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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

（（（（１１１１））））    計画計画計画計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨        

 アメリカアメリカアメリカアメリカ発発発発のののの金融危機金融危機金融危機金融危機をををを発端発端発端発端としてとしてとしてとして世界的世界的世界的世界的なななな経済金融危機経済金融危機経済金融危機経済金融危機にににに突入突入突入突入しししし、、、、特特特特にににに最近最近最近最近のヨーロッパのヨーロッパのヨーロッパのヨーロッパ

諸国諸国諸国諸国のののの経済金融危機経済金融危機経済金融危機経済金融危機によりによりによりにより、、、、わがわがわがわが国国国国のののの景気景気景気景気もももも急激急激急激急激にににに悪化悪化悪化悪化しししし、、、、経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢、、、、雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状

況況況況がががが続続続続くなかくなかくなかくなか、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済のののの衰退衰退衰退衰退がますますがますますがますますがますます進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    本市本市本市本市のののの産業産業産業産業のののの現状現状現状現状をみるとをみるとをみるとをみると、、、、他他他他のののの都市都市都市都市とととと同様同様同様同様にににに発展発展発展発展にはにはにはには至至至至らずらずらずらず、、、、足踏足踏足踏足踏みみみみ状態状態状態状態ならならならならまだしもまだしもまだしもまだしも、、、、事事事事

業所数業所数業所数業所数のののの減少減少減少減少、、、、後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足によりによりによりにより商店街商店街商店街商店街がシャッターがシャッターがシャッターがシャッター通通通通りになりりになりりになりりになり、、、、基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業のののの農業農業農業農業においてもにおいてもにおいてもにおいても担担担担

いいいい手不足手不足手不足手不足がががが深刻化深刻化深刻化深刻化していますしていますしていますしています。。。。平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年１１１１１１１１月月月月にににに本市本市本市本市はははは、、、、旧打田町旧打田町旧打田町旧打田町、、、、旧粉河町旧粉河町旧粉河町旧粉河町、、、、旧那賀町旧那賀町旧那賀町旧那賀町、、、、

旧桃山町旧桃山町旧桃山町旧桃山町、、、、旧貴志川町旧貴志川町旧貴志川町旧貴志川町のののの５５５５町町町町がががが合併合併合併合併したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、人口人口人口人口はははは７７７７万人規模万人規模万人規模万人規模となってスタートしとなってスタートしとなってスタートしとなってスタートし、、、、少子少子少子少子

高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、高度情報化高度情報化高度情報化高度情報化、、、、地方分権地方分権地方分権地方分権のののの進展進展進展進展などになどになどになどに対応対応対応対応すべくすべくすべくすべく、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財政状況下財政状況下財政状況下財政状況下においてにおいてにおいてにおいてもももも市民市民市民市民

ニーズをニーズをニーズをニーズを的確的確的確的確ににににとらえとらえとらえとらえ、、、、またまたまたまた、、、、積極的積極的積極的積極的にににに行政改革行政改革行政改革行政改革をををを実施実施実施実施しししし、、、、市民市民市民市民とととと行政行政行政行政がががが目標目標目標目標をををを共有共有共有共有しししし、、、、協働協働協働協働でででで

まちづくまちづくまちづくまちづくりりりりをををを進進進進めていめていめていめていますますますます。。。。            

    そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、このこのこのこの計画計画計画計画はははは、、、、本市本市本市本市がががが持持持持つつつつ様々様々様々様々なななな特色特色特色特色をををを生生生生かしてかしてかしてかして、、、、農業部門農業部門農業部門農業部門、、、、商工業部門商工業部門商工業部門商工業部門、、、、観観観観

光部門等光部門等光部門等光部門等のののの産業振興産業振興産業振興産業振興にににに必要必要必要必要なななな取組取組取組取組みをみをみをみを、、、、基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方、、、、目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた姿姿姿姿にににに表表表表しししし、、、、さらさらさらさら

にににに、、、、目標実現目標実現目標実現目標実現のためののためののためののための取組取組取組取組みみみみ方針方針方針方針をををを具体的具体的具体的具体的にににに記述記述記述記述してしてしてして、、、、成果指標成果指標成果指標成果指標においてにおいてにおいてにおいて目標値目標値目標値目標値をををを定定定定めめめめ、、、、本本本本

市市市市としてとしてとしてとして目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき産業振興産業振興産業振興産業振興のののの方向性方向性方向性方向性をををを掲掲掲掲げることをげることをげることをげることを趣旨趣旨趣旨趣旨としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

（（（（２２２２））））位置位置位置位置づけづけづけづけ        

 紀紀紀紀のののの川市産業振興川市産業振興川市産業振興川市産業振興促進促進促進促進計画計画計画計画はははは、、、、上位計画上位計画上位計画上位計画であるであるであるである「「「「紀紀紀紀のののの川市長期総合計画川市長期総合計画川市長期総合計画川市長期総合計画」」」」をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、本市本市本市本市

のののの産業振興産業振興産業振興産業振興にににに関関関関するするするする指針指針指針指針をををを定定定定めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。    

    またまたまたまた、、、、関連計画関連計画関連計画関連計画となるとなるとなるとなる「「「「紀紀紀紀のののの川市都市計画川市都市計画川市都市計画川市都市計画マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン」」」」とのとのとのとの整合整合整合整合をはかるとともにをはかるとともにをはかるとともにをはかるとともに、「、「、「、「紀伊地紀伊地紀伊地紀伊地

域半島振興計画域半島振興計画域半島振興計画域半島振興計画」「」「」「」「和歌山県紀和歌山県紀和歌山県紀和歌山県紀のののの川流域地域川流域地域川流域地域川流域地域のののの基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」及及及及びびびび「「「「農業基盤農業基盤農業基盤農業基盤のののの強化強化強化強化のののの促進促進促進促進にににに

関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな構想構想構想構想」」」」のののの内容内容内容内容をををを反映反映反映反映していますしていますしていますしています。。。。        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    紀紀紀紀のののの川市長期総合計画川市長期総合計画川市長期総合計画川市長期総合計画（（（（平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度））））                紀紀紀紀のののの川市産業川市産業川市産業川市産業振興促進振興促進振興促進振興促進計画計画計画計画                                            （（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度））））    
    紀伊地域半島振興計画紀伊地域半島振興計画紀伊地域半島振興計画紀伊地域半島振興計画    

    和歌山県紀和歌山県紀和歌山県紀和歌山県紀のののの川流域地域川流域地域川流域地域川流域地域のののの基本計画基本計画基本計画基本計画    
    

農業経営基盤農業経営基盤農業経営基盤農業経営基盤のののの強化強化強化強化のののの促進促進促進促進にににに    関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな構想構想構想構想    
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（（（（３３３３））））計画期間計画期間計画期間計画期間とととと対象地域対象地域対象地域対象地域        

 本計画本計画本計画本計画のののの期期期期間間間間はははは、、、、平成平成平成平成２２２２７７７７年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成３３３３２２２２年年年年３３３３月月月月３３３３１１１１日日日日までのまでのまでのまでの５５５５年年年年間間間間としとしとしとし、、、、５５５５年年年年ごごごごとにとにとにとに見見見見

直直直直しをしますしをしますしをしますしをします。。。。またまたまたまた、、、、本計画本計画本計画本計画のののの対対対対象象象象となるとなるとなるとなる地域地域地域地域はははは、、、、半島振興半島振興半島振興半島振興法法法法対対対対策策策策実地地域実地地域実地地域実地地域であるであるであるである紀紀紀紀のののの川市川市川市川市内内内内

全全全全域域域域としますとしますとしますとします。。。。    

    

    

    第第第第１１１１章章章章    紀紀紀紀のののの川川川川市市市市のののの概況概況概況概況        

    

（（（（１１１１））））位置位置位置位置・・・・地勢地勢地勢地勢        

    紀紀紀紀のののの川市川市川市川市はははは和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県のののの北北北北部部部部にににに位位位位置置置置しししし、、、、西西西西をををを岩出岩出岩出岩出市及市及市及市及びびびび和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市にににに、、、、東東東東にににに伊都伊都伊都伊都郡郡郡郡かつらかつらかつらかつらぎぎぎぎ

