
短期 中期 長期

～２９年度 ～３１年度 ～３５年度 実施内容
予算額
（千円）
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（千円）

決算額
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目標
達成度
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方向性

実施内容
予算額
（千円）

〇気高「道の駅」建設
〇基本構想、基本計画に基づく
事業実施

整備基本構想、基本計画の
策定

9,000 8,986 達成 継続

・4/15～5/15 市民政策コメ
ントを実施
・4/27、4/30、5/11に西地域
で市民説明会を開催

0 0 達成 継続

基本設計策定、用地購入
整備推進委員会３回（6.8.10
月）
整備推進ワーキンググルー
プ２回（7.9月）

218,629 達成 継続
建築実施設計、造成工事、
上下水道工事

347,509 都市企画課

〇街づくり会社（仮称）の設立
〇街づくり会社の設立出資者募
集

〇道の駅管理運営
街づくり会社設立に向けた体
制づくり

2,403 851 達成 継続

街づくり会社設立に向けた体
制づくり
・6/12、7/23開催の鳥取市西
いなば地域振興会議におい
てまちづくり会社設立に向け
て協議。会社の名称を「株式
会社まちづくり西いなば」に
決定。
・9/9 第１回発起人会を開
催

3,029 3,029 達成 継続

街づくり会社設立に向けた体
制づくり
4月～9月 6回発起人会を開
催

3,171 3,171 達成 継続
街づくり会社設立に向けた体
制づくり

2,177 気高町総合支所

山陰道鳥取西道路開通に伴う
インターチェンジ接続道路の整
備

【生活基盤の充実】

〇関係機関との協議
〇整備計画・方針等に基づき事
業推進

市道浜村乙亥正線道路改良
工事電柱移転等、3工区（排
水構造物、下層路盤）整備中

18,000 16,825 達成 継続
気高道の駅（仮称）整備に合
わせて調整（市道浜村乙亥
正線道路改良工事）

0 0 未達 継続
気高道の駅（仮称）整備に合
わせて調整（市道浜村乙亥
正線道路改良工事）

0
道路課
鳥取西工事事務所

世界ジオパークエリア拡大に伴
うガイドの育成

【ビジットとっとりの展開】

〇ジオ関連ガイドの養成、活動
支援

鳥取市主催のガイド養成講
座への参加について周知を
はかり、ヤサホーガイドの会
（ 気高町観光ガイドの会）に
おいて新たに4名のガイドが
誕生。

0 0 達成 継続
鳥取市主催のガイド養成講
座への参加について周知徹
底

0 0 達成 継続
鳥取市主催のガイド養成講
座への参加について周知徹
底

0 気高町総合支所

世界ジオパークエリア拡大に伴
う既存イベントの充実、近隣３
町連携のイベントの開催

【ビジットとっとりの展開】

〇既存イベントの整理
○「2015全国フットパスの集いin
鳥取西いなば」開催支援

〇ジオパーク資源を活用したイ
ベント企画

〇ジオパーク資源を生かした企
画実施

地域おこし協力隊員を中心
に３町連絡・調整会の設立に
向けた体制づくり

2,403 851 達成 継続

〇既存イベントの整理
○「2015全国フットパスの集
いin鳥取西いなば」開催支援
  （10/24～10/25開催）

3,029 3,029 達成 継続

・各地域の資源の掘り起し
・鳥取西いなばフットパスの
集い（4回実行委員会を開
催）
・鳥取西 いな ばス タン プラ
リー（7/1～11/30）
・鳥取西いなばフットパスの
集いイベント（11/5.6）

