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第 12 次倉吉市総合計画・第２期倉吉市総合戦略の策定方針

企画産業部企画課

（令和元年 11 月５日企画審議会決定・市長決裁）

倉吉市では、平成 22 年度に、平成 23 年度から平成 32（令和２）年度まで

の 10 年間を見据え、市全体として目指す新しいまちの姿、すべての分野にわ

たって共通するまちづくりの基本姿勢、まちづくりの分野ごとの目標及びその

実現に向けて骨格となるまちづくりの方針などを定めた第 11 次倉吉市総合計

画を策定し、その実現に向けたまちづくりを進めてきた。

この計画は、令和２年度に目標年度を迎えるが、この 10 年間で、少子高齢

化の進行や人口減少社会への転換、市民ニーズの多様化・複雑化など、市を取

り巻く環境は大きく変化している。

こうした状況のなか、市の持続可能な発展を目指し、中長期的な視点に立っ

て総合的かつ計画的なまちづくりを進めるため、令和３年度を始期とする第

12 次倉吉市総合計画の策定に取り組む。

地方自治法の一部を改正する法律（平成 23 年５月２日法律第 35 号）によ

り、総合計画を構成する基本構想の策定義務が削除された。これは、総合計画

がその役割を終えたということではなく、地方分権のなかで、地方公共団体の

運営について自由度の拡大が図られたもの。

本市においては、今後も、総合的かつ計画的にまちづくりを進めていくため、

市が目指す将来都市像への中長期的な展望を示すまちづくりの基本方針を定

めるものとして、市の最上位計画に位置付ける。

１ 第 12 次倉吉市総合計画の策定方針

（１)総合計画策定の趣旨

（２）計画の位置づけ

資料８
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①人口減少社会に対応した計画づくり

倉吉市総合戦略で示した人口ビジョンでは、2040 年に人口 40,000 人を維

持するよう目標設定している。人口減少の抑制に重点を置くことはもちろん

だが、人口減少の中にあっても、持続可能なまちを目指した計画づくりを行

う。

②地域の特性を活かした計画づくり

第 11 次倉吉市総合計画の将来都市像である「愛着と誇り」に込められた

想いを一層活かすとともに、レトロ＆クールなどの新たに加わった地域資源

を磨きあげ、倉吉に住んでいることを誇りに思えるまちづくりをすすめる。

③検証可能で実効性の高い計画づくり

計画の成果・効果を客観的に検証することができるよう成果指標を設定し、

ＰＤＣＡサイクルを回すことにより、進捗管理を行う。

④個別計画と整合性のある計画づくり

第 12 次倉吉市総合計画を市における最上位計画とし、各分野における個

別計画との整合を十分に図りながら策定作業を進める。

⑤市民参加による計画づくり

市民と市民、市民と議会、行政がそれぞれの特性を活かしながら、助け合

い、協力し合い、相互の信頼関係を醸成し、公共的課題の解決にあたってい

けるよう、市民ニーズがしっかりと反映された計画づくりを行う。また、様々

な主体が、補完・役割分担を行いながら、相乗効果を発揮するよう協力・連

携して公共活動を実行できる計画づくりを行う。

⑥親しみやすくわかりやすい計画づくり

計画の内容が分かりやすく、身近なものと感じられるように、簡潔明瞭な

表現で、イラストなどを活用しながら作成する。

（３）計画策定の基本的な考え方
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第 12 次倉吉市総合計画の構成は、「基本構想」、「基本計画」の２層で構成す

る。同じ時期に策定する第２期倉吉市総合戦略は基本計画の重点事業に位置づ

けし、総合計画と連動させる。なお、具体的な事業については、個別計画で進捗

を図る。

①基本構想

期間：10 年間（令和３年度から令和 12 年度）

概要：総合的かつ計画的なまちづくりを進めるための基本的な構想で、まち

づくりの理念、将来都市像などを定める。

②基本計画

期間：５年間（令和３年度から令和７年度の前期基本計画、令和８年度から

令和 12 年度の後期基本計画）

概要：基本構想を実現するための基本的な施策の方向性や目標を定める。重

点的に取り組むべき施策は、重点事業に位置づけし、重点的・優先的

に推進していく。

①市民参加

市民ニーズをしっかりと把握できるよう、様々な方法により市民参加の機

会を設ける。

（４）計画の構成と期間

（５）策定体制

名称 内容

ア．倉吉市総合計画審

議会

倉吉市総合計画の策定に関し、必要な調査及び

審議を行う。市議会議員、教育委員会、農業委員

会、公共的団体の役職員、学識経験者で組織。

イ．市民アンケート 市民の意見や意識をアンケートにより調査。（成

果指標の現状値）

ウ．市民対話集会 倉吉市のまちづくりについて、幅広く市民の意

見を得るため、13 地区で市民対話集会を行うほ

か、教育、福祉、健康、防災、観光、農業などの

分野別、中学生、高校生、大学生などの世代別な

どでも行う（それぞれ複数回実施する）。実施に

あたっては、より多くの意見が反映できるワー

クショップの手法を多く取り入れ、より市民目
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（※）ＯＳＴ会議

