
議案第三号 

 

平成２９年度伯耆国「大山開山１３００年祭」事業計画（案） 
 
 

平成２９年度を平成３０年の伯耆国「大山開山１３００年祭」のプレ・イヤーと位置づけ、設定された

各テーマごとに圏域市町村等と連携したプレ・イベントの実施や情報発信を行うことで、機運情勢や認知

度向上を図るとともに、平成３０年実施事業の内容充実や圏域の魅力向上にも活かしていく。 
 
１ プロジェクト別事業 

・伯耆国「大山開山１３００年祭」各プロジェクトに基づき、実行委員会が主催実施するとともに、市町

村等主催の事業と実行委員会が連携・協働して相乗効果を上げることができるように取り組む。 

 
（１）｢大山｣の恵みを感じるプロジェクト 

 ①実行委員会主催事業（県、米子市、大山町等が中心となって行う事業 ※以下同じ。） 

事業名 内容 

歴史シンポジウム 
「大山と出雲」 

○大山・中海・宍道湖圏域の歴史文化等の結びつき、圏域の一体的な地域づくり等に

ついての講演、パネルディスカッション 

・5月 21 日（日）、大山寺で「第 13 回出雲國神仏霊場合同祭事・世界平和祈願祭」

及び「大山開山 1300 年開白法要」が開催され、出雲の国「社寺縁座の会」（20 社

寺）関係者が大山に集うことから、大山の存在と出雲圏域との関わりをテーマと

した大山開山 1300 年祭プレ・イヤーキックオフシンポジウムを開催 

 ・開催日時：5月 20 日（土） 

・開催場所：大山ロイヤルホテル 

・参加人数：約１００人                  （開催地：伯耆町） 

「日本はじまりの地」 
謎解き宝探し（プレ版） 

○大山山麓周辺エリアの周遊促進に向けた宝探しゲーム催事 
 ・宝の地図を解読して、隠された宝箱を探す観光客参加型の実体験ゲーム。宝探し

のストーリー・課題に大山の歴史、文化などを織り込み、大山寺参道沿いの史跡

などを周遊していただく。 
・クリアした方には賞品プレゼントあり（応募の上、抽選） 
・開催時期：7 月下旬から 8 月末まで（夏休みシーズン） 
・開催場所：大山寺参道周辺                （開催地：大山町） 

秋の松明行列 
○6月の夏山開祭で実施している松明行列を秋季に試行的に実施 
 ・開催時期：9月 24 日（日） ※ホーリー・トレイルと連携実施 

 ・開催場所：大山寺参道                  （開催地：大山町） 

大山講座 
○平成 30 年の大山開山 1300 年に向け、大山の多様な魅力を発信・普及 

 ・開催時期、内容：調整中 

 ・開催場所：米子市、大山町 

刀剣・たたら１年前 

イベント 

○平成 30 年度に実施する事業の 1年前イベントの企画展 

 ・開催時期：８～９月 

 ・開催場所：米子市美術館 

○刀剣ゆかりの著名人等による刀剣トークイベント等 

 ・開催時期：企画展開催期間中（９月頃） 

 ・開催場所：調整中                    （開催地：米子市） 

  

②米子市、大山町以外の市町村主催事業（実行委員会との協働・連携） 

事業名 内容 実施市町村 

古代ロマン観光周遊 
ルートサミット 

○「古事記」等、古代神話を活用した観光ルート構築を目指す地域が

一堂に会するサミットを開催予定 
・大山山麓地域を中心とした展開を計画 
・開催時期：調整中 

南部町 

 



 

（２）緑のプロジェクト 

①実行委員会主催事業 

事業名 内容 
「ホーリー・トレイル」 
大山・三徳山ルート(プレ
版)大会 

○大山古道の大山・川床道から三徳山へのルートを 2 つの日本遺産を結ぶ象徴的ルー
トと位置付けて、「大山詣り（トレイルウォーキングイベント）」をプレ実施 
・開催時期：9月 24 日（日） 
・想定コース 川床道の一向平から川床までを想定 （開催場所：大山町、琴浦町） 

私の好きな大山写真コン
テスト(仮称) 

○四季折々の大山を題材にしたコンテストの実施 
・応募写真を活用(Web 掲載等)し、大山の魅力を全国発信 
・募集期間 7 月 3日（月）から平成 30 年 1月 31 日（火） 

