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■倉吉市地域産業振興ビジョン戦略体系（案）

＜戦　略＞ ＜施　策＞

【
基
本
目
標
】

市
民
生
活
の
向
上
と
豊
か
で
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
の
実
現

地
域
経
済
の
活
性
化
と
雇
用
創
出
の
促
進

雇用の創出と確保

農商工連携による６次産業化の推進

にぎわい創出と観光業の振興

企業誘致の推進

就業情報の提供

人材育成の推進

商店街等のにぎわいづくり

起業促進と中小企業の支援

農業との連携による

地域ブランド商品の開発推進

マーケティング強化と

販路拡大の推進

中山間地域の活性化

環境・エネルギー産業の育成

観光資源の活用と整備

受け入れ体制の整備

特性を活かした観光ＰＲの推進
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別紙「新旧比較表」

＜改訂前＞ ＜改訂後＞

（目的） （手段）

＜施策＞＜戦略＞ ＜施策＞ ＜戦略＞

（目的） （手段）

【方向性1】

ものづくり産業の

振興

【方向性2】

農商工連携による

新産業の創出

【方向性3】

魅力あるまちづくり

と観光業の振興

既存企業の経営

基盤強化

企業誘致

環境・エネルギー

産業の育成

地域ブランド商品

の開発

販路開拓

にぎわいのある

まちづくり

地域観光魅力

の創出

観光資源の整備

観光客の誘致

企業定着支援

人材確保支援

ものづくり支援

販路開拓支援

企業誘致活動の推進

工業団地の再整備

自然エネルギーの

活用の拡大

EVカー関連産業

の育成

食品加工業の育成

農産物のブランド化

農産物・食品加工

商品の販路開拓

農産物と観光の連携

起業・異業種交流

の促進

魅力ある商店街

づくり

地域消費に結びつく

観光商品の造成

地域食を核とする観

光の推進

インバウンド観光

の推進

広域観光の推進

来訪者をもてなす

体制づくり

観光施設の充実

コンベンション等

の誘致

観光情報の発信

雇用の創出と確保

企業誘致の推進

就業情報の提供

人材育成の推進

環境・エネルギー産

業の育成

農業との連携による

地域ブランド商品の

開発支援

農商工連携による

６次産業化の推進

マーケティング強化

と販路拡大の推進

中山間地域の活性

化

にぎわい創出と

観光業の振興

商店街等の

にぎわいづくり

起業促進と中小企

業の支援

特性を活かした

観光ＰＲの推進

観光資源の活用
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主

な
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務
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業
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1　戦略の目的と指標 2　戦略の役割分担
①対象（誰、何を対象にしているのか） ④対象指標（対象の大きさ） ①市民、事業者等の役割（協働）

ア
イ
ウ

②意図（この戦略によって、対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度）
ア
イ ②行政の役割
ウ

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

3　戦略を取り巻く状況変化、現況、意見など 4　戦略の課題認識（現状の課題、新たに取り組むべき課題）

5　戦略達成のための施策（基本的な取り組み）

倉吉管内の就職率 ％

雇用の創出と確保 主管課名

安定的な雇用の場がある
市内従業員の雇用を確保する

市内への新規立地事業所数 所

人
市内事業所数

市内に立地してもらう（雇用の
拡大と確保）企業誘致の推進

取り組み方針

①企業動向把握のための市内外への訪問活動、②企業誘致の再検討に伴
う企業立地促進補助金制度の見直し、③効率的な事業基盤の確保として
の団地整備、④中部地区での雇用奨励金の検討実施

基金活用

平成27年度　地域産業振興ビジョン改訂・戦略評価シート　１

・安定的な経営に向けた取り組み
・雇用の確保（特に常時雇用者の確保）への取り組み
・地元産品、地元事業所利活用への取り組み
・自らの就業、能力開発への取り組み
・自然エネルギーの活用（検討）に向けた取り組み

・雇用確保ならびに雇用につながる設備投資等に対する支援
・企業動向を把握し、支援等に結び付けるための市内外への訪問活動
・特に若者を中心とした就業情報の提供（ハローワーク等との連携）
・県立産業人材育成センター等との連携による能力開発のためのセミナー等の周知
・自然エネルギーの活用可能性を調査研究、活用促進

