
平成 27年度第３回 倉吉市地域産業振興戦略会議 

日時：平成 27年８月 19日（水） 

15時 30分から 17時 00分まで 

場所：倉吉市役所 議会会議室 

１ 開 会

２ 市長あいさつ

３ 座長あいさつ

４ 議 題

（１）地域産業振興ビジョンの見直しについて

５ その他

６ 閉 会



　 区  分 委員氏名 所属及び役職等 備考

1 市民の代表者 岩世　麗 倉吉市女性人材登録制度登録者

2 〃 衣笠　優子 倉吉市女性人材登録制度登録者

3 〃 中野　雅斗 未来担い手養成塾塾生

4 事業者の代表者 山本　敬 株式会社バルコス代表取締役

5 〃 森　敏昭
三和段ボール工業株式会社
代表取締役社長

6 〃 中山　東太
株式会社ウッドプラスチックテクノ
ロジー代表取締役社長

7 〃 牧野　光照 倉吉観光マイス協会会長

8 〃 仲村　美枝
株式会社ヴィス・コーポレーション
代表取締役

9 〃 油谷 俊昭
株式会社ITTR
取締役

10 〃 藤井　由美子
有限会社真栄農産専務
農業委員

11 〃 田村　閑美
farm garden チトのゆび代表
倉吉異業種交流プラザ会長

12 産学金官の代表者 吉田　圭子 倉吉商工会議所 副会頭

13 〃 小野　達也 鳥取大学 地域学部教授

14 〃 安藤　正樹
倉吉信用金庫執行役員
本店営業部長

15 その他必要と認める者 栗原　隆政
鳥取中央農業協同組合
代表理事専務

倉吉市地域産業振興戦略会議委員

任期：H27.2.23～29.2.22　  



1　戦略の目的と指標
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）

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

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

2　戦略指標の推移

ア

イ

ウ

3　戦略の役割分担

4　戦略を取り巻く状況変化、意見など

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）

・ビジョン策定年度である平成22年度の倉吉管内有効求人倍率は0.85。現在1.06であり、上昇している。
・就業者人口は、H22国勢調査では、市内総数236,396人に対し1次産業2,678人、2次産業5,383人、3次産業15,578人となっている。
・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15％、特認設定（5％加算）、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、H23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、H23年以降、新規立地で460人の計画に対して約210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。
・商工会議所の起業相談窓口では、8件が結び付いている。また、相談件数も年々増加してきている。
・太陽光、水力エネルギーに取り組んでいる事業者数は、H23年から4社から5社で推移している。また、従業者数は、H23年の7人からH25年で9人となっている。

単位

所

％

％

・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
・自らの就業、能力開発への取り組み
・自らの能力を活かした新規事業展開への取り組み（起業促進）
・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
・自然エネルギー等新産業の活用可能性を調査研究、活用促進

①市民、事業者等の役割（協働）

②行政の役割

成果指標名

市内への新規立地事業所数

倉吉管内の就職率(年度末）

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)

49.2

地域産業振興ビジョン　戦略評価シート

体
系

担当課（関係課）

商工課、環境課

単位

雇用の創出と確保戦　略　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

倉吉管内の就職率(年度末） ％

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） ％

単位

就労意欲のある者
市内事業所

就業者数 人

市内事業所数 所

― 52.0

平成30年度

2 3 1 1 1 1

60.0

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

60.059.3

資料１
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5　戦略達成のための課題

6　戦略達成のための施策

7　施策指標の推移

8　戦略評価と今後の方向性（総括）

9　戦略会議での意見等

成果指標名

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

目的（対象、意図） 成果指標 取り組み方針

市内に立地してもらう、起業し
てもらう（雇用の拡大と確保）

企業誘致及び規模
拡大、起業による新
規雇用者数

・企業動向把握（誘致や規模拡大に結び付ける）のための市内外への
積極的かつ継続的な訪問活動を実施する。
・企業誘致や既存立地企業の支援の方向性を明確にすることによる企業
立地促進補助金制度の見直しを行なう。（補助率等の見直し、加算措
置の充実など）
・効率的な事業基盤の確保として、必要に応じて市内にある工業団地の
整備を進める。
・雇用確保に向けては、市内雇用が原則ではあるが、企業の雇用充足度
をより高めるためには、中部地区での対応も必要となる。そのために中部地
区での雇用奨励金制度を検討し実施する。
・県や関係機関と連携をはかり、起業がしやすい環境の整備をはかるととも
に、促進に向けた支援を検討する。

