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米子がいな創生総合戦略改訂・新旧対照表 

 

１ 地域資源等の強み・特性に係る記述の修正 《第２章３「地域資源等の強み・特性」関係》 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

１ (1) ～ (4) 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) ～ (8) 

（省略） 

(1) ～ (4) 

（省略） 

(5) 国指定史跡など価値ある文化財 

本市には、国指定の重要文化財、史跡など古代か

ら近・現代に至るまで連綿と続く歴史や伝統、特色

ある風土に育まれた有形・無形の文化財が数多く存

在しており、これらは高い学術的価値を有し、市民

にも親しまれているものです。 

例えば、市内中心地の湊山に遺存する国史跡「米

子城跡」は、現在、建物は失われているものの、壮

大なスケールの石垣などは往時の姿をよくとどめて

おり、天守跡からは３６０度のパノラマで、大山、

日本海、城下町、中海などを一望することができま

す。 

また、大山山麓の緑豊かな自然の中に広がる「向

山古墳群（古墳）」、「上淀廃寺跡（社寺跡）」、「妻木

晩田遺跡（集落跡）」などの「淀江地区の史跡群」で

は、遠く古代伯耆の歴史に思いを馳せることができ

ます。 

これらの文化財は、郷土に対する誇りと愛着を生

み出すだけでなく、魅力ある地域づくりを進めるう

えで欠かすことのできないものです。 

(6) ～ (9) 

（省略） 

国指定文化財（史跡）

に関する記述の追加 

 

２ 基本目標に係る数値目標の修正 《第４章２（２）「基本目標（数値目標）」関係》 

政策分野Ⅱ ひとを呼ぶ魅力あるまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

２ ■皆生温泉の外国人宿泊客数《年間》 

⇒５年後（平成３１年）において、２１，９００人

以上（平成２６年：１０，６２８人） 

■皆生温泉の外国人宿泊客数《年間》 

⇒５年後（平成３１年）において、３０，０００人

以上（平成２６年：１０，６２８人） 

実績を踏まえた数値目

標の上方修正 

 

３ 基本的方向の修正 《第４章２（３）「基本的方向」関係》 

政策分野Ⅱ ひとを呼ぶ魅力あるまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

３ 《山陰両県以外からの移住定住の促進、若者の人口流

出抑制とふるさと回帰促進》 

◆そこで、本市は、市の魅力の内外への情報発信を強

化することなどにより、山陰両県以外の地域を幅広

く視野に入れた移住定住の促進に一層取り組むとと

もに、中心市街地などの魅力アップを推進しつつ、

若者の人口流出抑制、転出した本市出身の学生等の

ふるさと回帰を促進していきます。 

《山陰両県以外からの移住定住の促進、若者の人口流

出抑制とふるさと回帰促進》 

◆そこで、本市は、市の魅力の内外への情報発信を強

化することなどにより、山陰両県以外の地域を幅広

く視野に入れた移住定住の促進に一層取り組むとと

もに、中心市街地と郊外の一体的な発展を目指した

まちづくり、歴史と文化に根差したまちづくりなど

により市の魅力アップを推進しつつ、若者の人口流

出抑制、転出した本市出身の学生等のふるさと回帰

を促進していきます。 

施策分野の追加に伴う

基本的方向の字句の修

正 

政策分野Ⅲ ひとを愛し育む希望のまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

４ 《少子化対策への総合的な取組》 

◆そこで、本市は、若い世代の結婚・出産・子育ての

希望がかなえられるよう、結婚から子育てまでの総

合的な学習機会や結婚につながる出会いの場の提

供、子育て世帯への経済的支援、保育サービス等の

《少子化対策への総合的な取組》 

◆そこで、本市は、若い世代の結婚・出産・子育ての

希望がかなえられるよう、結婚から子育てまでの総

合的な学習機会・相談支援体制や結婚につながる出

会いの場の提供、子育て世帯への経済的支援、保育

施策分野の修正に伴う

基本的方向の字句の修

正 
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充実、乳幼児保健・育児支援の充実、妊娠・出産の

支援、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の促進などの少子化対策を総合的に推進してい

きます。 

サービス等の充実、乳幼児保健・育児支援の充実、

妊娠・出産の支援、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の促進などの少子化対策を総合的

に推進していきます。 

 

４ 施策分野の体系の修正 《第４章５（１）「施策分野の体系」関係》 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

５ 政策分野 施策分野 

Ⅰ しごとを

守り生み出

す元気なま

ち米子 

（省略） 

１～４ 

（省略） 

５ 「大山山麓の恵み届けます！」

ブランド化戦略の推進 

６～９ 

（省略） 

Ⅱ ひとを呼

ぶ魅力ある

まち米子 

（省略） 

１～４ 

（省略） 

（新設） 

 

５ 「ヨナゴがい～な！」市の魅力

の内外への情報発信 

６ 「交流人口拡大中！」観光客・

コンベンションの誘致の推進 

７ 「伝えよう！おもてなしの心」

外国人観光客対策の推進 

（新設） 

 

８ 自転車の活用の推進を視点に

したまちづくり 

Ⅲ ひとを愛

し育む希望

のまち米子 

（省略） 

１ 「結婚から子育てまで！」総合

的学習機会と結婚につながる出

会いの場の提供 

２～６ 

（省略） 

Ⅳ 助け合い

みんなで伸

びるまち米

子 

（省略） 

１～２ 

（省略） 

 

政策分野 施策分野 

Ⅰ しごとを

守り生み出

す元気なま

ち米子 

（省略） 

１～４ 

（省略） 

５ 「大山山麓の恵み届けます！」

ブランド化の推進 

６～９ 

（省略） 

Ⅱ ひとを呼

ぶ魅力ある

まち米子 

（省略） 

１～４ 

（省略） 

５ 中心市街地と郊外の一体的な

発展を目指したまちづくり 

６ 「ヨナゴがい～な！」市の魅力

の内外への情報発信 

７ 「交流人口拡大中！」観光客・

コンベンションの誘致の推進 

８ 「伝えよう！おもてなしの心」

外国人観光客対策の推進 

９ 歴史と文化に根差したまちづ

くり 

１０ 自転車の活用の推進を視点

にしたまちづくり 

Ⅲ ひとを愛

し育む希望

のまち米子 

（省略） 

１ 「結婚から子育てまで！」総合

的学習機会・相談支援体制と結婚

につながる出会いの場の提供 

２～６ 

（省略） 

Ⅳ 助け合い

みんなで伸

びるまち米

子 

（省略） 

１～２ 

（省略） 

 

