
 

基本的な方針と目標、目標指標、数値目標 

 

（１）中心市街地活性化に関する方針ついて 
 

 

 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

活性化の目標１ 

多様な主体が持続的に住みたくなるコンパクトで暮らしやすい生活環境を備えたまちを

つくる 

活性化の目標２ 

潜在する歴史的・文化的資源の魅力を高め、既存の観光資源との連携を図った回遊型の観

光地として、交流人口を呼び込むまちをつくる 

活性化の目標３ 

既存業種を健全に維持しながら、小規模でも高付加価値な事業活動を創出するまちをつ

くる 

基本的な方針１（素案） 

安全・安心で快適に暮らせる生活中心のまちづくり 

基本的な方針２（素案） 

生活文化の薫る歴史的な街並みを活かした観光・交流拠点のまちづくり 

基本的な方針３（素案） 

都市型産業の育成やビジネス創出へとつながるまちづくり 

資料１ 
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（２）目標と指標、数値目標の設定について 

 

（１）目標 1 

１）目標と取組みの方向性 

【目標】 

 

 

【取組みの方向性】 

〇買い物や医療など日常生活を支える機能の導入・誘導や質の高い生活サービスの提供 

〇若い世代の感覚にも適応した新しい居住の場の提供 

〇多様な人々が居心地よく時間を過ごせる環境づくり 

〇バリアフリーやユニバーサルデザインの推進、公共交通の利便性、快適性の向上 

【内容】 

生活の場としての環境の整備、新たな居住スタイルを楽しめる居住の場の提供、楽しく交流

できる環境づくりを行うことにより、お年寄りが不便さや孤独を感じずに暮らすことができ、

また子育て世代にとっても快適に住むことができる、更には市外や県外からもその環境に魅力

を感じて新たな移住者・定住者が増え続けるような生活環境を備えたまちを目指す。 

全国の例にもれず、倉吉においても、人口減少と高齢化が進展し、日常的な買い物やサービ

スを受けられる商業施設等の郊外化が進んできている。今後さらに進展する超高齢社会を見据

え、倉吉市の活力を維持・向上させていく上で、中心市街地において、多様な世代の人々にと

って暮らしやすい環境を整備することが極めて重要である。 

このため、既存商業施設の再活性化などを含め、徒歩等によっても日常的な買い物ができる

環境の充実や、医院・診療所などの日常生活を支える医療機能の充実など、生活に必要な機能

の導入・誘導を進め、多様な世代の人々にとって住みやすい、質の高い生活サービスを提供で

きる環境を整備する。歴史的な市街地においては、空き家等のストックを有効に活用して、昔

の建物の雰囲気を楽しみながら住まうことができる住宅等へのリノベーションを進めることに

より、Uターンや Iターンを志向する若い世代の感覚にも適応した新しい居住の場を提供する。

併せて、高齢者サロンなどのコミュニティースペースの充実により、多様な世代・境遇の人々

が居心地よく、快適に時間を過ごせる環境づくりを行うことにより、消費と交流を促す。 

また、バリアフリーやユニバーサルデザインを推進していくとともに、駅周辺地区と打吹地

区とを連絡する公共交通バスの利便性、快適性の維持・向上を図るなど、誰もが安心して中心

市街地を訪れ、移動できる環境を整える。 

 

２）指標設定の考え方 

中心市街地の生活環境がどの程度向上しているのか、また居住環境がどの程度魅力的になっ

ているのかを把握するための指標として、中心市街地の居住人口を把握し、目標値を設定する

多様な主体が持続的に住みたくなるコンパクトで暮らしやすい生活環境を備えたまちをつくる 
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こととする。 

この目標では、暮らしやすい生活環境や質の高い居住機能の整備などにより、多様な人が快

適に暮らすことのできるまちを目指しているため、新たな居住環境の提供や生活サポート機能

の質を高める事業の実施が、今現在暮らす人の満足度の向上だけでなく、移住者や定住者を増

やすことへと繋がり、その成果が居住人口の増加となって現れると考え、中心市街地全体の居

住人口を指標として設定することとする。 

 

 ３）数値の動向と目標数値 

①数値の動向 

全国的な傾向と同様に倉吉市の人口も減少傾向にあり、中心市街地においても同様に減少を

続けている。最近 10 年程度の期間では、平成 20年～22年ごろにかけて一時期減少が緩やか

であったものの、平成 22年以降は減少傾向が加速している。また、平成 18年の人口を基準

（1.0）とした平成 26年の人口を指数でみると、倉吉市全体では 0.94 であるのに対し、中心

市街地では 0.92 と、中心市街地の方が減少傾向はより大きくみられる。 

地区別にみると、倉吉駅周辺は減少が比較的緩やかであるのに対し、打吹地区では顕著な減

少が見られており、平成 26年には平成 18年に対して 15％も減少している。 

 