倉吉管内有効求人
倍率

企業立地（起業）の促進

就業情報の提供

人材育成の推進 能力開発に関する講
座等への参加者数

・ハローワークとの連携をはかり、求人情報が利活用できる環境を整備す
る。（市役所での閲覧を可能にする。）
・無料職業紹介事業が実施できる体制を整備し、紹介所を開設する。企
業や事業所の求人情報登録を促進する。さらに無料職業紹介事業の早
期定着化に向けて、専門員の配置の検討や企業立地促進事業補助金
との連携をはかる。

・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を周知する。ま
た、当該研修費等に対する助成制度を調査検討する。

就業情報が得られる

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
（人材育成センター）

自然エネルギーの導入に取り組んでいる
事業者数(累計)

人

件

環境・エネルギー等新産業の育
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）

自然エネルギーの導
入に取り組んでいる事
業者数

施策名

・雇用の創出と受け皿として確保するためには、引き続き企業誘致の推進や既存立地企業の支援を行なう必要がある。また、起業がしやすい環境を整える。
・就業に関しては、求人情報を得やすいようにする。また、就業に必要な能力を開発するなど人材育成を推進する必要がある。
・自然エネルギーの事業化による雇用の維持と確保の可能性を検証する。

％

人 41 153 85 120 60

単位

・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調査研究
する。特に、木質バイオマス発電等の事業化（雇用の可能性）に向け、
関係課をはじめ事業者等と市内のポテンシャルについて調査研究を行う。
また、事業者へ周知を行い産業としての事業化について支援を行う。
・中部クリーンセンターのし尿等を活用したバイオマス発電の実証実験を検
討（計画）する。
・市内に大規模太陽光発電所整備計画があり、稼動すれば新規雇用が
見込まれる。（計画内容を確認する。）今後は、太陽光発電事業を実
施する事業者に市施設の屋根等の貸出を行う。また、土地所有者等の意
向把握に努め、土地使用の情報提供を行うなど支援する。

平成30年度平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

8

20

0.95 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00

144 130 150

5 5 5 6 6



1　戦略の目的と指標
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）

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

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

2　戦略指標の推移

ア

イ

3　戦略の役割分担

4　戦略を取り巻く状況変化、意見など

平成28年度 平成29年度

1 2

平成25年度 平成26年度 平成27年度

1 1

新商品開発件数(異業種連携によ
る）

地域産業振興ビジョン　戦略評価シート

体
系

担当課（関係課）

商工課、農林課
戦　略　名 農商工連携による6次産業化の推進

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

・販売農家戸数はH22調査で1,930戸、農業就業人口は3,116人。
・誘致企業による地元産の農作物を原料とした冷凍野菜加工施設がH27年5月に竣工し、今後の本格操業が期待される。
・ＪＡ農産物直売施設は市内３ヶ所あり、３店舗の販売高は年間６億円に上る。
・近年、スイカや梨等の品目が輸出され、特に香港・台湾に向けた販路拡大が期待される。
・H22年に創設した「倉吉市商品等販路開拓支援事業補助金制度」を活用して、ビジネス機会（販路開拓）を広げようと事業者が取り組んでいる。
・倉吉商工会議所に、新たなものづくりや販路開拓を目指す企業による「ものづくり支援特別部会」（平成27年1月28日発足）が設置された。各会員企業の
新商品・新サービス開発の立ち上り期のリスクを軽減する支援や販路開拓支援、情報提供を行うことを目的としている。

単位

件

①市民、事業者等の役割（協働）

・農商工連携による6次産業化に向けた取り組みとともに、異業種や同業種の連携による新産業の創出に向けた取り組み
・民間事業者による積極的な商品開発の取り組み（専門家等によるアドバイジングチームの取り組みなど）
・地域ブランド商品の開発や販路開拓に向けた積極的な取り組み（商談会等への積極的な参加）
・地域ブランド商品等の地元での消費、購入
・地域ブランド商品等の積極的な販売

