経済成長戦略の方向性と戦略の体系

重点戦略を支える推進施策

ASAGO

朝来市を取り巻く状況

概要版

経済成長戦略のテーマ（めざしていく将来像）

推進施策1

朝来市で働き、住み続けられるまちづくり

人口減少が進む中、市民が市内で安心して働き、住み続けられる環境を築くため、様々

進化・挑戦する メイド・イン・朝来

な定住を支援する取り組みを進めます。
また、進学や就職などで一旦朝来市を離れたとし
ても、再び戻ってきやすくするための取り組みを進めます。

2023

朝来市経済成長戦略
［前期］平成26年度▶平成30年度
［後期］平成31年度▶平成35年度

●定住促進に向けた総合的な取り組みの推進

わが国の経済を取り巻く環境の変化
（1）人口減少時代の到来と団塊の世代の定年退職
◇年少人口、生産年齢人口の減少など産業を支える人口構造の変化が進む
◇優れた技術・技能を有する人々の退職による競争力の低下などが懸念される

（2）わが国産業の国際競争力の低下
◇経済活動のグローバル化が進展する中、資本や技術の移転が地球規模で進む
◇より一層各産業が連携して社会・経済の変化に対応していく取り組みが求められる

（3）価値観の多様化と新たな需要構造への対応

恵まれた自然環境と、交通の要衝としての立地環境のもと、朝来市は個性的なものづく
りのまちとして発展してきました。
また、全国屈指の山城である竹田城跡は、国内だけでなく

推進施策2

シティプロモーション戦略の推進

◇社会の成熟化が進むとともに、質の高い豊かな暮らしを求める傾向が強くなる

海外からも注目されるようになっており、今、朝来生まれのものが高い評価を得るように
なっています。
これからの経済成長をめざすためには、
こうした朝来の強みを活かすとともに、時流に応じ
て進化と挑戦を繰り返しながら、全市的な取り組みによって自律的な経済発展を遂げる必
要があります。
そこで、本経済成長戦略のテーマを
「進化・挑戦する メイド・イン・朝来」
と
し、市内外のみならず、世界的規模でビジネスを展開し成長していくまちづくりを進めます。

戦略の視点

朝来市の特長と課題

朝来市の知名度は全国的には低いものの、竹田城跡の認知度は近年全国的な広がり
を見せています。
この好機を活かして朝来市をまるごと売り出し、魅力度を向上させること
により、地域ブランドを創造し、そのブランド力を活かしたさらなる観光交流や定住、企業

特長（強み）

課題（弱み）

立地等を促進していきます。
●イメージづくりの推進

（1）交通の要衝としての立地条件

（1）人口減少、少子高齢化

●市内外へ発信するシティプロモーションの展開

（2）豊かな自然に恵まれ、災害の少な

（2）市内総生産、事業所数の減少

進化・挑戦する
メイド・イン・朝来

（1）域外マネーの獲得
域外市場産業により域外からの所得を獲得する持続可能で自立型の経済の確立
をめざします。
また、獲得した所得が、地域内の産業間で循環するよう産業連関構造

い安全・安心なまち
（3）特色ある企業の立地と良好な事業

（3）厳しい財政状況
（4）地域社会の維持

環境
（4）高い雇用力
（5）豊富で魅力ある観光資源

を構築し、地域内での高い経済循環を実現します。

人口減少、少子高齢化

（6）付加価値の高い特産品

景気の低迷、経済・雇用環境の厳しさ…

（2）地域資源の最大活用
朝来市特有の地域産業資源を掘り起し、育て、磨きを

それらを打開する手立てが今、必要とされています

かけ、
さらにはそれらを組み合わせることによって、新た

持続可能な地域経済の形成を図り

な価値を生み出し、成長の可能性の高い産業へと発展

市民生活に活力を与える戦略的な取り組みを示すため
朝来市経済成長戦略を策定しました

させていくための取り組みを推進します。

（3）雇用の拡大

［戦略の位置付け］

新たな重点プロジェクト立案におけるポイント
○域外マネーを獲得し、域内循環を生む産業の育成・支援

［計画期間］

市内における雇用の創出と人材の定着を促進するた

朝来市経済成長戦略は、朝来

計画の期間は、平成26年度か

め、企業と求職者との橋渡しやUJIターン支援、あるいは

市総合計画の産業部門及び市の

ら平成35年度までの10年間と

経済成長に関連する横断的な分

します。
また、中間年である平成

○強みを伸ばすだけでなく、強みと弱みを組み合わせた新たな価値の創出による発展

野における具体的な施策を実施

30年度に見直しを行い、後期の

するための指針となるものです。

施策や事業の立案を図ります。

○朝来市内の製造業集積の維持・発展

早期からの人材育成などに取り組みます。
朝来市経済成長戦略 概要版

（4）朝来市のブランド化
朝来市全体のイメージを向上させブランド化を図るため、シティプロモーションや
観光振興のさらなる展開により、雇用機会の拡大、
まちづくりや経済活動の活発化、
買物環境の充実を図るなど、住む人、訪れる人に魅力的なまちづくりを進めます。

