
○倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略　　　　全項目評価
（倉吉市未来いきいき総合戦略）

（１）基本目標１　人を大事にし、志を育てる

項目数

A 3

B 16

C 19

D 0

38

ア．子育て世代の負担軽減など、安心した子育て環境の提供

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標①
1.75
（H25）

1.52
(H26）

1.79 Ｃ 子ども家庭課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 65社 71社 100社 Ｃ 人権局

2 58.1% 58.7% 50.0% Ｃ 子ども家庭課

3 45.5% 49.6% 50.0% Ｂ 子ども家庭課

4 19,911人 20,788人 20,000人 Ａ 子ども家庭課

5 50人 34人 100人 Ｃ 子ども家庭課

6 0人 9人 0人 Ｃ 子ども家庭課

7 0人 0人 0人 Ａ 子ども家庭課

8 364人 383人 400人 Ｂ 子ども家庭課

9 126人 118人 150人 Ｃ 子ども家庭課

10 75人 81人 80人 Ｂ 子ども家庭課

評価区分

既に達成

順調

やや遅れている

遅れている

項目 状況・コメント

近年は、増加と減少を繰り返しており、全
国的にみても晩婚化による第１子の出産
年齢の上昇、核家族化等が要因であると
推測される。

子育て中の家庭を支援するため、地域で
の相互援助の仕組の理解に努めていく必
要がある。

項目 状況・コメント

鳥取県の認定制度。鳥取県「Ｈ27男女共同
参画マップ」により把握。
753社中71社（9.4％）で県平均（8.0％）は上
回っているが、市からの働きかけやＰＲも
必要。

※市民意識調査によって把握
不安の要因を適宜的確にとらえた政策を
引き続き実施するとともに、分かりやすい
情報提供が必要。

※市民意識調査によって把握
乳幼児から学童期に至る施設整備や受入
態勢の充実により、目標に向けて順調に推
移しており、今後も就労環境、条件の整備
と連携した取組を推進する。

目標は達成しているが、引き続き、親子で
楽しく過ごせる場の提供、また、友だちづく
りの手助け、相談相手等、地域の中で役割
を果たしていけるよう取り組む。

子育てに不安を持っている市民
の割合【％】

子育てと仕事が両立できる環境
が整っていると思う市民の割合
【％】

子育て支援センターの利用者
数【人】

ファミリーサポートセンター登録
者数【人】

○官民一体となって、結婚や出産、子育ての希望を早期に叶え、子どもを産み、育てやすい環境をつくる。
○子育て世代が、安心して希望する数の子どもを育てられるように、経済面の負担軽減や、地域の人財の活用により気軽にいつでも子どもが預けられる環境
の整備、病気になっても安心できる医療施設の対応力強化を進める。
○子育てしやすい職場づくりのための意識醸成等、仕事と育児・家庭の両立を図るための新たなワークスタイルを企業に対し、提唱する。

合計

平成27年度に児童虐待による乳児の死亡
事案が発生した。育児支援、孤立化の防
止を基本に、関係機関が連携し、早期の予
防対策に努めていく必要がある。

合計特殊出生率

引き続き、仕事と子育ての両立を図るた
め、保育施設での低年齢児の受入体制の
強化や、多様化する保育ニーズに対応す
る保育士の配置など、安心安全な子育て
環境の整備、支援を行う。

近年減少傾向にあったが、今回は上昇に
転じた。育児不安の解消を図り、親支援を
含めた施策を推進していく。

初婚年齢、第１子の出産年齢の上昇及び
希望する子どもの数の減少等が要因と推
測される。上記同様に施策を推進してい
く。

同上

待機児童数【人】

出生数【人】

第２子出生数【人】

第３子以降出生数【人】

乳幼児虐待人数【人】

男女ともに働きやすい職場環境
を構築する男女共同参画推進
企業の認定数【社】

取組方針・目指すべき姿

komatsus
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資料４



イ．出会いの機会を強化し、子どもを持つ喜びを感じられる取組みを推進

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1
240件
（H25）

207件
（H26）

240件 B 地域づくり支援課

2 2.50人 2.32人 2.70人 Ｃ 子ども家庭課

3 0件 11件 20件 Ｃ 地域づくり支援課

4 - 10% 50% Ｃ 地域づくり支援課

5 2.29人 2.23人 2.34人 Ｃ 子ども家庭課

ウ．移住希望者へ魅力を伝え、あたたかく迎え入れる体制を推進

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標② 147人 185人 200人 Ｂ 地域づくり支援課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 15件
21件