②行政の役割

・もうかる６次産業化、農商工連携支援事業等による支援や異業種、同業種連携による新産業創出の取り組みへの支援
・地域ブランド商品開発や販路開拓への支援
・倉吉商工会議所（ものづくり支援特別部会）との連携による事業者の商品開発、販路開拓への支援ならびに、商談会等の情報提供や機会提供の支援

成果指標名

6次産業化に向けた取り組み件数 3

平成30年度

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

新商品開発件数 件

単位

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

農家戸数 戸

10件

2



5　戦略達成のための課題

6　戦略達成のための施策

7　施策指標の推移

8　戦略評価と今後の方向性（総括）

9　戦略会議での意見等

成果指標名

目的（対象、意図） 成果指標 取り組み方針

地域ブランド商品の
開発推進

地域特産品等を使った独自性
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）
・特産品の開発件数

・地域産業活性化推進員を配置し、当該推進員が事業所を巡回して
地域ブランド商品の掘り起し等を行なう。また、商品開発等に関しては、
支援制度を紹介するなど商品開発を促す。
・異業種連携等による新商品、新サービスなど新事業創出に向けた取り
組みを支援する。
・市場出荷を中心とした農産物生産におけるブランド化（特産品の価値
を高める取り組み）

商品

単位

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

商談会への参加事
業者数

・推進員が事業所を巡回し、地域ブランド商品（自社商品）の掘り起
しを行ない、商談会への参加を促す。また、当該参加にかかる経費の一
部を支援し、参加しやすくする。
・ｅコマースの運営やふるさと納税サイトとの連携により販売ルートの確保
を検討する。

所

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

特産品の開発件数

13

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）(累計）

商談会への参加事業者数

施策名

・6次産業化に向けた取り組みについては、1次産業従事者（農業者等）と食品製造業のマッチングができていない状況である。
・地域ブランド商品（＝農産物加工品または本市の農作物が原材料となった商品）の掘り起しや知名度アップ、販売強化が必要である。
・6次産業化に向けた取り組みとともに、商品等の年間販売額を確保していく必要があることから、地域ブランド商品の販売機会の増加や販売ルートを確保する
必要がある。また、商談会への参加を促すため、事業者の掘り起こしが必要である。

3 6 7 9 11

17 21 28 30 32 34

3件 1
（極実ﾌﾟﾚﾐｱﾑ）



1　戦略の目的と指標
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）

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

エ

③結果（どんな結果に結び付けるのか）

2　戦略指標の推移

ア

イ

ウ

エ

3　戦略の役割分担

4　戦略を取り巻く状況変化、意見など

地域経済の活性化と雇用創出の促進

成果指標名

新たに整備した観光スポット、観光
商品数

観光客入り込み客数

観光客宿泊数

成果指標の測定方法

90,186,000
（H23)

ア．イ．ウ．観光交流課、倉吉観光マイス協会で把握　　エ．商工課で把握

・観光客数は、鳥取自動車道全線開通、出雲大社遷宮効果、外国人観光客の増を要因として増加してきている。
・関金温泉では、泉質や関金地区の地域資源を活用し、「観光」・「健康」分野を連携させた新たな保養温泉地としてのメニュー開発等が取り組まれている。
・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。案内所での対応件数も増加してきている。
・小売吸引力を見ると、H24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。
・商工会議所の起業相談窓口では、8件が結び付いている。また、創業や起業、経営相談件数も年々増加してきている。

単位

件

人

観光客入り込み客数 人

観光客宿泊数 人

千円

人

①市民、事業者等の役割（協働）

・地域観光資源の発掘、磨き上げとともに、地域の観光情報の発信と誘客活動の取組み
・来訪者に対するもてなしの向上と観光商品、サービスの提供による顧客満足度向上の取組み
・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新規事業展開への取り組み
・民間事業者等による起業家等への育成支援の取り組み（専門家等のアドバイジングチームによる起業家等へのインキュベートの取り組み）

②行政の役割

・観光振興に係る体制と基盤整備
・観光関係団体や事業者の自主的かつ主体的な取り組みの支援
・観光に関する情報収集及び調査研究
・創業や起業、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（経営発達支援計画に基づく経営指導員の取り組み）による事業者の経営指導の推進、支援