3,171 3,171 達成 継続

・各地域の資源の掘り起し
・鳥取西いなばフットパスの
集い
・鳥取西 いな ばス タン プラ
リー

2,177 気高町総合支所

〇地元芸術のまちづくり団体と
の協働による浜村温泉映画祭
の開催及び体制づくり

〇映画ロケ誘致やアートインレ
ジデンス（滞在創作活動）を希
望する芸術家等の人材誘致の
推進

〇芸術のまちづくりの推進

・気高地域をロケ地として撮
影された短編映画「平穏な
日々、奇蹟の陽」の上映会を
開催
・浜村温泉映画祭の開催

1,118 644 達成 継続

・気高地域をロケ地として撮
影された短編映画「幻の漁
火」の上映会を開催
・2/7 浜村温泉映画祭の開
催
・8月、11月「幻の漁火」ロケ
支援

653 683 達成 継続

・気高地域をロケ地として撮
影された短編映画の上映会
を開催
・浜村温泉映画祭の開催
・ロケ支援
・シンポジュウム開催（7/14）

650 693 達成 継続

・気高地域をロケ地として撮
影された短編映画の上映会
を開催
・浜村温泉映画祭の開催
・ロケ支援

500 気高町総合支所

〇イベント関係者連絡会の開催
及び効果的なイベントの開催

〇イベント関係者連絡会の開催
及び効果的なイベントの開催

〇イベント関係者連絡会の開催
及び効果的なイベントの開催

貝がら節祭り、気多の市、と
きめきまつり

5,147 5,147 達成 継続

・7/25　第14回気多の市開催
・8/7～8/8 貝がら節祭り開
催
・10/31～11/1 ときめきまつ
り開催

5,124 5,818 達成 継続

5/1 5第１５回気多の市開催
貝がら節祭り開催（8/5.6）
と き め き ま つ り の 開 催
（10/29.30）

5,124 5,744 達成 継続
第１６回気多の市開催
貝がら節祭り開催
ときめきまつりの開催

5,124 気高町総合支所

多極型コンパクトシティの実現

【生活基盤の充実】

〇気高地区地域生活拠点再生
整備計画に基づく事業推進

〇気高地区地域生活拠点再生
整備計画に基づく事業推進

・気高地区地域生活拠点再
生整備計画の策定
・3/13　気高地区地域生活拠
点再生整備計画（委員会提
案）を市長に提出（平成28年
度から事業化予定）

3,435 3,059 達成 継続
都市再生整備計画事業（気
高地区）

0 0 未達 継続
浜村駅前広場整備事業 測
量設計、実施設計業務

3,000 2,977 達成 継続
浜村駅前広場整備事業 街
路灯整備事業

57,548 都市企画課

有機農業・生姜・・白ネギ・はま
茶栽培農家・グループ等との意
見交換会開催

特産品のブランド化・しょうが・
白ネギ等の生産拡大

日光・瑞穂生姜生産団体へ
のアンケート実施

達成 継続 気高町総合支所

○農産物販売拠点（道の駅を
拠点として）販売ルートの開拓
を図る
○集落営農組織化を図る

道の駅建設に伴う各種調査
実施

未達 継続
27年7月下光元・夏ケ谷の集
落営農法人化説明会開催

未達 継続

道の駅建設に伴う各種調査
実施
集落営農、人・農地プラン、
中間管理事業説明会開催。

未達 継続
集落営農、人・農地プラン、
中間管理事業説明会開催

気高町総合支所

生産者・加工グループ等との意
見交換会開催

農産物加工施設を中心として、
特産品の加工開発・販売を進
める

農産物加工施設を利用した
特産品開発を検討中

未達 継続
農産物加工施設を利用した
特産品開発を検討中

未達 継続
農産物加工施設を利用した
特産品開発の検討

未達 継続
農産物加工施設を利用した
特産品開発の検討

気高町総合支所

企業誘致の推進

【工業の振興】
〇用地の検討

〇用地確保・整備、企業誘致の
推進

〇企業誘致の推進

町内の立地可能場所の情報
提供を企業立地支援課に随
時行っている。「道の駅」建設
に併せてホームセンター他2
～3件の立地の計画がある。

候補地検討委員会（庁内）の
開催２回（7.8月）
町内の立地可能場所につい
て企業立地支援課へ随時情
報提供

候補地検討委員会（庁内）の
開催
町内の立地可能場所につい
て企業立地支援課へ随時情
報提供

企業立地・支援課

特産品を活かしたまちづくり

【農林水産業の振興】

〇「しょうが」「塩さば」を活用し
たイベントの定期的な開催、イ
ベントの拡充

し ょ う が ぽ か ぽ か フ ェ ス タ
2015

400 874 達成 継続
・11/1　日光新生姜祭り開催
・2/7 しょうがぽかぽかフェ
スタ2016開催

865 835 達成 継続
日光新生姜祭り（10/30）