施策分野の追加等 

 

５ 具体的な施策の修正 《第４章５（２）「具体的な施策」関係》 

政策分野Ⅰ しごとを守り生み出す元気なまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

６ ◎施策分野Ⅰ－２ 「守ります！」中小企業への支援 

≪具体的な施策≫ 

（新設） 

◎施策分野Ⅰ－２ 「守ります！」中小企業への支援 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－２－④ 中小企業（地場産業）の振興に関する条

例の制定 

【施策の概要】 

○地域経済の更なる発展のためには、地域に根差した

地場産業の担い手である中小企業の育成と支援が

必要です。 

 ⇒地場産業を育成し、地域経済の活性化につなげて

いくため、中小企業（地場産業）の振興に関する

条例を制定します。なお、条例制定に当たっては、

実効性のある条例にすべく、先進自治体の調査研

究、経済団体と協議など、様々な観点で検討しま

す。 

施策の追加 
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【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■中小企業（地場産業）の振興に関する条例の制定 

⇒条例を制定している自治体の調査・研究を行うと

ともに、経済団体とも協議しながら、条例制定の

基本方向・方針を決定します。 

７ ◎施策分野Ⅰ－５ 「大山山麓の恵み届けます！」ブ

ランド化戦略の推進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－５－① 「大山ブランド」パワーブランド化戦略

の推進 

【施策の概要】 

○県西部圏域は、大山に代表される自然豊かな観光資

源や食資源の宝庫ですが、全国的な知名度は高くな

いのが現状であり、圏域の知名度を上げることが大

きな課題です。本市にも、「大山」をその名称に冠

する民間企業が多数所在し、圏域の知名度の向上に

は、これらの民間企業と連携した「大山ブランド」

のパワーブランド化が期待されます。 

⇒当該民間企業の販売戦略と県西部圏域の市町村

が協調し、統一的なブランドイメージを構築し、

官民が一体となって情報発信の取組を推進する

「大山ブランド」パワーブランド化戦略を策定

し、推進します。 

 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■パワーブランドを構築するための説明会及び研修

会の開催件数《累計》 

⇒平成２８年度・平成２９年度において、６回 

■パワーブランドを構築するための共同ＰＲ事業の

実施回数《累計》 

⇒平成３０年度において、４回 

◎施策分野Ⅰ－５ 「大山山麓の恵み届けます！」ブ

ランド化の推進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－５－① 「大山ブランド」パワーブランド化の推

進 

【施策の概要】 

○県西部圏域は、大山に代表される自然豊かな観光資

源や食資源の宝庫ですが、全国的な知名度は高くな

いのが現状であり、圏域の知名度を上げることが大

きな課題です。本市にも、「大山」をその名称に冠

する民間企業が多数所在し、圏域の知名度の向上に

は、これらの民間企業と連携した「大山ブランド」

のパワーブランド化が期待されます。 

⇒民間企業を中心とした「大山ブランド」のパワー

ブランド化を推進する動きに連携し、圏域の認知

度向上、観光連携促進に向けて、官民が一体とな

って情報発信に取り組むなど、「大山ブランド」

のパワーブランド化を推進します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

（廃止） 

 

 

 

■大山パワーブランドを推進するための官民連携Ｐ

Ｒ事業等の実施回数《累計》 

⇒平成３１年度までに、２５回 

状況変化に伴う修正 

８ ◎施策分野Ⅰ－７ いつまでも若々しい高齢者等の
活躍の促進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－７－② 健康寿命の延伸に向けた事業展開 

【施策の概要】 

○平均寿命の延びに伴い、健康寿命との差が開くこと

により、介護保険要支援・要介護認定者が増加傾向

にあり、また、介護予防への取組が必ずしも十分と

は言えないことから、早い時期からの介護保険サー

ビスの利用も増え、介護給付費の増大を招いていま

す。これらのことから、高齢者等の家庭や地域での

活躍を促進する観点からも、健康寿命の延伸に向け

た事業を展開していく必要があります。 

⇒引き続き、平均４歳の若返りへの期待が実証され

ている「よなＧＯ！ＧＯ！体操」の更なる普及に、

その活動による仲間づくり、社会参加の促進、地

域での連携を期待できる「健康づくり地域サポー

ター（よなＧＯ！ＧＯ！体操普及員）」の養成を

図りつつ取り組みます。また、「よなＧＯ！ＧＯ！

体操」も活用した市民の自主的な活動である「健

康づくり・やって未来や塾」を支援します。 

 

 

 

 

（新設） 

◎施策分野Ⅰ－７ いつまでも若々しい高齢者等の
活躍の促進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－７－② 健康寿命の延伸等に向けた事業展開 

【施策の概要】 

○平均寿命の延びに伴い、健康寿命との差が開くこと

により、介護保険要支援・要介護認定者が増加傾向

にあり、また、介護予防への取組が必ずしも十分と

は言えないことから、早い時期からの介護保険サー

ビスの利用も増え、介護給付費の増大を招いていま

す。これらのことから、高齢者等の家庭や地域での

活躍を促進する観点からも、健康寿命の延伸に向け

た介護予防、フレイル対策事業を展開していく必要

があります。さらに、認知症の方も増加しているこ

とから、認知症施策も併せて一層推進していく必要

があります。 

⇒次に掲げる取組を行います。 

ア 平均４歳の若返りへの期待が実証されてい

る「よなＧＯ！ＧＯ！体操」の更なる普及に、

その活動による仲間づくり、社会参加の促進、

地域での連携を期待できる「健康づくり地域サ

ポーター（よなＧＯ！ＧＯ！体操普及員）」の

養成を図りつつ取り組みます。また、「よなＧ

Ｏ！ＧＯ！体操」も活用した市民の自主的な活

動である「健康づくり・やって未来や塾」を支

援します。 

取組の追加、これに伴

うＫＰＩの修正及び追

加 
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【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■健康づくり地域サポーター数 

⇒５年後（平成３１年度）において、４００人（平

成２６年度：３３７人） 

■体操実践会場数（健康づくり・やって未来や塾） 

⇒５年後（平成３１年度）において、３９会場（平

成２６年度：２７会場） 

（新設） 

イ 認知症への理解を深めるための普及啓発、認

知症予防事業等に取り組みます。 

※「フレイル」とは、身体的・精神的・社会的な要素から起こ

る複合的な衰え（虚弱）の状態のこと。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■健康づくり地域サポーター数 