町町町町、、、、南南南南をををを海南海南海南海南市及市及市及市及びびびび紀紀紀紀美野美野美野美野町町町町にににに接接接接していますしていますしていますしています。。。。北北北北はははは大阪府大阪府大阪府大阪府（（（（岸岸岸岸和田市和田市和田市和田市・・・・貝塚貝塚貝塚貝塚市市市市・・・・泉佐野泉佐野泉佐野泉佐野市市市市・・・・泉泉泉泉

南南南南市市市市））））にににに接接接接していますしていますしていますしています。。。。    

    地勢地勢地勢地勢はははは、、、、北北北北にににに和和和和泉泉泉泉山山山山脈脈脈脈、、、、南南南南にににに紀伊山地紀伊山地紀伊山地紀伊山地をををを控控控控ええええ、、、、このこのこのこの間間間間をををを東西東西東西東西にににに一級一級一級一級河川紀河川紀河川紀河川紀のののの川川川川がががが貫貫貫貫流流流流してしてしてして

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、南南南南部部部部からはからはからはからは貴志川貴志川貴志川貴志川がががが紀紀紀紀のののの川川川川にににに合流合流合流合流していますしていますしていますしています。。。。平地平地平地平地はこれらはこれらはこれらはこれら河川河川河川河川にににに沿沿沿沿ってってってって発達発達発達発達しししし

ていますていますていますています。。。。    

    なおなおなおなお、、、、紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの総総総総面面面面積積積積はははは、、、、228.2228.2228.2228.21111ｋ㎡ｋ㎡ｋ㎡ｋ㎡でででで和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県のののの約約約約５５５５％％％％をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。    

    

（（（（２２２２））））人口人口人口人口動態動態動態動態        

 人口減少人口減少人口減少人口減少のののの傾傾傾傾向向向向はははは特特特特にににに地方都市地方都市地方都市地方都市においてにおいてにおいてにおいて顕著顕著顕著顕著となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。本市本市本市本市においてもにおいてもにおいてもにおいても人口減少人口減少人口減少人口減少がががが

続続続続いておりいておりいておりいており、、、、平成平成平成平成 27272727年年年年 3333月月月月末末末末のののの住住住住民基本民基本民基本民基本台帳台帳台帳台帳人口人口人口人口はははは 66665,7595,7595,7595,759人人人人でででで平成平成平成平成 18181818年年年年 3333月月月月末末末末からのからのからのからの 9999

年年年年間間間間でででで約約約約 4,6004,6004,6004,600人人人人（（（（6.76.76.76.7％）％）％）％）減少減少減少減少していますしていますしていますしています。。。。    

                         【住民基本台帳より】 

 

（（（（３３３３））））高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率        

 本市本市本市本市のののの高齢化高齢化高齢化高齢化率率率率はははは、、、、各各各各年年年年でででで増加増加増加増加しししし、、、、平成平成平成平成 2222７７７７年年年年にはにはにはには 22228888.9.9.9.9％％％％にににに達達達達しししし、、、、これまででこれまででこれまででこれまでで最最最最もももも高高高高いいいい高齢高齢高齢高齢
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化化化化率率率率となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

                                    【住民基本台帳より】 
（（（（４４４４））））生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口        

 生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口とはとはとはとは、、、、年齢年齢年齢年齢別別別別人口人口人口人口のうちのうちのうちのうち労労労労働働働働力力力力のののの中中中中核核核核をなすをなすをなすをなす 15151515歳歳歳歳以以以以上上上上 65656565歳歳歳歳未満未満未満未満のののの人口人口人口人口層層層層。。。。

これにこれにこれにこれに対対対対しししし 15151515 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの年少年少年少年少人口人口人口人口とととと，，，，65656565 歳以歳以歳以歳以上上上上のののの老老老老年年年年人口人口人口人口をををを合合合合わわわわせせせせたものをたものをたものをたものを被被被被扶養扶養扶養扶養人口人口人口人口というというというという。。。。

日日日日本本本本のののの生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口はははは 2013201320132013 年年年年 10101010 月月月月現現現現在在在在，，，，7901790179017901 万人万人万人万人でででで総人口総人口総人口総人口のののの 66662.12.12.12.1％％％％をををを占占占占めていますめていますめていますめています。。。。本本本本

市市市市でもでもでもでも少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化がががが進進進進みみみみ、、、、生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口生産年齢人口のののの減少減少減少減少がががが現現現現れていますれていますれていますれています。。。。    

 

 【住民基本台帳より】  

将来将来将来将来的的的的にみてもにみてもにみてもにみても２００２００２００２００５５５５年年年年とととと２０３２０３２０３２０３５５５５年年年年ではではではでは、、、、１７１７１７１７，，，，５７５７５７５７８８８８人人人人のののの大幅大幅大幅大幅なななな減少減少減少減少となりとなりとなりとなり労労労労働働働働力力力力のののの低低低低下下下下がががが、、、、

産産産産業振興業振興業振興業振興にににに歯止歯止歯止歯止めをかめをかめをかめをかけけけけるるるる要要要要因因因因となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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                           【日本の都道府県別将来推計人口】  
 

 

 

第第第第２２２２章章章章    紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの将来像将来像将来像将来像    

１１１１．．．．都市都市都市都市のののの将来像将来像将来像将来像      本市本市本市本市はははは、、、、長年長年長年長年にわたってにわたってにわたってにわたって各各各各地域地域地域地域でででで培培培培われてきたわれてきたわれてきたわれてきた自然環境自然環境自然環境自然環境、、、、伝統伝統伝統伝統、、、、文文文文化化化化、、、、そしてそしてそしてそして産業産業産業産業といったといったといったといった地地地地

域域域域固固固固有有有有のののの資源資源資源資源がががが多多多多数数数数ありありありあり、、、、合併合併合併合併によりによりによりにより一層充一層充一層充一層充実実実実したしたしたした豊富豊富豊富豊富なななな魅力魅力魅力魅力あるあるあるある資源資源資源資源をををを有有有有することになりましすることになりましすることになりましすることになりまし

たたたた。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、それらのそれらのそれらのそれらの貴貴貴貴重重重重なななな地域地域地域地域資源資源資源資源をををを培培培培ってきたってきたってきたってきた人人人人とととと人人人人、、、、人人人人とととと地域地域地域地域のののの多多多多様様様様なななな出会出会出会出会いがいがいがいが生生生生まれまれまれまれ、、、、

新新新新たなたなたなたな交交交交流流流流のののの輪輪輪輪がががが広広広広がりつつありますがりつつありますがりつつありますがりつつあります。。。。    

    本市本市本市本市のののの恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた自然環境自然環境自然環境自然環境やややや文文文文化化化化資源資源資源資源をををを通通通通じじじじてててて、、、、人人人人とととと人人人人とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを大切大切大切大切にしながらにしながらにしながらにしながら、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが

安心安心安心安心してしてしてして夢夢夢夢やややや生生生生きがいをもちながらきがいをもちながらきがいをもちながらきがいをもちながら、、、、いきいきといきいきといきいきといきいきと暮暮暮暮らしらしらしらし続続続続けけけけられるようなられるようなられるようなられるような都市都市都市都市をををを目指目指目指目指すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、市民市民市民市民

とととと行政行政行政行政がががが互互互互いにいにいにいに連連連連携携携携しししし、、、、地域地域地域地域のことはのことはのことはのことは地域地域地域地域でででで考考考考えるというえるというえるというえるという基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢にたったにたったにたったにたった力力力力強強強強いいいい地域地域地域地域力力力力にににに満満満満

ちたまちづくりをちたまちづくりをちたまちづくりをちたまちづくりを進進進進めていくためにめていくためにめていくためにめていくために、、、、都市都市都市都市のののの将来像将来像将来像将来像をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり定定定定めますめますめますめます。。。。     
紀紀紀紀紀紀紀紀のののののののの川川川川川川川川市市市市市市市市のののののののの都都都都都都都都市市市市市市市市のののののののの将将将将将将将将来来来来来来来来像像像像像像像像        