（単年）
20件

（単年）
Ａ 地域づくり支援課

2 324件 310件 500件 Ｃ 地域づくり支援課

3 2世帯 21世帯 50世帯 Ｂ 地域づくり支援課

項目 状況・コメント

婚姻件数【件】

現状から下降傾向にあるが、平成27年度
は結婚の意識改革のためのスキルアップ
セミナーを３回実施した。平成28年度では
中部地区（１市４町）で広域的な婚活事業
を実施することとしている。また、民間事業
者による事業とも合わせ、現状数値に戻る
よう今後事業を検討していく。

○出会いの機会を提供して、結婚を希望する人たちが婚姻を進められるよう取り組む。
○夫婦で子供を持つ喜びを感じて出産を選択できるように取り組む。

項目 状況・コメント

市民が理想とする子どもの人数
【人】

※市民意識調査により把握
理想と現実が乖離している要因を分析し、
経済的な負担、精神的な不安等の解消に
向けた取組を推進する。

独身者が理想とする子供の数
【人】

※市民意識調査により把握
理想と現実が乖離している要因を分析し、
経済的な負担、精神的な不安等の解消に
向けた取組を推進する。

結婚を支援する組織によるカッ
プル成立数【件】

本市の取組として、昨年度は目標達成に
向けて自身のスキルアップが有効と考え、
セミナーを中心に行った。カップリングは行
わなかったが、結婚にむけてのスキルアッ
プを図ることができた。
平成27年度に把握した３団体を含める他
団体について、平成28年度に活動支援を
行う。併せて婚活支援団体の把握を行う。

出会いの場参加者のカップル成
立【率】

同上

○移住者が持つ不安を小さくするため、倉吉での生活を体験してもらうとともに、移住した人を温かく迎え入れ、生活しやすい環境を提供する。
○各地域において、コミュニティの受入れ体制を整え、移住者が仲間になって地域活動に参加してもらえるように図る。
○教育・子育て環境の良さや高齢者の住みよい安心・安全な地域（安心度日本一）など、本市の持つ強みを全国にPRすることにより移住者を誘致する。

県内外からの移住者
目標値に近づいている。移住者数を増や
すため取組を強化していく。

項目 状況・コメント

空き家バンク成約件数【件】
物件を確保し情報提供することで成約に繋
がった。

移住定住相談件数【件】
ＨＰやフェイスブックの情報発信に努め、相
談件数の増加を図る。

お試し住宅体験者数【世帯】
平成27年2月のオープンから少しずつ利用
者は増えている。目標値に近づくための情
報発信を強化していく。

取組方針・目指すべき姿

取組方針・目指すべき姿



エ．子どもたちがどこに行っても自慢したくなる、倉吉の愛着と誇りづくりを推進

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

小学生：
87.0％

85.0%
小学生：
90.0％

B

中学生：
70.0％

64.0%
中学生：
75.0％

C

2 1.2回/人
1.9回

（7,327人）
1.5回/人 B 生涯学習課

3 1,294人 1,034人 1,300人 C 学校教育課

4 2.1回 1.7回 3.0回 B 生涯学習課

5 - 90.0% 90.0% B 学校教育課

オ．自ら志を持ち、アイデアを実現し地域に貢献できる人財教育

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

小学生：
84.0％

84.9%
小学生：
90.0％

B

中学生：
73.0％

70.6%
中学生：
80.0％

C

2 - 100件 150社 C 学校教育課

3 15回 25回 30回 B 総合政策課

4 13人
25人

（累計）
70人

（累計）
B 総合政策課

学校支援ボランティアとして地
域住民の活動人数【人】

多くの方々に支援をいただき、開かれた学
校づくりへの理解が広まってきた。
この取組の充実が今後も望まれる。

項目 状況・コメント

○子どものころから倉吉の良さを教え、小学生、中学生、高校生のそれぞれの年代で必要な教育を行うことで、子どもたちが、自分のふるさとを自慢できるよう
にする。
○保護者や地域住民のほか企業等にも協力を求めるなど、学校・家庭・地域相互の連携を深め、地域ぐるみで子どもを育む環境を整える。
○学校の教育活動を地域住民等が支えるだけでなく、学校も地域に貢献する取組みを推進する。

