
第１期琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証結果等について

企画政策課

１ 趣旨

平成 27 年に策定した第１期琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略は令和２年３月 31 日

をもって５年間の計画期間を終えました。先般、琴浦町地方創生推進本部会議(町長及び管

理職)を開催し、第１期総合戦略の総括を行いましたので、報告します。

また、第１期総合戦略の検証結果を基に、第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略を策

定しています。

２ 第１期総合戦略の検証・分析

○出生数、第３子以降の出生数共に目標値を概ね達成した。引き続き、安心して産み育てら

れるよう、経済面や環境等、第２期においてサポートを拡充していく。

○新規就業者数については目標数値を達成。また、農業法人数、作付面積など、効果があら

われていると考える。一方で耕作放棄地は増加し続けているため、担い手育成と規模拡

大・集約が求められる。

○観光入込客数は大きな変化はなく、目標値達成は達成できなかった。観光資源は多くあ

り、潜在的部分をどのように関連付けて活かしていくのかが今後の課題となる。

○健康寿命は延伸している状態。平均寿命の延長も要因ひとつと考えられる。第２期におい

ては健康で活躍できる状態をいかに保つかに目標を切り替えて展開する。

３ 令和元年度地方創生推進交付金事業の実施状況(別紙のとおり)

４ 検証結果の公開

検証結果については、ホームページ上で公開します。

成果目標 単位 R1目標値 R1実績値 達成度 検証

事業実施による成婚数（累計） 組 15 4 26.7% △

合計特殊出生率 率 1.71 1.95 114.0% ◎

25歳時点における町内定着率 ％ 80.0% 70.7% 88.4% △

農林水産業への就業者数（累計） 人 30 31 103.3% ◎

起業創業件数（累計） 件 9 10 111.1% ◎

年間観光入込数 人 927,000 684,000 73.8% △

課題解決に向けた地域活動団体等の年間活動数 回 150 全自治会が実施 - ○

社会移動による人口減少数（累計） 人 -200 -307 -153.5% △

健康寿命の延伸：女性（H27とR1の比較） 歳 1.00 1.01 101.0% ◎

テーマ

育む 地域の宝である子どもを
産み育てやすいまちづくり

創る 安定した就労環境の整
備と魅力あるしごとづくり

輝く ふるさとの魅力を誇り、生き生きと輝くひとづくり

根づく だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり



令和元年度地方創生推進交付金事業の実施状況

交付金事業 R1年度の実施状況（３月末） 事業の検証 R2年度の事業計画

生き活き高齢者、遊びき
る子ども～アクティブ“コト
ウライフ”の実現

(H28～H30)

高齢者活動プログラムとして健口・栄養講
座を栄養士を中心に歯科医師と連携して
実施。3サークルに対し3回シリーズか開催
したほか、7団体に対し1回完結型の講座
を実施した。
また、子どもと高齢者が遊びを通じて交流す
る場としてプレーパークどんぐりを開催し、親
子の参加に加えて、高齢者ボランティアの参
加があり異世代間の交流が図れた。

運動習慣定着に向け、ポイントラリーや
トレーナーによる運動指導を進めた結
果、運動習慣定着率は約３％向上で
きたが、中心は65歳以上といった年代と
なっており、若年層の参加が少なかっ
た。
無関心層や町外者へのPRを十分に行
えなかったため、運動習慣や人口流入
に関するKPI達成に至らなかった。

働き盛り世代の健康づくり・運動習慣に向けて、健康経営に取り
組む事業所に対する支援を行う。
高齢者活動プログラムについては、健口・栄養教室はさらに普及
拡大を図るため、体験版として1回完結型の教室を増やし、3回シ
リーズの教室に持って行けるよう工夫を要する。
アクティブシニア活動支援センターについては、引き続き情報収集
等を行い、高齢者に対する情報提供体制のワンストップ化を推進
していく。
プレイパーク についても継続し、多年代の交流を促進する。

2次交通整備によるFIT
受入対応実験事業

(H28～R2)

鳥取中部ふるさと広域連合が（一社）鳥
取中部観光推進機構に対して委託する事
業に係る連携市町村負担金。
4月から委託契約を行い、事業実施中であ
る。

8月から10月にかけて台風による航空
機の欠航やJR、バスの運休などにより入
込客数や宿泊客数の減となった。

≪広域観光連携推進事業負担金≫
（広域観光連携推進事業）
　・おもてなし・受入環境整備事業費
　・プロモーション推進事業費
　・情報発信事業費
　・温泉地イメージ戦略事業費
　・商品開発販売事業費
　・誘客戦略事業費
（鳥取中部観光推進機構負担金）　　
　・マーケティング、プロモーションの専門職員の人件費支援

名峰「大山」とともに生き
る・鳥取県西部圏域の
広域観光推進プロジェク
ト

(H28～R2)

倉吉市との連携事業として「東大山古道ト
レッキング」イベントを9月8日に設定し、琴
浦町は「森林浴スポット大山滝トレイル」を
開催した。当日は、自然観察会・バーベ
キューなどを行い、琴浦町のグルメや大山滝
の自然・歴史を楽しんでもらった。
（参加者187人）　