『『いいききいいききとと  力力ををああわわせせたたままちちづづくくりり    

夢夢  ああふふれれるる  紀紀のの川川市市』』  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

◆将来の年齢別人口及び平成４７（２０３５）年の指数（平成17年＝１００とした場合）

2005年 2035年 指数 2005年 2035年 指数 2005年 2035年 指数 2005年 2035年 指数
9,758 4,219 43.2 42,415 24,837 58.6 15,689 19,220 122.5 7,762 11,818 152.3

年少人口（人） 生産年齢人口（人） 老年人口（人） 75歳以上人口（人）
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第第第第３３３３章章章章    紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの産業産業産業産業振興振興振興振興のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

    

（（（（１１１１））））産業産業産業産業構造構造構造構造        

■■■■産業分類別就業人口産業分類別就業人口産業分類別就業人口産業分類別就業人口    

 本市本市本市本市のののの産業人口産業人口産業人口産業人口はははは、、、、平成平成平成平成 7777年度年度年度年度ををををピピピピーーーーククククにににに年々減少年々減少年々減少年々減少していますしていますしていますしています。。。。産業分産業分産業分産業分類別就類別就類別就類別就業人口業人口業人口業人口のののの第第第第

１１１１次次次次産業産業産業産業もももも減少減少減少減少しているしているしているしているのはのはのはのは、、、、基幹産基幹産基幹産基幹産業業業業であであであであるるるる農業農業農業農業でのでのでのでの高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、またまたまたまた、、、、第第第第２２２２次次次次産業産業産業産業ではではではでは商業商業商業商業によによによによ

るるるる後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足がががが大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                     【国勢調査により】 
■■■■農家数農家数農家数農家数のののの推移推移推移推移    

 農農農農家家家家総数総数総数総数のののの減少減少減少減少はははは、、、、兼兼兼兼業化業化業化業化がががが急激急激急激急激にににに進進進進んでいることんでいることんでいることんでいることやややや、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化やややや担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足がががが原因原因原因原因となっとなっとなっとなっ

ていますていますていますています。。。。認認認認定農業者数定農業者数定農業者数定農業者数についてもについてもについてもについても高齢化高齢化高齢化高齢化とともにとともにとともにとともに減少減少減少減少をををを続続続続けけけけていていていていますますますます。。。。    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

          【農業センサスより】             【市認定者数より】 

産業分類別就業人口
5,8938,946 8,746 6,70415,741 18,596 19,206 18,41434,810 34,621 33,961 31,011

7,1727,2797,9878,350 7,5838,344 17,87732,435
05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年（各年度）

（人） 第1次産業 第2次産業 第3次産業 合　　計

4822 45275263
40004200440046004800500052005400

平成１２年 平成１７年 平成２２年（年度）
（人） 農家総数
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■■■■事業所数事業所数事業所数事業所数・・・・従業者数従業者数従業者数従業者数のののの動向動向動向動向    

 本市本市本市本市のののの産業産業産業産業のののの状況状況状況状況としてはとしてはとしてはとしては、、、、事業所事業所事業所事業所ではではではでは卸売卸売卸売卸売・・・・小売小売小売小売業業業業がががが最最最最もももも多多多多くくくく、、、、ついでついでついでついでササササーーーービビビビスススス業業業業、、、、製造製造製造製造

業業業業、、、、建設建設建設建設業業業業、、、、飲食飲食飲食飲食店店店店・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊業業業業のののの順順順順となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                           【経済センサスより】 
 

 またまたまたまた、、、、従従従従業者数業者数業者数業者数ではではではでは製造製造製造製造業及業及業及業及びびびび卸売卸売卸売卸売・・・・小売小売小売小売業業業業がががが多多多多くくくく、、、、このこのこのこの２２２２産業産業産業産業でででで全全全全体体体体のののの約約約約５５５５００００％％％％程程程程度度度度をををを占占占占

めるめるめるめる状況状況状況状況となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

                                  【経済センサスより】 

 

  

 

平成２４年事業所数 252 261
66922625421623095 187 24 196 2 862

建設業 製造業電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業運輸業，郵便業 卸売業，小売業金融業，保険業 不動産業，物品賃貸業学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業生活関連サービス業，娯楽業 教育，学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)
平成２４年従業者数1,274 5,264334,6001,100904402 2,764 357 730

1,315 29209186144 建設業 製造業電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業運輸業，郵便業 卸売業，小売業金融業，保険業 不動産業，物品賃貸業学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業生活関連サービス業，娯楽業 教育，学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)
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 なおなおなおなお、、、、事事事事業所数業所数業所数業所数・・・・従従従従業者数業者数業者数業者数のののの動動動動向向向向としてはとしてはとしてはとしては、、、、全全全全体的体的体的体的にににに減少減少減少減少のののの傾傾傾傾向向向向をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■■■■商業商業商業商業、、、、工業工業工業工業のののの推移推移推移推移    

 商店数商店数商店数商店数についてはについてはについてはについては、、、、長長長長引引引引くくくく景気景気景気景気低迷低迷低迷低迷によりによりによりにより、、、、後継者不足等後継者不足等後継者不足等後継者不足等にににに陥陥陥陥りりりり、、、、商店街等商店街等商店街等商店街等のののの機機機機能能能能がががが失失失失わわわわ

れつつありますれつつありますれつつありますれつつあります。。。。    

 

 

 

                                 【商業統計調査より】 
 またまたまたまた、、、、工業工業工業工業のののの事業所数事業所数事業所数事業所数やややや従従従従業業業業員員員員数数数数についてはについてはについてはについては、、、、経済情経済情経済情経済情勢勢勢勢がががが悪悪悪悪いいいい中中中中でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致

等等等等のののの成果成果成果成果がががが上上上上がりがりがりがり、、、、大幅大幅大幅大幅なななな減少減少減少減少になってになってになってになっていまいまいまいませせせせんんんん。。。。                                                                                                                                                                                             【工業統計調査より】    

産業大分類別事業所数・従業者数

産業大分類 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
農林漁業 28 301 23 620
鉱業，採石業，砂利採取業 - -
建設業 252 1,274 290 1,415

製造業 261 5,264 283 4,722

電気・ガス・熱供給・水道業 2 33 8 82

情報通信業 8 29 8 33

運輸業，郵便業 62 1,315 56 1,110

卸売業，小売業 669 4,600 820 4,796

金融業，保険業 22 209 29 221

不動産業，物品賃貸業 62 186 55 115
学術研究，専門・技術サービス業 54 144
宿泊業，飲食サービス業 216 1,100 257 1,127
生活関連サービス業，娯楽業 230 904
教育，学習支援業 95 402 157 1,331
 医療，福祉 187 2,764 201 2,866
複合サービス事業 24 357 39 713
サービス業(他に分類されないもの) 196 730 549 2,133

合計 2,368 19,612 2,775 21,284

平成２４年 平成１８年

◆商店数等の推移

平成6年 平成9年 平成11年 平成14年 平成16年 平成19年

商店数(店) 847 836 858 829 809 777
従業員数(人) 3,212 3,375 3,991 4,404 4,024 4,454

年間商品販売額(万円） 6,366,397 6,495,052 7,376,898 7,210,402 7,141,954 8,710,586

◆工業事業所数等の推移年度 事業所数(所) 従業員数(人) 製造品出荷額等(万円)16 156 3,635 9,219,64617 152 3,667 9,935,99218 157 3,826 10,666,55519 155 4,203 11,607,34220 159 3,993 14,141,80421 151 3,744 12,494,07922 145 3,726 10,006,68324 150 4,140 11,035,97425 144 4,222 10,564,530
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■■■■企業誘致数企業誘致数企業誘致数企業誘致数のののの推移推移推移推移    