発行 朝来市（産業経済部経済振興課）
発行年月 平成26年3月
〒669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山372番地1
電話 079-672-2816／FAX 079-672-3220
ホームページ http://www.city.asago.hyogo.jp/

2014

○来訪者増のインパクトを活用した観光・交流産業の発展

○農林産品等地域の特筆すべき資源を活用した産業の振興
○産業支援機能の充実、中小企業の優位性を活かした振興

平成26年3月

朝 来 市

○朝来市としてのイメージ発信、
シティプロモーションの展開
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○農林産品等地域の特筆すべき資源を活用した産業の振興
○産業支援機能の充実、中小企業の優位性を活かした振興

平成26年3月

朝 来 市

○朝来市としてのイメージ発信、
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人材確保・育成支援

たけだ城下町交流館
自然環境
物販機能

情報館・
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物語として紡ぎ、魅力を発信します。
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農商工連携等に関して取り組むコーディネーターを配置するなど、
企業を継続的に支援できる体制を築きます。
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図るとともに、6次産業化を推進します。
さらに、市内産木材を木
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エコノミックガーデニングの推進
〜地域経済発展のための総合的支援〜
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企業を大切に育てることによって地域経済を活性化させ、意欲の
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「メイド・イン・朝来」製品の普及推進
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なるにぎわいを創出します。
また、観光資源のネットワーク化や新
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イベント出展
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■飲食・宿泊、土
産物販売、旅客
運送等観光関
連事業の振興

市外在住者、観光大使、
市にゆかりのある写真家、
映像作家など

市内企業・商工会

誘致対象企業

第三者の視点

立上げ・運営

観光商品の企画・開発、
人材育成、PR活動、地域との連携

農林業

重点戦略を支える推進施策

1.朝来市で働き、住み続けられるまちづくり
◯定住化の促進

2.シティプロモーション戦略の推進
◯「朝来市」のイメージ確立プロジェクト

ブランド化構想

プロモーション展開

生産性効率化

担い手農家育成

生産体制支援

岩津ねぎの知名度の向上や、
出荷額の増加、生産面積の拡大等
を計画的に取り組むための構想を作成します。
また、生産基盤の強
化による生産農家の確保と中核的な担い手農家の育成、農地集積
を進め、栽培面積の拡大を支援します。

林業、商工業、行政などの関係団体が一体となって、木質バイオ
マスの活用推進体制を構築し、
豊富な森林資源を有効に活用すると
ともに、市民の木質バイオマスの利用を普及します。
また、生野工業
団地で計画されている、未利用木材を燃料とする木質バイオマス発
電事業について、
官民連携して推進します。

進化・挑戦する

各プロジェクトの取組概念図
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新たな観光資源の発掘と活用

成長戦略の視点

メイド・イン・朝来

域外マネーの獲得

地域資源の最大活用

雇用の拡大

朝来市のブランド化

（持続可能な自立型経済の確立）

（発展の核となる地域産業資源の活用）

（雇用の創出と人材の定着）

（朝来市全体としてのイメージアップ）

各プロジェクトの取組概念図
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企業立地に向けた効果的なアプローチ

人材確保・育成支援
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飲食・宿泊
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企画・立案
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3つの重点戦略と8つのプロジェクト

産業遺産

歴史文化

スポーツ
市

参加・情報提供
情報提供
意向把握

重点戦略1

重点戦略2

観光インパクトを活かした独自産業の創出
〜竹田城跡を核とした産業振興〜
竹田城跡の観光インパクトを活かし、城跡と城下町周辺のさら

旅行会社、
マスコミ、経営専門家等

■朝来市らしい魅力ある物語の創出と発信
■地域おこしや、新たなアイデアによる活動の展開
（フォトコンテスト、
フィルムコミッションの立上げ等）

たけだ城下町交流館を拠点に、歩いて楽しめ、滞在もできる魅力
をより一層高めるとともに、新たな観光商品の企画・開発や人材育
成を進めます。

街なみ、
自然景観や食など、多様な魅力に着目して、新たな観光資
源を掘り起こし、積極的に活用します。
また、朝来市の多彩な資源を
物語として紡ぎ、魅力を発信します。