⇒平成３１年度において、４００人（平成２６年

度：３３７人） 

■体操実践会場数（健康づくり・やって未来や塾） 

⇒平成３１年度において、３９会場（平成２６年

度：２７会場） 

■認知症予防プログラム利用者数《年間》 

⇒平成３１年度において、９5人（平成２８年度：

６５人） 

９ ◎施策分野Ⅰ－８ きらりと輝くＮＰＯ、市民団体等

の活躍の促進 

≪具体的な施策≫ 

（新設） 

◎施策分野Ⅰ－８ きらりと輝くＮＰＯ、市民団体等

の活躍の促進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－８－② 地域づくり活動の好事例の横展開 

【施策の概要】 

○社会構造等の変化に伴い、個々の価値観やライフス

タイル、地域とのかかわり方が変化し、市民ニーズ

は複雑多様化しており、行政だけでは全ての課題に

対応することが困難な状況となっています。このよ

うな中、車尾地区や永江地区においては、自治会を

はじめとする地域自治組織などが中心となり、地域

課題の解決のため、地域活動に取り組んできまし

た。地域の自治活動を推進していくためには、両地

区で実践されている地域づくり活動を好事例とし

て他の地域にも広めていく必要があります。 

⇒両地区で実践されている地域づくり活動をもと

に作成した「地域づくりマニュアル」を活用する

ことなどにより、好事例を他地区に啓発し、横展

開を図っていきます。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■「地域づくりマニュアル」などを活用して地域づく

りに取り組む地区数 

⇒平成３１年度において、１０地区 

施策の追加 

１０ Ⅰ－８－② 移住者支援を目的とする組織・団体の設

立に向けた取組 

（省略） 

Ⅰ－８－③ 移住者支援を目的とする組織・団体の設

立に向けた取組 

（省略） 

 

１１ ◎施策分野Ⅰ－９ 次世代へつなぐ農業の多様な担

い手づくり 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－９－③ お試し「農的生活」の支援（住居と農地

の提供） 

【施策の概要】 

○農業の後継者不足や高齢化により、農業の多様な担

い手づくりや荒廃農地の問題への対応が課題とな

っている中、都会で住む人の中には、田舎で農業を

しながらスローライフを営みたいと考える者があ

ることから、本市における農的なスローライフのメ

ニューを提供し、新規就農の可能性、農地の有効活

用につなげていく必要があります。 

⇒都市圏等の農的なスローライフを求める者に対

し、住居と農地の提供及び営農指導をセットにし

た農的生活の支援制度を構築し、お試し「農的生

◎施策分野Ⅰ－９ 次世代へつなぐ農業の多様な担

い手づくり 

≪具体的な施策≫ 

Ⅰ－９－③ お試し「農的生活」の支援（住居と農地

の提供）【平成２８年度限り計画廃止】 

 

 

 

施策の廃止 

※スローライフの疑似

的体験の提供として

は、当面、お試し住

宅（家庭菜園付き）

の利用で対応するこ

ととする。 
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活」を支援します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■お試し「農的生活」の体験者（世帯）数《累計》 

⇒５年後（平成３１年度）までに、１６世帯 

■お試し「農的生活」の体験者（世帯）のうち移住に

結びついた数《累計》 

⇒５年後（平成３１年度）までに、８世帯 

１２ Ⅰ－９－⑤ 弓浜地域における農業基盤整備に向け

た取組 

【施策の概要】 

○弓浜地域の畑作地帯は野菜等の生産地として、主に

白ねぎ、にんじん、葉たばこ等の生産が行われてい

ますが、全体的にほ場一区画が小さく、農業基盤整

備が進んでいないことから規模拡大が難しく、担い

手不足と相まって、荒廃農地が多数発生しており、

担い手の確保、荒廃農地の解消が課題となっていま

す。 

⇒弓浜地域の農地の再生及び荒廃農地の解消を目

指し、農業基盤整備に向けた調査検討を行い、そ

の結果に基づき、農業基盤整備の事業化を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■弓浜地域の農業基盤整備の調査検討 

⇒早期に結論を得ます。 

（新設） 

 

 

Ⅰ－９－⑤ 弓浜地域における農業基盤整備・荒廃農

地対策の推進 

【施策の概要】 

○弓浜地域の畑作地帯は野菜等の生産地として、主に

白ねぎ、にんじん、葉たばこ等の生産が行われてい

ますが、全体的にほ場一区画が小さく、農業基盤整

備が進んでいないことから規模拡大が難しく、担い

手不足と相まって、荒廃農地が多数発生しており、

担い手の確保、荒廃農地の解消が課題となっていま

す。とりわけ米子鬼太郎空港―米子市街を結ぶ県道

米子境港線の沿線、ＪＲ境線沿線など観光客の目に

触れる地域において多くの荒廃地があり、早急な対

策が必要です。 

⇒次に掲げる取組を行います。 

ア 弓浜地域の農地の再生及び荒廃農地の解消

を目指し、農業基盤整備に向けた調査検討を行

い、その結果に基づき、農業基盤整備の事業化

を図ります。 

イ 農地の有効利用に欠かせない基盤整備事業

や農業振興のための新たな農産物の普及、農機

具メーカーとの連携など複合的な施策により、

荒廃農地の解消に取り組みます。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■弓浜地域の農業基盤整備の調査検討 

⇒早期に結論を得ます。 

■弓浜地域における荒廃農地の面積 

⇒平成３１年度において、66ha（平成２８年度：

９６ha) 

施策の追加 

１３ （新設） Ⅰ－９－⑥ 農業分野における外国人労働力の活用

（国家戦略特区の地域指定） 

【施策の概要】 

○地域の農業振興の牽引役でもある認定農業者や新

たな担い手となる新規就農者などの農業経営の規

模拡大に伴い労働力の確保が課題となっています。

こうした中、平成 29 年 6 月に国家戦略特別区域法

及び構造改革特別区域法の一部が改正されたこと

により、特区の地域指定を受けられれば、農作業等

を行う一定水準以上の技能等を有する外国人の入

国・在留が可能となりました。 

⇒農業分野における外国人労働者の雇用を行うこ

とが可能となる国家戦略特区の地域指定を受け、

労働力の確保を図ります。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■国家戦略特区の地域指定に向けた取組 

⇒近隣の境港市・大山町とも連携し、国家戦略特区

の地域指定に向けて取り組みます。 

施策の追加 

政策分野Ⅱ ひとを呼ぶ魅力あるまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 
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１４ ◎施策分野Ⅱ－４ 中心市街地の魅力アップ 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－４－①－Ａ 米子駅及び周辺の賑わい創出への