 昭昭昭昭和和和和４０４０４０４０年年年年代代代代後半後半後半後半からからからから企企企企業業業業立立立立地地地地をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行いいいい、、、、旧町旧町旧町旧町時代時代時代時代をををを含含含含めめめめ３６３６３６３６社社社社のののの企企企企業業業業のののの立立立立地地地地があがあがあがあ

りりりり、、、、既存既存既存既存のののの工業工業工業工業とととと相相相相まってまってまってまって、、、、紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの産業発展産業発展産業発展産業発展にににに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与していますしていますしていますしています。。。。全従全従全従全従業業業業員員員員数数数数１１１１，，，，９３９３９３９３６６６６

人人人人、、、、そのそのそのその内内内内市市市市内内内内雇用雇用雇用雇用についてはについてはについてはについては、、、、７７７７００００９９９９人人人人のののの実実実実績績績績がががが上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。    平成27年4月1日現在工業団地/企業用地名 進出年度 全従業員 内市内 企業名1 打田 1989 41 7 パナソニック（株）エナジー社2 北勢田ハイテクパーク 1996 34 17 （株）コテック3 北勢田ハイテクパーク 2004 79 16 （株）和歌山双信4 北勢田ハイテクパーク 2004 50 29 （株）ビオ・マーケット5 北勢田ハイテクパーク 2006 73 18 和歌山アイコム（株）6 打田東部 2000 95 6 （株）総合車両製作所7 北勢田第２ 2013 67 33 中部抵抗器（株）8 長田中 1985 62 19 ハバジット日本（株）9 長田中 1987 12 3 永橋染織（株）10 長田中 1995 16 6 伏虎金属工業（株）11 長田中 1990 118 42 （株）メイワ12 長田中 1990 81 17 協和プレス工業（株）13 長田中 1991 18 9 橘電装工業（株）14 1985 17 10 （有）山曹ミクロン15 1971 38 26 （株）アオキ16 麻生津 1989 76 44 （株）デュプロ17 1989 24 4 （株）小林工業所18 1989 11 5 （株）サンゴ19 12 3 （株）サンビルド20 調月 1974 71 13 和歌山ノーキョー食品工業（株）21 桃山第１ 1989 60 30 樋上敷物（株）22 桃山第１ 1990 124 52 バンドー化学（株）23 桃山第２ 2011 70 35 ハグルマ（株）24 桃山第２ 1993 43 18 レンゴーロジスティクス（株）25 桃山第２ 1993 89 36 レンゴー（株）26 桃山第２ 1993 132 46 （株）共栄テクシード27 桃山第２ 1995 81 30 （株）丸和28 桃山第２ 1993 44 17 東和産業（株）29 桃山第２ 1994 71 25 （株）ジーエスフード30 桃山第２ 2008 4 0 三木理研工業（株）31 2003 76 40 山田利（株）32 1971 43 15 和歌山王子コンテナー（株）33 2013 14 5 （株）九重雑賀34 桃山第３ 2003 21 2 北広ケミカル（株）35 桃山第３ 2003 53 20 （株）オルト36 桃山第３ 2000 16 11 （株）パンドラファームグループ合　　　　　　計 1936 709 ３６社H27年度 1532 557

打田

那賀

桃山

協議会加入企業　（26社)

No
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■■■■観光動態調査観光動態調査観光動態調査観光動態調査のののの推移推移推移推移    

 紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの観光観光観光観光についてについてについてについて、、、、旧町旧町旧町旧町時代時代時代時代ではではではでは、、、、少少少少なかったなかったなかったなかった観光観光観光観光のののの名名名名所所所所・・・・旧旧旧旧跡跡跡跡もももも合併合併合併合併のののの効効効効果果果果によりによりによりにより

多多多多くのくのくのくの観光観光観光観光施施施施設設設設をををを保保保保有有有有することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。中中中中でもでもでもでもＪＡＪＡＪＡＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里のめっのめっのめっのめっけけけけももももんんんん広場広場広場広場はははは、、、、日日日日本本本本一一一一ののののファファファファ

ーマーズマーーマーズマーーマーズマーーマーズマーケケケケットでットでットでットで名名名名がががが知知知知られられられられ、、、、大阪圏内大阪圏内大阪圏内大阪圏内からもからもからもからも多多多多くのおくのおくのおくのお客客客客様様様様がががが訪訪訪訪れれれれ賑賑賑賑わっていますわっていますわっていますわっています。。。。他他他他にもにもにもにも

粉河粉河粉河粉河寺寺寺寺、、、、青洲青洲青洲青洲のののの里里里里、、、、貴志貴志貴志貴志駅駅駅駅、、、、桃桃桃桃源郷源郷源郷源郷とととと四季四季四季四季をををを通通通通じじじじておておておてお越越越越しいただいていますしいただいていますしいただいていますしいただいています。。。。しかししかししかししかし、、、、紀紀紀紀のののの川市川市川市川市

内内内内にはにはにはには、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊できるできるできるできる施施施施設設設設がががが現現現現在在在在 2222 箇箇箇箇所所所所しかなくしかなくしかなくしかなく、、、、滞在型滞在型滞在型滞在型のののの観光観光観光観光ができないというができないというができないというができないという状況状況状況状況ににににありますありますありますあります。。。。

またまたまたまた、、、、近年近年近年近年のののの景気景気景気景気低迷低迷低迷低迷によりによりによりにより、、、、観光観光観光観光動動動動態態態態調査調査調査調査でもでもでもでも、、、、減少減少減少減少傾傾傾傾向向向向となってきていますとなってきていますとなってきていますとなってきています。。。。    

                                     【観光動態調査より】 
（（（（２２２２））））社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢社会経済情勢のののの変化変化変化変化     

 アメリカアメリカアメリカアメリカ発発発発のののの金融危機金融危機金融危機金融危機をををを発端発端発端発端としてとしてとしてとして世界的世界的世界的世界的なななな経済金融危機経済金融危機経済金融危機経済金融危機にににに突入突入突入突入しししし、、、、特特特特にににに最近最近最近最近のヨーロッパのヨーロッパのヨーロッパのヨーロッパ

諸国諸国諸国諸国のののの経済金融危機経済金融危機経済金融危機経済金融危機によりによりによりにより、、、、わがわがわがわが国国国国のののの景気景気景気景気もももも急激急激急激急激にににに悪化悪化悪化悪化しししし、、、、経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢、、、、雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢のののの厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状

況況況況がががが続続続続くなかくなかくなかくなか、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済のののの衰退衰退衰退衰退がますますがますますがますますがますます進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

    またまたまたまた、、、、地域経済地域経済地域経済地域経済とととと密接密接密接密接なななな結結結結びつきをびつきをびつきをびつきを有有有有しているしているしているしている第第第第1111次次次次産業産業産業産業およびおよびおよびおよび第第第第2222次次次次産業産業産業産業のののの低迷低迷低迷低迷もももも続続続続いておいておいておいてお

りりりり、、、、特特特特にににに本市本市本市本市のののの基幹産業基幹産業基幹産業基幹産業でもあるでもあるでもあるでもある農業農業農業農業においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、農業者農業者農業者農業者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化・・・・担担担担いいいい手不足手不足手不足手不足、、、、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄

地地地地のののの増大増大増大増大などますますなどますますなどますますなどますます問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。しかししかししかししかし、、、、国民国民国民国民のののの食食食食のののの安全安全安全安全性性性性のののの確確確確保保保保、、、、国国国国土保土保土保土保

全全全全などなどなどなど農業農業農業農業・・・・農農農農村村村村のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは非常非常非常非常にににに大大大大きくきくきくきく、、、、今今今今後後後後はははは、、、、農業農業農業農業をををを活活活活用用用用したしたしたした他産業他産業他産業他産業とのとのとのとの連連連連携携携携によるによるによるによる

地域地域地域地域ビジネビジネビジネビジネスのスのスのスの展展展展開開開開などなどなどなど、、、、多角多角多角多角的的的的なななな視点視点視点視点でででで地域地域地域地域ににににふふふふさわしいさわしいさわしいさわしい農業振興農業振興農業振興農業振興策策策策をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、地域地域地域地域