地区公民館主催の青少年対象事業の内
容により参加者数が減少したが、運動会や
まつりの企画から携わる中学生など、ボラ
ンティア参加者数は増加している。
8,979/5,243（7～18歳）

教員補助員の支援対象となる
児童・生徒の生活・学習の改善
された割合【％】

この事業における効果は絶大であり、学校
からのニーズも非常に高い。

地域の要請に応じて地区運動会の運営に
参画する生徒、竹取作業、クリーン作業に
参加する生徒もあり、地域に貢献してい
る。

「今住んでいる地域のために活
動している」と答えた児童生徒
の割合【％】

菜の花プロジェクト、地区公民館の諸行事
等に参加、或いは地域の要請に応じて金
管バンド等も協力を行っている。

体験活動に参加した青少年の
数【人】

青少年育成協議会・子どもいきいきプラン
など地域住民が主体となって開催する体
験活動に参加した青少年は増加しており、
地域性を活かした活動など、大人との交流
もできている。
※地区公民館の青少年教育事業を含め
る。　7,327/3,795（小・中学生数）
（Ｈ27は放課後子ども教室に音楽教室（金
管バンド・合唱）を含めていたが、Ｈ28から
は学校教育が教育活動の一環として取り
扱うこととなったため、その参加者数を除い
てカウント）

○倉吉市の市民として、誇りを持って仕事を行い、地域活動にも従事している「人財」をさらに増やすとともに、世代を通じて「人財」を育成するよう努める。
○若い人財を育成するシステムを持つ団体への支援や、リーダーの資質を持った人財を教育する取組みへの支援を進める。
○自ら研鑽する意欲を持った人財を応援する事業を推進する。
○「人財」同士のあらゆるネットワークを活用し、新たな展開に発展する期待があることから、県人会や同窓会の様々な団体間、人財交流イベントを推進しま
す。

学校教育課

学校教育課

職場体験受入登録事業所数
【社】

職場体験の依頼を企業にし、各中学校で
実施している。昨年度、１中学校で未実施
になっているため、本年度は全中学校で行
うようにしたい。

地元大学の地域イベント参加回
数【回】

内訳は、短大生20件、看護大生が５件と
なっている。参加回数は平成26年度より増
えているが、大部分が市外でのイベント参
加であった。市内の地域イベントへの参加
を促していく必要がある。
（まちの保健室への参加は含まず）

未来担い手養成塾参加者数
【人】

毎年12～13人程度をコンスタントに養成し
ている。引き続き参加者を増やすとともに、
卒塾後も地域で目立った活躍ができるよう
な養成に努める。

1

項目 状況・コメント

1
「将来の夢や目標を持っている」
と答えた児童生徒の割合【％】

学習や行事に地域の方や就業されている
方を外部講師として紹介している。

職場体験学習、「先輩に学ぶ」講演会を実
施している。

児童・生徒1人当たりの地域・ボ
ランティア活動への参加回数
【回/人】

取組方針・目指すべき姿

取組方針・目指すべき姿



5 74.7% 81.5% 84.5% B 福祉課

6 - 0件 20件 B 総合政策課

カ．女性が地域や職場で活躍できる環境づくりの推進

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 65社 71社 100社 Ｃ 人権局

2 29.9% 31.6% 40% Ｃ 人権局

キ．退職後からの活躍の場づくりによる地域の担い手と活力に貢献

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 - 20人
50人

（累計）
B 総合政策課

2 326人 319人 350人 C 長寿社会課

3 - 0人 5人 C 農林課定年帰農者数【人】
定年帰農者の確保に向け、平成28年度単
市事業により予算化した。数件の問い合わ
せあり。

項目 状況・コメント

男女ともに働きやすい職場環境
を構築する男女共同参画推進
企業の認定数【社】

鳥取県の認定制度。鳥取県「Ｈ27男女共同
参画マップ」により把握。
753社中71社（9.4％）で県平均（8.0％）は上
回っているが、市からの働きかけやＰＲも
必要。