8月から10月にかけて台風による航空
機の欠航やJR、バスの運休などにより入
込客数や宿泊客数の減となった。

継続中

＊今年度の「森林浴スポット大山滝トレイル」は、9月に開催予
定。

人材育成（「大人の社
会塾」事業）による地域
再生計画

(H28～R2)

とっとり琴浦熱中小学校の第2期（4月～
9月）、第3期（10月～3月）（全12
回）を滞りなく実施した。
運営主体は「とっとり琴浦熱中小学校準備
委員会」で、町が事務局として運営事務を
行ったが、第3期からは講師の送迎や交流
会の運営など、生徒会による協力を得なが
らの事業を進めた。
・第2期生徒数91人　、第3期生徒数79
人・法人会員7社

熱中通販プロジェクトを㈱ECコンサルカンパ
ニーに委託し、町内での出店事業者の登
録を進めた。
・３月末時点の熱中通販サイト掲載数　
12社　　
　　登録事業者：15、商品：31種類

新型コロナウィルス感染拡大の影響で
第3期3月の授業が延期となり、2月・3
月の出席者が減少した。 
 熱中通販サイトリニューアルが予定より
遅れるとともに、サイト掲載業者、アフェ
リエイトによる発信が計画より増えなかっ
たため、売り上げも伸びなかった。

第4期からは一般社団法人に事業の運営を移行。町は補助金に
よる財政支援のほか、スムーズな事業運営に向けたサポートを行
う。
第4期（R2.4月～9月）、第5期（R2.10月～R3.3月）は、
生徒募集や講師との連絡調整、授業の運営のほか、先生と生徒
の交流や課外活動を一層進め、熱中小学校が地域で担う役割
や意義を検討しながら活動を行う。
熱中通販のプランを見直すとともに、情報発信等による売り上げの
増加を目指す。また、新たな財源確保に向けた検討を行う。

鳥取県養殖技術創出
事業

(H30～R2)

施設整備完成

2名の職員を採用し、技術指導を行った。

建設資材の不足のため、施設整備が
遅れた。

新規参入者への技術指導を行っていくほか、今年度完成した施
設を活用し、生産量の増加を図っていく。

コトウラ観光産業化プロ
ジェクト

(R1～R3)

観光戦略推進会議を開催し、観光ビジョン
の策定を行った。
《各種事業実施》
道の駅活性化計画策定業務委託
観光客動態調査分析業務委託
ロゴマーク等制作業務委託

8月から10月にかけて台風による航空
機の欠航やJR、バスの運休などにより入
込客数や宿泊客数の減となった。

観光戦略推進会議を開催し、観光ビジョンのアクションプラン事業
を具体化する。
《各種事業実施》
観光情報発信事業
情報発信機能強化事業
インバウンド対策整備
観光商品開発委託料
観光客動態調査分析業務委託
物産館ことうら改修