山ガールサミット in 鳥取 
（鳥取県主催事業） 

○山ガールの聖地として新たなイメージ定着へ繋げるために、夏山登山、ワークショ
ップ、山ガールファッションショー等を実施し、「大山」の価値を全国にアピールで
きるイベントを開催 

 ・開催時期：9月 17 日（日）～18 日（月・祝） 
 ・開催場所：大山（メイン会場：大山博労座駐車場） 

  

②米子市、大山町以外の市町村主催事業（実行委員会との協働・連携） 

事業名 内容 実施市町村 

清流の主「オオサンショウ
ウオ」観賞 

○オオサンショウウオの学術全国大会において鑑賞会を実施 
・大山山麓地域にひろがる里地里山の魅力と大山の恵みを PR するこ

とで、全国から集まる参加者に大山開山 1300 年祭の周知促進 
 ・開催時期 10 月 

南部町 

奥日野たたら製鉄モニタ
ーツアー（スマホウォーキ
ングモニターツアー） 

○「都合山たたら遺跡」で使えるＡＲアプリを活用し、自然豊かな「た
たら街道」の景色を楽しみながら探訪するウォーキングツアーの実施 

 ・開催時期 8 月以降 
日野町 

大山の原風景「茅葺き屋
根」再生体験イベント 

○御机の茅葺き屋根の再生体験を誘客事業として試行実施 
 ・開催時期 10 月 

江府町 

奥大山古道ウォーキング
イベント 

○大山古道を活用したウォーキングイベントの開催 
 ・開催時期 11 月 

江府町 

大山－三徳山ロングトレ
イル連携事業 

○大山から三徳山につながる古道の一部をウォーキングコースとして
設定し、両地域の歴史文化のつながり等を楽しみながら、秋の三徳
山の自然をウォーキングで満喫（時期等調整中／三朝町） 

○「歴史の道百選」に選定されている大山道（川床道～関金）を舞台
に、歴史と大山滝などの雄大な自然を感じられるトレッキングイベ
ントの開催（時期等調整中／倉吉市、琴浦町） 
※今年は関金温泉開湯 1300 年祭があり、大山開山 1300 年祭と関連付け 

倉吉市 
三朝町 
琴浦町 

 

（３）星取県プロジェクト 

①実行委員会主催事業 

事業名 内容 

「星取県」 
大山フェスティバル 

○大山を中心に、北・西・南のさまざまな角度から表情をかえる「星空」の美しさを
堪能できるイベント（星空ウォッチング、簡易プラネタリウム鑑賞等）を連続して
開催。３会場での星空観測・解説により、星空の知識を深めるだけでなく会場ごと
に異なる星空を満喫 

(開催地：伯耆町) 開催時期：7月 22 日(土)    開催場所：桝水高原スキー場付近 
(開催地：大山町)開催時期：9月～10 月で調整中  開催場所：豪円山スキー場周辺  
(開催地：江府町)開催時期：8月 27 日（日）    開催場所：休暇村奥大山 

大山の大献灯 

○通常のお盆の大献灯に加え、中門院谷園地ライトアップ（一部）等を実施 
・開催時期：8月 11 日(金)～13 日(日)（和傘の灯り展示／有料） 
・開催場所：大山寺周辺※14 日、15 日にも灯籠灯り、法要行事、和傘灯り（一部）、

中門院谷園地（一部）ライトアップを実施         （開催地：大山町） 

  

②米子市、大山町以外の市町村主催事業（実行委員会との協働・連携） 

事業名 内容 実施市町村 

妖怪ナイトウォーク 

○リニューアル事業がスタートした水木しげるロードにおいて、夏休

み期間中に来訪者に妖怪を感じてもらうイベントを開催 

・JR 境港駅前で開催している「世界妖怪会議」での妖怪との交流や、

水木しげる記念館前庭において、鬼太郎映画祭を開催予定 

・開催時期 7～9月頃 

境港市 



地上の星（ホタル）鑑賞 

○町の観光資源である金田川のホタルを 1300 年祭の「星取県プロジェ
クト」の“地上の星”と位置付け、観賞イベント実施や観光周遊促
進により、ホタル観賞者の誘客を促進 
・案内所には、1300 年祭ＰＲブースを設置 