公的審議会の女性登用率【％】

Ｈ23から40％を目標に取り組んでいるが、
Ｈ23の25.3％から6.3％の伸びに留まってい
る。関係課における選出区分の見直しや
積極的改善が必要。

項目 状況・コメント

コミュニティリーダー養成事業参
加者数【人】

平成27年度新たに開始した事業(鳥取看護
大学“まめんなかえ師範塾”）であるが、初
回から20人と多くの参加者が得られた。健
康づくり推進委員の方へ直接説明を行った
ことで事業の周知が図れた。
今後は修了者が「まめんなかえ師範」とし
て活躍する場の確保も必要。

○従業員の多様な働き方を支援し、家庭と仕事を両立できるようさまざまな制度や支援の拡充に努める。
○女性が当たり前に出産・育児をしながら活躍できる場の拡大に向け、制度や対策を企業や行政は取り組み、合わせて男性の働き方を変えるなど、家庭内に
おける男女の役割の見直しを推進する。

○60代の退職された方が地域や農業、観光、介護福祉の分野の担い手として活躍できるよう、必要なスキルを、行政と地域、企業等が協働で学びの場を提供
し、求める人財を育成する。

シルバー人材センター登録者数
【人】

今年度会員数は、退職年齢の引き上げ、
雇用延長など様々な要因により若干減少
となった。
ＰＲチラシの各戸配布、自治公民館での事
業説明、会員紹介制度の活用により、会員
拡大、就業機会の増加を図っていく。

障がい者に対する市民の理解
度【％】

※市民意識調査により把握
あいサポート運動、障がい者地域生活支
援センターや自立支援協議会による障が
いフォーラムや理解啓発の取組を積み重
ねている。今後も細やかな啓発を継続す
る。

学生と雇用先のマッチング支援
件数【件】

マッチング支援件数としては０件だが、学
生が企業に対しプレゼンを行うなど、マッチ
ングにつなげるための取組を行なってい
る。

取組方針・目指すべき姿

取組方針・目指すべき姿



（２）基本目標２　仕事をつくり、人を呼び、また仕事を呼ぶ

項目数

A 2

B 20

C 1

D 0

23

ア．安定した雇用基盤の整備

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標① 153人
292人
（累計）

300人
（累計）

B 商工課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 0.94 1.08 1.00 A 商工課

2 52.0% 54.0% 60.0% B 商工課

3 17件
26件

（累計）
40件
(累計）

C 商工課

4 130人 166人 150人 A 商工課

5 - 26件 30件 B 商工課

6 - ５件 15件 B 商工課

7 - 1,262体 1,500体 B 商工課

イ．80歳まで稼げる農林水産業の推進

項目 状況・コメント

企業誘致及び規模拡大による
新規雇用者数

８件の規模拡大及び２件の新設に係る企
業立地促進事業による雇用増。また、誘
致企業の新規雇用も計画通り順調に推移
している。

項目 状況・コメント

倉吉管内有効求人倍率【率】

全体では目標値に達しているが、管理・事
務系は0.29倍、生産工程系は0.83倍（いず
れも平成28年４月）と、業種によって格差
があり、ミスマッチの解消が要される。

