
東郷湖活性化プロジェクト 

平成２１年度 事業概要及び進捗状況（平成２１年１１月２７日） 
 
NO．１ 水草肥料化調査（関係課：町民課・産業振興課、実施主体：東郷湖の水質浄

化を進める会） 
【実施計画】 
 東郷池に繁茂する「ホザキノフサモ」を刈り取り、公共施設等の花壇の肥料として活

用することで、東郷池の水質浄化と有機質肥料の拡大を図る。 
 鳥取県環境立県協働促進事業（実施主体：東郷湖水質浄化を進める会）により、刈り

取りから肥料化に向けた事業を取り組むよう進める。水草刈り取りは、東郷池クリーン

アップ事業の一環としても実施できる。 
 梨等の肥料化については、農協の協力を得てモデル果樹園を選定し実施しなければな

らないため、漁協、農協と協議した上で実施の検討を図りたい。 
【進捗状況】 
 東郷池クリーンアップ事業：日程等調整中。鳥取県環境立県協働促進事業補助金交付

決定６０万円、補助率１／２。 
 フサモの刈り取り・肥料化促進会議（水質管理部会）の開催。８月１９日（水）午後

１時３０分。新しく県農林総合研究所が加入。 
 ９月２２日（祝）フサモ刈り取り・肥料化を行う。同日、試験的に池内の葦の刈り取

りも行う。また、水草の一部を協力農家の畑と東郷支所裏の梨へ施肥。 
 刈取量 水草３，２６０㎏、葦１８０㎡、４６５㎏ 
 水草利用方法 畑の肥料へ１，２７５kg、梨へ３１５kg、バーク材へ９００kg 乾燥

後（小学生・保育所・幼稚園児が実施）７７０kg 
 葦利用方法 梨へ５０kg、農家引取り３１５kg、バーク材へ１０5kg 
 今年度、乾燥作業に保育所・幼稚園児にも協力してもらい、併せて環境教育も実施。

乾燥した水草は保育所等で畑に利用。また、現在バーク材を作成中で完成後は保育所等

に提供する予定。 
 １０月３、４日に実施。 
 実績報告はまだ提出されていない（事業費：８００千円）。 
 
NO．２ 魚道設置試験（関係課：町民課） 
【実施計画】 
東郷池に流入する河川内にある堰堤に、ゆるやかな魚道スロープを設置することで

鯉・鮒・鮎等の産卵区域の拡大を図るとともに、実証調査を実施する（２１年度は未実

施とする）。 
【進捗状況】 
 平成２１年度は未実施。 



NO．３ 東郷池を守るアダプトプログラム制度の導入（関係課：町民課、実施主体：

東郷湖の水質浄化を進める会） 
【実施計画】 
 東郷池の景観環境を守り育てるため、地域住民、事業所、ボランティア団体、女性会、

高齢者団体、学校ＰＴＡ、保育所保護者会等の協力を得て、清掃・ごみ拾い等の美化活

動を奨励する。 
【進捗状況】 
 平成２１年度１０月末現在、登録数は１９団体。今後も団体登録を推進する予定。各

団体は年間２回以上を目標に清掃活動を実施中（実施報告は H２２．３）。 
 アダプトプログラムや地域ボランティアにより、東郷池周辺のごみは減少している。 
 参考：東郷池一斉清掃の回収ごみ推移 
 平成１９年度（秋）可燃ごみ９３０kg 
          不燃ごみ１００kg 
 平成２０年度（春）可燃ごみ７８０kg 
          不燃ごみ１１０kg 
 平成２０年度（秋）可燃ごみ４４０kg 
          不燃ごみ１３０kg 
 平成２１年度（春）可燃ごみ４１０kg 
          不燃ごみ ６０kg 
 
NO．４ 水質浄化覆砂事業及び効果検証（関係課：建設水道課、実施主体：鳥取県） 
【実施計画】 
 水質悪化の原因となるヘドロを砂により封じ込めることにより、透明度の拡大、貧酸

素影響の低減、悪臭発生の減少等の水質環境の改善を図る。 
 計画…覆砂効果の検証試験 
 実施…約３万㎥の道路工事で発生する残土を利用し、水深３．５m 以上の区域に厚さ