取組（米子駅南北自由通路の整備、米子駅南広場の

整備） 

（省略） 

Ⅱ－４－①－Ｂ 米子駅及び周辺の賑わい創出への

取組（新駅ビル建設構想への対応） 

（省略） 

（新設） 

◎施策分野Ⅱ－４ 中心市街地の魅力アップ 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－４－①－Ａ 米子駅及び周辺の賑わい創出への

取組（米子駅南北自由通路の整備、米子駅南広場の

整備） 

（省略） 

Ⅱ－４－①－Ｂ 米子駅及び周辺の賑わい創出への

取組（新駅ビル建設構想への対応） 

（省略） 

Ⅱ－４－①－Ｃ 米子駅周辺活性化プロジェクトの

推進 

【施策の概要】 

○米子駅南北自由通路や新たな米子駅の整備を契機

として、米子駅周辺の賑わい創出・活性化を加速・

拡大する取組を検討する必要があります。とりわ

け、駅ビルや「だんだん広場」を含む駅北地区の活

性化や駅南地区の民間開発などの中長期的な検討

課題について、関係者による早期の協議・調整が求

められています。 

⇒米子駅周辺の賑わい創出や活性化を図るプロジ

ェクトを、米子市中心市街地活性化協議会等との

連携も図りながら検討し、推進します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■米子駅周辺活性化に向けたプロジェクトの検討 

⇒米子駅周辺の賑わい創出や活性化の加速・拡大に

ついて、方向性を見定めながら、具体的な取組を

検討・実施します。 

施策の追加 

１５ （新設） Ⅱ－４－⑤ 角盤町エリア活性化プロジェクトの推

進 

【施策の概要】 

○本市の中心市街地の活性化は、平成 27 年に策定し

た「米子市中心市街地活性化基本計画（新計画）」

に基づいて取り組んでいますが、角盤町エリアにお

いては、近年、著しい状況変化（大型スーパーの閉

店、大型百貨店店舗の本市への一部譲渡の申し入

れ）があったことから、米子市中心市街地活性化協

議会等とも連携し、改めて活性化策を検討する必要

があります。 

⇒角盤町エリアの活性化を図るプロジェクトを、中

心市街地活性化協議会等とも連携しながら検討

し、推進します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■角盤町エリアの活性化に向けた取組の検討 

⇒近年の著しい状況変化を踏まえながら、具体的な

取組を順次検討・実施します。 

施策の追加 

１６ （新設） ◎施策分野Ⅱ－５ 中心市街地と郊外の一体的な発

展を目指したまちづくり 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－５－① 公共交通の多角的視点による見直し 

【施策の概要】 

○高齢化の進展に伴い公共交通の役割はますます重

要になっており、とりわけ市内の医療機関・商業施

設等への移動利便性の向上が課題となっています。

これらの課題を解消するためには、利用者の需要を

考慮したダイヤ設定やバス路線の見直し、使いやす

い公共交通環境の整備、まちづくりと一体となった

施策の追加 
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交通政策など多角的な視点から検討し、持続可能な

交通体系の実現を図る必要があります。 

⇒担当組織体制を整えるとともに、庁内に若手職員

を中心とする交通政策検討チームを設置し、持続

可能な路線の再編、利便性の向上、高齢者の運転

免許証自主返納を促す環境整備、中心市街地と郊

外の一体的な発展を目指したまちづくりの観点

など、公共交通の多角的視点による見直しの検討

を行います。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■公共交通の今後のあり方についての検討 

⇒平成３０年度までに、交通政策の方向性及び具体

的施策を検討します。 

１７ （新設） Ⅱ－５－② 市街化調整区域の規制緩和 

【施策の概要】 

○近年、市街化調整区域内の主要幹線道路沿いの空き

店舗が有効利用できない、また、既存集落で自治会

活動をはじめとする地域コミュニティの維持が困

難になるなどの問題が生じています。本市では、こ

のような課題に対応するため、市街化調整区域にお

ける開発許可基準の一部規制緩和を実施（平成 29

年 7 月 1 日施行）しましたが、更なる規制緩和を

求める声もあり、また、交通の利便性の高い地区の

土地利用のあり方にも課題があることから、引き続

き、市街化調整区域の規制緩和について検討する必

要があります。 

⇒市街化調整区域の規制緩和について、次に掲げる

取組を行います。 

ア 現行の規制緩和の効果測定（事前協議・許可

申請等）を行います。 

イ 更なる規制緩和を含め交通の利便性の高い

地区の土地利用のあり方について検討します。 

※平成 29 年 7 月 1 日に施行した規制緩和の内容は、国道県

道沿いの事務所の建築、国道県道沿いの空き家等の事務所・

店舗への用途変更及び小規模集落内への集落外からの居住

を可能とするもの。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■市街化調整区域の更なる規制緩和についての検討 

⇒平成３１年度までに、現行の規制緩和の効果測定

を行いつつ、更なる規制緩和の必要性について検

討します。 

■交通の利便性の高い地区の土地利用のあり方の検

討 

 ⇒市街化調整区域の更なる規制緩和も含め交通の

利便性の高い地区の土地利用のあり方について

検討します。 

施策の追加 

１８ （新設） Ⅱ－５－③ 都市間道路ネットワークの充実に向け

た取組 

【施策の概要】 

○都市間道路ネットワークは、単に都市間の連絡や高

速道路、空港、港湾などを連結するという役割だけ

ではなく、津波などの大規模災害時における信頼性

の高い避難ルートを確保するという観点からも、そ

の充実が必要です。米子－境港間を結ぶ国道４３１

号については、「境港」の物流・人流拠点としての

機能拡充、大型クルーズ船の寄港による観光客の増

施策の追加 
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加などに伴い、慢性的な交通渋滞が発生している状