地元採用率【率】
卸売・小売業と運輸業の地元採用率は低
下傾向にあるが、医療・福祉は目標値を
上回っている。

市内における起業者の累計数
【件】

商工会議所を相談窓口として起業した者
の数。年度によって増減はあるが増加傾
向にある。

伝統的民芸品年間制作数【体】

平成27年度で後継者育成期間である３年
が経過したため、今後は伝統的民芸品の
普及・啓発と定着化をはかる取組みを行っ
ていく。

人材育成センター受講者数
【人】

産業人材育成センター倉吉校で実施する
在職者向け短期課程訓練修了者数。増加
傾向にある。

経営相談による改善事業数
【件】

よろず支援拠点による夜間ビジネス相談
会６件、富士市ｆ-Ｂiz小出センター長によ
る出張ビジネス相談会20件実施。

空き店舗を活用した新規出店
数【件】

開業者の新規出店に対して効果があっ
た。
商店街等の空き店舗解消、新規開業の促
進を含めた空き店舗活用を進めていくた
め、継続して事業を行っていく。

○大学生や若者に対する起業家意識の醸成のための啓発事業、幅広い世代を対象とした起業準備段階における個別サポートや、創業資金の支援など
起業の各段階を貫いた切れ目のない支援を、金融機関も含めた専門家集団の立ち上げにより、起業・創業を推進する。
○また、鳥取県事業引継ぎ支援センターと連携して相談体制の強化や事業承継案件の掘り起しを行い、後継者人材バンクの運営支援により、後継者不
在企業と事業意欲のある人材とのマッチングを図り、事業承継を推進する。

○農産物をブランド化して高値で販売できるように図ること、加工や販売で工夫する６次産業化を進め付加価値を高めること、販路を拡大し安定した取引
と収入を確保することを進める。
○農業の担い手不足に対応するため、60代の退職した元気な高齢者が担い手となれるように、篤農家から技術伝承や県立農業大学校での研修を有効
に活用し、新規就農者の確保・育成を図る。
○山林の森林資源を有効に活用し地域産業の活力を高めるため、雇用拡大に貢献した事業体への支援等を実施することにより、今後の素材生産や造
林の拡大に対応する若い林業技術者の確保・育成を図る。
○森林整備等で発生する未利用間伐材等を有効活用する木質バイオマスエネルギーについて、農業施設等での活用に向けた調査・研究組織を立ち上
げる。

合計

評価区分

既に達成

順調

やや遅れている

遅れている

取組方針・目指すべき姿

取組方針・目指すべき姿



＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 1件 2件 3件 B 農林課

2 21件
22件

（累計）
36件

（累計）
B 農林課

3 5.12% 5.66% 6.00% B 農林課

4 12組織 13組織 15組織 B 農林課

5 6人
24人

（累計）
25人

（累計）
B 農林課

6 - 1人 2人 B 農林課

7 - 2件 10件 B 農林課

8 102人 113人 120人 B 農林課

ウ．にぎわい創出と観光業の振興

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標② 2,128,000人 2,171,000人 2,200,000人 B 観光交流課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 1,317,794人 1,367,258人 1,500,000人 B 観光交流課