し ょ う が ぽ か ぽ か フ ェ ス タ
2017

868 979 達成 継続
日光新生姜祭り
し ょ う が ぽ か ぽ か フ ェ ス タ
2018

868 気高町総合支所

小学校のあり方の方向性

【教育の充実】

〇自治会、まちづくり協議会、Ｐ
ＴＡなど関係者による検討組織
の立ち上げに向けた準備会の
開催
○考える会の開催

〇地区ごとに学校の在り方につ
いて検討し、結論の出た校区よ
り方向性を決定

準備会・考える会の開催

・逢坂地区において「逢坂の
教育を考える会」を設立し、
会議を開催
・小学校の現状と課題につい
てとりまとめ中
・保育園の保護者を対象に
説明会を開催

未達 継続

逢坂地区において、「逢坂の
教育を考える会」が逢坂坂地
区住民対象の説明会を4回
実施。アンケートによる意向
調査を実施予定。
その他の地域においても小
学校のあり方を検討する会
の設立を検討していく。

達成 継続

逢坂小学校のあり方の方向
性を決定予定。
瑞穂小学校のあり方検討会
を設立予定。

校区審議室
気高町総合支所

鳥取市版コミュニティ・スクール
の試験導入

○学校、保護者、地域住民、関
係団体による試験導入に向け
た検討

○試験導入 ○効果の検証

H27年4月の「逢坂の教育を
考える会」において、コミュニ
ティスクールの概要等を説
明。
今後さらに検討を重ねていく
予定。

未達 継続
浜村小学校において、鳥取
市版コミュニティ・スクールを
設置。

達成 継続
浜村小学校以外の学校でも
導入に向けた検討を行う。

気高町総合支所

④教育のまちづくり

②新しい風のまちづくり

年間を通して集客できるストー
リー性をもったイベントを戦略
的に実施する

【文化芸術の振興】
【ビジットとっとりの展開】

③地域産業のまちづくり

儲かる経営、後継者の確保

【農林水産業の振興】

①交流のまちづくり

にぎわい創出と地域経済の活
性化、交流人口の拡大

【ビジットとっとりの展開】

気高　「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況
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気高　「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況

項目名
目標

【基本計画・施策】

推進期間
２６年度 ２７年度 ２８年度

備考 担当課

２９年度

〇各地区防災マップ作成支援 〇集落防災マップ作成支援
〇防災マップを利用した避難訓
練

気高町地域福祉推進協議会
が支援し、集落単位で防災
福祉マップを作成。１集落を
除きマップが完成し、現在、
平成27年度分の更新に各集
落で取り組んでいる。

達成 継続
各集落において、マップの更
新をする

達成 継続
各集落において、マップの更
新をする

気高町総合支所

〇要援護者救助避難訓練
〇地区消防団と自主防災会と
の合同訓練

〇防災マップを利用した避難訓
練

自主防災会単位での避難訓
練において、避難行動要援
護者の救助訓練が実施でき
ないか検討している。

未達 継続

地区・自主防災会単位での
避難訓練において、避難行
動要援護者の救助訓練が実
施できないか検討している。

未達 継続

地区・自主防災会単位での
避難訓練において、避難行
動要援護者の救助訓練が実
施できないか検討している。

気高町総合支所

〇避難行動要支援者支援制度
の普及を推進し、加入促進を図
る

鳥取市自治連合会、鳥取市
民生委員・児童委員協議会
に対象者名簿を配布して、加
入促進のお願いをしている。

達成 継続
２８年度も引き続き制度の普
及促進をお願いする。

達成 継続
２８年度も引き続き制度の普
及促進をお願いする。

障がい福祉課

総合支所の整備

【地域防災力の充実】
〇整備方針の決定 〇整備方針に基づく事業推進

4月 地域振興会議にて総合
支所整備について説明
5月 地域振興会議において
既存建物の活用について協
議
7月 地域振興会議において
全総合支所の状況を報告

未達 継続

４月 地域振興会議において
総合支所等基礎調査業務結
果について報告
５月、７月、８月 地域振興会
議において整備推進につい
て協議
年内に整備方針を決定

達成 継続
地域振興会議において総合
支所整備推進について報告

334,800 気高町総合支所

⑤安心・安全のまちづくり

地区、集落単位の防災マップ
作り

【地域防災力の充実】
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