商業・サービス業売上高合計

商業・サービス業売上高合計 千円

観光資源が活用、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（ひとを集める観光戦略の展開）
売上が確保され、健全な経営がなされている

90,000,000

地域産業振興ビジョン　戦略評価シート

体
系

担当課（関係課）

商工課、観光交流課
戦　略　名 にぎわい創出と観光業の振興

単位

新たに整備した観光スポット、観光商品数 件

単位

観光客、市民、観光資源
市内の商業サービス業者

観光客の数 人

観光資源（観光スポット、観光商品）の数 件

市内の商業サービス業者 所

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

1 3 4 3 4 3

1,313,567 1,317,784 1,370,000 1,410,000 1,460,000 1,500,000

81,816 87,488 91,000 94,000 97,000 100,000

３



5　戦略達成のための課題

6　戦略達成のための施策

7　施策指標の推移

8　戦略評価と今後の方向性（総括）

9　戦略会議での意見等

19,535 31,506 33,000 34,000 35,000 36,000

14.9 14.6 14.0 14.0 13.0 12.0

0

713 709 740 760 780 800

15,648 17,850 18,500 19,000 19,500

平成28年度 平成29年度 平成30年度平成25年度 平成26年度 平成27年度

施策名

・観光商品の開発は、自然環境、伝統文化を活かした体験メニューなどが充実しているが、今後も観光マイス協会などと協力しながら、柔軟な発想で倉吉ならではの
観光素材の商品化と効果的な情報発信が必要である。
・観光入り込み客数は、バス料金の改定により、団体バス利用客数の減が予想されることから、個人客の取り込みが必要である。
・従来の観光分野の行政、観光協会だけでなく、産業全般にわたる地域の様々な主体が連携した観光地づくりが求められている。
・商店街を中心としたにぎわい創出と空き店舗活用を行なう必要がある。また、新規開業を促す必要があるとともに、経営指導や相談体制などのサポート体制も整え
る必要がある。

目的（対象、意図） 成果指標 取り組み方針

観光戦略に基づく観光情報の
発信

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

・観光戦略（ビジョン）策定により、本市観光の目指す基本コンセプトを
構築し情報発信を行う。
・ホームページでの多様なニーズに対応した新鮮な観光情報の発信を行
う。
・わかりやすく魅力的な観光パンフレット等による情報発信を行う。

・観光客へのきめ細やかな情報提供に向けて観光案内所機能を充実す
る。
・多様な観光資源に対応した質の高い観光ガイドの育成・確保を行う。
・Wi-Fi等の公衆無線LANの整備や多言語対応も含めた案内板・サイン
の制作設置を行う。

観光ガイド利用件数
観光案内所の来訪
者数

来訪者をもてなす環境が整備
されている受け入れ環境の整備

新規開業など事業者への
支援の充実

新規事業の立ち上げができる、
経営が安定する

新規事業の立ち上げ
件数

・よろず支援拠点との連携、商工会議所の経営発達支援計画に基づく経
営指導員の取り組み、商工会連合会中部支部との連携、f-bizの協力な
どによる経営相談等の充実をはかる。また、チャレンジショップの活用を引き
続き行っていく。
・新規開業（起業）に向けた新たな金融対策支援事業を検討実施す
る。（クラウドファンディングの活用等）

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 整備した観光施設数

・市所有の観光施設の維持管理と利用者へのサービス向上を図る。
・既存の観光資源の魅力向上と新たな発想による観光素材の発掘によ
り、「観光のまち倉吉」を創る。
・官民連携のもと、新たな観光拠点の整備の検討を行う。

件

％

観光案内所の来訪者数（白壁土蔵
群） 件

商店街等のにぎわいづくり 商店街等を来訪してもらう
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、空き店舗
率

・商店街等を中心に空き店舗の調査と把握を行なうとともに、新規開業の
促進を含めた空き店舗活用（店舗改装、家賃助成）を実施する。また、
消費喚起と事業者の販売意欲促進に向けた取り組みを検討実施する。

