
当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

活力ある産地づくり

①生産者の主体的なやる気を応援

・がんばる農家プラン、就農条件整備事業の円滑実施
・スマート農林水産業推進事業により、老朽化したぶどう連棟ハウスの
長寿命化を計るための低コスト補強技術の開発に対する支援
・園芸産地活力増進事業、鳥取梨生産振興事業の円滑実施
・産地パワーアップ事業の実施検討
低コストハウス等を導入し、市場前進化への対応と、ハウス作型による
作業効率の向上とコスト低減、収量増を目指す。
・畜産経営維持継続支援対策事業補助金の要望を把握、円滑実施

・がんばる農家プラン（5件）、就農条件整備事業（7件）について、
事業の円滑実施に向けた指導及び相談を行っている。

・老朽化したぶどう連棟ハウスの長寿命化を計るための補強技術
開発支援
　補強技術検討会を重ね、１2月頃には実証展示ほ場の設置を行
う予定
　
・　園芸産地活力増進事業
　シンテッポウユリの収量向上を図るための苗生産外部委託実証
試験、大栄西瓜選果場の仕分判定制御システムの機能向上に関
する事業を進めています。

・　鳥取梨生産振興事業
　網掛け、苗木購入等に関する助成事業をすすめています。
　曲スーパー梨団地事業について事業をすすめています。

・　産地パワーアップ事業
　いちごの生産拡大を目的に、低コストハウス8棟、2,554㎡、高設
栽培ベンチ等生産資材の導入をすすめています。
　葉物野菜（小松菜）の生産拡大を目的に、低コストハウス48棟、
11,854㎡、寒冷紗182枚、72,212㎡の導入をすすめています。
　西瓜の生産拡大を目的に低コストハウス118棟、33,740㎡、寒冷
紗240枚、98,106㎡の導入を計画中です。

・畜産経営維持継続支援対策事業
　今後実施予定です。（例年のJA交付申請は2月～3月頃）

・がんばる農家プラン（7件）、就農条件整備事業（4件）について事
業の円滑実施に向けた指導及び相談を行った。
・老朽化したぶどう連棟ハウスの長寿命化を計るための補強技術
を開発し、２月に実証展示ほ場の設置を行った。
・国補助事業（ハウス強靭化事業）により開発した技術の普及を
行った。
・園芸産地活力増進事業
　シンテッポウユリの収量向上を図るための苗生産外部委託実証
試験、大栄西瓜選果場の仕分判定制御システムの機能向上に関
する事業及び梨選果場製函機の機能向上に関する事業を実施し
た。
・鳥取梨生産振興事業
　網掛け、防除用機械の導入を支援した。
　曲スーパー梨団地において果樹棚整備、新植を支援した。
・鳥取柿ぶどう等生産振興事業
　新規ハウスの導入、加工用ぶどうの苗木購入に対して支援を
行った。
・産地パワーアップ事業
　いちごの生産拡大のための低コストハウス、高設栽培ベンチ、溶
液かん水装置等の導入に対し支援を行った。
　葉物野菜（小松菜）の生産拡大のための低コストハウス、寒冷紗
の導入に対し支援を行った。
　西瓜の生産拡大のための低コストハウス、寒冷紗の導入に対し支
援を行った。
・畜産経営維持継続支援対策事業を実施した。

②消費者の期待に応えられる産地つくり

・中部発！食のみやこフェスティバル参加
・体験ほ場の活用

・北栄町より一団体出展し、北栄町産の農産物・加工品のPRを
行った。

・5/28にJA鳥取中央青壮年部大栄支部ドリームクラブの指導のも
と、大誠こども園・由良こども園の園児32人がさつまいもの苗を植
え、10月下旬の収穫に向けて栽培管理を行っている。

・北栄町より一団体出展し、北栄町産の農産物・加工品のPRを
行った。

・5/28にJA鳥取中央青壮年部大栄支部ドリームクラブの指導のも
と、大誠こども園・由良こども園の園児32人がさつまいもの苗を植
え、10/22に大誠こども園・由良こども園の園児32人と収穫を行っ
た。

