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１ 倉吉市の位置 

倉吉市は、鳥取県の中央部に位置しています。 
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２ 倉吉市への交通アクセス 

関西方面から車で、約3時間！ＪＲ特急スーパーはくとで、約3時間！ 
車でのアクセス 
《中国自動車道・院庄IC ⇒                R179経由 ⇒ 約3時間》 
《中国自動車道・落合JCT ⇒ 米子道・湯原IC ⇒ R313経由 ⇒  約3時間》 
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３ 倉吉市の人口・労働力 

人口 

倉吉市 鳥取県中部地区 

平成22年度９月末現在 平成22年度９月末現在 

50,977人 111,542人 

倉吉市は、鳥取県中部にある人口５万人の都市です。 

倉吉市を中心とする鳥取県中部地区には、11万人の人口があり、国や県の行政機関、医
療機関、商業施設、金融機関などの都市機能が集積しています。  

市内事業所の地元採用率 

 （市内在住の従業員／市内事業所の従業員総数） 

48.4％ 

 
資料：H21年度市内事業所へのアンケート調査結果（倉吉市） 

倉吉市内における事業所の地元採用率は、48.4%であり、 
残る約半数は、倉吉市に隣接する中部他町の雇用となっています。 

倉吉市は、中部地域全体の雇用の受け皿となっています。  

 
資料：住民基本台帳 
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４ 倉吉市の気候 

倉吉市の気候は、 
年平均気温15℃  年間降水量1,646㎜となっています。 
四季を通じて過ごしやすい温暖な気候となっています。 

積雪量は少ない地域です。 

平成17年～平成21年の平均値
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    ５ “くらしよし”を作るもの〈歴史・風土編〉 

奈良時代、伯耆国の政治の
中心地として栄え、国府・国
分寺が設置された。 
山上憶良も、国司として赴任
した。 
↓ 
室町時代に打吹城が築かれ
城下町となる。 
↓ 
江戸時代に商人・職人の町と
なる。 
⇒このころから、工場制工業の形で、
かすりが織られ、稲こき千刃が２００年
間もの間、全国各地で売られてきまし
た。 

 

共に発展した農業・製造業・卸売業 

自然に恵まれ、古くから人と物資の集散の中心地 

   淀屋と倉吉市 

淀屋橋を作った江戸時代の豪商「淀屋」は、その豪商さが理由で、1705年（江戸前期）に、幕
府から財産没収・追放の刑罰である闕所（けっしょ）にされたが、番頭の牧田仁右衛門をふる
さとの倉吉市に派遣し、米穀商「牧田淀屋」を開かせ、密かに淀屋ののれんを引き継ぐ。 

牧田家は、手広く事業を展開し、農機具の稲扱千刃の開発などでも着々と財を築き、その後、
代々、淀屋清兵衛と名乗った牧田淀屋は、大阪の地所を買い戻し、1763年（江戸中期）に、淀
屋再興を果たした。 

淀屋清兵衛の墓 

倉吉法華寺畑遺跡 
伯耆国分寺跡 

稲こき千刃 倉吉絣 （倉吉ふるさと工芸館） 

稲こき千刃 全国シェア率60％ 

倉吉淀屋 

大蓮寺 
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６ “くらしよし”を作るもの〈文化・観光編〉 

重要伝統的建造物群保存地区として、国か
ら選定された 「白壁土蔵群」 
 
文化財保護法第144条の規定に基づき、特
に価値が高いものとして国が選定したもの 

 
数々の百選を受賞した美しい風景 

打吹山  森林浴の森日本100選 

打吹公園 日本都市公園100選 

打吹公園  さくらの名所100選 

酒と醤油のかおる倉吉白壁
土蔵群 

かおり風景100選  

倉吉法華寺畑遺跡 日本の歴史公園100選 

倉吉の町並み  
美しい日本の歴史的風土
100選 
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    ７ “くらしよし”を作るもの〈交流編〉 

倉吉パークスクエアは、文化・観光・産業・娯楽の施設で構成されており、普
通車約800台の駐車場も完備しています。 

この施設には、倉吉未来中心、交流プラザ、ふれあい広場、歴史公園、飲食
物販施設、屋外遊具、温水プール、鳥取二十世紀梨記念館等があります。 

倉吉未来中心では、大規模なコンベンションを開催することができます。 

倉吉未来中心 

倉吉未来中心 

大ホール 1,503席 

小ホール 310席 

会議室 
9室 

（12席～195席） 
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    ８ “くらしよし”を作るもの〈自然編総論〉 