 ・開催時期 6 月 3日（土）～11 日（日） 

南部町 

絶景「ダイヤモンド大山」
鑑賞 

○母塚山から望む大山山頂からの朝日（ダイヤモンド大山）の撮影者、
見物者のための受入環境整備、鑑賞・撮影イベントの実施 

 ・開催時期 9 月 
南部町 

 

（４）水と食プロジェクト 

①実行委員会主催事業 

事業名 内容 
大山開山 1300 年祭記念 
名物料理開発 

○春夏、秋冬の 2季節の 1300 年祭記念名物料理を開発 
 ・実施主体：名物料理を作る会 
 ※春夏料理は 7月 25 日開催            （開催地：西部圏域市町村） 

大山ブランド市町村 
おもてなし料理開発 

○各市町村の大山ブランド食材を活用したおもてなしメニュー開発とモニターツアー
の実施によるＰＲ 

 ・大山圏域を訪れる観光客に地域の食の魅力を伝えるため、名物料理を作る会、と
っとりバーガー応援プロジェクト、いただきグルメプロジェクトの 3 つのプロジ
ェクトが連携し、地元の食材を使い、おもてなしの心を伝える料理開発に取り組
む。                      （開催地：西部圏域市町村） 

  

②米子市、大山町以外の市町村主催事業（実行委員会との協働・連携） 

事業名 内容 実施市町村 

地ビールフェスタ伯耆国
“大山”事業 

○1300 年祭記念ビールを醸造し、大山開山 1300 年祭イベントにお
いて活用。ロゴマーク入りのプラカップ、うちわを製作し、大山
開山 1300 年祭を県内外のイベントで PR 

 ・開催時期 6 月 10 日(土)、11 日(日) 

伯耆町 

「日野郡３町三色たたら
んち」を活用した情報発信
事業 

○奥日野ブランド食「たたらんち」を大山開山 1300 年祭の誘客ツ
ールとしてブラッシュアップするとともに、ブロガー招致による
情報発信実施  

日野町 
日南町 
江府町 

大山の海の恵みを感じる
PR イベント 

○9/2 に水産加工大賞を開催 
・大山の恵みを受けた水産物や水産加工品をＰＲするとともに、

1300 年祭関連食材、大山の加工品等を提供 
○水産加工大賞の開催ＰＲとして、6/3 の大山夏山開き祭のご当地
グルメフェスタに過去の加工大賞受賞商品で出店 

○秋には水産加工大賞受賞商品で大山のイベントに出店。 
○全国イベントにカニ汁販売などで参加し、1300 年祭を PR 

境港市 

 
２ 機運醸成・大山圏域の魅力向上事業 
  ○伯耆国「大山開山１３００年祭」機運加速化支援補助金 

   ・民間団体等が行う地元ガイド育成・研修会、講演会などの文化活動や情報発信事業等、伯耆国「大山

開山１３００年祭」に関係する活動を支援し、機運醸成・圏域の魅力向上に繋げる。 
     ・支援内容 ＠２００千円補助（上限） 
     ・対象事業数 ２５事業程度 

※1 次募集（5/15 締切）で 15 事業程度、2 次募集（8 月頃）で 10 事業程度の採択 
を予定 

            ※1 次募集において 21 事業の申請あり（現在審査中）。   
・平成 28 年度は、本補助金の活用により、大山をテーマにした合同作品展、大山年越しカウントダウン

冬のたいまつ行列、「私たちの大山さん講座」、大山古道坊領道おもしろマップ発行などが実施された。 
３ 広報宣伝事業 

（１）歴史読本「伯耆国・大山」（仮称）製作 
   歴史を中心にしたガイドブック「歴史読本」を製作 

       ・著名な歴史作家や鳥取ゆかりの人物インタビュー、大山周辺の歴史・文化、神話などの考察、コー

スガイド、グルメ情報などを収録予定 

※歴史読本について 

・「読む・見る・歩く大人のための旅ガイド」がコンセプト 

・自治体等とタイアップして㈱KADOKAWA が不定期的に刊行 

・刊行時期：調整中  



（２）伯耆国「大山」開山１３００年祭」ＰＲ事業 

    実行委員会及び市町村主催事業はもとより、その他関係事業等を情報発信するもの。 
    ・ホームページ、SNS による情報発信 
    ・圏域イベントでのＰＲ活動（大山夏山開き祭り 等） 
    ・公式ロゴマークの積極的な活用（ノベルティ製作、企業商品への貼付 等） 