③農畜産物のブランド化の推進

・JA生産部と連携した販促活動を行い、北栄町農産物をPRする。
・加工用ブドウの栽培を計画する事業者からの相談に都度対応す
る。

・6/2、3に湖南市で『北栄町産「鳥取らっきょう」フェア』を開催した。

・7/22に東京都港区で「全国連携マルシェ」に出展しねばりっこのPRを
行った。

・9/15、16に東京都港区で「全国連携マルシェ」に出展しねばりっこの
PRを行った。

・9/18から虎ノ門ヒルズ近くの「新虎小屋」というカフェでねばりっこメ
ニューを提供していただきねばりっこのPRを行った。

・6/2、3に湖南市で『北栄町産「鳥取らっきょう」フェア』を開催し
た。

・7/22に東京都港区で「全国連携マルシェ」に出展しねばりっこの
PRを行った。

・9/15、16に東京都港区で「全国連携マルシェ」に出展しねばりっ
このPRを行った。

・9/18から5日間、虎ノ門ヒルズ近くの「新虎小屋」というカフェでね
ばりっこメニューを提供していただきねばりっこのPRを行った。

・12/8、9に湖南市で「新物ねばりっこフェア」を開催した。

・1/19、20に東京都港区で「全国連携マルシェ」に出展しねばりっ
このPRを行った。また、「ねばりっこでねばり勝ち」をキャッチコピー
に受験生応援企画を実施。ねばりっこを使った受験生応援メ
ニューの開発や、1/19から一週間、港区内の飲食店2店でねば
りっこを使ったメニューをご提供いただいた。

・その他、湖南市の直売所「ここぴあ」において、北条ワインとねば
りっこの年間を通しての取り引きを開始した。

点                 検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
産業振興課

・生産者と行政、JAなど関係者が連携して、都市部をはじめとする大
消費地での北栄町農産物PR、直売を行い、ブランド力強化を図る。
・県の研究施設やJAなど農業関連施設が立地する本町の強みを活
かし、鳥取県園芸試験場や東伯農業改良普及所などと連携して、新
品種・新技術の開発、保護、普及のため、品種開発から産地化まで
一連の取組を戦略的に推進します。
・新たな産地表示基準に対応するため、加工用ブドウの生産拡大に
向けた取り組みを支援する。

・生産者の声を大切にし、農業情勢の変化に迅速に対応した農業施
策を生産者及び関係機関・団体と一体的に進める。
・高齢者・女性にも適した軽量野菜・花き等の生産振興を図る。
・全国的に珍しい砂丘地農業を、未来へつながる魅力有る農業とし
て栽培面積の維持・拡大を図る。
・生産組織等が自主的に取り組むがんばる農家プラン支援事業（７プ
ランの進捗管理）、就農条件整備事業（7件の継続補助）などの円滑
な事業実施を支援し、産地のやる気を引き出して活力を育む。
・園芸産地活力増進事業、鳥取梨生産振興事業など新規事業を積
極的に活用する。
・畜産経営維持継続支援対策事業を実施する。
・平成30年産からの米政策に対し、町農業再生協議会やＪＡ、普及所
などと連携を取り、情報発信等を行う。

・産地の活力創出に不可欠な生産・流通施設等の整備を支援し、特
産農畜産物の品質向上と消費者の期待に応えられる安全・安心で安
定した農畜産物の供給ができる産地づくりの支援を行う。
・近隣自治体との切磋琢磨・連携を通じて、「食のみやこ鳥取」を支え
る中核地域の発展に努める。
・地産地消を推進するため、学校給食など地場産物の積極的な活用
に努める。また、食育の推進として、農業体験学習の機会の創出を
図る。