況であることから、更なる陸上輸送の効率化と安定

した輸送ルートの確保に向けて、高規格道路として

の整備が求められています。また、島根県東部や鳥

取県西部地域と米子鬼太郎空港、境港をつなぐ道路

整備については、本市と安来市で実施した費用便益

分析によると、中海架橋を整備した場合の費用対効

果は非常に高いという結果（B/C＝1.7）が出てお

り、早期実現に向けて取り組む必要があります。 

⇒都市間道路ネットワークの充実の実現にに向け

て国等への要望を一層強化するとともに、当面は

次に掲げる取組を行います。 

ア 国に対し、米子－境港間を結ぶ高規格道路の

整備に向けたあり方検討会の開催を求めてい

きます。 

イ 鳥取県に対し、中海架橋の実現に向けた建設

連絡協議会の開催を求めていきます。 

１９ （新設） Ⅱ－５－④ 空家等対策計画の策定 

【施策の概要】 

○近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社

会的ニーズの変化等に伴い、空き家が年々増加し、

大きな社会問題となっています。平成 25年住宅・

土地統計調査（総務省）によると、本市の空き家総

数は１０，５９０戸で、このうち賃貸や売却用等以

外の空き家は４，７００戸と見込まれ、今後も空き

家数は増加するものと予想されており、安全性、公

衆衛生、景観など多岐にわたって地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。 

⇒特定空家等の対策のみならず、空き家の発生抑制

や適切な管理及び活用の促進など、空家等に関す

る対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家

等対策の推進に関する特別措置法に基づく「空家

等対策計画」を策定します。 

※特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第 2

条第 2 項に規定される、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態にあ

ると認められる空家等をいう。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■空家等対策計画の策定 

⇒平成３０年度において、空家等対策計画を策定し

ます。 

施策の追加 

２０ ◎施策分野Ⅱ－５ 「ヨナゴがい～な！」市の魅力の

内外への情報発信 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－５－① 地域おこし協力隊によるＳＮＳ等を活

用した情報発信 

（省略） 

Ⅱ－５－② ふるさと納税寄付者に対する観光・イベ

ントの情報発信 

（省略） 

（新設） 

◎施策分野Ⅱ－６ 「ヨナゴがい～な！」市の魅力の

内外への情報発信 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－６－① 地域おこし協力隊によるＳＮＳ等を活

用した情報発信 

（省略） 

Ⅱ－６－② ふるさと納税寄付者に対する観光・イベ

ントの情報発信 

（省略） 

Ⅱ－６－③ シティプロモーションの推進 

【施策の概要】 

○本市の認知度、魅力度の向上や市民の郷土への誇り

施策の追加 
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や愛着心の醸成を図っていくためには、シティプロ

モーションの取組を推進し、本市の暮らしやすさや

地域資源などを内外に積極的に情報発信する必要

があります。 

⇒担当組織体制を整備するとともに、庁内に若手職

員を中心とするシティプロモーション推進チー

ムを設置し、今後のシティプロモーションのあり

方や事業アイデアについて検討を行い、シティプ

ロモーション推進に関する方向性を決定すると

ともに、順次事業化を図ります。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■シティプロモーション推進に関する検討 

⇒早期にシティプロモーション推進に関する方向

性を決定し、順次事業化を検討・実施します。 

２１ ◎施策分野Ⅱ－６ 「交流人口拡大中！」観光客・コ

ンベンションの誘致の推進 

≪具体的な施策≫ 

（新設） 

◎施策分野Ⅱ－７ 「交流人口拡大中！」観光客・コ

ンベンションの誘致の推進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－７－① 皆生温泉・周辺地域の活性化に向けたま

ちづくり 

【施策の概要】 

○皆生温泉の宿泊客数は、団体旅行から個人旅行への

シフト、観光客の旅行先での目的の変化などによ

り、平成９年の７１万人をピークに減少を続け、平

成２４年にはついに４０万人を割り込む状況とな

っています。皆生温泉のにぎわいを取り戻し、その

周辺地域を含めて活性化していくためには、まち歩

きが楽しめる温泉街としての整備など中長期的な

取組を検討する必要があります。このような状況の

中、皆生温泉では、若手旅館経営者を中心に「皆生

温泉まちづくり会議」が設立され、皆生温泉の将来

像について検討する動きが出てきており、今後は官

民で一層連携し、皆生温泉のまちづくりに取り組ん

で行くことが求められます。 

⇒観光客の多様なニーズに対応し、皆生温泉及び周

辺地域を活性化するため、今後の皆生温泉のまち

づくりについて検討します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■皆生温泉のまちづくりについての検討 

⇒平成３１年度までに、皆生温泉の具体的まちづく

りの方向性について「皆生温泉まちづくり会議」

とも連携しながら検討を進めます。 

施策の追加 

２２ Ⅱ－６－① コアな米子の魅力の発掘・発信 

（省略） 

Ⅱ－６－② ふるさと納税寄付者に対する観光誘客

促進（宿泊優待券など特典の新設等） 

（省略） 

Ⅱ－６－③ 農と食・ポップカルチャー秋の大文化祭

の開催 

（省略） 

Ⅱ－７－② コアな米子の魅力の発掘・発信 

（省略） 

Ⅱ－７－③ ふるさと納税寄付者に対する観光誘客

促進（宿泊優待券など特典の新設等） 

（省略） 

Ⅱ－７－④ 農と食・ポップカルチャー秋の大文化祭

の開催 

（省略） 

 

２３ Ⅱ－６－④ メディア芸術の活用推進 

【施策の概要】 

○平成２４年の「まんが王国とっとり建国」を契機に、

民間事業者によるポップカルチャーを活用した商

業化の取組が進められ、また、高校生による「街中

アート」を地域づくりに活用する地域も見受けられ

ます。このような中で、本市のまちづくりの一環、

Ⅱ－７－⑤ メディア芸術の活用推進【平成２９年度

限り計画中止】 

【施策の概要】 

○平成２４年の「まんが王国とっとり建国」を契機に、

民間事業者によるポップカルチャーを活用した商

業化の取組が進められ、また、高校生による「街中

アート」を地域づくりに活用する地域も見受けられ

施策の取組期間の短縮 

※鳥取県屋外広告物条

例の規制等により、

今後の施策展開が困

難であるため。 
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あるいは高校生など若い世代への表現の場の提供

として、メディア芸術（アート・アニメーション・

マンガ・エンターテイメント等）の活用を推進する

取組の必要性が高まっています。 

⇒電柱アートによるアワードを創設し、全国の高校

生への公募により優秀作品を選び、表彰するとと

もに、これを電柱アートとして制作します。これ

を通じて、メディア芸術の市民への浸透を図ると

ともに、壁画アートなどへの発展と芸術大学等と

の連携を摸索しつつ、アワード受賞者や作品制作

者等にとっての第二の故郷「メディア芸術ＣＩＴ

Ｙヨナゴ」としての文化の創造を目指すことによ

り、観光誘客にもつなげます。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】  

（省略） 

 