３０cm 程度の覆砂を実施する。 
【進捗状況】 
 覆砂事業 H２１．１０工事発注済。H２１年度１５，０００㎥の覆砂を実施、H２２

年度残事業を実施予定。 
 効果検証については委託発注済。 
 
NO．５ シジミの生息環境改善対策（関係課：産業振興課、実施主体：漁協） 
【実施計画】 
 シジミの生息環境を改善し、シジミの増殖につなげるため覆砂を実施する。実施方法

は、漁協・県・町で協議する。 
【進捗状況】 
 １０月１５～２２日の間で実施。 
実績報告は、まだ提出されていない（事業費：８００千円）。 



NO．６ 湖産物料理メニュー化促進（関係課：産業振興課、実施主体：湯梨浜町商工

会地域活性化委員会） 
【実施計画】 
 活性化委員会が主催したシジミの創作料理企画について、レシピを作成し旅館、料理

店などで共有するもの。また、対外的に観光客にも PR できるような体制作り。 
【進捗状況】 
 特に進展なし。町としては、本年は１１月１５日（日）に湯梨浜町合併５周年記念の

一環として、ハワイアロハホールにおいて「地産池消フェアゆりはま市」を実施予定。

実施を受けて、出店品の販路拡大やメニューの学校給食活用等につき協議する。 
 ①平成２１年８月２１日：第 1 回実行委員会開催。 
 ②平成２１年１０月１５日：出店者説明会実施。 
 ③平成２１年１０月１９日：第２回実行委員会開催。 
 
NO．７ 観光客誘致（関係課：産業振興課、実施主体：はわい温泉・東郷温泉旅館組

合） 
【実施計画】 
 はわい温泉・東郷温泉旅館組合事業で、冬季の誘客事業「カニバス」を実施予定。 
【進捗状況】 
 １２月４日～３月３１日（１２月３０日～１月３日は除く）までの期間で実施決定。 
 １１月初旬パンフレット完成。前年度以上の集客数を目指す。 
 
NO．８ 特産品販売促進活動（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課） 
【実施計画】 
 特産品振興は非常に大切なことであると認識しているが、単発のイベント形式での

PR では経費に対する効果が薄いと判断している。また、イベントを開催するにあたっ

ては、今後の取り組み（地域での気運の醸成）や地域でのフォローアップが必要であり、

長期的な視点で連携を模索することが大切である。販売促進活動の目的を売り上げに重

点を置くのか、或いは観光宣伝事業と割り切るのかで方向性も変わると思うが、県や観

光連盟等県全体の魅力を集約したもののひとつとしてイベントに参加するという形の

方が、来ていただく方への魅力創出、町の財源負担においても得策であると考える。 
 町内の特産品を活用した土産物を開発する事業を展開する。 
【進捗状況】 
 「妖怪フェスティバル in オアシス２１」（名古屋）日時：平成２１年８月２８日（金）

～３０日（日）本町特産の二十世紀梨の販売、進物受け及び観光宣伝活動を実施（梨の

花温泉郷事業）。 
 鳥取県東京アンテナショップ「食のみやこ鳥取プラザ」湯梨浜町キャンペーン日時：

平成２１年９月４日（金）～６日（日）二十世紀梨を中心とした本町特産品の試食販売、

お楽しみ抽選会による本町特産品贈呈、観光パンフレット配布及び観光宣伝活動を実施

（町単独事業）。 



NO．９ 観光商品造成戦略活動（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課） 
【実施計画】 
 本町では、観光商品造成戦略会議を立ち上げ、新たな観光資源の掘り起こしに努めて

いるところである。既存観光商品である今滝「滝床料理」企画、東郷梨選果場見学ツア

ー、野花梅渓散策ツアーの継続宣伝や維持に努めるとともに、新たな観光商品の造成を

図る。 
【進捗状況】 
 観光客誘致宣伝キャラバン 
 ①平成２１年４月８日～９日（香川・高知県旅行 AGT 訪問） 
 ②平成２１年８月１９日～２０日（福岡県旅行 AGT 訪問） 
 ③平成２１年９月１日～２日（香川・高知県旅行 AGT 訪問） 
 ④平成２１年９月２９日～３０日（東京都旅行 AGT 訪問） 
 ⑤その他 
 鳥取県観光説明会 
 ①平成２１年９月１４日～１５日（兵庫・京都・大阪地区旅行 AGT 対象） 
 既存着地型旅行商品実施 
 新たな着地型旅行商品造成着手（二十世紀梨贈答プラン） 
 