特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた第第第第 2222 次次次次産業産業産業産業、、、、第第第第 3333 次次次次産業振興産業振興産業振興産業振興策策策策をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

 

（（（（３３３３））））就業就業就業就業しやすいしやすいしやすいしやすい活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり        

●●●●現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

○○○○全全全全国的国的国的国的にににに、、、、円円円円高高高高やややや世界的世界的世界的世界的なななな経済情勢悪化等経済情勢悪化等経済情勢悪化等経済情勢悪化等にににに伴伴伴伴いいいい、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、本市本市本市本市におにおにおにおけけけけ    

るるるる企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致ややややそれにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう雇用者雇用者雇用者雇用者増加増加増加増加等等等等についてについてについてについて、、、、一一一一定定定定のののの成果成果成果成果がががが上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。新新新新たなたなたなたな工業工業工業工業

団団団団地地地地のののの造造造造成成成成もももも完完完完成成成成しししし、、、、民有民有民有民有のののの未利未利未利未利用地用地用地用地（（（（空空空空きききき工工工工場場場場、、、、有有有有休休休休用地用地用地用地））））とととと合合合合わわわわせせせせ、、、、企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
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がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

○○○○既存企既存企既存企既存企業業業業のののの振興振興振興振興やややや新新新新規規規規起起起起業業業業へへへへのののの支援策支援策支援策支援策のののの検討検討検討検討、、、、市市市市内内内内でのでのでのでの雇用者雇用者雇用者雇用者をををを増加増加増加増加するためのするためのするためのするための新新新新たなたなたなたな

起起起起業者等業者等業者等業者等へへへへのののの支援策支援策支援策支援策がががが必要必要必要必要となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

 

（（（（４４４４））））魅力魅力魅力魅力とととと個性個性個性個性あるあるあるある便利便利便利便利なななな商業環境商業環境商業環境商業環境づくりづくりづくりづくり        

●●●●現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

○○○○卸売卸売卸売卸売事業所数事業所数事業所数事業所数、、、、小売小売小売小売事業所数事業所数事業所数事業所数についてについてについてについてはははは、、、、古古古古くからのくからのくからのくからの商店街商店街商店街商店街はははは幹幹幹幹線線線線沿沿沿沿道道道道等等等等にににに立立立立地地地地しているしているしているしている

新新新新しいしいしいしい店店店店舗舗舗舗とのとのとのとの競競競競合合合合でででで客客客客数数数数がががが減少減少減少減少しししし、、、、かつかつかつかつ経経経経営営営営者者者者のののの高齢化高齢化高齢化高齢化やややや後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足によりによりによりにより空空空空きききき店店店店舗舗舗舗などなどなどなど

がががが増加増加増加増加しししし、、、、商業機商業機商業機商業機能能能能のののの低低低低下下下下がががが見見見見られますられますられますられます。。。。    

○○○○古古古古くからのくからのくからのくからの商店商店商店商店やややや商店街商店街商店街商店街ではではではでは、、、、農商工連農商工連農商工連農商工連携携携携によるによるによるによる観光観光観光観光交交交交流人口流人口流人口流人口へへへへのののの対応対応対応対応やややや、、、、人口人口人口人口のののの高齢高齢高齢高齢

化化化化にににに伴伴伴伴うううう新新新新たなたなたなたな商業商業商業商業ササササーーーービビビビスのスのスのスの充充充充実実実実などなどなどなど地域地域地域地域とととと連連連連携携携携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みなどによるみなどによるみなどによるみなどによる活活活活性化方性化方性化方性化方策策策策をををを検討検討検討検討

するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

 

（（（（５５５５））））活力活力活力活力あるあるあるある農業農業農業農業とととと食食食食のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり        

●●●●現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

○○○○農産農産農産農産物価格物価格物価格物価格のののの低迷低迷低迷低迷によりによりによりにより、、、、農業農業農業農業だだだだけけけけでででで生計生計生計生計をををを維維維維持持持持するのがするのがするのがするのが難難難難しくなっておりしくなっておりしくなっておりしくなっており、、、、農業農業農業農業従従従従事者事者事者事者のののの高高高高

齢化齢化齢化齢化、、、、後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足、、、、耕作放棄耕作放棄耕作放棄耕作放棄地地地地のののの増加増加増加増加、、、、農農農農家家家家数数数数のののの減少減少減少減少がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。一一一一方方方方、、、、産産産産直直直直農産農産農産農産物物物物

販販販販売売売売額額額額のののの増加増加増加増加、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、食食食食育育育育へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、農業農業農業農業交交交交流人口流人口流人口流人口のののの増加増加増加増加などがなどがなどがなどが進進進進

んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

○○○○施施施施策策策策指標指標指標指標となっているとなっているとなっているとなっているほほほほ場場場場整整整整備予備予備予備予定定定定箇箇箇箇所数所数所数所数、、、、認認認認定農業者数定農業者数定農業者数定農業者数、、、、利利利利用権用権用権用権設設設設定定定定率率率率、、、、農業生産農業生産農業生産農業生産法法法法

人化人化人化人化、、、、農農農農村村村村体体体体験験験験交交交交流流流流のののの参参参参加加加加者者者者、、、、エコエコエコエコ農業農業農業農業認認認認定農業者数定農業者数定農業者数定農業者数などはなどはなどはなどは、、、、概概概概ねねねね予予予予定通定通定通定通りりりり進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    

○○○○安全安心安全安心安全安心安全安心なななな食食食食のののの志向志向志向志向、、、、農産農産農産農産物物物物等等等等購購購購入入入入やややや農業体農業体農業体農業体験験験験をををを求求求求めてめてめてめて近近近近郊郊郊郊農農農農村村村村をををを訪訪訪訪れるれるれるれる人口人口人口人口のののの増加増加増加増加、、、、

企企企企業業業業のののの農業農業農業農業へへへへのののの参参参参入入入入、、、、農業農業農業農業のののの 6666次次次次産業化産業化産業化産業化などなどなどなど農業農業農業農業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく大大大大きなきなきなきな環境環境環境環境変変変変化化化化にににに対応対応対応対応しししし、、、、新新新新たなたなたなたな

取取取取りりりり組組組組みにみにみにみにチチチチャャャャレレレレンンンンジジジジしししし、、、、農業構農業構農業構農業構造造造造をををを 6666 次次次次産業産業産業産業へへへへとととと変変変変革革革革をををを図図図図ることがることがることがることが必要必要必要必要となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

 

（（（（６６６６））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある田園観光交流田園観光交流田園観光交流田園観光交流のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり        

●●●●現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

○○○○年年年年間間間間観光観光観光観光客客客客はははは 180180180180～～～～230230230230 万人万人万人万人となっておりとなっておりとなっておりとなっており､､､､施施施施策策策策指標指標指標指標のののの目標値目標値目標値目標値はははは達成達成達成達成しているがしているがしているがしているが、、、、本市本市本市本市のののの観観観観

光光光光交交交交流流流流資源資源資源資源のののの活活活活用用用用やややや受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制、、、、ＰＲＰＲＰＲＰＲなどはなどはなどはなどは十十十十分分分分ではなくではなくではなくではなく、、、、開開開開発発発発のののの可可可可能能能能性性性性がががが高高高高くなっていまくなっていまくなっていまくなっていま

すすすす。。。。    

○○○○本市本市本市本市のののの資源資源資源資源であるであるであるである農業農業農業農業、、、、自然自然自然自然（（（（山山山山林林林林、、、、河川河川河川河川、、、、生生生生物物物物、、、、動動動動植物植物植物植物等等等等））））、、、、歴史歴史歴史歴史文文文文化化化化、、、、食食食食などをなどをなどをなどを活活活活用用用用しししし、、、、

観光観光観光観光交交交交流流流流にににに活活活活用用用用するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、まちまちまちまち案案案案内内内内人人人人のののの養養養養成成成成やややや受受受受けけけけ入入入入れれれれ窓窓窓窓口口口口のののの一一一一本化本化本化本化などなどなどなど体体体体制制制制のののの整整整整備備備備なななな