 

 

3 



 

 

 

②目標数値の設定 

平成 26年を基準とし、平成 31年は現状維持の 8,145人と設定する 

平成 18年に約 8,900 人だった人口は、平成 26年には約 8,150人と 10％近くの 750人が減

少している。人口減少の傾向は顕著であるため、活性化の取組みを行わない場合にはさらなる

減少が予想され、平成 18年から平成 26年までの実績値から今後の推移を予測すると、平成

31年の人口は約 7,960人まで減少すると予想される。これを踏まえ、目標値は平成 26年を基

準として、その水準を維持することとし、平成 31年において 8,145 人と設定する。これは活

性化の取り組みを行わない場合に比べて 185人の増加を目標とする数値である。 

拠点的な生活・居住環境の整備、強化だけでなく、中心市街地の商業や業務活動の機能強化

や拠点整備と併せて、生活環境の整備や居住環境の整備を面的に図ることにより、地区全体と

して暮らしやすいまちを形成し、居住空間としての快適性、魅力向上に繋げることができるよ

う、目標達成を目指すこととする。 
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（２）目標２ 

１）目標と取組みの方向性 

【目標】 

 

 

【取組みの方向性】 

〇伝統的建造物群の利活用や歴史的・文化的な資源の発掘による観光地としての魅力向上 

〇やる気のある若年層や女性、高齢者などの様々な主体のアイディアや事業創出意欲を取り

込んだ観光振興や観光ビジネスの拡大 

〇体験型観光ニーズに対応したプログラムの提供、倉吉の環境を生かした滞在型観光の推進 

〇歴史的な市街地の歩行環境等、回遊型の観光を行いやすい環境整備 

【内容】 

倉吉を訪れる観光客をはじめとする訪問者が、ゆっくりと徒歩で回遊し、倉吉ならではの生

活文化を体験しながら滞在を楽しめる環境を整備し、消費の拡大へとつながるまちを目指す。 

倉吉では、これまで打吹地区を中心に、赤瓦白壁土蔵群等の伝統的な歴史的建造物の蓄積を

生かした、歴史や文化の香る観光振興の取り組みを行い、成果を挙げてきた。地域経済が右肩

あがりではない中、倉吉の活力を維持し、向上を図っていくためには、交流人口の拡大を図る

必要がある。従来の取り組みを土台として、歴史と文化によるまちづくりを草の根のように張

り巡らし、掘り起し、発展させていくことにより、地域経済の活性化につながる観光・交流拠

点の形成を図る。 

このため、伝統的建造物群を観光・交流の拠点として利活用し、空き家・空き店舗の活用や

リノベーションによる新たな集客施設を整備するとともに、潜在的な歴史的・文化的資源を発

掘し、新たな視点や手法により観光資源として活用することで、一層の魅力の向上を図る。利

活用にあたっては、やる気のある若年層や女性、高齢者などの様々な主体のアイディアや事業

創出意欲を取り込むことを前提に、まちなかで新規にビジネスを起業できる環境を整備し、観

光振興とともに観光ビジネスの拡大を図る。また、体験型の観光ニーズへと対応するための多

様なプログラムの提供と町家等を活用した宿泊機能の充実など、倉吉の環境を生かした滞在型

観光を進め、あわせて、歴史的な市街地の歩行環境の整備をさらに進めていくことにより、回

遊型の観光を行いやすい環境を整備する。 

また、地域に立地する大学等の教育・研究機関等の知的な資源、人材の集積を生かし、市民

の文化活動や生涯教育の場としての中心市街地の機能を充実させることにより、周辺地域から

も日常的に人が訪れるまちとしていく。 

 

 ２）指標設定の考え方 

中心市街地に観光客などの訪問者がどの程度訪れるのか、また回遊し、滞在しているのかを

把握するための指標として、中心市街地のうち、既に赤瓦白壁土蔵群等の観光地として取組み

が行われ、歴史・文化的エリアとして認識されている打吹地区に立地する主要な観光施設を対

潜在する歴史的・文化的資源の魅力を高め、既存の観光資源との連携を図った回遊型の観光

地として、交流人口を呼び込むまちをつくる 
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象とした「入込客数」を把握し、目標値を設定することとする。 