・企業誘致、増設については、積極的な企業訪問や企業立地促進補助金制度の改正（補助率3％→15％、特認設定、雇用奨
励金30万円/人の設定）による新制度の活用等により行なってきた。その結果、平成23年以降、10社の企業誘致と9社の増設に
つながっている。
・雇用に関しては、平成23年以降、新規立地で460人の計画に対して約160人が採用、増設は78人が雇用されている。
・能力開発では、産業人材育成センターで講座等が開催されており、参加者は例年横ばい状況である。

地域経済の活性化と雇用創出の促進

成果指標の測定方法 ア．商工課で把握　　イ．労働市場月報（鳥取労働局職業安定課）　　ウ．商工課で把握（事業所アンケート調査）

単位

地元採用率（＝市内在住の従業員数／市内事業所の従業員総数） ％

戦略名

単位

就労意欲のある者
市内事業所

就業者数
所

平成27年度予算

1,694,573千円

千円

千円

成果指標

企業誘致及び規模拡大による
新規雇用者数

倉吉管内有効求人倍率

自然エネルギーの導入に取り
組んでいる事業者数

小水力発電の可能性調査事業、竹バイオマス利活
用調査事業①自然エネルギーの事業化に向けた具体的な活用方法についての調査研究

企業誘致推進事業（関西事務所含む）、企業立
地支援事業、医療機器関連企業誘致事業、大谷
工業団地再整備事業、

主な事務事業

環境・エネルギー産業の育成
太陽光、バイオマス等、自然エ
ネルギーが有効に活用されてい
る（事業化への取り組み）

就業情報の提供

千円

商工課 関係課名 　環境課

人材育成の推進 就業に必要な能力開発がなさ
れる

能力開発に関する講座等への
参加者数

①産業人材育成センター等が実施する能力開発セミナー等の周知、②研修
費等に対する助成の調査検討 （再掲）就業情報提供事業

【新規】就業情報提供事業①ハローワーク求人情報の利活用（市役所での閲覧を可能）、②無料職
業紹介事業の実施

・企業誘致とともに既存企業（中小企業を含む）の支援を展開（雇用形態についても検証）
・ハローワーク等との連携による就業情報の提供をはかる
・企業が求める人材の観点から、能力開発に関する講座等の開催を周知

就業情報が得られる

施策名 目的
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6　戦略会議での意見等



1　戦略の目的と指標 2　戦略の役割分担
①対象（誰、何を対象にしているのか） ④対象指標（対象の大きさ） ①市民、事業者等の役割（協働）

ア
イ
ウ

②意図（この戦略によって、対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度）
ア
イ ②行政の役割
ウ

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

3　戦略を取り巻く状況変化、現況、意見など 4　戦略の課題認識（現状の課題、新たに取り組むべき課題）

5　戦略達成のための施策（基本的な取り組み）

22,145千円

マーケティング強化と販路拡大
の推進

地域ブランド商品や特産品の
販売機会を増やす、販売ルー
トが確保される

商談会への参加回数、事業
者数、販売ルート新規開拓数

①地域産業活性化推進員による商談会への参加促進と参加経費にかかる
支援の実施、②特産品のセールス（ＰＲ）の実施

市場開拓支援事業、（再掲）地域産業活性化推
進事業 3,891千円

農業との連携による地域ブラン
ド商品の開発支援

地場産作物を使った独自性が
発揮される

地域ブランド商品数
・農産物加工品
・本市の農作物が原材料

①地域産業活性化推進員による商品開発等の支援、②異業種連携等に
よる新事業創出に向けた取り組みへの支援、③市場出荷を中心とした農産
物生産におけるブランド化

地域産業活性化推進事業【新規】、地域資源活用
新事業創出事業、特産物生産振興対策事業、鳥
取梨生産振興事業、地域特産品づくり事業（極実
スイカ）

250,570千円中山間地域の活性化
中山間地域の農産物等を利
用した特産品が活用される
（開発される）

特産品の開発件数、販売額
人口減少率をゆるやかにするため、ＩＪＵターン等移住者・定住者の積極
的な受け入れとともに、地域における支援体制を整備するとともに、農地維
持、地域資源の活用、内水面漁業振興など地域活動の活性化を図る。