 ・リーフレット、ポスター、のぼり製作  
 ・その他、伯耆国「大山開山１３００年祭」のＰＲに繋がる事業 

（３）住民向け広報事業 

平成２９年度については新聞等に加えて、県や市町村、民間団体が発行する広報媒体を活用し住民向け

広報をより一層強化しつつ、市町村等と連携した情報発信等の実施も行っていく。 
 

① 広報媒体等を活用した取組 

主な想定掲載物 内容 

県政だより ○伯耆国「大山開山１３００年祭」事業の取組紹介 
 ※巻頭特集を想定（９月頃） 

県政テレビ番組 ○伯耆国「大山開山１３００年祭」事業の取組紹介 

市報・町報 ○伯耆国「大山開山１３００年祭」の取組及び各市町村が行う関連事業に
ついて紹介 

米子商工会議所所報 
「シャンブル」掲載 
（会員向け広報誌） 

○伯耆国「大山開山１３００年祭」に関するイベント案内や実施報告を中
心に紹介   

[掲載]H29 年 4 月号（H29.4.1 発行）～平成 31 年 12 月号（H31.12.31 発行） 

 

② 市町村等と連携した情報発信 
       大山開山１３００年祭市町村コアメンバー戦略会議（仮称）による情報発信 

・単なる情報共有に留まることなく、広報活動における役割分担や連携による戦略的展開を検討し、
各市町村による主体的な情報発信も行っていただく。 

 ＜開催頻度：１、２月に１回程度＞ 
   
 



伯耆国「大山開山1300年祭」平成29年度事業計画
大山の恵みプロジェクト（謎解き宝探し【プレ版】、秋のたいまつ行列）

○内容
・毎年 ６月に「大山夏山開き祭（前夜祭）」で行われるたいまつ
行列を、試行的に９月にも実施。

・大神山神社奥宮から博労座駐車場まで「神の火」を持って練り歩く
・幻想的な炎の川を作ることにより、見る人を魅了

≪秋のたいまつ行列≫

≪日本はじまりの地 謎解き宝探し（プレ版）≫

○開催時期：7月下旬～８月末（調整中・夏休みシーズン）
○開催場所：大山寺参道周辺 ・参加費：無料
○内 容：・宝の地図を解読し隠された宝箱を探す観光客参加型ゲーム

・宝探しテーマやストーリーに大山の歴史・文化を織り込む
・参加者に大山の新たな魅力の発見を促し周遊を促進

○開催時期：9月24日（日）
○開催場所：大神山神社奥宮～博労座駐車場
○参加人数：（調整中）
○たいまつ代金：５００円（夏山開き祭と同額）

配布場所で
『宝の地図』
をもらう

暗号を解読し、宝箱を見つける クリアした方に
抽選で豪華賞
品を進呈

基
本
の
流
れ

大山寺参道周辺の観光資源をチェック
ポイントに設定し、まち歩きを促す

主な取り組み



伯耆国「大山開山1300年祭」平成29年度事業計画
緑のプロジェクト（山ガールサミットin鳥取大山、ホーリー・トレイル）

○内容：大山古道「川床道」から三徳山までの２つの日本遺産を結ぶ大山・三徳山間をロングトレイルルー
トとして設定して、一向平から川床までの「大山詣りウォーキングイベント」をプレ実施

≪ホーリー・トレイル≫大山・三徳山ルート プレ版

Greenステージ

≪山ガールサミットin鳥取大山≫

○開催時期：9月17日（日）～１８日（月祝）
○開催場所：大山（メイン会場：大山寺博労座駐車場）
○内 容
・登山、アウトドア潜在層に対する実践的なアプローチ
・「山ガール」を主に対象とするイベントを開催
・トレッキングアクティビティやファッションショーなどを実施
・新たなイメージの定着へ繋げて、国立公園・大山の魅力を県内外に
効果的にＰＲ。

○開催時期：9月24日（日）
○参加料金：２，０００円
○参加人数：４０名程度
○開催場所：想定コース

川床道の一向平から
川床までを想定

※「BE-PAL」誌面において、参加者を募集

（Ｈ２９想定コース）

主な取り組み

※鳥取県主催事業



伯耆国「大山開山1300年祭」平成29年度事業計画
星取県プロジェクト

「星取県」が誇る美しい「星空」は、開山１３００年祭を来年に控える「大山」でも大きな魅力と
なっている。名峰「大山」を中心に、北・西・南のさまざまな角度から表情をかえる「星空」の美し
さを堪能し、楽しめるイベントを連続して開催。３つの会場での一連の星空観測・解説により、