件

件整備した観光施設数

観光ガイド利用件数

単位成果指標名

空き店舗率（倉吉駅周辺）

新規事業の立ち上げ件数

観光協会等のホームページアクセス件数

観光案内所の来訪者数（倉吉駅）

1

空き店舗率（成徳地区周辺） ％ 17.0 15.0

件

件

730,000 750,000

22.6 20.5 19.0

駅周辺商店、旧市街地商店を利用する
人の満足度 ％ 30.3 31.9 30.0

20,000

14.0

3 2 5 5 5 5

607,163 655,925 680,000 710,000

0 0 1 0



各指標の推移の根拠
雇用の創出と確保

2　戦略指標の推移の根拠

ア

イ

ウ

7　施策指標の推移の根拠

農商工連携による6次産業化の推進

2　戦略指標の推移の根拠

ア

イ

7　施策指標の推移の根拠

地域産業活性化推進員が事業所を巡回し、商品開発を行った事業者や販路開拓に積極的な事業者等に
対して、倉吉商工会議所と連携した商談会情報提供や販路開拓機会提供などを行い、毎年2事業者ずつ
の増を目指す。（地域ブランド商品数と連動）

6次産業化に向けた取り組み件数
国及び県の6次産業化関連事業の実施状況を元に計上。平成25年度までに6次産業化推進整備事業
（国）を実施した農業生産法人、平成26年度（繰越）により6次産業化ﾈｯﾄﾜｰｸ活動交付金（国）を活
用して施設整備した誘致企業をカウント。今後も国県補助事業を活用した事業推進を図る。

市補助事業（地域資源活用新事業創出事業費補助金）の中の、一次産品を使用した商品について計
上。異業種や同業種の事業者のコラボにより、新商品の開発件数を増やす。市は民間の取り組みに対し支援
する。

市内事業者に対し、農産物を使った新商品開発支援等を行い、そのうちの約5割の事業者が商品開発を行
うことをめざす。また、地域産業活性化推進員による地域ブランド商品の掘り起し等も加味し、毎年2商品ずつ
の増とし、H30年度は累計34商品をめざす。

消費者ニーズ、市場ニーズに沿った特産品を開発するにあたり、既存ブランドの長所を活かす取り組みや大学
等関係機関との連携による新商品の開発などにより向こう3年間で3品目（年1品目）の開発をめざす。

ハローワークとの連携や無料職業紹介事業の実施などから、現状の有効求人倍率を維持する。

講座等の周知や参加しやすい環境づくりの検討（支援制度など）、講座内容等の検討を働きかけながら、現
状維持とする。

・太陽光発電、水力エネルギーに取り組んでいる事業者数は、H23年4社、H24年４社、Ｈ25年5社で推
移し、従業者数はH23年7人、Ｈ24年7人、Ｈ25年9人となっている。今後も市内で大規模太陽光発電所
整備計画があり、稼働すれば新規雇用が見込まれる。今後は、太陽光発電事業を実施する事業者に市施
設の屋根等の貸出を行う。また、土地所有者等の意向把握に努め、土地使用の情報提供を行うなど支援す
る。

自然エネルギーの導入に取り組んでいる
事業者数

能力開発に関する講座等への参加者
数（人材育成センター）

戦略名②

戦略①

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）

企業立地促進事業補助金の見直しやインフラ整備が必要ではあるが、引き続き、鳥取県との連携（情報収
集等）をはかりながら、毎年度1事業所の新規立地をめざす。

無料職業紹介事業の実施とともに、ハローワークとの連携により求人求職のミスマッチを解消し就職率の向上を
めざす。なお、ここ5年の実績から60.0％を設定する。（H22　48.3％、H23　38.5％、H24　56.4％、
H25　49.2％、H26　59.3％）

雇用自立度の改善（維持向上）を考えると、市内事業所における市内従業員の採用率を高める必要があ
る。市外への通勤割合も増えていることから、地元採用率を現行の52.0％から60.0％をめざす。そのために
は、無料職業紹介事業の実施とともに、ハローワークとの連携により求人求職のミスマッチの解消をはかる。ま
た、事業所においても雇用の確保に取り組んでもらう。（平成22年生産年齢人口と就業者人口の比率を、
平成30年推計生産年齢人口に掛け、就業者人口を割出し、雇用自立度維持の観点から地元採用率を算
出）