地域交通に関するアンケート調査の実施について

企画政策課

１ 調査目的

Ø 高齢者が中心となる昼間の移動について、ニーズ、移動手段等を調査し、交通再編に

あたっての基礎資料とする。

Ø 共助交通の利活用の意向について調査し、各地区ごとでの取り組みにつなげるための

資料とする。

２ 実施方法

・実施主体 鳥取大学工学部社会システム土木系学科 谷本圭史教授

琴浦町 の共同研究事業

・対象者 6/1 時点で６０歳から８９歳までの町民（4,328 人）

・調査方法 対象者にアンケートを送付し、返信用封筒にて回収

・調査時期 ８月上旬に発送

・今後の予定 ８月下旬 アンケート回収

９月 データ入力、集計

10 月 分析

11 月 報告書作成（鳥取大学から町に受領）

・鳥取大学工学部との共同研究事業であり、調査に係る業務及び経費は、大学の負担によ

り実施

３ アンケート項目

・バスやタクシーといった公共交通のニーズ、利用頻度、改善点等

・利用料金

・共助交通の利用意向

・共助交通のドライバーとしての協力意向

・新型コロナウイルスによるバス利用の影響 など



とっとり琴浦熱中小学校事業について

企画政策課

１ オープンスクール開催について

日 時 令和２年８月２２日（土）13:00～16：30

会 場 まなびタウンとうはく４階 多目的ホール

参加費 無料

講師紹介

受講方法 講 師 オンライン（Zoom）

生 徒 オンラインと会場受講の併用

会場での受講は、県内在住者に限定

県外からの参加者や希望者は、オンラインにより受講可能

申込方法 メール kotoura.necchu@gmail.com

ＷＥＢ 二次元コードからの申込み

申込書 チラシ裏面の申込書を事務局又は企画政策課に提出

とっとり琴浦熱中小学校事務局（琴浦町宮木 239）

※原則、事前申込みが必要ですが、当日参加も可能です。

なお、当日参加の場合は、受付にて氏名、連絡先等の記載をお願いします。

※会場では、マスク着用、手指消毒、席の間隔をとるなど感染予防対策を行います。

２ 第４期開校について

新型コロナウイルス感染予防のため、延期となっていた第４期を 10 月より開校しま

す。

開催日 10/24、11/28、12/19、1/23、2/20、3/27（土曜日の午後）

会 場 旧以西小学校、まなびタウンとうはく

授業料 一人あたり１万円

定 員 100 名（ほかに法人会員、スポット受講あり）

３ 申込み、問合せ先

とっとり琴浦熱中小学校事務局 0858-49-8003 kotoura.necchu@gmail.com

1935 年生まれ、東京都出
身。60歳からパソコンを独
学で習得。81歳から iPhone
アプリの開発を始め、米国
アップル CEO から最高齢
プログラマーとして紹介さ
れ一躍注目を集める。安倍
政権「人生 100年時代構想
会議」有識者議員など。

プログラマー
若宮 正子 先生

(株)スノーピークビジネス
ソリューションズ取締役
藤本 洋介 先生

1980 年生まれ、琴浦町出
身。大学卒業後、大手専門商
社で営業を担当。2009年か
ら IT 会社でコンサルティ
ング業務に従事する。2016
年、株式会社スノーピーク
ビジネスソリューションズ
の取締役に就任。現在取締
役事業戦略本部長。



1935年生まれ、東京都出身。60歳からパ
ソコンを独学で習得。81歳からiPhoneア
プリの開発を始め米国アップルCEOから
最高齢プログラマーとして紹介され一躍
注目を集める。安倍政権「人生100年時
代構想会議」有識者議員など。

プログラマー

若宮 正子 先生

1980年生まれ、琴浦町出身。大学卒業
後、大手専門商社で営業を担当。2009年
からIT会社でコンサルティング業務に従
事する。2016年、株式会社スノーピーク
ビジネスソリューションズの取締役に就
任。現在取締役事業戦略本部長。

（株）スノーピークビジネス
ソリューションズ取締役

藤本 洋介 先生

地方創生と鳥取への想い 私は創造的でありたい

OPEN SCHOOL
とっとり琴浦熱中小学校

会 場

日 時 13：00～16：30
まなびタウンとうはく４階 多目的ホール 申 込 事前申込 ※当日参加可

授業形式

時 間 割

会場で先生の講義を直に受けるリアル授業と、
遠隔地の先生をWEB会議サービスZoomでつなぐオンライン授業を併用します。

受講方法は2通り

申込方法 下記のいずれかよりお申し込みください。

WEB申込フォーム
二次元バーコードまたは
下記URLでアクセスし
申込フォームに記入。

チラシ裏面の申込用紙にご記入の上、
○とっとり琴浦熱中小学校事務局
　  （琴浦町宮木239 旧以西小学校）

○琴浦町役場 企画政策課
　どちらかまで、ご提出ください。

チラシ裏面の申込用紙の内容を
本文に記載のうえ、
上記までメールをお送りください。http://u0u1.net/ZbvC

申込用紙 メール

県内在住者限定

2282令和 年

kotoura.necchu@gmail.com

オンラインによるリモートで参加

会場に来場して参加

希望者、県外からの参加者

希望者、県内在住者に限定

1時間目

社会

2時間目

道徳

※原則、事前申し込みが必要ですが、当日参加も可能です。なお、当日参加の場合は、受付にて氏名、連絡先等の記載をお願いします。
※会場では、マスク着用、手指消毒、席の間隔をとるなど感染予防対策を行います。　※講演科目、講演タイトルは変更になる場合があります。

※提出期限 8/14（金）17：15

土

オープンスクール

とっとり琴浦熱中小学校 第4期始業（10月）に向けて、オープンスクールを開催します。

この機会に熱中小学校の授業を体験してみませんか？

参加費
無料
参加費
無料

● オンライン受講

● 会場受講

どちらか選べる

1
時
間
目

2
時
間
目

社会（仮）

藤本
洋介先生

道徳
若宮
正子先生

会場で講義！

オンライン講義を配信



申し込み・問い合わせ先／とっとり琴浦熱中小学校　事務局　tel ; 0858-49-8003　e-mail ; kotoura.necchu@gmail.com

申 込 用 紙

お名前

お住まい

連絡先 電話番号

どちらかに　 してください 現地受講 オンライン受講

メールアドレス

受講方法

年齢

職業

歳

フリガナ

都・道・府・県

オンライン受講を選択の方には
受講用URLをメールで送ります

12：30 受付開始
13：00 開会
13：10 1時間目 《社会》（仮）
 －藤本洋介先生

14：20 質問タイム、休憩
14：40 2時間目 《道徳》
 －若宮正子先生

15：50 質問タイム
16：00 生徒会、事務局からの連絡
16：15 第4期申し込みについて
16：30 終了

こちらの二次元バーコードを読み取るか、
URLを打ち込んで申込フォームからお申し
込みください。

メール／申込用紙からもお申し込みいただ
けます。

キリトリ線

http://u0u1.net/ZbvC

もういちど7歳の目で世界を・・・

スケジュール アクセス WEB申込フォーム
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