打吹地区は前述のように、倉吉市の観光地の中心である赤瓦白壁土蔵群が立地しており、土

蔵を活かした赤瓦一号館や物産館などの観光施設をはじめとし、博物館などの文化施設も多数

立地し、観光客の多くが立ち寄る地区となっている。 

この目標では、潜在的な歴史的・文化的資源の発掘により、歴史と文化によるまちづくりを

発展させ、新たな視点や手法による資源の活用でさらなる観光・交流拠点の形成を図ることを

目指しているため、歴史的・文化的資源に着目した施設の集積や機能増進、また回遊性の向上

のための事業の実施は、拠点の交流人口や、エリアの回遊人口にその成果が現れると考え、歴

史的・文化的資源が集積している打吹地区において、その拠点となる「主要観光施設の入込客」

を指標として設定することとする。 

対象とする主要観光施設は、倉吉博物館、赤瓦一号館、倉吉ふるさと物産館（赤瓦八号館）、

倉吉淀屋とし、観光拠点としても重要な施設であり、なおかつ回遊性も把握できるよう地区に

点在して立地するような施設設定とする。 

 

 ３）数値の動向と目標数値 

①数値の動向 

対象とする４施設（倉吉博物館、赤瓦一号館、倉吉ふるさと物産館（赤瓦八号館）、倉吉淀

屋）のうち、赤瓦一号館については、平成 11年度より緩やかに増減を繰り返していたが、平

成 18年度以降は一貫して減少しており、最近５年間で１万人減少している。倉吉ふるさと物

産館については、大きな増減を繰り返しながら平成 21年度に向けて増加してきたが、それ以

降は減少傾向が続いており、ピーク時に比べて約３万人減少している。また、倉吉博物館につ

いては、平成 21 年度に特異年が見られるほか、約５万人程度を軸として増減を繰返してい

る。一方、倉吉淀屋については、増加傾向にあり、平成 21年から平成 25年の５年で、倍以上

の入込が見られる。 

これらの結果、主要施設の入込客数を合計した総数については、大きな変動を繰り返しなが

らも増加しつつあった平成 20年度までに対して、平成 21年度以降は一貫して減少を続けてお

り、倉吉の観光の象徴の一つである赤瓦一号館への来訪者が減少を続けていることとあわせて

考えても、観光の衰退傾向がみられる。 
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②目標数値の設定 

平成 25年を基準とし、平成 31年は約 5％増の 28.2 万人と設定する 

対象とする４施設の実績値が正確に把握できるのが平成 21年以降となるため、平成 21年度

以降の数値を用い、目標数値の設定を行う。 

主要観光施設の入込客数が減少を続ける平成 21年度以降の実績値をもとに、今後の推移を

予測すると、平成 31 年度の入込客数は約 22.7 万人程度にまで減少すると予想される。この傾

向を踏まえて、目標値は、平成 25年度を基準とし、減少傾向に歯止めをかけた上で、基準値

に対して約５％増の 28.2万人と設定する。これは、今後、活性化の取組みを行わない場合の

予測値（約 22.7 万人）に比べて、約 5.5万人の増加を目標とする数値となる。 

今後は、各施設の魅力向上により入込客数を増やすだけでなく、歴史的建造物群保存地区以

外のエリアも含めて、倉吉の歴史的・文化的な市街地の資源をより広く捉え、観光の拠点づく

りを進める。これにより、打吹地区全体の回遊性も高め、観光等による滞在時間を増加させる

ような、観光地としての総合的な魅力を高める取り組みを行っていくことにより、目標達成を

目指すこととする。 
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（３）目標３ 

１）目標と取組みの方向性 

【目標】 

 

 