農地を守る直接支払、多面的機能支払交付金事
業、ギンザケ稚魚生産拡大支援事業、竹資源活用
新事業創出事業

平成27年度予算

・農産物の高品位安定生産の実現
・中山間地域における農林水産業の振興支援
・新規就農者、後継者の育成（情報提供や支援）
・商品開発や販路開拓への支援

地域経済の活性化と雇用創出の促進

成果指標の測定方法 ア．農林課、商工課で把握

・平成24年に、商工会議所、新産業共通基盤と連携し、地元産の農作物を原料とした食品加工企業の有限会社ワールドファーム
を誘致した。平成27年に工場が操業予定である。
・平成23年には梨選果場、平成24年にはスイカ選果場が機能強化され、品質の安定供給がはかられている。
・農産物直売所の売り上げは、年々増加している。値段と安心が要因と考える。平成25年からスイカが海外（香港）に輸出される
ようになった。
・平成22年に、倉吉市商品等販路開拓支援事業補助金制度を創設し、ビジネス機会を広げようとする取り組みを支援している。

・農産物のさらなるブランド化による農業経営の安定。
・中山間地域におけるにぎわいは"人"により創出されるものであり、そのためにも少しでも人口減少率を食い止めるこ
とが必要なため、ＩＪＵターン等移住者・定住者の積極的な受入とともに、地域によるサポートが重要。
・商品開発や販路開拓への支援策の展開

施策名 目的 成果指標 主な事務事業取り組み方針

単位

単位

農商工連携による6次産業化が推進される
（新商品が開発される、新商品を知ってもらう）

6次産業化に向けた取り組み件数 件

市内の商業・工業・サービス事業者
農家

商業・工業・サービス業事業所数 所 ・農産物の安定供給の取り組み
・農業経営及び技術向上に関する指導の取り組み
・地元農産物の積極的な消費
・商工業等との連携（6次産業化）による取り組み
・地元での消費に努める（地元で地元ブランド商品を購入）

農家戸数 戸

平成27年度　地域産業振興ビジョン改訂・戦略評価シート　２

戦略名 農商工連携による６次産業化の推進 主管課名 基金活用農林課 関係課名 　商工課
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6　戦略会議での意見等



1　戦略の目的と指標 2　戦略の役割分担
①対象（誰、何を対象にしているのか） ④対象指標（対象の大きさ） ①市民、事業者等の役割（協働）

ア
イ
ウ

②意図（この戦略によって、対象をどう変えるのか） ⑤成果指標（意図の達成度）
ア
イ
ウ ②行政の役割
エ

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

3　戦略を取り巻く状況変化、現況、意見など 4　戦略の課題認識（現状の課題、新たに取り組むべき課題）

5　戦略達成のための施策（基本的な取り組み）

起業、新規事業の支援件数
（経済的支援）、経営相談
件数（改善率）

①起業や新規開業の促進と合わせ、店舗運営のための経営指導の実施、
融資実行、②経営相談会（f-Biz連携）の開催と地域産業推進員による
相談サポート

チャレンジショップ設置運営事業、【新規】経営相談等
推進事業、（再掲）地域産業活性化推進事業、
金融対策事業

2,029754千円

施策名 目的 成果指標 取り組み方針

商店街等のにぎわいづくり
商店街等を来訪してもらう
売上が確保される
空き店舗が解消される

駅周辺商店、旧市街地商店
を利用する人の満足度、商
業・サービス業売上高合計、
空き店舗率

①新規開業の促進を含めた空き店舗対策（店舗改装、家賃助成）の展
開、②消費喚起と事業者の販売意欲促進

にぎわいのある商店街づくり支援事業、【新規】プレミア
ム付商品券事業 101,766千円

起業促進と中小企業の支援 起業・新規事業の立ち上げが
できる、経営が安定する

単位

平成27年度　地域産業振興ビジョン改訂・戦略評価シート　３

戦略名 にぎわい創出と観光業の振興 主管課名 基金活用観光交流課 関係課名 　商工課

観光資源が活用、整備されている
受け入れ体制が整備されている
市の特性を活かした観光ＰＲ活動を行なうことで、多くの観光客に来て
もらう 観光客宿泊数 人

観光客、広域連携団体
観光事業者、市民、観光資源

観光客の数 人
観光資源（観光スポット、観光商品）の数 件

人
単位

新たに整備した観光スポット、観光商品数 件

市民数

・地域観光資源の発掘、再認識、磨き上げ
・来訪者に対するもてなしの心の醸成（観光ボランティアなどへの協力）
・地域資源を活かした製品、サービスの開発、提供ならびにＰＲの取り組み
・観光ＰＲ活動や誘客活動への協力
・顧客ニーズに合った魅力ある店舗づくりへの取り組み
・自らの能力を活かした起業への取り組み観光案内所の来訪者数 人