ます。このような中で、本市のまちづくりの一環、

あるいは高校生など若い世代への表現の場の提供

として、メディア芸術（アート・アニメーション・

マンガ・エンターテイメント等）の活用を推進する

取組の必要性が高まっています。 

⇒電柱アートによるアワードを創設し、全国の高校

生への公募により優秀作品を選び、表彰するとと

もに、これを電柱アートとして制作します。これ

を通じて、メディア芸術の市民への浸透を図ると

ともに、壁画アートなどへの発展と芸術大学等と

の連携を摸索しつつ、アワード受賞者や作品制作

者等にとっての第二の故郷「メディア芸術ＣＩＴ

Ｙヨナゴ」としての文化の創造を目指すことによ

り、観光誘客にもつなげます。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】  

（省略） 

２４ Ⅱ－６－⑤ コンベンションの誘致の推進 

（省略） 

Ⅱ－７－⑥ コンベンションの誘致の推進 

（省略） 

 

２５ ◎施策分野Ⅱ－７ 「伝えよう！おもてなしの心」外

国人観光客対策の推進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－７－① 外国人観光客の誘致促進 

（省略） 

Ⅱ－７－② 外国人を受け入れる地域国際化の推進 

（省略） 

Ⅱ－７－③ 国際交流員による「おもてなし中国語・

韓国語講座」の開催 

（省略） 

◎施策分野Ⅱ－８ 「伝えよう！おもてなしの心」外

国人観光客対策の推進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－８－① 外国人観光客の誘致促進 

（省略） 

Ⅱ－８－② 外国人を受け入れる地域国際化の推進 

（省略） 

Ⅱ－８－③ 国際交流員による「おもてなし中国語・

韓国語講座」の開催 

（省略） 

 

２６ （新設） ◎施策分野Ⅱ－９ 歴史と文化に根差したまちづく

り 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－９－① 米子城跡の保存・活用・整備と魅力発信 

【施策の概要】 

○米子城跡は、郷土の歴史を理解する上で欠かすこと

のできない歴史遺産です。米子城跡を確実に保存・

管理し、後世に継承するとともに、その活用を図っ

ていくことには大きな意義があります。このため、

より多くの人に米子城跡に来ていただき、その価値

や魅力について理解を深めていただけるよう情報

発信及び整備を図る必要があります。 

⇒平成２９年３月に策定した「史跡米子城跡保存活

用計画」を指針に今後の保存、整備に必要な整備

基本計画を策定し、樹木管理、園路整備等を適切

に実施するとともに、「米子城 魅せる！プロジェ

クト」を展開することにより、城跡と城下町エリ

ア（下町）等のＰＲ及び魅力発信の取組を継続的

に実施します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■「史跡米子城跡保存活用計画」を指針とした整備基

本計画の策定 

⇒平成３０年度までに、整備基本計画を策定しま

す。 

■「米子城 魅せる！プロジェクト」のイベント参加

者数《累計》 

⇒平成３１年度において、６，５００人（平成 28

年度：１，８８６人） 

施策の追加 
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２７ （新設） Ⅱ－９－② 淀江地区の歴史・文化を活かした地域づ

くり 

【施策の概要】 

○淀江地区には、国指定文化財石馬、上淀廃寺跡、向

山古墳群、妻木晩田遺跡などの史跡や名水百選「天

の真名井」、因伯の名水「本宮の泉」に代表される

清らかな湧水、日吉神社神幸神事、淀江さんこ節、

よどえ和傘等の伝統文化があります。これらの地域

資源を活用し、魅力を情報発信するため、観光・文

化施設として白鳳の里、淀江ゆめ温泉、伯耆古代の

丘公園、上淀白鳳の丘展示館、淀江どんぐり村など

が整備されていますが、施設の老朽化、観光客の価

値観やニーズの多様化などにより、これらの施設の

利用者は年々減少しています。淀江地区の活性化の

ためには、特色ある史跡、観光・文化施設などの地

域資源を連携させた観光ルートづくりや魅力発信

により、歴史・文化を活かした地域づくりを推進す

る必要があります。 

⇒淀江振興本部を設置し、淀江地区の特色ある史

跡、観光・文化施設などの地域資源を活かした地

域づくりを推進するため、課題等を整理し、淀江

地区の振興策について検討します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■淀江地区の地域振興策についての検討 

⇒平成 30 年４月に淀江振興本部を設置し、淀江地

区の振興策を検討します。 

施策の追加 

２８ ◎施策分野Ⅱ－８ 自転車の活用の推進を視点にし

たまちづくり 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－８－① 自転車の活用の推進に関する庁内研究

会の設置 

（省略） 

◎施策分野Ⅱ－１０ 自転車の活用の推進を視点に

したまちづくり 

≪具体的な施策≫ 

Ⅱ－１０－① 自転車の活用の推進に関する庁内研

究会の設置 

（省略） 

 

政策分野Ⅲ ひとを愛し育む希望のまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

２９ ◎施策分野Ⅲ－１ 「結婚から子育てまで！」総合的

学習機会と結婚につながる出会いの場の提供 

≪具体的な施策≫ 

（新設） 

◎施策分野Ⅲ－１ 「結婚から子育てまで！」総合的

学習機会・相談支援体制と結婚につながる出会いの

場の提供 

≪具体的な施策≫ 

Ⅲ－１－② こども総合相談窓口（総合的な相談支援

体制）の設置 

【施策の概要】 

○近年、核家族化や地域のつながりの希薄化により、

子育てが孤立化し、子育て家庭の子育てに対する不

安感や負担感が深刻化する中で、保育所等における

保育サービスの充実のみならず、児童の発達支援や

在宅での子育て支援などを含め、総合的な子育て支

援の充実が求められています。とりわけ、妊産婦や

保護者の不安感に対しては、専門職員によるきめ細

かな相談支援も必要となります。このような子育て

家庭の多様なニーズに対応するためには、支援に必

要な情報を一元的に管理し、関係部署・関係機関で

情報共有しながら、継続的かつ包括的な相談支援を

提供できる体制の整備が必要です。 

⇒子育て世代包括支援センターの役割を担い、ま

た、児童の発達支援や在宅での子育て支援などに

対応する総合的な相談支援体制として、こども総

施策の追加 
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合相談窓口を設置し、すべての妊産婦、乳幼児及

び児童とその保護者を対象として、切れ目のない

支援を提供します。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■総合的な相談支援体制の整備 

⇒平成３０年度において、こども総合相談窓口を設

置します。 

３０ Ⅲ－１－② 若年者に対する結婚への意識の醸成 

（省略） 

Ⅲ－１－③ 結婚を希望する若者への出会いの場の

提供 

（省略） 

Ⅲ－１－③ 若年者に対する結婚への意識の醸成 

（省略） 

Ⅲ－１－④ 結婚を希望する若者への出会いの場の

提供 

（省略） 

 

