、翌年度以降の催事、
特別展示を2件企画する。
・スケートボード展示改修業務を発注する。
・Wi-fi整備工事を完了する。
・9月末時点で有料入館者数7万人。

・館に関する情報について、館ブログやツイッター、町HP等で恒常
的に発信した。（監修で許可の取れた情報のみ）また、プロモー
ションとして、広島や大阪等でＰＲイベントへの出展や商談会への
参加を行った。
・GWや夏休み等の連休イベントや特別グッズ展示を3件以上企画
し、情報発信した。また、翌年度以降の特別展示については1件
企画中である。（特別原画展）
・スケートボード展示改修業務について、6/1にプロポーザルを実
施し、業者はCOSMIC LAB（株）に決定した。また、6/25に契約を
結び、1/31までに完成予定とした。
・Wi-fi整備工事は8/10に完了した。
・9月末時点、有料入館者数90,957人。（目標の129.9％）

・館に関する情報について、館ブログやツイッター、町HP等で恒常
的に発信した。（監修で許可の取れた情報のみ）
・9月連休イベント、青山先生と話そうDAY2019や特別グッズ展示
等を3件以上企画し、情報発信した。また、翌年度以降の特別展示
については1件企画し、情報提供済みである。（特別原画展）
・スケートボード展示改修業務については1/24に完成し、2/2にお
披露目式を実施して周知を図った。
・有料入館者数年間149,014人を達成（目標の135.5％）。また、総
入館者数年間161,309人を達成した。

北栄暮らしの支援

①相談窓口のワンストップサービス

・移住支援員を設置済。移住支援員、移住担当職員が研修等積極
的に参加し、相談業務のレベルアップを図る。

・移住希望者の相談にきめ細かく対応
・随時実施される研修等、計3回に参加（4月、8月、9月）

・移住希望者の要望にきめ細かく対応。
（庁舎窓口、電話、メールによる窓口対応延べ58組83名、移住相
談会延べ34組47名）（年間）
・移住に関する研修に参加（１月）（４回／年間）

②空き家情報バンクの充実

・危険空き家調査等との連携を密にし、利活用可能空き家調査件数
の増加を図る。
・LifullHome's空き家バンク（国交省）、とっとり暮らし住宅バンクシステ
ム（宅建協会）等の他団体への情報提供を行う。
・空き家バンク登録物件の属する自治会から自治会情報の収集を行
う。

・継続して町内空き家の見回り調査を実施。利活用に向けて所有
者と調整予定
・町HPを随時更新中、合わせてTwitterでの情報公開も行ってい
る。
・LifullHome's空き家バンク（国交省）、とっとり暮らし住宅バンクシ
ステム（宅建協会）等の他団体への情報提供を行った。
・空き家バンク登録物件の属する自治会から自治会情報の収集を
行う。（登録自治会情報8自治会）

・空き家情報バンク登録申請13件、取引成立12件（年間）
・移住者に向けてより詳細な情報を発信するため、町HPの空き家
情報バンクに自治会情報11件を追加した。（年間）

③移住定住支援の充実

・鳥取県IJUターンBIG相談会への参加など、移住希望者の相談を受
ける機会を確保する。
・都度、申請のあった各種支援事業について速やかに対応する。
・移住者が移住後、地域での生活に順応できるよう、各自治会の情報
収集を行い相談業務に活用する。
・移住者が移住の際に求めている需要を調べるため、都市圏での移
住相談会等において移住相談者アンケートを実施する。

・ふるさと鳥取県定住機構が主催する移住相談会への参加（4回：
東京1回、大阪3回）
・ふるさと回帰支援センターが主催する移住相談会への参加（7月
大阪）
・北栄暮らし支援事業補助金の対応（移住奨励金10件31名、若年
層移住定住者住宅取得支援補助金3件5名）
・参加した移住相談会で移住者アンケートを実施

・移住相談会への参加
（東京：３回　大阪６回　計９回／年間）
・北栄暮らし支援事業補助金の対応（移住奨励金28件、若年層移
住定住者住宅取得支援補助金10件、空き家家財道具等処分費補
助金４件、空き家改修補助金１件）（年間）

