
実施内容
予算額
（千円）

決算額
（千円）

目標
達成度

事業の
方向性

実施内容
予算額
（千円）

成果（何をどれだけ） 次年度以降への課題・方向性

・道の駅「気楽里」建設
外構工事　（前年度繰越）

オープン記念式典

317,130

1,403

253,683

569
A.達成

5.休止、
廃止、
終了

2019.6.30道の駅「西いなば気楽里」
オープン

都市企画課

鳥取西いなばまちづくり会社設立支
援

・観光パンフレット作成

・道の駅「気楽里」への情報
提供

A.達成
5.休止、
廃止、
終了

・2017.4.5「鳥取西いなばまちづくり
株式会社」設立
・山陰道鳥取西道路開通記念事業
支援

気高町総合支所

市道浜村乙亥正線道路改良工事

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】

市道浜村乙亥正線道路改良
工事　（Ｌ＝680.92m、Ｗ＝4.0
ｍ（5.0ｍ）　　　　　上層路盤、
表層等

40,000 15,979 C.未達
2.改善

継続

（繰越）
市道浜村乙亥正線道路改良工
事　（Ｌ＝700ｍ、Ｗ＝4.0ｍ（5.0
ｍ）　　　　　上層路盤、表層等

23,191 市道浜村乙亥正線道路改良工事
・市道浜村乙亥正線道路改良工事
・交通安全対策

道路課
鳥取西工事事務所

ジオパークガイド養成、活動支援

世界ジオパークエリア拡大に
伴うガイドの育成

鳥取市主催のガイド養成講
座への参加について周知徹
底と情報提供。
鳥取市観光コンベンション協
会主催のGバスツアーなどの
ガイドを行った。

A.達成
3.現状

維持

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と情報
提供。

・鳥取市主催のガイド養成講座等へ
の参加について。周知徹底と情報
提供を行った。
・鳥取市観光コンベンション協会主
催のGバスツアーなどのガイドを
行った。ヤサホーガイドの会（気高
町観光ガイドの会）計１４名

ジオ関連ガイドの養成、活動支援 気高町総合支所

ジオパークを活用したイベント

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

【魅力ある中山間地域の振
興】

・各地域の資源の掘り起し
・案内パンフレット作成
・西道路開通前見学会支援

A.達成
2.改善
継続

・近隣3町のイベントの連携・企
画

・「２０１５全国フットパスの集いin鳥
取西いなば」開催支援
・近隣３町連携のイベントの開催支
援

ジオパーク資源を活用したイベント
企画

気高町総合支所

気高地域をロケ地にした映画撮影と
上映会の支援

・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

1,000 1,000 A.達成
2.改善
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

1,000
・気高地域をロケ地として撮影され
た短編映画上映会を開催
・浜村温泉映画祭の開催

芸術家と住民との協働活動の取組
支援継続

気高町総合支所

貝がら節祭、気多の市、ときめき祭り
のイベント支援

第１８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

5,271 5,189 A.達成
2.改善
継続

 気多の市開催
 貝がら節祭り開催
ときめきまつりの開催

5,271
貝がら節祭り、気多の市、ときめき
まつりの開催

・住民主動によるイベントの実施
・積極的な若者の参画
・事業のスクラップ・アンド・ビルド

気高町総合支所

・JR浜村駅前バス待合所整備
・浜村駅前トイレ整備

浜村駅前トイレ建築
勝見浜村線拡幅測量設計

26,500 33,292 A.達成 1.拡充
気高地域サイクルロード案内標
識設置
市道浜村勝見線道路改良工事

51,393

・ＪＲ浜村駅前バス待合所設計・整
備
・ＪＲ浜村駅前トイレ改修設計・　整
備

気高地区地域生活拠点施設再生整
備計画に基づく事業推進

都市企画課
鳥取西地域工事事務所

小さな拠点づくり

・地域課題を再調査し、グランド
デザインを作成
・「小さな拠点づくり」事業の推進
・地域おこし協力隊の受け入れ

500

71
気高町総合支所

気高特産物生産の拡大

気高町農業者の農産物マッ
プのポスター・パンフレットを
作成し、「道の駅西いなば気
楽里」へポスターの掲示とパ
ンフレットを設置することによ
り、情報提供とPRを行った。

50 50 C.未達 1.拡充

「道の駅西いなば気楽里」等へ
の出荷を通して、販売、ＰＲを行
いながら、地域ブランド化と生産
の拡大につなげる。

50

気高町農業者の農産物マップのポ
スター・パンフレットを作成し、「道の
駅西いなば気楽里」へポスターの掲
示とパンフレットを設置することによ
り、情報提供とＰＲを行った。