2 87,498人 90,092人 100,000人 B 観光交流課

3 14.6% 14.0% 12.0% B 商工課

4 20.5% 19.2% 14.0% B 商工課

5 3件 8件 15件 B 観光交流課

6 19件 16件 30件 B 観光交流課

引き続き法人化に向けて取り組む。

項目 状況・コメント

６次産業化取組み件数【件】
誘致企業による６次産業化の取組がス
タートした。

項目 状況・コメント

中部１市４町観光客入込客数

昨年比102％で増加した。今後も中部４町
や観光関連団体と連携し、外国人を含む
旅行者に向けた効果的なプロモーションを
行う。

淡水漁業従事者新規雇用者数
【人】

新規雇用者を確保するため、引き続き事
業を継続する必要がある。

竹等未利用資源活用事例件数
【件】

放置竹材の解消策を支援するため、企業
等の新事業に向けた取組を継続して支援
していく必要がある。

狩猟免許取得者数【人】
わな猟の人数は増加したが銃の保持者は
減っており、銃の保持者の育成・確保が必
要である。

コンベンション開催件数【件】
合宿の受入が定着してきており、開催件
数は減ったが、昨年度と比較し参加者数
及び宿泊客数は増加している。

項目 状況・コメント

市内観光客入込客数【人】
県全体主要観光施設の昨年比103.5％と
比べ、市内観光施設の昨年比103.8％で
県内でも若干増加傾向にある。

観光宿泊者数【人】

昨年比103％で増加傾向にある。特に外
国人宿泊客数が倍増しており、国際航空
便・貨客船の就航により今後も外国人客
の増加が見込まれる。

空き店舗率（成徳地区周辺）
【％】

減少傾向にある。老朽化により賃貸できな
い店舗も年々増加してきている。

新たな観光商品造成数【件】
観光関連団体の新規造成数。個人観光客
の様々なニーズに対応するため、引き続
き観光商品の開発を目指す。

空き店舗率（駅周辺）【％】 減少傾向にある。

○観光業は、交流人口を増やし定住へのきっかけを与えるとともに、地域経済へのインパクトも期待されるため、さらなる観光振興施策を、広域的に連携
しながら取組んで推進する。
○中部１市４町と真庭市蒜山エリアで組織する「とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会」を法人化し、旅行業を登録することにより組織体制を安定化させ
ることでDMOの核として位置づけ、構成団体等の関係機関との役割分担を整理するとともに連携を深め、地域のコーディネート機能を持ったランドオペ
レーターとして整備し、受入地の事情でなく（外国人を含めた）旅行者の要請を最優先することのできるワンストップサービスの提供等を行う体制を構築す
る。

新規就農者数【人】
新規就農者を確保するため、引き続き事
業を継続し、支援する必要がある。

地域ブランド商品の開発件数
（累計）【件】

「極味スイカプレミアム」の開発。Ｈ28は２
件の開発を検討する。

認定農業者数/農業従事者数
【％】

認定農業者数は維持しているが、農業従
事者数（総農家数）が減少している。

農業生産法人【組織】

取組方針・目指すべき姿



（３）基本目標３　地域を守り、地域資源を活力に変える

項目数

A 1

B 12

C 5

D 2

20

ア．人が集い魅力ある地域づくり

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標① 1地区 1地区 13地区 Ｃ 総合政策課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 43.3% 43.6% 50.0% Ｃ 地域づくり支援課

2 37.3% 39.2% 45.0% Ｃ 地域づくり支援課

3 4人
9人

（累計）
13人
（累計）

B 地域づくり支援課

4 573人 508人 1,100人 B 観光交流課

5
1,446
百万円

1,436
百万円

1,600
百万円

Ｃ 農林課

6 2店 3店 5店 B 商工課

7 - 1,131人 1,450人 Ａ 総合政策課

8 - 677人 4,000人 Ｄ 総合政策課

農家民泊・体験学習利用者数
【人】

平成27年度は前年に比べ人数は減ってい
るものの、毎年来訪する学校が４、５校あ
り、参加する学校・生徒にも好評。また、平
成28年度は新たな学校の来訪が決まって
おり、学校単位としては初の民泊を活用し
た体験旅行も決まっている。

ファーマーズマーケット売上額
【百万円】

新店舗設置に向けてアンケート調査を行
うとともに、店舗集約再編の方向性を検討
した。（ＪＡ）

項目 状況・コメント

「市民提案型協働プロジェクト」
事業の取組地区数

平成27年度は平成26年度と同じ１地区(明
倫）で取組を実施。平成28年度は３地区に
増やすよう計画、調整中。

項目 状況・コメント

市民が自主的・自発的なまちづ
くり活動に取組んでいると思う
市民の割合【％】

※市民意識調査により把握
市民意識調査の結果、特に若年層の回答
割合が低かった。今後若年層のまちづくり
活動に対する、意識の高揚にむけた取組
を検討する必要があると考える。

地域のまちづくりに自分の意見
を反映させたり、実際の活動に
も参加している市民の割合
【％】

※市民意識調査により把握
市民意識調査の結果、若年層の参加割
合が低かった。これは、仕事など時間的な
制約が原因だと思われるので、若年層が
参加しやすい環境づくりが必要と考える。

集落支援員配置数・地域おこし
協力隊【人】

目標に近づくことができた。配置による成
果も見られる。配置されていない地域に対
して、集落支援員・地域おこし協力隊制度
について理解をしていただく必要がある。

チャレンジショップ出店者数
【店】

新規開業者希望に対して経営及び独立開
業に関する助言指導の支援を行う。卒業
後の開業率、継続率ともに高く、継続して
事業を行っていく。
・H27.4～H27.10　１件
・H27.7～H28.3　　２件