星空の知識を深めるだけでなく会場ごとに異なる星空を満喫

「星取県」大山フェスティバル/宙の星

≪大山町≫

○プラネタリウム（簡易ドーム）
全天周番組の上映

○星空トークショー
星空に関連する著名人によるトークショー

○星空ウォッチング
望遠鏡等を用いた星空観測会

・開催時期：9月中旬～10月（調整中）
・開催場所：大山・豪円山周辺

≪伯耆町≫

○プラネタリウム（簡易ドーム）
全天周番組の上映

○星空ウォッチング
望遠鏡等を用いた星空観測会

・開催時期：7月２２日（土）
フェスティバル・ディア・マスミズと同時開催

・開催場所：桝水高原

≪江府町≫
○星空ウォッチング

望遠鏡等を用いた星空観測会
・開催時期：８月２７日(日)
・開催場所：休暇村奥大山

簡易プラネタリウム

Nightステージ

星

主な取り組み



1

伯耆国「大山開山１３００年祭」
平成３０年度事業計画案

議案第五号



水と食、大山ブランドの
魅力を発信
➣大山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ食材を使った

１３００年記念料理の提供
➣１３００年記念農と食のﾌｪｽﾀ

(大山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ併催)
➣民間事業者とのタイアップ

美しい星空が観賞でき
る、夜の大山の魅力を
発信
➣｢星取県｣大山ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・星空ｳｫｯﾁﾝｸﾞ、星空ｶﾌｪ、

星空ｺﾝｻｰﾄ 等

｢地蔵信仰｣｢日本刀｣｢たた
ら｣をﾃｰﾏに歴史、文化を発
信
➣日本刀はじまりの地「伯耆国・

大山」刀剣とたたら展
➣刀剣コンテンツイベント
➣秋の松明行列
➣謎解き宝探しゲーム

伯耆国「大山開山1３００年祭」の全体像
メインテーマ 日本はじまりの地「大山」

「祈りの山、大山」再び

「大山からの恵み」のステージ

「大山への祈り」のステージ 地元（大山寺・大神山神社など）主催事業

星取県
プロジェクト

水と食プロジェクト

実行委員会ほか自治体・民間等の主催事業

ステージテーマ 調ふ（ととのう）

■期間 平成３０年５月～１０月

○大山の大献灯
○開山1300年記念もひとり神事
○御輿行列
○開山1300年特別祈祷
○開山1300年特別御朱印帳 等

開山1300年記念
もひとり神事

「大山」の恵みを感じる
プロジェクト

イメージロゴ

大山の大献灯 開山1300年
特別祈祷

C karaki

ステージテーマ 不思議と素敵 大山ワンダー

大山の魅力の集大成を演出！

｢大山ワンダーフォーラム｣

➣『大山の｢不思議と素敵｣』を
キーワードに、１３００年祭中核期
間の各プロジェクト事業を締めくく
るエンディングとして開催

※農と食のフェスタとの
タイアップ

調身・調息・調心
必要なものは山が調えてくれる

緑のプロジェクト

美しい緑など豊かな自然に
恵まれた大山の楽しみ方を
提供
➣第3回「山の日」記念全国大会
➣山ｶﾞｰﾙｻﾐｯﾄin鳥取大山
➣新しい「大山詣り」ﾎｰﾘｰﾄﾚｲﾙ大会
➣皆生･大山SEA TO SUMMIT2018

「祈りの山、大山」再び

御輿行列



伯耆国「大山開山１３００年祭」平成３０年事業計画案／ 大山の恵みを感じるプロジェクト

●日本刀はじまりの地｢伯耆国･大山｣刀剣とたたら展（仮称）
□期間 平成３０年７月２９日(日)～８月２６日(日)
□場所 米子市美術館（その他会場関連実施）
□内容 ➣｢伯耆安綱｣作の刀剣(大神山神社所蔵 銘｢安綱｣)を