観光客入り込み客数 人

地域経済の活性化と雇用創出の促進

成果指標の測定方法 ア．イ．観光交流課、倉吉観光マイス協会で把握

・赤瓦・白壁土蔵群については、平成26年度から中心市街地活性化計画により観光地としての環境整備が検討されている。
・民間事業者独自の観光商品が少なく、さらなる地域資源を活用した観光商品（体験メニュー・グルメ含）の開発が必要である。
・関金温泉については、地域おこし協力隊の導入、関金温泉旅館組合への活動補助を行い、関金地区における観光商品の開発等
を進めている。また、倉吉市体験型教育旅行誘致協議会を組織して自然体験メニューを提供している。
・倉吉観光マイス協会により観光ガイド事業・観光案内所業務を実施し、来訪者へのもてなしを行っている。（外国人への対応として
は指差し確認表を倉吉観光マイス協会により配布）
・平成26年度に、鳥取中部ふるさと広域連合により「鳥取中部広域観光ビジョン」が策定され、中部圏域での観光客誘客に係る方
向性（テーマは「癒し」）が統一された。
・文化・学術等のコンベンションの誘致が伸びていない現状がある。
小売吸引力を見ると、平成24年が1.24であり、県内では最も高く他地域から買い物客を引き寄せている。しかしながら、店舗数や従
業員数は減少している。

・観光客の視点からの観光インフラの整備を実施し、観光客の利便性を向上させることにより観光客の増加を図
る。
・赤瓦・白壁土蔵群については、個人客をターゲットとした観光商品（体験メニュー・グルメ等）が少ないため、民間
事業者による開発を進める。
・観光資源である「赤瓦・白壁土蔵群」「関金温泉」の双方向に観光客を誘導する仕組みを確立する。
・観光ガイド事業・観光案内所業務を安定的に継続する。
・とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会と連携し、広域観光による誘客を実施する。
・とっとりコンベンションビューローと連携し、コンベンションによる誘客を実施する。
・買物環境の改善（空き店舗対策、創業や新規開業の促進）
・中小企業の支援（事業継続に向けた支援や経営相談による支援など）

・創業や新規開業等の取り組みへの支援（店舗改装や経営相談など）
・商工会議所等との連携による事業者の経営指導の推進、支援
・観光インフラの整備と観光客の利便性向上
・観光客の受け入れ体制の整備（観光案内所・観光ボランティアの維持など）
・地域住民や事業者等と協働して、地域特性（広域連携・癒し）を活かした観光Ｐ
Ｒの推進

主な事務事業 平成27年度予算
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6　戦略会議での意見等

14,817千円

受け入れ体制の整備 来訪者をもてなす体制が確立
されている 観光ガイド利用件数 ①倉吉観光マイス協会への運営補助金の継続

②倉吉観光マイス協会との連携による受け入れ体制の整備 倉吉観光マイス協会支援事業 29,355千円

特性を活かした観光ＰＲの推
進

市の観光資源の魅力を知って
もらう

観光協会等のホームページアク
セス件数

①とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会による大手旅行AGTへのプロモー
ションの実施
②とっとりコンベンションビューローと連携し、コンベンションによる誘客を実施。
③倉吉観光マイス協会による旅行AGT（関西・四国）へのプロモーションの
実施
④広告媒体（旅行雑誌）を活用した観光PRの実施
⑤倉吉市関西事務所・倉吉観光マイス協会と連携した観光PRの実施
⑥誘致企業と連携した倉吉市の知名度アップや観光客の誘客に向けた戦略
の展開

とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会参画事業、
（再掲）倉吉観光マイス協会支援事業、観光情報
発信業務委託事業、観光パンフレット作成事業、とっ
とりコンベンションビューロー運営参画事業、とっとりコン
ベンションビューロー支援事業、コンベンション等誘致支
援事業、【新規】ポップカルチャーによる観光客等誘致
促進事業