夜間時間帯バス利用者数【人】

半年間の実績であり、目標数値に対する
利用実績は高い。運行時間帯によって、
西倉吉や総合事務所前の利用が多く、一
定の利用(高校生等）が今後も見込まれ
る。

予約型乗合タクシー利用者数

事業開始で間もないため目標数値に未達
成の状況である。ドアツードアなど利便性
の周知を再度徹底し、目標達成を目指
す。

○地域の暮らしを守り、地域コミュニティを維持して元気な地域づくりを目指す取組みとして、これまで地域を支えてこられた方々に加え、女性や若者、移住
者、学生がつながり、地域の皆さま全体で「市民提案型協働プロジェクト」について、共に考え、共に実行していくことを市民運動に拡げていき、これからの
地域づくり、本市の未来につなぐ推進基本事業とする。

合計

評価区分

既に達成

順調

やや遅れている

遅れている

取組方針・目指すべき姿



イ．地元大学生の力による賑わいづくりと地域づくり

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 15回 25回 30回 B 総合政策課

2
90人
（H27）

90人 500人 B 総合政策課

3 75.6% 68.9% 80.0% C 総合政策課

ウ．高齢になっても障がいがあっても安心して健康でいきいき活躍できる環境づくり

現状 実績 目標 評価 担当課等

目標② 74.7% 79.2% 95.0% B 防災安全課

目標③
2地区
（H27）

3地区 13地区 B 総合政策課

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 92.5% 92.7% 94.0% B 福祉課

2 64.3% 68.1% 70.0% B 長寿社会課

3 74.7% 81.5% 84.5% B 福祉課

4 3,478人 4,055人 4,400人 B 保健センター

5 16.7% 17.8% 50.0% Ｄ 保健センター

6 - 330人 500人 B 防災安全課

内訳は、短大生20件、看護大生が５件と
なっている。参加回数は平成26年度より
増えているが、大部分が市外でのイベント
参加であった。市内の地域イベントへの参
加を促していく必要がある。
（まちの保健室への参加は含まず）

消防団員のうち救急救命講習
受講者数【人】

消防団員の教育訓練の一環として位置付
けて取り組んだ結果、半数以上の消防団
員の受講に繋がった。今後も教育訓練と
して計画的に実施し、全消防団員の受講
を目指していく。

健康教室参加者数【人】

測定機器を地域での健康づくり事業に活
用したところ好評だった。引き続き有効活
用し、健康づくり推進員とともに、市民の
健康意識の向上につながる活動を継続し
ていく。

健診受診率【率】

健診受診率は微増傾向にあるが、目標に
はほど遠い。今後も健康意識の向上を図
り、病気の予防に必要となる各種健診受
診について、自治連、地区公及び健康づく
り推進員等との連携により進めていく。ま
た、受けやすい検診体制の構築や、効果
的な健診の啓発となるよう情報発信の方
法等を検討する必要がある。

項目 状況・コメント

自主防災組織の組織率

地域における防災マップづくりや防災研修
会の開催等を支援し、その機会を通じて
自主防災組織の必要性等を説明してきた
結果、組織づくりを推進できた。今後も必
要な支援を継続し、組織率の向上を図っ
ていく。

「まちの保健室」取組地区数

今後も順調に地区数は増えていく見込
み。ただし、取組地区が増えるにつれて、
運営スタッフが足りなくなる恐れがあるた
め、コミュニティリーダー養成事業と連携し
運営スタッフを確保しながら進めていく必
要がある。

障がい者に対する市民の理解
度【％】

※市民意識調査により把握
あいサポート運動、障がい者地域生活支
援センターや自立支援協議会による障が
いフォーラムや理解啓発の取組を積み重
ねている。今後も細やかな啓発を継続す
る。

項目 状況・コメント

在宅で生活ができている障が
い者の割合【％】

障がい者地域生活支援センターでの生活
相談、相談支援事業所での障害福祉サー
ビス利用の計画作成等、在宅生活を支援
するしくみが徐々に整備されてきた。

高齢期も安心して暮らせると思
う市民の割合【％】

※市民意識調査により把握
第６期倉吉市高齢者福祉・介護保険事業
計画に基づき、「住まい」「生活支援・福祉
サービス」が相互に連携しながら、在宅の
生活を支えられるよう環境を整え、高齢者
ができるだけ長く地域で暮らしていける環
境づくりを目指していく。