はじめ、大山に縁のある刀剣の展示
➣たたら文化、大山圏域の歴史、魅力の展示
（日本遺産、国立公園、地勢、歴史等）

●刀剣イベント
□期間 ｢刀剣展｣の開催時期に合わせ２回程度

（刀剣展の序盤、終盤に各１回程度）
□場所 米子市内
□内容 “刀剣女子”等の刀剣ファン層を

ターゲットにした刀剣イベント
（アニメ声優トークショー等/内容調整中）

＜コンセプト＞
○日本はじまりの地「大山」の不思議と、｢地蔵信仰｣｢日本刀｣と
｢たたら｣をテーマに人々の祈りの軌跡と歴史、古代ロマンへ
の憧憬を探訪

＜事業イメージ＞
○国宝｢名物 童子切安綱｣を制作した刀工｢伯耆安綱｣にスポットを
当て、刀剣イベントを開催して誘客を図りながら、大山山麓
の恵みが名工を育てたという背景や、大山の恵みとしての｢た
たら｣などの歴史もアピール

※他の安綱作の刀剣について展示に向け交渉

●「日本はじまりの地」シンポジウムへ
※大山ワンダーフォーラムの中で実施(調整中)

ファイナルイベント

（地元(大山寺、大神山神社等)主催事業）
○開山1300年記念 ○開山1300年

○御輿行列 もひとり神事 特別祈祷

○開山1300年特別朱印帳 等

大山への祈りのステージ

●謎解き宝探しゲーム
□期間 平成30年7月1日(日)～8月31日(金)
□場所 大山山麓周辺
□内容 ・宝の地図を解読しながら、隠された

宝箱を探す観光客参加型ゲーム

●１３００本のたいまつ行列
□開催日 平成30年9月30日（日）
□場所 大山寺

□内容 1300本のたいまつで大神山神社奥宮の御神火
を渡り繋ぎ、博労座駐車場で参加者の祈願成就を願う。



＜コンセプト＞
○澄んだ空気と水がもたらす美しい緑と夜空を媒介に、大山のエコロジカルな楽しみ方を満喫
＜事業イメージ＞
○トレイルやスポーツイベント、文化的事業などで「緑」の要素を活かした大山の魅力を創出

伯耆国「大山開山１３００年祭」平成３０年度事業計画案／緑のプロジェクト

ⒸKaraki
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Greenステージ

●山ガールサミットin鳥取大山
山ガールの聖地として新たなイメージ定着へ繋げるために
「山ガールサミットin鳥取大山」を開催。強い情報発信力を
持つ若い女性をターゲットに大山の魅力を効果的にＰＲ。
□開催日 平成３０年８月（調整中）
□場 所 大山町
□内 容 夏山登山、ワークショップ、山クッキングコンテスト

山ガールファッションショー等

●新しい「大山詣り」ホーリー・トレイル
大山古道をトレイルルートとして設定し、それぞれの大山古道から大山を
目指すトレイルウォークイベントの開催。
□開催日 平成３０年８月２５日（土）又は２６日（日）
□場 所 県西部から中部（それぞれの大山古道／

坊領道、横手道、川床道など）

●皆生・大山SEA TO SUMMIT ２０１８
□開催日 平成３０年５月（調整中）
□場 所 米子市、境港市、日吉津村、大山町
□内 容 第10回大会並びに大山開山1300年を

記念した内容（特別版コースの設定等）

●「山の日」記念全国大会
大山開山１３００年祭「緑プロジェクト」の象徴的な位置づけに！
□開催日 平成３０年８月１０日（金）、１１日（土・祝）
□場 所 米子市、大山町
□内 容 ・レセプション

・記念式典、シンポジウム（郷土芸能、基調講演等）
・関連イベント

●「大山を詠む！」俳句コンテスト
□内 容 平成２９年度実施の大山写真コンテスト入賞

作品を題材に、全国公募での俳句選手権

※大山ワンダーフォーラムの中で実施（調整中）

俳句（テーマ：大山）

SEA TO SUMMIT

ファイナルイベント

●SEA TO SUMMIT サミット
・全国のSEA TO SUMMIT開催地代表が
大会発祥の地「皆生・大山」に集う！
（時期、内容等は調整中）



＜コンセプト＞
○澄んだ空気と水がもたらす美しい緑と夜空を媒介に、大山のエコロジカルな楽しみ方を満喫
＜事業イメージ＞
○「星取県」の主要会場となる大山で、他の４つの星（光）［ホタル・漁火・イルミネーション・大山の光］とともに関連イベント等
を実施