目
標
１



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

点                 検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
産業振興課

④イチゴの産地化の取り組み

・（株）北栄ドリーム農場の圃場面積拡大に係る補助事業との調整、
予算化を行う。
・ＩＣＴ環境モニタリングシステムを活用した栽培データを収集する。

・イチゴの産地化に向け、産地パワーアップ事業を活用したドリー
ム農場圃場の規模拡大について、県・ＪＡ等関係者と調整を行い、
計画書並びに申請書を提出した。なお、経費積算のうえ、６月議
会にて事業費を予算化した。１０月から工事着手、平成３１年２月
末に完成予定。
・第３期の通年による生産データをもとに栽培検討会を開催し、効
率的な栽培環境の検証を行った。（炭酸ガス発生機が効果あり）
・観光農園事業の試行について、観光協会とドリーム農場の結び
付けを行い実施に向けて検討を行った。平成３１年４月から実施予
定。

・イチゴの産地化に向け、産地パワーアップ事業を活用したドリー
ム農場圃場の規模拡大を進め、平成３１年２月末に第４圃場（２５．
５ａ）完成。
・さらに産地パワーアップ事業を活用できる期間内での規模拡大を
追加して行うために県・ＪＡ等の関係者と調整を行い、生産圃場４．
８ａ分について対象年度内の計画承認・交付決定を予定。（２月末
現在）
・観光農園事業の試行について、ドリーム農場と連携して観光協
会がプロモーションを開始。２月末現在１団体から予約あり。また、
観光農園にふさわしい環境・オペレーションを行うため観光関係者
との意見交換会を開催。

⑤６次産業化の推進

・随時、６次産業化に取り組む者の相談に応じ、状況に応じ、関係機
関と連携を図る。
・食と農の魅力創造支援事業等の支援事業の申請があれば速やか
に対応する。
・JAと連携し地理的表示（西瓜・ねばりっこ）に取り組む。

・６次産業化に取り組む３件（浜根農園・ジュエリー・村岡オーガ
ニック）の相談に応じ、食と農の魅力創造支援事業の活用を踏ま
えて対応した。
・町６次産業化連携会議を開催し、各関係機関との連携方針の確
認、情報共有を図った。
・本町と友好交流協定を締結している湖南市の特産品である弥平
とうがらしを活用したらっきょう漬け商品の開発を支援し、交流を初
めてカタチにした。

・６次産業化に取り組む３件（浜根農園・ジュエリー・村岡オーガ
ニック）の相談に応じ、食と農の魅力創造支援事業を活用いただ
いた。
・町６次産業化連携会議を開催し、各関係機関との連携方針の確
認、情報共有を図った。
・本町と友好交流協定を締結している湖南市の特産品である弥平
とうがらしを活用したらっきょう漬け商品の開発を支援し、交流を初
めてカタチにした。

⑥多様な農業形態

・随時、加工販売に取り組む者の相談に応じ、状況に応じ、関係機関
と連携を図る。

・６次産業化に取り組む３件（浜根農園・ジュエリー・村岡オーガ
ニック）の相談に応じ、食と農の魅力創造支援事業の活用を踏ま
えて対応した。

・６次産業化に取り組む３件（浜根農園・ジュエリー・村岡オーガ
ニック）の相談に応じ、食と農の魅力創造支援事業を活用いただ
いた。

⑦耕作放棄地の解消

・必用に応じて荒廃農地等利活用促進事業を実施する。 ・随時、耕作放棄地の相談に応じるとともに、事業についての情報
提供を行った。

・随時、耕作放棄地の相談に応じるとともに、事業についての情報
提供を行った。

⑧森林等の整備

・松くい虫特別防除：空中散布、地上散布を6月に実施し、松くい虫
防除を行う。
・ナラ枯れ対策事業、特別伐倒駆除事業については、秋期から取り
かかる。
・抵抗性松配布：苗木の活着が良い12月から3月を計画。
・竹林整備事業を実施し、竹林整備を行う。

・松くい虫防除事業
　6月に海岸線保安林の薬剤空中散布と地上散布をそれぞれ2回
実施しています。
　発生した枯れ松について、地区保全松林は11月以降に実施す
る特別伐倒駆除、それ以外の枯れ松については単町による伐倒
駆除、または枯れ松伐採促進事業で随時伐倒します。
・抵抗性松配布
　希望自治会に抵抗性松の配布を予定です。（12月・3月に配布
予定）
・間伐材搬出促進事業
　今後、中部森林組合による間伐搬出を実施します。
・竹林整備事業
　12月から1事業体が0.5haの竹林を間伐予定です。