３１ ◎施策分野Ⅲ－４ 乳幼児保健・育児支援の充実 

《具体的な施策》 

Ⅲ－４－④ 発達障がいへの切れ目のない支援に向

けた取組 

○近年、保育所、幼稚園や教育の場で、集団での過ご

し方や感情・行動のコントロールが不得手、親の言

葉に注目しにくい等、発達が気になる子どもが増え

てきています。このような中で、本市の発達障がい

への支援の状況については、専門家等により、５歳

児健診の受診機会や相談機会の希薄さ、乳幼児、小

中学生、高校生、高校卒業後の各時期における市・

県の行政間及び市の担当部局間での縦割りの弊害、

また、医師、看護師のほか専門職のマンパワー不足

により、発達障がいへの切れ目のない支援が十分で

ないと指摘されています。 

⇒発達障がいへの切れ目のない支援に向け、専門相

談センターの設置など一元的な相談体制の構築、

幼児期から就学期・青年期への継続的な支援の検

討、全ての 5 歳児を対象にした健診の検討など必

要な取組を行います。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■発達障がいへの切れ目のない支援に向けた専門相

談センターの設置 

⇒５年後（平成３１年度）までに、専門相談センタ

ーを設置します。 

 

 

（新設） 

◎施策分野Ⅲ－４ 乳幼児保健・育児支援の充実 

《具体的な施策》 

Ⅲ－４－④ 発達障がいへの切れ目のない支援に向

けた取組 

○近年、保育所、幼稚園や教育の場で、集団での過ご

し方や感情・行動のコントロールが不得手、親の言

葉に注目しにくい等、発達が気になる子どもが増え

てきています。このような中で、本市の発達障がい

への支援の状況については、専門家等により、５歳

児健診の受診機会や相談機会の希薄さ、乳幼児、小

中学生、高校生、高校卒業後の各時期における市・

県の行政間及び市の担当部局間での縦割りの弊害、

また、医師、看護師のほか専門職のマンパワー不足

により、発達障がいへの切れ目のない支援が十分で

ないと指摘されています。 

⇒発達障がいへの切れ目のない支援に向け、専門相

談センターの設置など一元的な相談体制の構築、

幼児期から就学期・青年期への継続的な支援、全

ての 5 歳児を対象にした健診の実施など必要な

取組を行います。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■発達障がいへの切れ目のない支援に向けた専門相

談センターの設置 

⇒平成３０年度において、発達障がいへの切れ目の

ない支援を含む、総合的な相談支援体制の整備と

して、こども総合相談窓口を設置します。 

■５歳児健診の実施 

⇒平成３０年度から、５歳児健診を実施します。 

施策の実施時期の明確

化に伴うＫＰＩの修正

及び追加 

３２ ◎施策分野Ⅲ－6 「働き方改革しませんか！？」仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅲ－６－③ ＩＣＴ等を活用した保育現場の環境改

善の促進 

【施策の概要】 

○全国的に待機児童問題が叫ばれて久しいですが、保

育所という施設整備の面のみならず、保育サービス

の担い手の面でも大きな課題が存在しています。と

りわけ保育サービスの担い手である保育士は、低賃

金や膨大な業務量、保護者からの保育の質の向上へ

の期待の高まり等により慢性的に人材不足の状態

が続いており、その確保が困難になっていることか

ら、保育士を取り巻く職場環境の改善が求められて

います。 

⇒次に掲げる取組を行います。 

◎施策分野Ⅲ－6 「働き方改革しませんか！？」仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の促進 

≪具体的な施策≫ 

Ⅲ－６－③ ＩＣＴ等を活用した保育現場の環境改

善の促進 

【施策の概要】 

○全国的に待機児童問題が叫ばれて久しいですが、保

育所という施設整備の面のみならず、保育サービス

の担い手の面でも大きな課題が存在しています。と

りわけ保育サービスの担い手である保育士は、低賃

金や膨大な業務量、保護者からの保育の質の向上へ

の期待の高まり等により慢性的に人材不足の状態

が続いており、その確保が困難になっていることか

ら、保育士を取り巻く職場環境の改善が求められて

います。 

⇒次に掲げる取組を行います。 

平成２８年度実績を踏

まえた修正 

 

施策の継続実施に伴う

修正等 
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ア 共通の課題認識をもつ岐阜県美濃加茂市と

連携し、個々の保育士の園児に対する「気づき」

を見える化し、園児の状態を客観的に評価し、

保育の質の向上及び保育士のスキル・生産性の

向上等を目的とするＩＣＴ（情報通信技術）を

活用した「状態把握プログラム」を開発します。

開発したプログラムは、選定したモデル保育現

場での実証実験を行い、この実験結果をセミナ

ーなどを通じて保育士・潜在的保育士・事業者

に普及啓発することで、保育士を取り巻く職場

環境の改善を促進します。 

イ （省略） 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■開発した保育版状態把握プログラムを用いて実証

実験を行う保育所の数 

⇒平成２８年度において、4 保育所 

 

■保育版状態把握プログラムの普及展開を行うセミ

ナー等の開催回数 

 ⇒平成２８年度において、１回 

■保育業務支援システムを導入した保育所等の数 

 ⇒平成２８年度において、１０ヵ所 

■事故予防等のためのビデオカメラを設置した保育

所等の数 

 ⇒平成２８年度において、２２ヵ所 

ア 共通の課題認識をもつ岐阜県美濃加茂市と

連携し、個々の保育士の園児に対する「気づき」

を見える化し、園児の状態を客観的に評価する

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した「状態把握

プログラム」を開発します。開発したプログラ

ムは、選定したモデル保育現場で、「気づき」

データ活用の定着及び拡大を目的とした実証

実験を行い、保育の質の向上及び保育士のスキ

ル・生産性の向上等に繋げることで、保育士を

取り巻く職場環境の改善を促進します。 

 

イ （省略） 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■開発した保育版状態把握プログラムを用いて実証