④おためし住宅の活用

・さまざまな機会をとらえ町外者へおためし住宅のPR行い、利用促進
を図る。

・おためし住宅の利用者件数3件（9名）
・移住相談会等での周知を行った。
・昨年度着任した隊員が、おためし住宅の管理・PR活動、体験メ
ニューの提供を行い、利用促進を図った。

・おためし住宅の県外からの利用者件数４件（11名）（年間）
　地域利用件数７件（61名）（年間）

・随時、町内の利活用空き家の状況について調査を実施し、登録件
数の増加を図る。
・利用者が見やすい町ＨＰ（空き家情報バンク）を目指す。
・他団体が運営するサイトにも情報を提供し、空き家情報の周知を図
る。
・移住後のイメージがしやすいよう、空き家情報と合わせて自治会情
報の提供を行う。

・旅行者のニーズに即した様々な観光素材を掘り起こして、SNS等を
活用した情報発信に努め、誘客に向けた売り込みを強化する。
・ガイナーレのホームタウンデーや大阪道頓堀の夏祭りなど、県内外
での観光PRイベントに出展して、町の観光をPRする。

・移住支援員を配置し、相談窓口のワンストップサービスを実施する。

・催事や特別展示、旬のトピックスなど、来館につながる情報を掘り起
こして、メディアやSNS等を活用して情報発信やプロモーションに努め
る。
・青山作品の魅力を伝え、来館につながるような催事、特別展示等を
計画的に企画し、情報発信する（今年度内の催事等の企画、情報発
信5件以上。翌年度以降の催事等の企画、情報発信3件以上）。
・館の魅力向上を図るため、館内展示物の一部リニューアルを実施
する。
・来館者のインターネット環境の向上を図るため、Wi-fiを整備する。
・館の健全経営を図るため、有料入館者の確保に努める。（年間11万
人）

目
標
２

（
つ
づ
き

）

・北栄町への移住を促進するための各種支援を行います。
・都市圏での相談会やホームページなどで効果的に情報提供しま
す。
・移住相談、移住支援事業等、移住支援を活用した移住者数60人を
目指す。

・おためし住宅を利用した北栄町の生活を体験していただき、移住に
つなげていく。

目
標
３



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

点　　　　　　　　　　　　　　検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
観光交流課

国内外の交流推進

①台湾台中市大肚区との交流

・青少年訪問団の派遣等を行う。
・台湾花博への出展準備等を行う。

・友好交流を行っている台湾台中市大肚区に、町長を団長とする
青少年訪問団を派遣し、大道国民中学校との授業交流やホーム
ステイ等を行い、青少年の国際感覚の醸成に寄与した。（中学生
22人、引率教員等7人の計29人を派遣）

・台湾台中市大肚区からの青少年訪問団を受入れし、北条中学校
との授業交流や町内でのホームステイ等を行い、関係者の国際感
覚の醸成に寄与した。（台湾中学生17人、引率教員等3人 計20人
の受入れ）
・平成30年度は訪問団の派遣・受入れを相互に行い、相互の国際
感覚の醸成に寄与した。

②滋賀県湖南市との交流

・民間団体等の交流を目的とした交流補助金を交付する。 ・町報等で周知を行ったが現在のところ実施予定なし。継続して周
知を行う。

・北栄町から湖南市夏まつり、石部宿まつりへ参加、湖南市からす
いか・ながいも健康マラソン、北栄砂丘まつりへの参加があり、相互
事業への参加によって交流を深めた。
・交流補助金については、町報等で周知を行ったが希望する実施
団体がなかった。
・事業見直しを行い事業廃止とする。

目
標
４

・友好交流協定を結んでいる台湾台中市大肚区へ青少年訪問団を
派遣し、大肚区青少年との交流を図ることで、国際理解を深める一助
とする。
・台湾台中市で開催される台湾花博で北栄町のＰＲ及び交流を深め
る。

・友好交流協定を結んでいる湖南市とのイベント相互参加、町民団
体による交流など、さらに幅広い交流を推進する。