・松くい虫防除事業
　6月に海岸線保安林の薬剤空中散布と地上散布をそれぞれ2回
実施しました。
　発生した枯れ松について、地区保全松林は10月から特別伐倒
駆除、それ以外の枯れ松については単町による伐倒駆除、または
枯れ松伐採促進事業で随時伐倒しました。
・抵抗性松配布
　希望自治会に抵抗性松の配布を12月と３月に行いました。（６自
治会に配布）
・間伐材搬出促進事業
　中部森林組合による間伐搬出を実施しました。
・竹林整備事業
　12月から1事業体が0.5haの竹林を間伐を実施しました。

⑨有害鳥獣駆除の推進

・北栄町鳥獣被害防止計画及び北栄町ヌートリア・アライグマ防除実
施計画書に基づき駆除を実施する。
・鳥獣被害対策実施隊によるカラスの追い払い活動を実施する。
・北栄町鳥獣被害対策協議会の開催及び対策を協議しながら実施
隊による捕獲活動の強化を行い、農作物被害の減少を図る。

・有害鳥獣防除事業
　農作物等への被害相談により、鳥獣被害対策実施隊による捕獲
活動を随時実施しています。また、北栄町ヌートリア・アライグマ防
除実施計画に基づき、9月に捕獲従事者の育成を目的とした講習
会を開催しました。

・有害鳥獣防除事業
　農作物等への被害相談により、鳥獣被害対策実施隊による捕獲
活動を随時実施しました。また、北栄町ヌートリア・アライグマ防除
実施計画に基づき、9月に捕獲従事者の育成を目的とした講習会
を開催しました。

目
標
１
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・地域の特産農産物を活用した加工・販売まで一体になった取り組
みを支援する。

・商品のブラッシュアップや販路開拓のための研修会・商談会につい
て要望に応じて開催し、商品開発や販路開拓等を行う者を支援す
る。
・６次産業化に取り組む地域連携組織を支援する。
・直売や契約販売、農産物加工に取り組む者を状況に応じて支援
し、北栄町産農産物の付加価値向上に努める。

・農地の再生利用、営農定着活動等の取組を行う。
・企業が農業参入することにより、耕作放棄地を含めた農地の集積を
行い、解消を進める。
・耕作放棄地の解消（新たな耕作放棄地が発生しないことも含める）
に努める。（1ha以上）

・JAをはじめとした関係機関で連携し、イチゴの産地化に取り組む。
・(株）北栄ドリーム農場の規模拡大を支援することにより、地域におけ
るイチゴの産地化を推進する牽引事例とする。（圃場面積：７３．９ａ⇒
９９．４ａ）
・ＩＣＴ環境モニタリングシステムを活用したデータを分析し、イチゴ栽
培に適した環境を検証する。

※イチゴの産地化に係り、北栄ドリーム農場の規模拡大事業をはじ
め関係機関との調整、栽培データ分析等は産業振興課が事務支援
する。

・野生鳥獣（イノシシ・シカなど）による農作物に対する被害を防除す
るため、地元農家や住民・自治会長などからの有害鳥獣捕獲依頼に
基づき、有害鳥獣を駆除する。（随時対応）
・北栄町鳥獣被害対策協議会における対策の検討及び国の事業を
活用した実施隊による捕獲活動を行う。
・ヌートリア等の外来種の個体数を減らすため、北栄町ヌートリア・ア
ライグマ防除実施計画による捕獲者育成を推進する。

・砂塵被害、強風から農地及び生活を守る役割を果たしている海岸
林等について、松くい虫被害の防除対策として継続的に空中散布、
地上散布、特別伐倒駆除事業を行い、砂丘農地の保全を図る。
・枯れ松山林を整備するため、抵抗性松等の植林、保育事業に取り
組む。（抵抗性松の植栽本数2,000本）
・公益的機能を維持するため、未整備森林の間伐事業により、森林
の整備を進める。
・竹林の拡大による森林環境の悪化改善のため、竹林の整備を進め
る。
・倒木による人への危険が想定される個所や景観上重要な地域を中
心に、ナラ枯れ被害の拡大防止に取り組む。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