どをどをどをどを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

○○○○観光観光観光観光交交交交流流流流のののの振興振興振興振興のためにのためにのためにのために､､､､農業農業農業農業、、、、商業商業商業商業、、、、工業工業工業工業のののの連連連連携携携携、、、、生生生生涯学習涯学習涯学習涯学習やややや歴史歴史歴史歴史文文文文化化化化とのとのとのとの連連連連携携携携などなどなどなど
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様々様々様々様々なななな人人人人とのとのとのとの連連連連携携携携・・・・協協協協力力力力体体体体制制制制をををを構構構構築築築築しししし、、、、総合的総合的総合的総合的なななな観光観光観光観光交交交交流流流流のののの振興方振興方振興方振興方策策策策をををを講講講講じじじじるるるる必要必要必要必要がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。    

○○○○観光観光観光観光交交交交流流流流のののの振興振興振興振興によっていによっていによっていによっていろろろろいいいいろろろろなななな産業産業産業産業がががが活活活活性化性化性化性化しししし､､､､交交交交流流流流がががが活活活活発発発発となるよとなるよとなるよとなるよううううにににに、、、、協働協働協働協働のののの支援支援支援支援をををを

充充充充実実実実するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

第第第第４４４４章章章章    紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの産業振興産業振興産業振興産業振興のののの新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題へのへのへのへの対応対応対応対応    

 

（（（（１１１１））））就業就業就業就業しやすいしやすいしやすいしやすい活力活力活力活力あるあるあるある産業産業産業産業づくりづくりづくりづくり        

●●●●基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

○○○○企企企企業用地業用地業用地業用地のののの造造造造成等成等成等成等をををを通通通通してしてしてして、、、、優良優良優良優良企企企企業業業業をををを積極的積極的積極的積極的にににに誘致誘致誘致誘致しししし、、、、地地地地元元元元でのでのでのでの雇用機雇用機雇用機雇用機会会会会をををを創創創創出出出出するするするする        

ことによりことによりことによりことにより、、、、地域地域地域地域のののの活活活活性化性化性化性化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

○○○○既存企既存企既存企既存企業業業業のののの設設設設備投備投備投備投資資資資やややや本市本市本市本市でのでのでのでの新新新新たなたなたなたな起起起起業業業業をををを支援支援支援支援しししし、、、、起起起起業業業業ししししややややすいすいすいすい環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり、、、、就就就就業業業業ししししやややや    

すいすいすいすい環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり、、、、起起起起業業業業力力力力をををを持持持持つつつつ人人人人材材材材のののの誘致誘致誘致誘致をををを促促促促しますしますしますします。。。。    

○○○○国国国国やややや県県県県のののの就労支援就労支援就労支援就労支援機関等機関等機関等機関等とととと連連連連携携携携しししし、、、、就就就就業業業業をめをめをめをめざざざざすすすす人人人人のののの能力開能力開能力開能力開発等発等発等発等のののの支援支援支援支援、、、、市市市市内企内企内企内企業業業業とのとのとのとの    

マッマッマッマッチチチチンンンンググググをををを促促促促すなどすなどすなどすなど就労就労就労就労機機機機会会会会のののの創創創創出出出出にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

●●●●目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた姿姿姿姿    

 企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致やややや企企企企業業業業がががが増加増加増加増加しししし、、、、就就就就業業業業ししししややややすいすいすいすい環境環境環境環境がががが整整整整備備備備されされされされ、、、、本市本市本市本市でででで働働働働くくくく人人人人がががが増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。    

●●●●目標実現目標実現目標実現目標実現のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ    

取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針    取取取取りりりり組組組組みみみみ事業事業事業事業    

■■■■工業工業工業工業団団団団地等地等地等地等へへへへのののの企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致のののの促進促進促進促進    

雇用機雇用機雇用機雇用機会会会会のののの創創創創出出出出やややや地域地域地域地域活活活活性化性化性化性化のためにのためにのためにのために工業工業工業工業団団団団地地地地やややや民有民有民有民有

のののの未利未利未利未利用地用地用地用地へへへへ優良優良優良優良企企企企業業業業のののの誘致誘致誘致誘致をををを促促促促しますしますしますします。。。。    

企企企企業業業業誘致誘致誘致誘致促進事業促進事業促進事業促進事業    

立立立立地地地地企企企企業業業業連連連連携携携携事業事業事業事業    

■■■■既存企既存企既存企既存企業業業業のののの振興振興振興振興やややや新新新新規規規規起起起起業業業業のののの支援支援支援支援    

地域産業地域産業地域産業地域産業のののの活活活活性化性化性化性化やややや雇用雇用雇用雇用環境環境環境環境のののの改改改改善善善善をををを促促促促すためにすためにすためにすために、、、、既存既存既存既存

企企企企業業業業のののの振興振興振興振興やややや新新新新規規規規起起起起業者業者業者業者のののの支援支援支援支援をををを促促促促しましましましますすすす。。。。    

商工商工商工商工会会会会補助補助補助補助事業事業事業事業    

■■■■市市市市内内内内雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進    

市市市市内内内内でででで就労就労就労就労をめをめをめをめざざざざすすすす市民市民市民市民のためにのためにのためにのために国国国国やややや県県県県のののの関関関関係係係係機関機関機関機関とととと連連連連

携携携携しししし、、、、能力開能力開能力開能力開発発発発やややや雇用情報雇用情報雇用情報雇用情報のののの提供提供提供提供などなどなどなど就労就労就労就労機機機機会会会会のののの創創創創出出出出をををを促促促促

しますしますしますします。。。。    

就労就労就労就労雇用対雇用対雇用対雇用対策支援策支援策支援策支援事業事業事業事業    

    

■■■■就労支援就労支援就労支援就労支援    

市民市民市民市民がががが多多多多様様様様なななな働働働働きききき方方方方をををを選択選択選択選択ができるようにができるようにができるようにができるように、、、、育児育児育児育児支援支援支援支援制制制制度度度度

のののの充充充充実等実等実等実等についてについてについてについて企企企企業業業業へへへへ広広広広報報報報活動活動活動活動をををを行行行行いいいい、、、、就労環境就労環境就労環境就労環境改改改改善善善善にににに

向向向向けけけけてのてのてのての支援支援支援支援制制制制度度度度のののの普普普普及及及及をををを促促促促しますしますしますします。。。。    

市市市市内企内企内企内企業業業業へへへへのののの就労支援就労支援就労支援就労支援

制制制制度度度度広広広広報事業報事業報事業報事業    
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●●●●成果指標成果指標成果指標成果指標    

指標指標指標指標    
現状値現状値現状値現状値    平成平成平成平成 22226666 年度年度年度年度    

目標値目標値目標値目標値    平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

立立立立地地地地企企企企業数業数業数業数    

（（（（操操操操業業業業開開開開始始始始にににに伴伴伴伴うううう雇用者数雇用者数雇用者数雇用者数））））    

7777 社社社社    

（（（（268268268268人人人人））））    

12121212 社社社社    

（（（（568568568568人人人人））））    

立立立立地地地地企企企企業連業連業連業連絡絡絡絡協協協協議議議議会会員会会員会会員会会員雇用人数雇用人数雇用人数雇用人数（（（（うちうちうちうち地地地地元元元元雇雇雇雇

用者数用者数用者数用者数））））    

1,1,1,1,495495495495人人人人    

（（（（555582828282人人人人））））    

2,22,22,22,266660000人人人人    

（（（（780780780780人人人人））））    

地域地域地域地域職職職職業業業業相相相相談室談室談室談室年年年年間間間間雇用雇用雇用雇用契契契契約約約約成成成成立立立立数数数数    349349349349人人人人    474747470000人人人人    

 