AA  水水ののチカラチカラ      美味美味しいしい地下水地下水  

BB  河河ののチカラチカラ      ワサビワサビがが育育つつ清流清流  

CC  大地大地ののチカラチカラ    秀逸秀逸なな農産物生農産物生みみ出出すす台地台地  
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８A 水のチカラ 

倉吉市水道局が発売の「倉吉の水」は、
地下水そのままの味 ！ 

塩素処理の必要のないほど、美しい
地下水だから提供できる味！ 

水の美味しさの歴史は長く、 
古くからつきることない泉 「萬斛泉(ま
んこくせん)」と呼ばれ人々の生活を支
えてきました ！  

栄養成分 
（100mlあたり）  

ﾅﾄﾘｳﾑ 1.2mg 

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ 0.3mg 

ｶﾙｼｳﾑ 1.5mg 

ｶﾘｳﾑ 0.2mg 

硬度 49mg/ℓ 

PH値 7.4 

倉吉市の例 

大都市の例 

水道水は、下のような仕組みになっています。 
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８B 河のチカラ 

倉吉市には、小鴨川、天神川などの一級河川があります。 
【小鴨川の水質ランキング全国第10位】 
国土交通省が実施する一級河川の水質調査でのランキングです。 
小鴨川は、大山東部に源を発し、倉吉市中心部の北を流れ、天神川に注ぐ一級河川です。 

河川名 
全国順位 中国地方順位 

平成21年 平成21年 

小鴨川 10位 2位 

天神川 17位 3位 

対象河川 165 15 

 
資料：国土交通省 
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８C 大地のチカラ 

倉吉市では、二十世紀梨、スイカ、メロン、キャベ
ツなどの果物・野菜が生産され、鳥取県農業の
主産地となっています。 

 

キャベツ ｔ ☆倉吉市 1,890 鳥取市 1,010 北栄町 794 米子市 727

たまねぎ ｔ 米子市 595 鳥取市 465 ☆倉吉市 413 八頭町 280

露地メロン ｔ ☆倉吉市 414 北栄町 235 鳥取市 177 大山町 165

すいか ｔ 北栄町 13,200 ☆倉吉市 6,120 琴浦町 1,300 鳥取市 681

大豆 ｔ 鳥取市 392 ☆倉吉市 279 北栄町 240 米子市 171

日本なし ｔ 湯梨浜町 5,850 鳥取市 5,170 琴浦町 3,870 ☆倉吉市 2,560

かんしょ ｔ 米子市 623 鳥取市 508 ☆倉吉市 433 境港市 428

きゅうり ｔ 鳥取市 860 米子市 306 ☆倉吉市 228 北栄町 207

鳥取県市町村別主要農畜産物収穫量等（平成18年）

第４位収穫量 第１位 第２位 第３位

 
資料：第55次鳥取農林水産系統計年報（中国四国農政局鳥取農政事務所） 



    

    倉吉市産業部商工観光課 

 

    

９ “くらしよし”を証明するもの ランキング＆データ編 

安心度の算出指標 
 

病院・一般診療所病床数
（人口当たり） 
介護老人福祉施設・介護
老人保健施設定員数（65
歳以上人口当たり） 
出生数（15～49歳女性人
口当たり） 

「住みよさランキング2010」(株)東洋経済新報社 

公的統計をもとに、それぞれの市が持つ都市力を、 
「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の5つの観点に分類 

安心度 全国第5位 
787都市中 

総合ランキング 
中国・四国 第4位 



    

    倉吉市産業部商工観光課 

 

    １０ 産業支援機関 

人材育成支援、経営革新支援、販路開拓支援、産
学金官連携支援、海外取引・進出支援、特許取得・
活用支援 

技術の相談、現地指導、依頼分析、機器利用、施設
利用、研究開発、受託研究・共同研究、起業化支援、
人材育成 

環境政策経営学科、環境マネジメント学科、建築・
環境デザイン学科 、情報システム学科、環境情報
学研究科 

政策地域学部・地域学研究科、 医学部・医学
系研究科、工学部・工学研究科、 農学部・農学
研究科 

国際文化交流学科生活学科、情報・経営専攻生
活学科、住居・デザイン専攻生活学科、食物栄養
専攻、幼児教育保育学科 

倉吉市から１時間以内の圏域に
立地しています。 