点                 検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
産業振興課

農業の担い手育成・確保

①新規就農への参入支援

就農相談員の配置し、随時、就農相談・意見交換会・中古農機・施
設のあっせんなどを行う。

就農相談員を配置し、随時、就農相談・雇用確保の相談を行っ
た。

就農相談員を配置し、随時、就農相談・雇用確保の相談を行いま
した。

②担い手の育成・確保

・関係機関や相談員等と連携し就農相談を行うとともに、農業次世代
人材投資事業、就農条件整備事業を進める。
・鳥取県集落営農体制強化支援事業による支援

・関係機関や相談員等と連携し就農相談を行うとともに、農業次世
代人材投資事業に係る就農状況確認会（対象者19名）を行うとと
もに、就農条件整備事業を進めた。

・鳥取県集落営農体制強化支援事業
　１地区において、麦の播種機・ロータリーを導入（事業完了）

・関係機関や相談員等と連携し随時就農相談を行いました。また、
農業次世代人材投資事業に係る就農状況確認会（対象者19名）
を行うとともに、就農条件整備事業を進めた。

・親元で就農する農業者の相談が増えており、その農業者が認定
農業者となっていけるよう、農大、普及所等と連携し、相談、指導、
助言を行っている。

親元就農促進支援交付金（11件）の交付等を行ったほか、多くの
相談を受け、個別に対応した。

④農業に関する理解の向上

・北栄アグリフォーラム実行委員会の開催
・農業指導者連絡協議会の開催

・北栄アグリフォーラム
　実行委員会を開催し、１２月１日（土）ＪＡ農業祭と共催で開催す
るよう内容について、検討を進めた。

・農業指導者連絡協議会
　・農業指導者連絡協議会は調整中（１０月に農業振興懇談会を
開催し、続けて農業指導者連絡協議会を開催し、次年度の農業
振興に資する事業の検討を行う。）

・北栄アグリフォーラム
　実行委員会を開催し、１２月１日（土）ＪＡ農業祭と共催で開催し
た。

・農業指導者連絡協議会
　・１２月に農業振興懇談会を開催し、３月に農業指導者連絡協議
会を開催し次年度の農業振興に資する事業の検討を行う。

多面的：30年度の計画策定・申請
しっかり守る：改良区と協議を進め1/4発注
長寿命化：改良区と協議を進め事業化の検討（改良区・県）
適正化：新規地区採択に向けた調整（改良区・土改連）

多面的：
　・各組織へ交付決定、概算払いを実施（１０月末支払予定）。
　・事務負担軽減のため全町一本の広域組織設立に向けた説明
会を実施。
しっかり守る：
　・事業者間調整のうえ必要箇所へ交付決定を行い事業実施中。
　・直営分について現地調査を行い候補地を選定中。
適正化：
　・全改良区で最低１地区の新規採択をするよう事業メリット等の説
明を実施。

多面的
　・24組織について交付金の交付を行い、農地の維持に努めた。
　・高齢化などによる組織の存続危機に対応するため、Ｈ３１．４月
の広域組織の設立についての詳細検討を行った。
しっかり守る：
　・改良区、地元農業者と協議を進め、事業実施を行った。
　・１０月豪雨の災害復旧に向け、事業者間の調整及び現地調査
を行い、事業実施中。（来年度への事業繰越あり）