（（（（２２２２））））魅力魅力魅力魅力とととと個性個性個性個性あるあるあるある便利便利便利便利なななな商業環境商業環境商業環境商業環境づくりづくりづくりづくり        

●●●●基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

○○○○市民市民市民市民のののの商業商業商業商業にににに対対対対するニーズをするニーズをするニーズをするニーズを満満満満足足足足ささささせせせせ、、、、かつかつかつかつ高齢高齢高齢高齢社会社会社会社会におにおにおにおけけけけるるるる商業商業商業商業ササササーーーービビビビスをスをスをスを充充充充実実実実するするするする２２２２つつつつ    

のののの観観観観点点点点からからからから、、、、市市市市内内内内でででで多多多多様様様様なななな商業商業商業商業ササササーーーービビビビスススス施施施施設設設設のののの集集集集積積積積をををを促促促促しますしますしますします。。。。    

○○○○既存既存既存既存商店街等商店街等商店街等商店街等においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地地地地元元元元密密密密着着着着型型型型のののの商業地商業地商業地商業地としてとしてとしてとして顧顧顧顧客客客客ササササーーーービビビビスのスのスのスの充充充充実実実実やややや農業農業農業農業やややや加加加加工工工工    

業業業業、、、、観光業観光業観光業観光業とのとのとのとの連連連連携携携携等等等等によりによりによりにより活活活活性化性化性化性化をををを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○本市本市本市本市のののの特特特特徴徴徴徴をををを活活活活かしてかしてかしてかして、、、、産産産産直直直直施施施施設設設設やややや飲食飲食飲食飲食ササササーーーービビビビスススス施施施施設設設設のののの振興振興振興振興をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

●●●●目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた姿姿姿姿    

    魅力魅力魅力魅力とととと個個個個性性性性あるあるあるある商業商業商業商業集集集集積積積積がががが進進進進みみみみ、、、、便便便便利利利利でででで活活活活気気気気にあにあにあにあふふふふれたれたれたれた商業商業商業商業環境環境環境環境のまちがのまちがのまちがのまちが形形形形成成成成されていされていされていされてい    

ますますますます。。。。    

●●●●目標実現目標実現目標実現目標実現のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ    

取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針    取取取取りりりり組組組組みみみみ事業事業事業事業    

■■■■既存既存既存既存商店商店商店商店（（（（街街街街））））等等等等のののの活活活活性化性化性化性化    

高齢高齢高齢高齢社会社会社会社会にににに対応対応対応対応したしたしたした地地地地元元元元密密密密着着着着型型型型のののの商業商業商業商業ササササーーーービビビビスをスをスをスを推推推推進進進進するするするする

とともにとともにとともにとともに、、、、農業農業農業農業やややや加加加加工業工業工業工業、、、、観光業観光業観光業観光業とのとのとのとの連連連連携携携携やややや商工商工商工商工会会会会、、、、ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等等等等

支援団支援団支援団支援団体体体体ともともともとも連連連連携携携携しししし、、、、販路拡販路拡販路拡販路拡大大大大やややや空空空空きききき店店店店舗舗舗舗のののの活活活活用用用用をををを促促促促しししし、、、、活活活活

性化性化性化性化をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。    

商店商店商店商店（（（（街街街街））））のののの活活活活性化性化性化性化支援支援支援支援

事業事業事業事業    

    

●●●●成果指標成果指標成果指標成果指標    

指標指標指標指標    
現状値現状値現状値現状値    平成平成平成平成 22226666 年度年度年度年度    

目標値目標値目標値目標値    平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

商業関商業関商業関商業関係係係係事業所数事業所数事業所数事業所数    

（（（（卸売卸売卸売卸売業数業数業数業数、、、、小売小売小売小売業数業数業数業数））））    
783783783783事業所事業所事業所事業所    846846846846事業所事業所事業所事業所    

主主主主要産要産要産要産直直直直施施施施設設設設のののの利利利利用者数用者数用者数用者数    

（（（（めっめっめっめっけけけけもんもんもんもん広場広場広場広場））））    
785,000785,000785,000785,000人人人人    853,000853,000853,000853,000人人人人    
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（（（（３３３３））））活力活力活力活力あるあるあるある農業農業農業農業とととと食食食食のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり        

●●●●基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

○○○○豊豊豊豊かなかなかなかな農業農業農業農業をををを維維維維持発展持発展持発展持発展ささささせせせせるためにるためにるためにるために、、、、ほほほほ場場場場整整整整備備備備などによりなどによりなどによりなどにより生産生産生産生産環境環境環境環境のののの整整整整備備備備とととと生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上をををを    

促促促促しますしますしますします。。。。    

○○○○農業経農業経農業経農業経営営営営のののの安安安安定化定化定化定化とととと経経経経営営営営基盤基盤基盤基盤のののの強化強化強化強化をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、農産農産農産農産物物物物のののの販販販販売売売売方方方方法法法法やややや農業体農業体農業体農業体験験験験などなどなどなど農農農農    

業業業業活活活活用用用用のののの多多多多様化様化様化様化、、、、生産生産生産生産・・・・加加加加工工工工・・・・販販販販売売売売をめをめをめをめざざざざしたしたしたした 6666 次次次次産業化産業化産業化産業化へへへへのののの支援支援支援支援をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、農業生産農業生産農業生産農業生産    

法法法法人人人人のののの設立設立設立設立をををを進進進進めめめめ、、、、農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手がががが育育育育つつつつ環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めますめますめますめます。。。。    

○○○○若若若若いいいい世世世世代代代代がががが新新新新規規規規就就就就農農農農ししししややややすいすいすいすい環境環境環境環境をををを整整整整備備備備するためにするためにするためにするために、、、、新新新新しいしいしいしい技術技術技術技術やややや新新新新しいしいしいしい視点視点視点視点にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした    

農業農業農業農業をををを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

○○○○消費消費消費消費者者者者やややや地域地域地域地域のののの農業者農業者農業者農業者以以以以外外外外のののの方方方方とのとのとのとの連連連連携携携携やややや理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、交交交交流流流流することによってすることによってすることによってすることによって、、、、安全安全安全安全でででで安安安安    

心心心心できるできるできるできる農産農産農産農産物物物物をををを安安安安定的定的定的定的にににに供給供給供給供給できるできるできるできる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

○○○○環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型農業農業農業農業やややや有機農業有機農業有機農業有機農業をををを推推推推進進進進しししし、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心できるできるできるできる農産農産農産農産物物物物をををを提供提供提供提供できるできるできるできるブブブブランランランランドドドド力力力力のののの

あるあるあるある農業地域農業地域農業地域農業地域のののの形形形形成成成成をををを促促促促しますしますしますします。。。。 

○○○○豊豊豊豊かなかなかなかな農産農産農産農産物物物物のののの活活活活用用用用、、、、地産地地産地地産地地産地消消消消やややや市民市民市民市民のののの健康健康健康健康づくりなどづくりなどづくりなどづくりなど食食食食育育育育をををを中中中中心心心心にににに、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる分分分分野野野野においにおいにおいにおい    

てててて、、、、食食食食のののの魅力魅力魅力魅力をををを発発発発信信信信しししし、、、、活活活活用用用用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、地域地域地域地域のののの振興振興振興振興をををを図図図図りりりり、、、、食食食食のまちづくりにつながるのまちづくりにつながるのまちづくりにつながるのまちづくりにつながる取取取取りりりり        

組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

●●●●目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた姿姿姿姿    

 農業農業農業農業のののの 6666 次次次次産業化等産業化等産業化等産業化等によりによりによりにより、、、、安安安安定定定定したしたしたした農業所農業所農業所農業所得得得得がががが確確確確保保保保されされされされ、、、、農農農農家家家家のののの担担担担いいいい手手手手がががが増加増加増加増加しししし農農農農家家家家やややや

集落集落集落集落がががが活活活活性化性化性化性化していますしていますしていますしています。。。。    

●●●●目標実現目標実現目標実現目標実現のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ    

取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針    取取取取りりりり組組組組みみみみ事業事業事業事業    

■■■■農業基盤農業基盤農業基盤農業基盤のののの整整整整備備備備    

農業生産性農業生産性農業生産性農業生産性のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためにるためにるためにるために用用用用・・・・排水路排水路排水路排水路のののの改改改改良良良良、、、、農農農農道道道道整整整整