○学生がまちを学びの場及び交流の場としながら、まちなかに集い、市民と親しく交流し、地域における活動等に取り組むほか、市民、大学、公民館、地域
団体、事業者等及び市が一体となって学生の地域における生活、自主的な活動等を支援することにより、学生と市民とまちとの関係が深まり、賑わいと活
力が創出されることを目指す。

○子どもから高齢者に至るまで、障がいの有無に関わらず、だれもが住み慣れた地域の中で安心して暮らせるように、地域で支え合っていく。
○60代からの世代が、健康寿命を長く保ち、いきいき活躍できる地域をつくることで、だれもが安心して暮らせるまちをつくる。
○市は地域包括支援センター、社会福祉協議会、公民館組織との連携により、地域全体での健康づくりのモデルを確立し、受診率向上や生活習慣の改善
を推進する。

ボランティア登録の学生数【人】

90人の内訳は、短大生が30人、看護大生
が60人と看護大生が大部分を占めてい
る。
平成28年度から学生ボランティア交通費
の補助を行うこととしたため、本補助金の
活用を通じて、学生のボランティア参加を
促していく。

市内大学生の地元就職率【％】
学生は地元への就職を希望する傾向があ
り、各学年の県内出身者の割合が地元就
職率に影響していると考えられる。

項目 状況・コメント

地元大学生の地域イベント参
加回数【回】

取組方針・目指すべき姿

取組方針・目指すべき姿



（４）市民と行政との信頼に基づく行政改革

項目数

A 0

B 4

C 1

D 0

5

＜重要業績評価指標（KPI）進捗状況＞
現状 実績 目標 評価 担当課等

1 80.6% 77.0% 85.0% C 職員課

2 19.7% 20.0% 25.0% B 総合政策課

3 27.0% 28.9% 30.0% B 総務課

4 - 79本 250本 B 総合政策課

5 - 99% 120% B 総合政策課

項目 状況・コメント

○基本目標１～３の取組を推進し、支えていくため、市民から信頼される行政運営を実現するため、税収減に対応する公共サービスの効率化・行政コストの
スマート化、地域から頼られ「昨日の仕事」より「明日の仕事」ができる職員育成、市民の意向を反映し市民のための広報広聴活動の効果的な推進を実施。
○高度経済成長期に集中投資したインフラの老朽化が進行していることから、必要なインフラの機能を維持しつつ、トータルコストの縮減・平準化を図るた
め、メンテナンスサイクルの構築や長寿命化修繕計画の策定促進等、計画的な維持管理・更新等を推進する。

動画コンテンツ公開本数

年間50本を目標としているが、H27は79本
と目標を上回った。動画による自治体の
PRや市報紙面を敬遠される市民への情
報伝達が課題となっているため、引き続き
市の魅力や市政情報を動画化して情報発
信力を高める必要がある。

市公式ホームページアクセス
前年対比【％】

市報情報を広く周知していくため、特に若
年層への情報発信が課題となっている。
引き続きスマホを活用した情報発信が必
要である。

市役所を利用して満足と思う割
合【％】

※市民意識調査により把握
若年層ほど満足度が低い。市民に親しま
れ信頼される明るい市役所をめざし、市役
所改革ＷＧを中心に取組を進める必要が
ある。

予算が効果的・効率的に使わ
れていると思う割合【％】

※市民意識調査により把握
目標値に近づいてはいるが、特に30代の
満足度が低い結果となっている。また、半
数以上の方が「わからない」と答えており、
市民に納得してもらえる予算の使い方を
するとともに、理解してもらうための取組も
進める必要がある。

市政運営が開かれていると思
う割合【％】

※市民意識調査により把握
本市の情報公開制度では、平成27年度か
ら開示請求権の制限を撤廃し、より一層
の開かれた市政の推進に努めているが、
今後も制度周知やサービスの充実を進め
る必要がある。
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