特産品のブランド化・生産拡大 気高町総合支所

農業経営支援
集落営農、人、農地プラン、
中間管理事業の推進に向け
た検討。

C.未達
2.改善

継続

「道の駅西いなば気楽里」への
出荷を通しての販売と、集落営
農、人・農地プラン、中間管理事
業説明会開催。

集落営農、人・農地プラン、中間管
理事業の推進に向けた検討。

農地と農業経営の維持 気高町総合支所

農産物加工施設の活用

農産物加工施設を利用した
特産品開発の検討を進めな
がら、「道の駅西いなば気楽
里」等への出荷を通して、販
売、PRを行いながら、特産品
開発の検討、地域ブランド化
につなげる。

C.未達 1.拡充

農産物加工施設を利用した特産
品開発の検討を進めながら、
「道の駅西いなば気楽里」等へ
の出荷を通して、販売、PRを行
いながら、特産品開発の検討、
地域ブランド化につなげる。

農産物加工施設を利用した加工品
（トマトケチャップ）を販売。

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
企業誘致の推進

【工業の振興】

南地域工業団地企業進出状
況を見ながら企業立地支援
課と検討

B.概ね
達成

2.改善
継続

南地域工業団地企業進出状況
を見ながら企業立地・支援課と
検討

企業誘致に関する情報収集と検
討。

企業誘致の推進、用地確保・整備 企業立地・支援課

特産物のPR
特産品を活かしたまちづくり

【農林水産業の振興】

日光新生姜祭り (11/3)

しょうがぽかぽかフェスタ 812 286
A.達成

2.改善
継続

・日光新生姜祭り
・しょうがぽかぽかフェスタ

930
日光新生姜祭り、しょうがぽかぽか
フェスタの開催

「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

気高町総合支所

空き家の活用
リノベーションによる空き家等
の利活用

浜村温泉館の再生に向けて
の検討
空き家の利活用の推進

C.未達
2.改善
継続

浜村温泉館の再生に向けての
検討
空き家対策についての方向性
検討

浜村温泉館の再生に向けた検討、
協議

・空き家の増加
・利活用の推進

経済・雇用戦略課
気高町総合支所

小学校のあり方の方向性
小学校のあり方の方向性

【教育の充実・郷土愛の醸成】

宝木・瑞穂・浜村校区で、方
向性決定を支援

「気高地域の子どもの未来を
応援する連絡協議会」活動
支援

C.未達
2.改善
継続

各検討組織の活動支援

・各校区での教育を考える会を設立
し検討を実施
逢坂、瑞穂、宝木校区で検討が終
了し、教育長に要望書を提出済
・「気高地域の子どもの未来を応援
する連絡協議会」を設立し、意見交
換を実施

教育委員会の回答を受け、気高地
域全体で新たな教育環境について
の協議、支援

校区審議室
気高町総合支所

コミュニティースクールの推進
鳥取市版コミュニティ・スクー
ルの試験導入

効果の検証 A.達成
3.現状
維持

効果の検証
気高地域前小学校にコミュニティ・
スクール（学校運営協議会）を設
置。

効果の検証
気高町総合支所
学校教育課

防災マップ作成支援
市社協と連携しながら、マッ
プづくりと更新を働きかける

A.達成
2.改善
継続

市社協と連携しながら、マップづ
くりと更新を働きかける

各集落防災福祉マップの作成

・従前に作成した「ささえあいマップ」
が現況にそくしたものとなっている
か確認が取れていない。
・地区社協と連携しながら、防災福
祉マップづくりと更新を働きかける。

気高町総合支所

避難訓練支援
地区別避難訓練支援

防災環境整備支援
A.達成

2.改善
継続

地区別避難訓練支援

防災環境整備支援

地区単位・集落単位で避難訓練実
施 要支援者避難訓練の普及促進

気高町総合支所
危機管理課

避難行動要支援者支援制度の利用
促進。

台帳を有効なものにしていく
取り組みを通じて制度の普
及、加入促進の勧奨を続け
る。

A.達成
2.改善

継続

市自治連合会、市民生委員児
童委員協議会に加入促進対象
者リストを配布し、制度の普及、
加入促進を働き掛ける。

市自治連合会、市民生委員児童委
員協議会に加入促進対象者リスト
を配布し、制度の普及、加入促進を
働き掛けた。

・制度の普及、制度への加入促進
が十分なものとなっていない。
・台帳を有効なものにしていく取り組
みを通じて、制度の普及、制度への
加入促進の勧奨を働きかける。

地域福祉課

総合支所の整備
総合支所の整備

【地域防災力の向上】
Ｈ30．6月末新庁舎完成（外構含む） 気高町総合支所

儲かる経営、後継者の確保

【農林水産業の振興】

地区、集落単位の防災マップ
作り

【地域防災力の向上】

③地域産業のまちづくり

④教育のまちづくり

⑤安心・安全のまちづくり

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

【商業・サービス業の振興】

中期（～R元年度）における総括R元年度

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】
【魅力ある中山間地域の振
興】

②新しい風のまちづくり

多極型コンパクトシティの実現

【生活基盤の充実】

気高町総合支所　「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況(中期H30～R1）

項目名 事業概要
目標

【基本計画・施策】
備考

担当課
（支所・本課）

R２年度
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