商工業の振興

①道の駅「北条公園」の再整備

・道の駅「北条公園」運営連絡協議会の開催
・関係法令に対する対応
・臭気対策協議(豚舎)
・関係機関調整

・町民並びに道の駅の利用者のニーズを捉えるためにアンケート
を実施し、コンセプトに反映した。
・道の駅「北条公園」の再整備に向けて、昨年度策定した基本構
想からより具体的で実現性のある基本計画を策定するため、６月
議会にて予算化、委託業者を決定し取り組みを進めている。
・道の駅登録に係る審査機関である道の駅推進部会にて再整備
方針を説明した。
・必要に応じて連絡協議会（１回）・庁内ＰＴ（３回）・国交省協議等
を行い、調整・合意形成を図りながら事業推進した。
・臭気対策として、デオマジックの実証実験を道の駅敷地内に拡
大して行うための調整を行った。

・多角的な議論を行うため、委員と共に先進地視察を行い地域資
源の活用及び管理・運営手法について見聞を広めた。
・道の駅に備えるべき機能と問題点を整理するため、近隣道の駅
事業者及び当該道の駅事業者への聞き取り調査、農産物の生産
と出荷に関するアンケートを実施し計画に反映した。
・補助事業及び運営手法について検討を行った。
・必要に応じて連絡協議会（３回）・庁内ＰＴ（５回）・国交省協議等
を行い、調整・合意形成を図りながら基本計画策定業務を推進し
た。
・臭気対策として、デオマジックの実証実験を行った。

目
標
４

・将来、就農を目指す者や労働力を確保するため、各農業体験を通
じて就農への参入を図る。
・農業経営サポート事業（農業経営講座、就農相談員の配置、中古
農機・施設のあっせんなど）を実施する。　（新規就農者10人）
・農業体験事業を行うことにより就農への導入を図る。（15人）
・新規就農者に対する生活支援を含めた支援を行う。（20人）

・認定農業者の協同申請、家族経営協定等を推進し、農業後継者及
び女性農業者の経営参画を推進する。
・女性農業者のやる気、ゆとり、安らぎを大切にし、活力を育む。

③農業後継者、女性農業者の経営参画の推進

・農業後継者が育つ裾野を広げるため、関係機関・団体と連携し、農
業体験や食農教育の充実を図り、町民の農業に関する理解の向上
と、子どもたちが農業に親しみが持てる環境づくりを推進する。
・学校給食（地産地消）との連携を図る。
・学校（校外研修）へ協力する。
・北栄町農業ポータルサイトによる農業情報を発信する。
・アグリフォーラムの開催（年1回）
・食生活推進員が開催する料理講習会などの機会を通じ、地元産品
の料理レシピと同時に安全で安心な食材のＰＲに努める。

・北栄町農業の魅力を発信する。
・将来、地域の担い手となる新規就農者や認定農業者、集落営農組
織、法人等の育成を図る。
・就農・営農相談機能を充実し、新規就農や農業参入に関する情報
発信・意識啓発に努める。
・関係機関・団体と連携し、農業後継者、IJUターン新規就農者など
の育成を進める。
・集落営農組織に必要な施設・機械等の基盤整備を支援し、担い手
機能の強化を図る。
・企業等の農業参入を支援します。

目
標
２

目
標
３

郷土を守る農業基盤の整備

①耕作放棄地の解消

・農林業者だけでは対応できない農林業生産基盤（農地・水路、農
林道など）の小規模な整備・補修や放置された山腹水路、ため池な
どについて、「しっかり守る農林基盤交付金」・「多面的機能支払事
業」・「農業水路等長寿命化・防災減災事業」を中心とした農林業基
盤整備を推進するとともに、改良区の主体的な維持補修を推進する
ために適正化事業の新規採択に向けた調整を図る。

・道の駅「北条公園」の一体型登録に向け協議を進めると同時に、道
の駅「北条公園」周辺の整備に係る準備を進める。

※当初予算計上はないが、再整備をすすめるうえで関係機関との調
整、課題解決に向けた取り組みを進める。



当　　　　　　　　初 中　　　　　間（9月末） 中　　間　　（９月末） 結　　　　　　果（３月末）

点                 検目　　　　　　　　　　　　　　標
平成30年度
産業振興課

②企業誘致の推進

・関係法令に対する対応
・関係機関調整

・排水対策について、北条川放水路への放水を視野に入れた県・
地元等の協議を行った。（ある一定の条件のもと、地元からは内諾
を得られる状況とした。）
・進出に向け、随時事業者からの相談に応じるとともに、関係諸法
令への対応、地元との調整を行った。
※現在、出店予定事業者の方針見直しにより、進出を再検討中。