テーマに関心がある参加者で構成し、アクションプランを検討していく。別名、この指

止まれ会議。

②庁内体制

倉吉市将来ビジョン策定委員会を中心に、庁内各部局が横断的に連携し、

計画策定にあたる。また、計画策定にあたっては、各課・所が市民対話集会

を円滑に実施することができるよう、市民対話集会ワーキンググループを設

置し、ファシリテーションを行う。

線で現状と課題を把握していく（施策評価シー

トの仮説を検証する）。

また、課題の解決方法など、さらに具体的な議論

に進む場合は、ＯＳＴ会議（※）に移行し、官民

協働でさらに議論を深め、新規事業の立ち上げ

や、既存事業の見直しにつなげていく。

【市民対話集会でまとまった意見の取扱】

・内容に応じて分類し、基本構想に反映する。

・ＯＳＴ会議で内容が具体化したものについて

は基本計画に反映する。

・個別計画に反映可能なものは適宜反映する。な

お、個別計画は、見直し時期に総合計画との整

合をとる。

エ．パブリックコメント 第 12次倉吉市総合計画の素案について意見を得

るため、パブリックコメントを行う。

オ．市民説明会 第12次倉吉市総合計画の素案について意見を得

るため、説明会を開催する。

名称 内容

ア．倉吉市将来ビジョ

ン策定委員会（企画

審議会）

企画審議会の構成員で策定委員会を設置（委員

長：副市長）。計画策定の方法、進捗管理、素案

の審議等を行う。下部組織に部会を設置し、委員

会に付すべき事案を検討及び調整を行う。

イ．各課・所 個別計画ヒアリングの協力や第11次総合計画の

政策（13 政策＋行政経営の方針）ごとの振り返

りの協力を行う（施策評価シートの作成協力、施

策の関係課整理表の作成協力）。

市民対話集会をワーキンググループの協力を得
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③市議会との関係

第 12 次倉吉市総合計画の策定状況について、適宜、市議会に報告する。

ながら実施し、施策評価シートの検証を行い、よ

り市民目線での現状把握や課題分析を行う。

具体的な議論に進む場合は、ＯＳＴ会議を実施

し、官民協働で事業化の検討を行う。

計画策定に係る調査協力や、文案の作成協力を

行う。

ウ．市民対話集会ワー

キンググループ（フ

ァシリテーター）

市民対話集会を円滑に実施するため、ワーキン

ググループを設置する。ワーキンググループは、

分野別の市民対話集会の実施に必要な知識、技

能を有する職員をあてる（技能はファシリテー

ター養成研修で取得する）。

市民対話集会のテーマ設定のサポートやファシ

リテーションを行い、その結果を収束させる。

エ．事務局（企画課） 計画策定に関する事務を行う。また、策定本部や

ワーキンググループの運営を行う。

（６）策定スケジュール

令和元年

11 月 策定方針決定（企画審議会・庁内キックオフ）

11 月 市民対話集会ワーキンググループ設置

11 月 個別計画のヒアリング及び政策（13 政策＋行政経営の方針）

ごとの振り返りを実施し、第 12 次総合計画の施策の柱（30

～40 程度・施策評価シート）と関係課整理表を作成（～２

月）

12 月 ファシリテーター養成研修（翌年２月まで）

（ワーキンググループ構成員を対象）

12 月 倉吉市議会

・債務負担行為（策定支援業務委託費）

令和２年

３月 市民対話集会（～７月まで）※施策評価シートを検証

（13 地区、分野別など）

３月 策定支援業務委託業者選定

４月 策定支援業務委託業者委託

４月 市民意識調査（第 11 次総合計画進捗管理）
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７月 骨子案作成・文案調整（～10 月まで）

８月 ＯＳＴ会議（～11 月まで）

８月 市民アンケート

11 月 倉吉市総合計画審議会（諮問）（～翌年１月にかけて）

・素案審議（部会ごと）

11 月 倉吉市議会議員懇談会

・素案説明

令和３年

１月 パブリック・コメント

１月 市民説明会

・素案説明

２月 倉吉市総合計画審議会

・最終案の答申

３月 倉吉市議会議員懇談会

・最終案説明



7

倉吉市では、平成 27 年 10 月に、平成 27 年度から平成 31（令和元）年度ま

での５年間を計画期間とする「倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（倉吉

市未来いきいき総合戦略）」を策定し、様々な人口減少対策に取り組んできた。

こうした取組により、国立社会保障・人口問題研究所が平成 25 年３月に公

表した推計人口に比べ、平成 30 年３月に公表された推計人口が上振れしたも

のになるなど、一部に成果が現れてきている。しかし、出生数は人口ビジョン

で掲げた目標 400 人に届いておらず、また、社会動態においても転出超過が続

いている状況がある。

こうした状況のなか、人口減少対策をさらに進める必要があるため、第２期

倉吉市総合戦略を策定する。なお、総合戦略は総合計画の重点事業に位置づけ

ることから、総合計画と一体的に策定する。

また、総合戦略に切れ目がないよう、第１期総合戦略の計画期間を令和２年

度まで延長する。

第 12 次倉吉市総合計画の基本計画の重点事業に位置づけする。

総合計画策定と同じ考え方に加え、国及び県の第２期「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を勘案して策定する。