倉吉管内の就職率（年度末）

市内への新規立地事業所数

倉吉管内有効求人倍率

企業誘致及び規模拡大による新規雇
用者数

商談会への参加事業者数

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）(累計）

特産品の開発件数

新商品開発件数（異業種連携に
よる）

新規立地及び規模拡大による現状の新規雇用計画と、鳥取県との連携や企業立地促進事業補助金の活
用、また積極的かつ継続的な訪問活動による今後の新規立地にかかる雇用増により設定した。

資料２
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にぎわい創出と観光業の振興

2　戦略指標の推移の根拠

ア

イ

ウ

エ

7　施策指標の推移の根拠

観光案内所の来訪者数（白壁土蔵
群）

観光客へのきめ細やかな情報やサービス提供に向けた観光案内所機能の充実により、「観光客入り込み客
数」目標数値（Ｈ30年度に15%増）に準じた観光案内所の来訪者数を目指す。

観光客へのきめ細やかな情報やサービス提供に向けた観光案内所機能の充実により、「観光客入り込み客
数」目標数値（Ｈ30年度に15%増）に準じた観光案内所の来訪者数を目指す。

観光案内所の来訪者数（倉吉駅）

観光ガイド利用件数

現在計画進行中の「まちなかフィギア展示」を平成27年度、「小川記念館」を平成29年度に計上。

多様な観光資源に対応した質の高い観光ガイドの育成・確保を目指すことで、「観光客入り込み客数」目標
数値（Ｈ30年度に15%増）に準じた観光ガイド利用件数を「目指す。

整備した観光施設数

観光協会等のホームページアクセス件数

経営指導や経営相談の充実や創業支援（よろず支援拠点との連携、経営発達支援計画に基づく経営指
導員の取り組み、商工会連合会中部支部との連携、f-bizの協力など）ならびに、チャレンジショップ卒業生の
サポート体制の強化（倉吉商工会議所との連携）により、新規開業を増やす。また、クラウドファンディングの
活用支援やその取り組みにより、新規開業を増やす。

ホームページでの多様なニーズに対応した新鮮な観光情報の発信等により「観光客入り込み客数」目標数値
（Ｈ30年度に15%増）に準じたアクセス件数を目指す。

新規事業の立ち上げ件数

空き店舗活用支援事業等を利用して、チャレンジショップ卒業生をはじめとする新規出店希望者の空き店舗
への入店を進めていく。さらに、空き店舗を活用し飲食店経営が可能なチャレンジショップの設置を検討実施す
ることで、空き店舗率の改善をはかる。

空き店舗率（成徳地区周辺）

既存店舗の立地状況の把握や空き店舗の状況を調査把握する。この情報を整理し、空き店舗情報として提
供するとともに、利活用を促すことで空き店舗率の改善をはかる。空き店舗率（倉吉駅周辺）

駅周辺商店、旧市街地商店を利用す
る人の満足度

商店街等の取り組みへの支援や空き店舗活用対策を引き続き行なうとともに、さらに消費喚起や事業者の販
売意欲促進に向けた取り組みを検討実施することで、利用度ならびに満足度（買い物しやすさ、魅力等）の
現状を維持する。

新たに整備した観光スポット、観光
商品数

・新たな観光スポット数は、現在計画進行中の「まちなかフィギア展示場（赤瓦1号館）」を平成27年度、
「小川記念館」を平成29年度に計上。
・地域魅力を結びつけた観光メニュー(商品)を従来実績の最大年間数３を設定し目指す。

事業者等の魅力ある店舗づくりの取り組みや新規開業とそれらに対する支援、さらに観光客入込数増の取り
組みにより、平成23年度の売上高（9,018,600万円）の水準を維持する。商業・サービス業売上高合計

観光客宿泊数

多様化する旅行ニーズを踏まえ、この地域ならではの観光商品造成、ターゲットを絞った効果的な情報発信や
プロモーション、広域観光の連携強化などにより、中部広域観観光ビジョン（平成26年～30年）の平成30
年度目標数値の観光入込15％増を目指す。
多様化する旅行ニーズを踏まえ、この地域ならではの観光商品造成、ターゲットを絞った効果的な情報発信や
プロモーション、広域観光の連携強化などにより、中部広域観観光ビジョン（平成26年～30年）の平成30
年度目標数値の観光宿泊客10％増を引用。

観光客入り込み客数

戦略③
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