【取組みの方向性】 

〇小規模でも高付加価値な企業の誘致や起業の支援 

〇話題性、メッセージ性、影響力のある専門家などに対する活動の場の整備・提供 

【内容】 

中心市街地における産業・経済活動の健全な維持を図るとともに、将来の倉吉の産業・経済

の高付加価値化、ブランド化、独自性の確立や個性化へとつながる新たな息吹とするため、新

たな事業活動等の起業、誘致を推進するまちを目指す。 

倉吉の駅周辺地区、打吹地区には、市内の事業所の多くが集積し、従業者もその多くが就業

している。特に、駅周辺地区については「宿泊・飲食サービス業」「情報通信業」「金融業」のほ

とんど事業所が集積しており、打吹地区では「卸売・小売業」や「生活関連サービス業」「宿泊

業・飲食サービス業」が多くの集積している。二つの拠点は、それぞれの特性を有しながら、

経済産業活動面において倉吉市の中心として機能しており、今後も、社会全体の産業構造の変

化に適応しながら維持・発展していく役割が求められている。 

このため、既存にある業種の健全な維持を図るとともに、小規模でも高付加価値な事業活動

を行う企業の誘致や、新たな成長・雇用の源泉となる起業の支援・促進を図ることにより、時

代の流れを作っていく企業や、新たな働き方を求める人など、産業・経済活動を担うプレイヤ

ーを積極的に招き寄せ、地域型の事業振興を図る。また、アーティスト、クリエイター、デザ

イナーといった、話題性やメッセージ性、影響力のある専門家等についても、活動の場（アト

リエや創作活動の場等）を整備・提供するなど、積極的にその誘致に取り組んでいく。 

 

 ２）指標設定の考え方 

倉吉市において、新たな事業活動がどの程度生まれているのかを把握するための指標として、

「倉吉市で創業した事業所数」を把握し、目標値を設定することとする。 

この目標では、既存業種の健全な維持に加え、倉吉の産業や経済をけん引していくことので

きる新しい事業活動や新しい動き、流れを生み出し、産業・経済の視点から倉吉の独自性の確

立や活性化を図ることを目指しているため、小規模でも高付加価値な企業の誘致や起業支援、

またそれらの新しい流れや動きを生み出すことのできるプレイヤーを支援、誘致するための環

境整備などの事業の実施が、新たな事業活動の創出や集積につながり、その成果が新たに創業

した事業所数の増加となって現れると考え、毎年経年で把握することのできる、商工会議所が

把握している倉吉市における創業事業所数を指標として設定することとする。 

 

 

既存業種を健全に維持しながら、小規模でも高付加価値な事業活動を創出するまちをつくる 
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 ３）数値の動向と目標数値 

①数値の動向 

創業事業所数は、ピーク時の平成 20年の件数は 12件と多く、一方で平成 18年と平成 23年

は５件未満と少なく、件数のばらつきはあるものの、概ね５～10件の間で推移しており、年

間約７～８件程度の創業件数がみられる。全体に対して４割程度だった中心市街地における創

業件数の割合は平成 24年より拡大し、約６割程度となっている。 

 

       ※Ｈ18～Ｈ20における創業事業所については、中心市街地内外の内訳不明。 

②目標数値の設定 

平成 25年度を基準とし、平成 27年度から平成 31年度の平均件数を約 1.5倍の 12件と設

定する 

中心市街地の事業所の総数が右肩下がりに減少しているなか、多少の変動はあるものの年間

７～８件の創業件数があるため、活性化の取組みを行わない場合にも平成 31年度には同程度

の７～８件となることが予測される。これを踏まえ、目標値は平成 25年度を基準として、取

り組みが終わる平成 31年度には概ね 2倍程度の水準となることを目途とする。但し、起業件

数は年による変動も大きいことから、変動を繰り返しながら増加していくことを見込み、目標

値は「平成 27年度から平成 31年度の期間における年平均が、12件程度となること」と設定

する。 

また、創業件数を増やすだけでなく、規模が小さくてもまちにとって価値のある事業活動

や、その動きを生み出すことのできるプレイヤーを誘致できるよう、あわせて活動の場の整備

もしながら、新たな息吹の生まれる事業活動や地区の特性にあわせた事業活動の発展につなが

るよう、目標達成を目指すこととする。 
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■目標と成果指標、目標値の整理 

 

目標 成果指標 
現況値 

（平成 26年ま

たは年度） 

目標値 
（平成 31年ま

たは年度） 

増加分 

多様な主体が持続的に住みた

くなるコンパクトで暮らしや

すい生活環境を備えたまちを

つくる 

中心市街地の居住

人口（人/年） 
8,145人 8,145人 0人 

潜在する歴史的・文化的資源

の魅力を高め、既存の観光資

源との連携を図った回遊型の

観光地として、交流人口を呼

び込むまちをつくる 

主要観光施設の 

入込客数（人/年度） 
268,855 人 282,000 人 13,345 人 

既存業種を健全に維持しなが

ら、小規模でも高付加価値な

事業活動を創出するまちをつ

くる 

倉吉市における創

業事業所数 

（件/年度） 

8件 
12件 

平成 27～31 年度 

の平均 

4件 
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