整備した観光施設数

①市所有の観光施設（湯命館・湯楽里・グリーンスコーレ・道の駅）の適正
な維持管理の実施
②観光関連インフラの整備
③民間事業者による観光商品開発のための補助制度の確立（H25.26で
実施したがH27は見直しのため計上なし）
④赤瓦・白壁土蔵群と関金温泉・体験型教育旅行の連携強化

【新規】名探偵コナンミステリーツアー参画事業、【新
規】ワールドトレイルズカンファレンス鳥取大会開催費
参画事業、関金温泉グランドデザイン推進支援事
業、関金温泉活性化支援事業、関金温泉まつり開
催支援事業、若女将による関金温泉街活性化事
業、【新規】地域おこし協力隊による関金活性化事
業、農村型体験旅行推進支援事業、観光施設維
持管理事業（関金地区）

85,442千円観光資源の活用と整備 観光客のニーズに対応した観
光資源が整備されている



事業枠 施策枠 戦略枠
企業誘致推進事業（関西事務所含む） 商工課 5,464
企業立地支援事業 商工課 249,224
医療機器関連企業誘致事業 商工課 1,317,640
大谷工業団地再整備事業 商工課 122,245

2 就業情報の提供 【新規】就業情報提供事業 商工課
3 人材育成の推進 （再掲）就業情報提供事業 商工課

小水力発電の可能性調査事業 環境課
竹バイオマス利活用調査事業 環境課
【新規】地域産業活性化推進事業 商工課 2,273
地域資源活用新事業創出事業 商工課 1,200
特産物生産振興対策事業 農林課 855
鳥取梨生産振興事業 農林課 17,317
【新規】地域特産品づくり事業（極実スイカ） 農林課 500
市場開拓支援事業 商工課 3,891
（再掲）地域産業活性化推進事業 商工課
農地を守る直接支払 農林課 103,123
多面的機能支払交付金事業 農林課 147,447
ギンザケ稚魚生産拡大支援事業 農林課
竹資源活用新事業創出事業 農林課
にぎわいのある商店街づくり支援事業 商工課 7,080
【新規】プレミアム付商品券事業 商工課 94,686
チャレンジショップ設置運営事業 商工課 1,300
【新規】経営相談等推進事業 商工課 1,500
（再掲）地域産業活性化推進事業 商工課
金融対策事業 商工課 2,026,954
【新規】ﾎﾟｯﾌﾟｶﾙﾁｬｰによる観光客等誘致促進事業 商工課 8,000
（再掲）倉吉観光マイス協会支援事業 観光交流課
とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会参画事業 観光交流課 752
観光情報発信業務委託事業 観光交流課 1,599
観光パンフレット作成事業 観光交流課 616
とっとりコンベンションビューロー運営参画事業 観光交流課 2,575
とっとりコンベンションビューロー支援事業 観光交流課 1,000
コンベンション等誘致支援事業 観光交流課 275
【新規】名探偵コナンミステリーツアー参画事業 観光交流課 2,600
【新規】ﾜｰﾙﾄﾞﾄﾚｲﾙｽﾞｶﾝﾌｧﾚﾝｽ鳥取大会開催費参画事業 観光交流課 2,900
関金温泉グランドデザイン推進支援事業 観光交流課 7,498
関金温泉活性化支援事業 観光交流課 500
関金温泉まつり開催支援事業 観光交流課 700
若女将による関金温泉街活性化事業 観光交流課 3,640
【新規】地域おこし協力隊による関金活性化事業 観光交流課 2,366
農村型体験旅行推進支援事業 観光交流課 2,500
観光施設維持管理事業（関金地区） 観光交流課 62,738

5 受け入れ体制の整備 倉吉観光マイス協会支援事業 観光交流課 29,355 29,355

2
276,606

■戦略体系表（戦略・施策・事務事業の関係整理）

1 企業誘致の推進

平成27年度予算（千円）

雇用の創出と確保1

4 環境・エネルギー産業の育成

1,694,573

戦略名 施策名 主な事務事業 担当課

中山間地域の活性化

2,029,754

14,817

85,442

2,261,134

1,694,573

22,145

3,891

250,570

101,766

3

農商工連携による６次産業化の
推進2

商店街等のにぎわいづくり1

にぎわい創出と観光業の振興3

農業との連携による地域ブランド商品の開
発支援1

マーケティング強化と販路拡大の推進

起業促進と中小企業の支援2

特性を活かした観光ＰＲの推進3

観光資源の活用と整備4
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