・出店予定事業者の方針転換に伴い、条件を整理し県と協議を
行ったが地区計画を策定することが困難であり計画が白紙となっ
た。

③町内企業との連携強化

・企業のニーズの把握、支援制度の周知のため、町内企業訪問を20
件実施する。
・企業間の連携を促進するため、湖南市との企業交流会を実施す
る。

・企業のニーズ把握、支援制度を周知するために事業所訪問（23
社）を行った。
・湖南市との企業交流会について、１０月の開催に向けて湖南市・
町商工会との調整を行った。
・町内に事業所を有する県外企業（４社）を訪問し、情報交換を
行った。

・企業のニーズ把握、支援制度を周知するため、町内事業所訪問
（34社、54回）を行った。
・湖南市との企業交流会を10月5日から6日にかけて北栄町にて実
施。本町からは11社、湖南市からは10社が参加。
・町内に事業所を有する県外企業（４社）を訪問し、情報交換を
行った。

④販路拡大支援

・県や産業振興機構等が行う事業の周知を効果的に行い、必要な情
報を得やすい体制を整えます。

・町商工会などと連携し、展示会・商談会等の必要な情報の周知
を行った。
・販路拡大に取り組む事業所の相談に応じ、必要な情報の提供や
助言を行った。

・町商工会などと連携し、展示会・商談会等の必要な情報の周知
を行った。
・販路拡大に取り組む事業所の相談に応じ、必要な情報の提供や
助言を行った。

⑤起業支援、規模拡大支援

・北栄町創業支援事業や県、産業振興機構等が行う事業の周知を図
り、町内での創業者数の増加を図る。
・特定創業者支援事業により鳥取県中部商工会産業支援センターと
連携し、創業希望者の支援を行う。

・産業支援センターや町商工会と連携して創業希望者の相談に
応じ、創業支援事業（相談中1件）、由良宿まちづくり活性化支援
事業（交付決定１件、相談中1件）により創業を支援した。
・産業支援センター・町商工会と連携して起業に係る制度周知に
努めた。

・産業支援センターや町商工会と連携して創業希望者の相談に応
じ、創業支援事業（交付決定1件）、由良宿まちづくり活性化支援
事業（交付決定１件、相談中1件）により創業を支援した。
・産業支援センター・町商工会と連携して起業に係る制度周知に
努めた。

⑥制度融資の利用への支援

・都度、各行より申請書の提出があるため速やかに対応する。 ・随時、制度融資に係る相談に応じるとともに、情報提供を行っ
た。

・マル経融資制度は新たに4件の申請があり、計11件に対し利子
補助により支援した。なお、セーフティネット保障制度と小口融資
制度は新規認定なし。

⑦中小企業等の支援（農商工連携ほか）

・コナンの家 米花商店街を拠点として、由良宿商店街全体の消費の
取り込み、地域の活性化へ繋がるよう関係団体を支援する。
・企業ガイドブックの見直しを行い、移住者及び若年層の労働者の増
加を図る。
・中小企業・小規模企業振興基本計画のパブリックコメントを行う。
・生産性向上特別措置法に関連して、中小企業が作成する先端設備
等導入計画の承認を行い、設備投資の促進と経営基盤の強化を支
援する。

・コナン通りを訪れる観光客をコナンの家米花商店街を拠点に由
良宿商店街へ誘導するため、県の中部地震復興関連補助金を活
用した看板の設置に向けて町商工会の取り組みを支援した。
・企業ガイドブックを改訂するため、町内事業者に掲載の周知、原
稿作成を行った。（１２月刊行予定）
・中小企業・小規模企業振興基本計画検討委員会を３回開催し、
素案を策定した。９月にパブリックコメントを実施し、意見集約を
行った。
・町導入促進基本計画を策定し、中小企業の先端設備導入を支
援する体制を整備した。企業から提出された先端設備等導入計画
は1件。