プロジェクト 3

ある中小企業を中心に支援し、地元企業が成長する環境づくりを

質バイオマスエネルギーとして積極的に活用します。

性化を図ります。

推進します。

竹田城跡・城下町にぎわいアッププロジェクト

農産物ブランド化・
ンド化 6次産業化推進プロジェクト

●地域産業創出支援センター（仮称）の整備

●岩津ねぎのブランド化の推進

●たけだ城下町交流館を拠点とした観光地づくりの推進

●市内企業間取引を促進するマッチング支援

地
●6 次 産 業 化 及び地 産 地 消・地

観光資源ネットワーク化プロジェクト

産他消の推進

●中小企業間、商工会、市内高等学校、金融機関などとの連携推進
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創出支援
センター（仮称）

研究・
開発支援

観光関連産業活性化プロジェクト
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「メイド・イン・朝来」
製品認定委員会（仮称）

市

プロジェクト６ キャリア教育、人材確保・育成支援推進プロジェクト

プロジェクト８

木質バイオマス利用促進プロジェクト
マス利用促進プロジェクト

●幼い頃からのキャリア教育の推進

●木質バイオマスの普及

●飲食店・宿泊業の活性化

●人材確保・育成支援

●資源の収集・供給体制の整備

プロジェクト 8

岩津ねぎのブランド化の推進

木質バイオマスの普及

市内産業のより一層の活性化を図るため、
「朝来市地域産業創出
支援センター
（仮称）」
を整備し、経営に関する相談をはじめ、起業や
農商工連携等に関して取り組むコーディネーターを配置するなど、
企業を継続的に支援できる体制を築きます。

JA

市

官民施設、
木質バイオマス
発電施設等における、
木質バイオマスの活用に
向けた研究

森林組合

木質バイオマス燃料の収集

市

県・農業
改良普及
センター

直売所

経済波及効果

経済波及効果

これらのプロジェクトを実施することにより域内マネーの循環

これらのプロジェクトを実施することにより、
域内マネーの循環を高

これらのプロジェクトを実施することにより、域外マネーの獲得

を高めるほか、市内年間入込客数が約30万人増加することで約

めるほか、29.5億円の出荷額が増加することで、約36億2千万円の

につながり、農産物生産額が5,500万円増加し、約1億3,500万

8億3千万円の経済波及効果を見込みます。

経済波及効果及び約16億円の付加価値額 の誘発を見込みます。

※

円の経済波及効果を見込みます。

※付加価値額：雇用者の所得や企業の利益のこと。
観光客の需要に応える魅力的な土産品等を創出するため、市内
産の原材料や市内企業からの原材料を活用した製品の開発・販売
を進めます。
こうして作られた新商品を市が認定し、朝来産としての
付加価値を高めることによって販売促進につなげます。

市外進学者
ネットワーク

不動産業者

プロジェクト 7

●空き家・空き店舗等の活用

●「メイド・イン・朝来」製品の普及推進
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人材を求める市内企業と求職者との橋渡しを進めるとともに、企
業が必要とする人材の育成を支援します。

生産組合

商工会

整備

就職情報サイト

若者の市外への流出による人口減少に歯止めをかけるととも
に、市内経済の活性化を図るため、企業立地に向けた取り組みを
推進します。
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経済成長戦略の方向性と戦略の体系

重点戦略を支える推進施策

ASAGO

朝来市を取り巻く状況

概要版

経済成長戦略のテーマ（めざしていく将来像）

推進施策1

朝来市で働き、住み続けられるまちづくり

人口減少が進む中、市民が市内で安心して働き、住み続けられる環境を築くため、様々

進化・挑戦する メイド・イン・朝来

な定住を支援する取り組みを進めます。
また、進学や就職などで一旦朝来市を離れたとし
ても、再び戻ってきやすくするための取り組みを進めます。

2023

朝来市経済成長戦略
［前期］平成26年度▶平成30年度
［後期］平成31年度▶平成35年度

●定住促進に向けた総合的な取り組みの推進

わが国の経済を取り巻く環境の変化
（1）人口減少時代の到来と団塊の世代の定年退職
◇年少人口、生産年齢人口の減少など産業を支える人口構造の変化が進む
◇優れた技術・技能を有する人々の退職による競争力の低下などが懸念される