①人口ビジョン

第１期総合戦略策定時に示した人口ビジョンを時点修正する。

②総合戦略

人口ビジョン及び市民対話集会等を踏まえ策定する。なお、国が「まち・ひ

２ 第２期倉吉市総合戦略の策定方針

（１)総合戦略策定の趣旨

（２）計画の位置づけ

（３）計画策定の基本的な考え方

（４）策定内容
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と・しごと創生基本方針 2019」で示している４つの基本目標（※１）と地方創

生版三本の矢（※２）及び新たな視点（※３）を勘案して策定する。

（※１）４つの基本目標

１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする

２．地方への新しいひとの流れをつくる

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する

（※２）地方創生版三本の矢

１．情報支援

２．人材支援

３．財政支援

（※３）新たな視点

１．地方へのひと・資金の流れを強化する（関係人口の創出・拡大）

２．新しい時代の流れを力にする（Society5.0、ＳＤＧｓ）

３．人材を育て活かす（掘り起こしや育成）

４．民間と協働する（ＮＰＯや企業と連携）

５．誰もが活躍できる地域社会をつくる（女性、高齢者、障がい者、外国人）

６．地域経営の視点で取り組む（地域マネジメント）

令和３年度から令和７年度の５年間

（第１期総合戦略の計画期間：平成 27 年～令和２年度の６年間）

①市民参加

市民ニーズをしっかりと把握できるよう、様々な方法により市民参加の機

会を設ける。

（５）計画期間

（６）策定体制

名称 内容

ア．倉吉市総合戦略検

討会議

倉吉市総合戦略の策定に関し、必要な調査及び

審議を行う。市民の代表をはじめ、「産官学金労

言士」の分野の関係者で組織。部会を組織して審

議。
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②庁内体制

倉吉市未来いきいき創生本部を中心に、庁内各部局が横断的に連携し、計

画策定にあたる。

③市議会との関係

第２次倉吉市総合戦略の策定状況について、適宜、市議会に報告する。

イ．市民アンケート 総合計画のアンケートと併せて実施

ウ．市民対話集会 総合計画の市民対話集会と併せて実施

エ．パブリックコメント 第２期倉吉市総合戦略の素案について意見を得

るため、パブリックコメントを行う。

オ．市民説明会 第２期倉吉市総合戦略の素案について意見を得

るため、説明会を開催する。（総合計画の市民説

明会と併せて実施）

名称 内容

ア．倉吉市未来いきい

き創生本部（企画審

議会）

課長級以上の職員で創生本部を組織（本部長：市

長）。企画審議会の構成員で常任委員会を組織

し、計画策定の方法、進捗管理、素案の審議等を

行う。本部の下部組織に部会を設置し、本部会議

に付すべき事案を検討及び調整を行う。

イ．各課・所 市民対話集会をワーキンググループの協力を得

ながら実施し、施策評価シートの検証を行い、よ

り市民目線での現状把握や課題分析を行う。

具体的な議論に進む場合は、ＯＳＴ会議を実施

し、官民協働で事業化の検討を行う。

計画策定に係る調査協力や、文案の作成協力を

行う。

ウ．市民対話集会ワー

キンググループ（フ

ァシリテーター）

市民対話集会を円滑に実施するため、ワーキン

ググループを設置する。ワーキンググループは、

分野別の市民対話集会の実施に必要な知識、技

能を有する職員をあてる（技能はファシリテー

ター養成研修で取得する）。

市民対話集会のテーマ設定のサポートやファシ

リテーションを行い、その結果を収束させる。

エ．事務局（企画課） 計画策定に関する事務を行う。また、策定本部や

ワーキンググループの運営を行う。、
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（７）策定スケジュール

令和元年

11 月 策定方針決定（企画審議会・庁内キックオフ）

12 月 倉吉市総合戦略推進委員会

・第１期総合戦略の進捗状況報告

・第１期総合戦略の期間延長

・KPI 目標値の設定

12 月 倉吉市議会

・債務負担行為（策定支援業務委託費）

令和２年

１月 倉吉市総合戦略検討会議（キックオフ）

・策定方針説明

３月 市民対話集会（～７月まで）

（13 地区、分野別など）

３月 策定支援業務委託業者選定

４月 策定支援業務委託業者委託

４月 市民意識調査（第１期総合戦略進捗管理）

７月 素案作成・文案調整（～10 月まで）

８月 ＯＳＴ会議（～11 月まで）

８月 市民アンケート

９月 倉吉市総合戦略検討会議（～11 月にかけて）

・素案審議（部会ごと）

11 月 倉吉市議会議員懇談会

・素案説明

令和３年

１月 パブリック・コメント

１月 市民説明会

・素案説明

３月 地方創生推進交付金申請

３月 倉吉市議会議員懇談会

・最終案説明