NO．１０ 水源域森林育成事業（関係課：産業振興課、実施主体：産業振興課） 
【実施計画】 
 東郷池の水源域の山林（鉢伏山生活環境保全林）に住民参加事業により落葉広葉樹を

植栽する。森林のもつ水源涵養など公益的機能を考えながら自然に親しむ試験的イベン

トを検討する。 
①落葉広葉樹の植樹体験など 
「とっとり共生の森」事業の取組み 

【進捗状況】 
 「とっとり共生の森」事業の候補地として提案しているが進展なし。 
 鉢伏山生活環境保全林内で植林体験事業を検討したが、適地が思うように無く、今後

再検討。 
 
NO．１１ エコファーマーの推進（関係課：産業振興課、実施主体：生産者） 
【実施計画】 
 環境にやさしい農業を営む農業者の認定推進。東郷池の水質にも影響がある化学肥料

や農薬の低減につなげていく。 
【進捗状況】 
 昨年度より計画認定６名の増加（計１，１０７名）。また JA 栽培暦（防除暦）が減農

薬・減化学肥料のものに変更されており、JA 中心に「鳥取県特別栽培農産物認証制度」

の特別栽培農産物への認証に向けて、レベルアップし、継続して推進を図っている。 
 



NO．１２ 稚魚放流調査（関係課：企画課、実施主体：企画課） 
【実施計画】 
 サケの飼育放流プロジェクトに役場として協力参加し、HP 等で紹介し、環境浄化に

向けた啓発と、東郷湖活性化プロジェクトを広報宣伝する。 
【進捗状況】 
 １２月からサケの飼育をし、３月に放流予定。 
 
NO．１３ ハワイトライアスロンⅰn 湯梨浜（関係課：産業振興課、実施主体：ハワ

イトライアスロン in 湯梨浜大会実行委員会） 
【実施計画】 
 東郷池の魅力向上、観光振興、地域の活性化に向けた取り組み。 
 東郷池及び東郷池周辺を活用し開催。 
 スイム１．５km・バイク４０km・ラン１０km 定員３００名 
【進捗状況】 
 平成２１年５月２４日（日）、第１回大会を東郷湖周で開催。 
 選手２５６名、ボランティア約６００名 
 町内宿泊施設利用者約１００名 
 県外から多数の選手・応援者に来町していただき、観光振興につながった。また、地

域の方にも多数ボランティアとして参加していただき地域の活性化にもなった。引き続

き、湯梨浜町の観光振興とともに活性化に資するため、平成２２年５月に第２回大会の

開催を予定。 
 
NO．１４ 観光ルート整備（関係課：建設水道課、実施主体：建設水道課） 
【実施計画】 
 不動滝への町道改良の実施。倭文神社の大型観光バス停車帯駐車場整備、観光案内看

板等の整備を行う。 
【進捗状況】 
 道路測量設計発注済 H２１．７ 観光案内標識設置工事発注４，７２５千円 
 不動滝線及び倭文神社駐車場整備 H２１．１２工事発注予定 
 
NO．１５ 東郷荘絵図活用導入事業（関係課：生涯学習・人権推進課、実施主体：生

涯学習・人権推進課） 
【実施計画】 
 調査研究事業…東京大学史料編纂所との古地図に関する共同研究を継続 
 環境整備事業…荘園絵図を含む東郷池周辺の文化財について総合的に景観を形成し

ていくとともに、説明板、道標、標柱等を年次的に整備していく。 
【進捗状況】 
 説明板、標柱の内容について検討中。年内には発注予定。 
 



NO．１６ 東郷湖活性化シンポジウム（関係課：企画課、実施主体：推進会議） 
【実施計画】 
 東郷湖活性化プロジェクトの趣旨を広く住民に周知する。地元料理の試食会、講演、

取組紹介、パネルディスカッションなど検討する。 
【進捗状況】 
 １１月１２日ハワイアロハホールにおいて開催。 
 ・記念講演 「東郷池の魅力と可能性を語る」 講師：福井昌平氏 
 ・アダプトプログラム取組紹介 羽合小、東郷小の６年生各１名 
 ・パネルディスカッション 「東郷池を活かしたまちづくり」 コーディネーター：