・企業ガイドブックを改訂し１２月に刊行。掲載企業32社。成人式で
新成人に配布したほか、町内学校をはじめ県の雇用支援課を通し
関係機関へ送付した。
・パブリックコメント等の意見を受け１１月に中小企業・小規模企業
振興基本計画策定委員会を開催し、中小企業・小規模企業振興
基本計画を策定。１２月にHPで公表し、広報ほくえいでは１月号か
ら３月号まで特集を組んで周知した。
・先端設備等導入計画は年間合計新規2件、変更１件の提出があ
り、いずれも認定した。

雇用対策の充実

①就業支援・雇用相談

・随時、就業支援・雇用相談に係る制度の周知を図る。 ・随時、就業支援・雇用相談に係る制度を周知した。 ・随時、就業支援・雇用相談に係る制度を周知した。

②職業能力開発への支援

・産業人材育成支援センターの周知、県や産業振興機構等が行う事
業の周知を図る。

・産業人材育成支援センターの周知、県や産業振興機構等が行う
セミナー等事業を周知した。

・産業人材育成支援センターの周知、県や産業振興機構等が行う
セミナー等事業を周知した。

③新規雇用に対する企業助成

・随時、北栄町産業振興奨励金制度の周知を行い利用促進を図る。 ・事業所訪問や商工関係会議などの機会を捉えて、北栄町産業
振興奨励金制度の周知を行い利用促進を図った。

・事業所訪問や商工関係会議などの機会を捉えて、北栄町産業
振興奨励金制度の周知を行い利用促進を図った。

④求人情報の提供

・毎週求人情報をホームページに掲載する。 ・新たに役場庁舎内２か所に町内企業求人情報コーナーを設置
し、町内企業の求人情報を周知した。
・毎週求人情報をホームページに掲載した。

・庁舎内に設置している求人情報コーナーにて、町内企業の求人
情報を周知した。

目
標
４

（
つ
づ
き

）

・経営安定化を目指す中小企業に対し、セーフティネット保証制度及
び小口融資制度等の制度金融の利用に必要な支援、借入れに対す
る利子補給支援を行う。
　（セーフティネット保障制度の認定（随時）、小口融資制度（継続3件
の運営管理、新規の認定）、マル経融資制度（15件））

目
標
５

・町内企業訪問を実施する。
・インターシップ支援事業補助金の周知を行い、若者の雇用機会の
確保と企業の人材確保を支援する。
・企業交流会を開催し、今後のビジネス可能性の拡充、人材育成、
技術連携及び人材連携をはじめとした異業種間連携の構築を図る。

・企業が商品の販路拡大のために取り組む展示会等への出展に対
する支援に努めます。

・起業や規模を拡大する企業に対し、北栄町創業支援事業補助金、
北栄町由良宿まちづくり活性化支援事業補助金、北栄町産業振興
奨励金制度の利用促進を図るとともに、小規模起業者に対する支援
に努める。
・鳥取県中部商工会産業支援センターと連携し、創業希望者の支援
を行う。

・北栄町産業振興奨励金を活用し、新規雇用を創出する企業を支援
する。

・小売業、製造業を核とした町内中小企業を中心に、地域型産業の
育成と、町内の商工業に関する企業・事業者の活動について既存の
地域商工団体と連携し、幅広く支援する。
・中小企業・小規模企業振興基本条例のPRを行うとともに、中小企
業・小規模企業振興基本計画の検討を行う。
・生産性向上特別措置法に係る導入基本計画を策定する。

・求職者の就職を支援するため、町ホームページ等で求人情報の提
供を行います。

・国のハロ-ワーク・県立ハローワーク・町の職業紹介（北栄町農作業
人材センター・福祉課）と連携しながら就業支援・雇用相談を行う。

・有利に就職活動ができる職業能力を身に付けようとする失業者を支
援するとともに、社員の職業能力の向上を図る企業に対し支援する。

・大型商業施設等企業進出に向けた支援を行う。


