
想定される施策の方向性（R1.8.26）

分野
地方

創生
重点的に取り組む施策（重点課題ベース） 主な取組の例示 担当所管部局 担当所管課

○ 地元企業の振興と地域産業の活性化
創業支援

中小企業支援
経済部 商工課

○ 新産業の創出と成長産業の育成

未利用エネルギーの活用

バイオ産業育成の推進

医工連携

経済部 経済戦略課

○ 企業誘致の推進
新たな工業団地の整備

企業誘致の推進
経済部 経済戦略課

○ 雇用の安定と確保 地元就労の促進（若者、高齢者等への就労支援） 経済部 経済戦略課

○ 次世代につなぐ農業の推進

担い手の確保

農地の集積

地域特産品の生産振興

６次産業化

農林水産振興局 農林課

○ 農業基盤整備の推進
農業用用排水路、ため池、農道の整備

ほ場整備事業の推進
農林水産振興局 農林課

○ 地域特性を活かした漁業の振興
漁港の機能保全

特産品化・ブランド化
農林水産振興局 水産振興室

○ 皆生温泉のまちづくり
皆生温泉の魅力向上

皆生温泉のインフラ整備
文化観光局 観光課

○ 地域資源を活用した観光施策の推進

ナイトタイムエコノミーの推進

城下町観光の推進

中海の利活用（中海・錦海かわまちづくり計画等の推進）

文化観光局 観光課

○ 広域連携による観光振興
大山山麓・日野川流域観光推進協議会など広域観光推

進組織との連携による観光振興

文化観光局

総合政策部

観光課

総合政策課

○ インバウンド対策の推進

国外に向けた情報発信

多言語対応、決済サービスの整備

国際観光案内所の運営等

文化観光局 観光課

○ すべての人がスポーツに親しむことのできる環境づくり

スポーツを楽しめる場の確保

障がい者と健常者がともにできるスポーツ活動の充実

世代に応じたスポーツ機会の充実

文化観光局

福祉保健部

スポーツ振興課

障がい者支援課

○ スポーツを通じた地域の活性化
トライアスロン、SEATOSUMMIT等スポーツツーリズムの推進

スポーツ合宿の誘致
文化観光局 スポーツ振興課

○ 米子城跡の保存・活用・整備と魅力発信

米子城跡の適切な保存

ソフト事業などによる魅力発信

観光分野との連携

文化観光局 文化振興課

○ 芸術文化活動の推進

文化ホール・淀江文化センターの整備

芸術文化に接する機会の提供

市民の芸術活動の支援

文化観光局 文化振興課

○ 淀江地域における歴史・地域資源の活用 伯耆古代の丘エリアの整備 淀江振興本部 淀江振興課

○ 米子駅周辺整備の推進
駅周辺インフラの整備

民間活力を活用した駅周辺の活性化

総合政策部

都市整備部

都市創造課

都市整備課

○ 中心市街地のにぎわい創出
都市機能の集積の推進

商業機能の強化

総合政策部

経済部

都市創造課

商工課

○ 調和のとれた土地利用の実現
地域の特性に応じた土地利用のありかた検討

都市計画マスタープランによるまちづくりの推進
総合政策部 都市創造課

○ 地域公共交通体系の確立
公共交通の利用促進

公共交通による中心市街地と郊外の一体的な発展
総合政策部 交通政策課

○ 広域的な交通基盤の整備

伯備新幹線・山陰新幹線整備に向けた取組

空港整備（国内線、国際線整備の促進）

高規格道路の整備促進

総合政策部

都市整備部

交通政策課

建設企画課

公共インフラ施設の整備 道路、橋りょう、公園、河川の整備
都市整備部 都市整備課

道路整備課

○ 総合的な住宅政策の推進
良好な市営住宅の提供

空家等対策の推進
都市整備部 住宅政策課

良質な水道水の安定供給
将来にわたる安定供給のための水道管の耐震化

水道事業の効率化・健全化
水道局全課 水道局

総合的な生活排水対策の推進
公共下水道整備と合併処理浄化槽の設置助成

処理場、ポンプ場、管路施設の改築更新
下水道部全課 下水道部

にぎわい創出

都市基盤

歴史・文化

商工業

農林水産業

観光

スポーツ

資料１  