伯耆国「大山開山１３００年祭」平成３０年度事業計画案／星取県プロジェクト
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ファイナルイベント

大山の夜の魅力「星空」を堪能できる連続イベントを開催
●基本イベント
□開催日 平成３０年７～９月（夏休中の週末を想定）
□場 所 米子市、大山町、南部町、伯耆町、江府町などで複数回実施
□内 容

・簡易プラネタリウム（仮設ドーム）による全天周番組の上映
・星空ウォッチング、星空カフェ、ワークショップ（手作り望遠鏡）

※（株）ビクセンとの連携による光学機器を用いた天体観測教室など

●スペシャルイベント
□開催日及び場所
いずれかの基本イベントと併催して実施。

□内 容
・星空に関連する著名人によるトークショー
・星空コンサート

《その他主催事業》
●大山の大献灯
□開催日 平成３０年８月１１日～１５日
（和傘灯り：8月11～13日、24～26日、9月22～24日）
□場 所 大山寺参道他
□内 容 和傘を使った幻想的な献灯
○その他の星
市町村の主催事業と連携
・地上の星／ホタル（南部町、日南町）
・海の星／漁り火（米子市、大山町等）
・夜の星／夜の水木しげるロード、花回廊

イルミネーション（境港市、南部町）
・大山の光／御来光等（米子市、大山町他）

●星取県フェスタ
□内 容（調整中）
➣宙ガールファッションショー、
➣宙ガール関連グッズ販売、
➣星空ウォッチング、ミニトークショー

➣星空カフェ
※大山ワンダーフォーラムの中で実施（調整中）

大山の大献灯

「星取県」大山フェスティバル／宙の星

簡易プラネタリウム

©Takashi  Karaki

Nightステージ



記念料理・ご当地グルメでおもてなし⇒１３００年祭後も地域に定着できるブランド料理へ

＜コンセプト＞
○水と食をテーマとして大山ブランドの魅力を発信
＜事業テーマ＞
○地域に定着できる１３００年記念料理を開発・提供し、既存の大山ブランドの商品（農産物、
加工品、飲料、バーガー等）のＰＲ

○地元民間事業者の様々な活動と協調することで、大山ブランドの魅力向上や情報発信等の相乗
効果を図る

伯耆国「大山開山１３００年祭」平成３０年度事業計画案／水と食プロジェクト
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◆ 「大山ブランドフェスティバル(仮)」の開催
➣「農と食のフェスタ」とのタイアップイベント

・2日間で延べ4万5千人（H28実績）が来場する

同フェスタとタイアップし、圏域の大山ブランド

商品（農産物、加工品等）を一堂に集めてＰＲ

■開催日 H30.10.20(土)～21(日)（予定）

■会 場 米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ等

◆民間事業者とのタイアップ
・地元民間事業者の新商品づくりなどの

活動とタイアップし情報発信を充実

1300年祭を記念し
て発売された「大山
どりの鶏三昧弁当」。
地元の大山どりや
高原野菜を使用。

◆大山ブランドの食材による大山開山１３００年記念料理等の提供
➣地元食材を使用した大山開山1300年祭に向けた統一コンセプトのメニュー

・平成29年度までに創作した記念料理を中海圏域の１２店舗で提供

・「大山開山1300年祭おもてなし料理」を各市町村

の店舗で開発し、県西部の８店舗で提供

※店舗拡大中

ファイナルイベント



「農と食のフェスタ」とのタイアップにより開催（※H28は2日間で45,000人を集客）
■開催日 平成３０年１０月２０日（土）、２１日（日）（予定）
■会 場 米子コンベンションセンター等
⇒ 1300年祭を通じて再発見、あるいは磨き上げを行った大山の恵み、魅力（＝レガシー）を一気にＰＲ

＜コンセプト＞
○大山の魅力の集大成を演出
＜事業テーマ＞
○『大山の「不思議と素敵」』をキーワードに「日本はじまりの地」を紐解きながら
１３００年祭各プロジェクトを締めくくるファイナルイベントとして実施。

伯耆国「大山開山１３００年祭」平成３０年度事業計画案／ファイナルイベント大山ワンダーフォーラム

○日本はじまりの地
シンポジウム

・「日本はじまりの地」をテーマ
とし、 奥深い大山の魅力にさ
らに迫っていくシンポジウムを
開催
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○星取県フェスタ
・宙ガールファッション
ショー、星空ウォッチン
グ、ミニトークショー、
星空カフェ