（2）わが国産業の国際競争力の低下
◇経済活動のグローバル化が進展する中、資本や技術の移転が地球規模で進む
◇より一層各産業が連携して社会・経済の変化に対応していく取り組みが求められる

（3）価値観の多様化と新たな需要構造への対応

恵まれた自然環境と、交通の要衝としての立地環境のもと、朝来市は個性的なものづく
りのまちとして発展してきました。
また、全国屈指の山城である竹田城跡は、国内だけでなく

推進施策2

シティプロモーション戦略の推進

◇社会の成熟化が進むとともに、質の高い豊かな暮らしを求める傾向が強くなる

海外からも注目されるようになっており、今、朝来生まれのものが高い評価を得るように
なっています。
これからの経済成長をめざすためには、
こうした朝来の強みを活かすとともに、時流に応じ
て進化と挑戦を繰り返しながら、全市的な取り組みによって自律的な経済発展を遂げる必
要があります。
そこで、本経済成長戦略のテーマを
「進化・挑戦する メイド・イン・朝来」
と
し、市内外のみならず、世界的規模でビジネスを展開し成長していくまちづくりを進めます。

戦略の視点

朝来市の特長と課題

朝来市の知名度は全国的には低いものの、竹田城跡の認知度は近年全国的な広がり
を見せています。
この好機を活かして朝来市をまるごと売り出し、魅力度を向上させること
により、地域ブランドを創造し、そのブランド力を活かしたさらなる観光交流や定住、企業

特長（強み）

課題（弱み）

立地等を促進していきます。
●イメージづくりの推進

（1）交通の要衝としての立地条件

（1）人口減少、少子高齢化

●市内外へ発信するシティプロモーションの展開

（2）豊かな自然に恵まれ、災害の少な

（2）市内総生産、事業所数の減少

進化・挑戦する
メイド・イン・朝来

（1）域外マネーの獲得
域外市場産業により域外からの所得を獲得する持続可能で自立型の経済の確立
をめざします。
また、獲得した所得が、地域内の産業間で循環するよう産業連関構造

い安全・安心なまち
（3）特色ある企業の立地と良好な事業

（3）厳しい財政状況
（4）地域社会の維持

環境
（4）高い雇用力
（5）豊富で魅力ある観光資源

を構築し、地域内での高い経済循環を実現します。

人口減少、少子高齢化

（6）付加価値の高い特産品

景気の低迷、経済・雇用環境の厳しさ…

（2）地域資源の最大活用
朝来市特有の地域産業資源を掘り起し、育て、磨きを

それらを打開する手立てが今、必要とされています

かけ、
さらにはそれらを組み合わせることによって、新た

持続可能な地域経済の形成を図り

な価値を生み出し、成長の可能性の高い産業へと発展

市民生活に活力を与える戦略的な取り組みを示すため
朝来市経済成長戦略を策定しました

させていくための取り組みを推進します。

（3）雇用の拡大

［戦略の位置付け］

新たな重点プロジェクト立案におけるポイント
○域外マネーを獲得し、域内循環を生む産業の育成・支援

［計画期間］

市内における雇用の創出と人材の定着を促進するた

朝来市経済成長戦略は、朝来

計画の期間は、平成26年度か

め、企業と求職者との橋渡しやUJIターン支援、あるいは

市総合計画の産業部門及び市の

ら平成35年度までの10年間と

経済成長に関連する横断的な分

します。
また、中間年である平成

○強みを伸ばすだけでなく、強みと弱みを組み合わせた新たな価値の創出による発展

野における具体的な施策を実施

30年度に見直しを行い、後期の

するための指針となるものです。

施策や事業の立案を図ります。

○朝来市内の製造業集積の維持・発展

早期からの人材育成などに取り組みます。
朝来市経済成長戦略 概要版

（4）朝来市のブランド化
朝来市全体のイメージを向上させブランド化を図るため、シティプロモーションや
観光振興のさらなる展開により、雇用機会の拡大、
まちづくりや経済活動の活発化、
買物環境の充実を図るなど、住む人、訪れる人に魅力的なまちづくりを進めます。

発行 朝来市（産業経済部経済振興課）
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2014

○来訪者増のインパクトを活用した観光・交流産業の発展

○農林産品等地域の特筆すべき資源を活用した産業の振興
○産業支援機能の充実、中小企業の優位性を活かした振興

平成26年3月

朝 来 市

○朝来市としてのイメージ発信、
シティプロモーションの展開