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分野
地方

創生
重点的に取り組む施策（重点課題ベース） 主な取組の例示 担当所管部局 担当所管課

資料１

○ 在宅育児支援の充実
子育て相談体制の充実

乳幼児保健の充実

こども未来局

福祉保健部

こども相談課

健康対策課

○ 待機児童の解消
保育環境、保育施設の充実

保育所受入れ体制の確保
こども未来局 子育て支援課

○ 児童・青少年の健全育成 放課後における児童等の健全育成 こども未来局 子育て支援課

○ こどもの特性や発達に合わせた適切で切れ目のない支援
幼稚園、保育所、認定こども園等と小学校の連携強化

関係機関と連携した発達に課題のあるこどもへの支援

こども未来局

教育委員会

こども相談課

子育て支援課

学校教育課

障がい者支援課

○ 学校教育の充実

学力の向上を図る学びの充実

体力・運動能力の向上を図る取組の充実

自尊感情を高める指導の充実

教育委員会 学校教育課

○ 学校施設の整備・充実 学校施設の長寿命化（大規模改修） 教育委員会 教育総務課

○ 生活習慣病予防対策の推進
特定健康診査受診の啓発

健康づくりへの意識啓発

福祉保健部

市民生活部

健康対策課

保険課

○ 介護予防、フレイル対策の推進 フレイル予防、介護予防の取組、高齢者の生きがいづくり 福祉保健部
長寿社会課

健康対策課

障がい者（児）福祉の充実と共生社会の実現
障がい者が地域で自分らしく過ごすための総合的な支援

手話言語の理解促進、普及
福祉保健部 障がい者支援課

○ 地域福祉活動の推進 地域でささえあう仕組みづくり
福祉保健部

総合政策部

福祉政策課

地域振興課

危機管理体制の充実強化
地域防災計画の実効性の向上

災害対応能力の向上（防災教育、防災訓練）
総務部 防災安全課

地域防災力の充実強化
消防団活動の充実

自主防災組織の結成促進、活動支援
総務部 防災安全課

原子力災害対策の推進

地域防災計画・広域住民避難計画の実効性の向上

防護対策・避難要領などの理解促進（住民説明会、原子

力防災訓練）

総務部 防災安全課

自然環境の保全 中海の環境保全、学習機会の提供 市民生活部 環境政策課

生活環境の保全
循環型社会の推進

ヌカカ対策
市民生活部

クリーン推進課

環境政策課

○ 公民館を拠点とした地域づくりの推進 公民館のあり方検討、相談機能の向上
総合政策部

教育委員会

地域振興課

生涯学習課

○ 多文化共生社会の実現
外国籍人口増加への対応

国際交流の推進

総合政策部 総合政策課

地域振興課

部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進 差別解消に向けた教育・啓発 総合政策部 人権政策課

○ 男女共同参画社会の形成 男女共同参画、ライフワークバランスの意識啓発、女性の就労支援 総合政策部 男女共同参画推進課

○ シティプロモーションの推進と関係人口の拡大 情報発信、ファンクラブの運営
総務部

総合政策部

秘書広報課

総合政策課

○ 移住定住の促進 情報発信、相談体制の充実 総合政策部 総合政策課

○ 国県・他自治体との連携の推進
国県との連携強化、中海・宍道湖・大山圏域市長会、

鳥取県西部地域の市町村との連携
総合政策部 総合政策課

○ 高等教育機関との連携 鳥取大学医学部、高専等との連携強化
総合政策部 総合政策課

都市創造課

○ 民間事業者等との連携協力 公民連携、民間との各種協定による取組の推進 総務部 調査課

○ Society5.0の実現に向けた技術の活用
ICT、AI、オンライン窓口の活用による市民サービス向上

マイナンバーカードの利活用

総合政策部 情報政策課

総合政策課

取組を支える体制

づくり

子育て

教育

健康づくり

福祉

防災

環境

地域づくり

人権

まちの魅力発信

2