○大山ブランドフェスティバル
・記念料理、おもてなし料理を
含めた大山ブランドの商品を
一堂に集め、百花繚乱の大山
の水と食の魅力をＰＲ

大山の恵みを感じる
プロジェクト 水と食プロジェクト星取県プロジェクト

※ワンダーフォーラムに併せて、米子市・大山町
主催の１３００年祭のファイナル事業として実施

（内容調整中）

節目の１３００年を経て、圏域住民が一体となった、さらなる盛り上がりにつなげていく
to the next 100 years 

大山町主催イベント 米子市主催イベント

大山の魅力・ポテンシャルの再認識、地域の
一体感・地域活性化に向けた機運の醸成

○「大山を詠む！」俳句
コンテスト

・「私の好きな大山」写真コ
ンテストの作品を題材に、
全国公募の俳句コンテスト
を開催

緑プロジェクト
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伯耆国｢大山開山1３００年祭｣イメージ
●地元(大山寺、大神山神社 等)主催事業 「大山への祈り」のステージ
○開創法要 ○開山1300年記念特別祈祷
○開山1300年記念もひとり神事
○御輿行列 ○野点会
○開山1300年特別朱印・御朱印帳 等

調身・調息・調心
必要なものは山が調えてくれる

＜催事等＞
➣大山お地蔵様フェスティバル
➣紙芝居「大山日本遺産物語」上演
➣大山でのクラシックコンサート（H28年度からH30年度まで） 等
＜ロゴ使用等＞
➣オリジナル弁当の開発と包装箱へのロゴ使用
➣地元茶菓への包装箱へのロゴ使用 等

大山開山
１３００年祭

➣桝水高原｢横手道｣ハイキングと大山
古道｢横手道｣ウォーク（伯耆町）
➣桝水高原「花の散策ガイドツアー」
(伯耆町)
➣ネイチャーガイドウォーク（南部町）
➣奥大山古道ウォーク（江府町） 等

➣夜の水木しげるロードリニューアル
(境港市)
➣みなと祭り灯籠流し体験(境港市)
➣桝水高原リフト「桝水サンセット」（伯
耆町）
➣金田川ホタルバス（南部町）
➣林を埋め尽くすホタル観賞（日南町）
等

➣なんぶ神話ガイド（南部町）

➣ＡＲアプリを使ったたたら跡探検

（日野町） 等

➣日野郡３町三色たたらんち（日南町、
日野町、江府町）

➣奥大山ブルーベリー農園摘み取り
体験（江府町） 等

●米子市、大山町以外の市町村主催事業（主なもの）

➣日本刀はじまりの地「伯耆国・
大山」刀剣とたたら展
➣刀剣コンテンツイベント
➣1300本の松明行列

➣謎解き宝探しゲーム

➣「山の日」記念全国大会
➣山ｶﾞｰﾙｻﾐｯﾄin鳥取大山
➣新しい「大山詣り」ﾎｰﾘｰﾄﾚｲﾙ

大会

➣｢星取県｣大山ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
・星空ｳｫｯﾁﾝｸﾞ

・星空ｶﾌｪ
・移動式プラネタリウム etc.

➣大山の大献灯 等

➣大山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ食材を使った
１３００年記念料理の提供

➣１３００年記念農と食のﾌｪｽﾀ
(大山ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ併催)

●実行委員会主催事業（県、米子市、大山町等が中心）

星取県
プロジェクト

水と食プロジェクト
「大山」の恵みを感じる

プロジェクト
緑のプロジェクト

●１３００年祭実行委員会事業
「大山からの恵み」のステージ

●1300年祭に賛同された新たな活動等
➣座禅体験
➣写経体験
➣草木染め体験
➣圓流院妖怪天井画

等々

●大山周辺の既存の催事・メニュー等
➣大山道自然観察会
➣奥大山自然観察会
➣大山自然観察会
➣地蔵縁日、観音縁日
➣野鳥観察会
➣昆虫観察会
➣夜の昆虫観察会

➣大山夏山開き祭
➣大山歴史探訪ウォーク
➣地ビールフェスト大山
➣ツール・ド・大山
➣サントリー天然水ブナの森
工場見学ツアー
➣大山ダウンヒルサイクリング
➣大山ブナの森ウォーク