家中茂氏、パネリスト５名 
 ・会場内での催し 特産品試食コーナー、東郷池に関するパネル展示 
 
NO．１７ 東郷池ロハスプロジェクト（関係課：企画課、実施主体：東郷池ロハスプ

ロジェクト実行委員会） 
【実施計画】 
 東郷池と周辺にロハスな地域イメージを確立し、観光振興や新規ビジネスの展開を図

る。ロハス研修会、ロハス料理教室、ポンポン船復活実証実験、しじみ採りイベント、

池畔の駅前周辺エリア再生チャレンジ。 
【進捗状況】 
 国との委託契約締結（８月１８日） 
 ロハス研修会（８月２０日） 
 しじみ採りイベント（９月１９日～２０日） 
 ポンポン船復活実証実験（９月１９日～２１日） 
 松崎駅前にぎわい創出実証実験（９月１９日～２３日） 
 ロハスワークショップ（１０月２８日） 
 池畔の駅前再生チャレンジ（９月から毎月１回会合実施） 
 平成２２年２月にシンポジウム開催予定 
 
NO．１８ ゆりはま塾（関係課：企画課、実施主体：企画課） 
【実施計画】 
 町の誇る歴史、伝統、自然環境等について、後世に語り継ぐ人材を育成するために「ゆ

りはま塾」を開講する（東郷池を取り巻く、町の歴史、伝統、自然環境等）。 
【進捗状況】 
 ４月 講座開催募集 
 ５月 第１回講座開催（町の希少植物と町の植物観察） 
 ５月２８日開催 講師：植物を楽しむ会会員 伊澤寛治さん、参加者当日１９名参加、

観察場所：橋津、原、今滝、鉢伏山 
 １１月 第２回講座開催（「東郷荘絵図」と「橋津藩倉」に関する入門講座 １部：

研修、２部：現地見学会） 



 １１月５日開催 講師：町文化財保護委員 佐々木靖彦さん、参加者当日１６名参加、

見学場所：橋津、宮内、野花 
 
NO．１９ 湯梨浜夏まつり（関係課：企画課、実施主体：湯梨浜夏まつり実行委員会・

燕趙園） 
【実施計画】 
 湖上花火大会など東郷湖の魅力向上、地域の活性化、観光振興に向けた取り組み。「湯

梨浜夏まつり実行委員会」、「燕趙園」 
【進捗状況】 
 水郷祭７月２０日、はわい温泉まつり８月１日、予定どおり実施。 
 燕趙園庭園花火＆ライヴ８月１５日、１６日についても予定どおり実施された。 
 
NO．２０ 中華コスプレ・プロジェクト（関係課：―、実施主体：中華コスプレ大会

事務局） 
【実施計画】 
 湯梨浜町および東郷池畔にある中国庭園「燕趙園」のより一層の知名度アップ、活性

化を目指し開催。全国からの参加者は、湯梨浜町の温泉宿に宿泊し、観光を兼ねるもの

が多く、その経済効果を期待する（観光振興に向けた取り組み）。「中華コスプレ大会事

務局」 
【進捗状況】 
 第６回中華コスプレ日本大会 ５／１６、１７開催 
 第２回中華コスプレアジア大会 １０／２４、２５開催 
 
NO．２１ 東郷湖ドラゴンカヌー大会（関係課：―、実施主体：東郷湖ドラゴンカヌ

ー大会実行委員会） 
【実施計画】 
 東郷池の魅力向上、地域の活性化、観光振興に向けた取り組み。「東郷湖ドラゴンカ

ヌー大会実行委員会」 
【進捗状況】 
 第９回東郷湖ドラゴンカヌー大会 ８／２３開催（１０１チーム参加） 
 
NO．２２ 東郷湖活性化プロジェクト推進会議（関係課：企画課、実施主体：推進会

議） 
【実施計画】 
 東郷池をシンボルとした総合的な観光振興、農林水産業振興、環境施策及び文化等を

推進していく。 
【進捗状況】 
 第１回推進会議 ６月５日開催 
 第２回推進会議 １１月２７日開催 