実験を行う保育所等の数 

⇒平成２８年度において、4 箇所（平成３１年度ま

で継続） 

■保育版状態把握プログラムの普及展開を行うセミ

ナー等の開催回数《累計》 

 ⇒平成３１年度において、４回 

■保育業務支援システムを導入した保育所等の数 

 ⇒平成２８年度において、１０ヵ所 

■事故予防等のためのビデオカメラを設置した保育

所等の数 

⇒平成２８年度において、２２ヵ所 

政策分野Ⅳ 助け合いみんなで伸びるまち米子 

Ｎｏ 現 行 改訂後 改訂事由 

３３ ◎施策分野Ⅳ－１ 鳥取県西部圏域が連携した地方

創生への取組 

≪具体的な施策≫ 

Ⅳ－１－①－A 鳥取県西部圏域移住定住推進連携事

業の実施（移住セミナー・相談会、移住体験ツアー、

移住促進ＰＲパンフレット） 

（省略） 

Ⅳ－１－①－B 鳥取県西部圏域移住定住推進加速化

連携事業の実施（移住体験モニター、移住定住ポー

タルサイト） 

（省略） 

（新設） 

◎施策分野Ⅳ－１ 鳥取県西部圏域が連携した地方

創生への取組 

≪具体的な施策≫ 

Ⅳ－１－①－A 鳥取県西部圏域移住定住推進連携事

業の実施（移住セミナー・相談会、移住体験ツアー、

移住促進ＰＲパンフレット） 

（省略） 

Ⅳ－１－①－B 鳥取県西部圏域移住定住推進加速化

連携事業の実施（移住体験モニター、移住定住ポー

タルサイト） 

（省略） 

Ⅳ－１－①－Ｃ 鳥取県西部圏域が連携した移住定

住の取組の継続的な展開 

★本施策は、米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯

耆町、日南町、日野町、江府町の連携により実施するもの。 

【施策の概要】 

○鳥取県西部圏域の９市町村が連携した移住定住の

取組では、これまで移住セミナー・相談会、移住体

験ツアー、移住定住促進パンフレット・移住定住ポ

ータルサイトによる情報発信などを実施してきま

したが、圏域全体の人口減少の抑制を図るため、今

後も効果的な取組を継続する必要があります。 

⇒引き続き、鳥取県西部圏域の９市町村が連携し、

圏域の魅力や暮らしやすさなどの情報発信、移住

体験機会の提供等、移住定住の取組の継続的な展

開を図ります。 

【重要業績評価指標ＫＰＩ】 

■県外からの移住者数の圏域合計《累計》 

⇒平成３１年度までに、４，５００人（平成２７年

施策の追加 
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度～平成２８年度累計：１，８７３人） 

３４ ◎施策分野Ⅳ－２ 中海・宍道湖・大山圏域が連携し

た地方創生への取組 

≪具体的な施策≫ 

Ⅳ－２－③ インドとの経済交流プロジェクト 

★本施策は、米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市の連携

により実施するもの。 

【施策の概要】 

○平成２５年に山陰インド協会が設置され、平成２６

年１１月には、中海・宍道湖・大山圏域市長会、ブ

ロック経済協議会、山陰インド協会の３者合同によ

るインド・ケララ州の経済交流視察を行いました。

国内の人口減少が進む中、経済規模を維持・拡大し

ていくためには、新興国などの新規市場開拓が欠か

せません。中でも人口１２億人のインドはASEAN

１０カ国の２倍という巨大な市場規模を有してお

り、今後も経済発展が期待できる国です。 

⇒現在協議中のケララ州と本市長会間、印日商工会

ケララとブロック協議会間のMOU調印の実現に

向けた取組を進めていくとともに、インドへの日

本語や各種技術の普及のためのバックアップを

行い、圏域内企業のインド進出を促進し、圏域内

の産業振興・国際貢献を目指します。 

※「MOU（Memorandum of Understanding）」は、「了解

覚書」。行政機関等の組織間の合意事項を記した文書で、通

常、法的拘束力を有さない。 

◎施策分野Ⅳ－２ 中海・宍道湖・大山圏域が連携し

た地方創生への取組 

≪具体的な施策≫ 

Ⅳ－２－③ インドとの経済交流プロジェクト 

★本施策は、米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市の連携

により実施するもの。 

【施策の概要】 

○平成２５年に山陰インド協会が設置され、平成２６

年１１月には、中海・宍道湖・大山圏域市長会、ブ

ロック経済協議会、山陰インド協会の３者合同によ

るインド・ケララ州の経済交流視察を行いました。

国内の人口減少が進む中、経済規模を維持・拡大し

ていくためには、新興国などの新規市場開拓が欠か

せません。中でも人口１２億人のインドはASEAN

１０カ国の２倍という巨大な市場規模を有してお

り、今後も経済発展が期待できる国です。 

⇒ケララ州と本市長会間、印日商工会ケララとブロ

ック経済協議会間で経済交流を拡大する覚書

（MOU）を締結し、山陰インド協会とも連携し

ながら、インドへの日本語や各種技術の普及のた

めのバックアップ、情報交換や視察交流への支援

など、圏域内企業のインド進出を促進し、圏域内

の産業振興・国際貢献に取り組みます。 

※「MOU（Memorandum of Understanding）」は、「了解

覚書」。行政機関等の組織間の合意事項を記した文書で、通

常、法的拘束力を有さない。 

取組実績を踏まえた施

策の修正 

３５ （新設） Ⅳ－２－⑭ 圏域における DMO の設立・運営 

★本施策は、米子市、境港市、松江市、出雲市、安来市の連携

により実施するもの。 

【施策の概要】 

○中海・宍道湖・大山圏域には、魅力的な観光資源

をはじめ、豊かな自然環境、歴史・文化・伝統芸

能・神話や山陰の優れた食材・産品があります。

さらに、２つの空港、日本海側有数の港湾を持ち、

韓国～ロシアへの定期貨客船や、国際定期便など、

国内外の観光客を迎えるうえで他地域に誇れる環

境も有しています。しかしながら、各市がそれぞ

れに単独で施策を講じていたため、本圏域の優れ

た資源や環境が十分に発信しきれていない現状が

あります。このため、圏域内に点在する観光・自

然・食の素材などこれらを有機的に繋ぎ合わせて、

圏域全体をブランディング化する体制づくりが必

要です。 

⇒圏域版のＤＭＯを設立し、外国人観光客の受入

環境整備、三大都市圏等へのプロモーションな

ど、圏域の認知度向上や観光誘客を図る取組を

行います。 

※「ＤＭＯ（Destination Marketing／Management 

Organization）」とは、様々な地域資源を組み合わせた観光

地の一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS 等を活用した

情報発信・ブロモーション、効果的なマーケティング、戦略

策定等について、地域が主体的になって行う観光地域づくり

の推進主体。 

施策の追加 

 