備備備備、、、、農業用施農業用施農業用施農業用施設設設設のののの維維維維持持持持・・・・機機機機能能能能のののの向上向上向上向上をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。    

中山中山中山中山間間間間地域地域地域地域ではではではでは、、、、生産基盤生産基盤生産基盤生産基盤やややや生生生生活環境活環境活環境活環境施施施施設設設設をををを充充充充実実実実しししし、、、、耕耕耕耕

作放棄作放棄作放棄作放棄地地地地のののの発生発生発生発生防防防防止止止止にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

ほほほほ場場場場整整整整備備備備事業事業事業事業    

農業農業農業農業施施施施設設設設整整整整備備備備事業事業事業事業    

土土土土地改地改地改地改良良良良事業事業事業事業    

■■■■農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手育育育育成成成成・・・・経経経経営営営営支援支援支援支援    

新新新新しいしいしいしい消費消費消費消費者者者者ニーズニーズニーズニーズやややや農業農業農業農業技術技術技術技術などなどなどなど農業農業農業農業のののの新新新新たなたなたなたな視点視点視点視点にににに

対応対応対応対応するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、遊遊遊遊休休休休農地農地農地農地のののの有有有有効活効活効活効活用用用用やややや農業経農業経農業経農業経営営営営規模規模規模規模のののの拡拡拡拡

大大大大等等等等によりによりによりにより生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上とととと農業所農業所農業所農業所得得得得のののの安安安安定化定化定化定化のためののためののためののための経経経経営営営営

支援支援支援支援をををを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

農業農業農業農業のののの担担担担いいいい手手手手育育育育成成成成やややや若若若若いいいい就就就就農者農者農者農者のののの増加増加増加増加をめをめをめをめざざざざすとともにすとともにすとともにすとともに、、、、

農業者農業者農業者農業者間間間間のののの世世世世代交代交代交代交流流流流のののの機機機機会会会会をををを促進促進促進促進しししし、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな経経経経験験験験・・・・知知知知識識識識・・・・技技技技

術術術術をををを継継継継承承承承できるできるできるできる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

農業経農業経農業経農業経営営営営基盤強化促進基盤強化促進基盤強化促進基盤強化促進

事業事業事業事業    
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■■■■農業振興農業振興農業振興農業振興とととと農地農地農地農地のののの保全保全保全保全    

無秩序無秩序無秩序無秩序なななな開開開開発発発発をををを防防防防止止止止しししし、、、、優良優良優良優良農地農地農地農地をををを保全保全保全保全するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、有有有有害害害害

鳥獣害鳥獣害鳥獣害鳥獣害のののの防防防防止止止止をををを図図図図りりりり安心安心安心安心ししししてててて農業農業農業農業ができるができるができるができる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを推推推推進進進進しましましましま

すすすす。。。。    

農業振興地域整農業振興地域整農業振興地域整農業振興地域整備備備備計画計画計画計画

事業事業事業事業    

有有有有害鳥獣害害鳥獣害害鳥獣害害鳥獣害被被被被害防害防害防害防止止止止対対対対

策策策策事業事業事業事業    

■■■■農産農産農産農産物物物物ののののブブブブランランランランドドドド化化化化やややや体体体体験験験験交交交交流農業流農業流農業流農業などのなどのなどのなどの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと農業農業農業農業

のののの６６６６次次次次産業化産業化産業化産業化のののの推推推推進進進進    

生産生産生産生産、、、、加加加加工工工工、、、、販販販販売売売売、、、、体体体体験験験験交交交交流等流等流等流等多多多多様様様様なななな農業農業農業農業のののの展展展展開開開開によりによりによりにより、、、、

農業農業農業農業とととと農産農産農産農産物物物物のののの付付付付加加加加価価価価値値値値をををを向上向上向上向上ささささせせせせるためにるためにるためにるために、、、、商業者商業者商業者商業者、、、、加加加加工工工工

業者業者業者業者、、、、観光観光観光観光交交交交流業者等流業者等流業者等流業者等とととと連連連連携携携携しししし、、、、農農農農家家家家所所所所得得得得のののの向上向上向上向上やややや営営営営農農農農意意意意

欲欲欲欲のののの向上向上向上向上にににに向向向向けけけけたたたた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

農業農業農業農業がががが有有有有するするするする食食食食料料料料生産生産生産生産以以以以外外外外のののの多多多多様様様様なななな価価価価値値値値をををを活活活活用用用用しししし、、、、自然自然自然自然

豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域資源資源資源資源とととと合合合合わわわわせせせせてててて体体体体験験験験するするするする機機機機会会会会をををを提供提供提供提供しししし、、、、観光観光観光観光交交交交流流流流

のののの振興振興振興振興につなげますにつなげますにつなげますにつなげます。。。。    

農産農産農産農産品品品品におにおにおにおけけけけるるるる地域地域地域地域ブブブブランランランランドドドド化化化化をををを確確確確立立立立しししし、、、、農業農業農業農業のののの振興振興振興振興とととと活活活活性性性性

化化化化をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

農農農農作作作作物販物販物販物販売売売売促進事業促進事業促進事業促進事業    

都市農都市農都市農都市農村交村交村交村交流事業流事業流事業流事業    

■■■■環境保全環境保全環境保全環境保全にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした農業農業農業農業のののの推推推推進進進進    

効率効率効率効率的的的的なななな農業経農業経農業経農業経営営営営だだだだけけけけでなくでなくでなくでなく、、、、環境環境環境環境負荷負荷負荷負荷のののの軽軽軽軽減減減減にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした

持続持続持続持続可可可可能能能能性性性性のののの高高高高いいいい農業生産方農業生産方農業生産方農業生産方式式式式よるよるよるよる化化化化学肥料学肥料学肥料学肥料やややや化化化化学学学学合成合成合成合成

農農農農薬薬薬薬のののの使使使使用用用用低低低低減減減減やややや有機農業有機農業有機農業有機農業をををを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

エコエコエコエコ農業農業農業農業推推推推進事業進事業進事業進事業    

環境保全型環境保全型環境保全型環境保全型農業農業農業農業直接支直接支直接支直接支

援援援援事業事業事業事業    

■■■■地地地地場場場場産産産産品品品品をををを活活活活用用用用したしたしたした食食食食のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推推推推進進進進    

新新新新鮮鮮鮮鮮でおいしいでおいしいでおいしいでおいしい野野野野菜菜菜菜やややや果果果果物物物物のののの産地産地産地産地であることをであることをであることをであることを活活活活用用用用しししし、、、、地産地産地産地産

地地地地消消消消とととと市民市民市民市民のののの健康健康健康健康づくりをづくりをづくりをづくりを促促促促しししし、、、、食食食食育育育育をををを中中中中心心心心としたとしたとしたとした食食食食のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり

につながるにつながるにつながるにつながる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを推推推推進進進進しますしますしますします。。。。    

地産地地産地地産地地産地消消消消・・・・食食食食育育育育事業事業事業事業    

    

 

（（（（４４４４））））魅力魅力魅力魅力あるあるあるある田園観光交流田園観光交流田園観光交流田園観光交流のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり        

●●●●基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

○○○○豊豊豊豊かなかなかなかな農産農産農産農産物物物物をををを生産生産生産生産しししし、、、、四季四季四季四季折折折折々々々々のののの美美美美しいしいしいしい景観景観景観景観をををを提供提供提供提供するするするする農業農業農業農業をををを中中中中心心心心としてとしてとしてとして、、、、緑緑緑緑豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然、、、、                                            

粉河粉河粉河粉河寺寺寺寺をををを初初初初めとするめとするめとするめとする豊豊豊豊かなかなかなかな歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化化化化資源資源資源資源等等等等豊豊豊豊かなかなかなかな地域地域地域地域資源活資源活資源活資源活用用用用したしたしたした観光観光観光観光交交交交流流流流のまちとしてのまちとしてのまちとしてのまちとして        

のののの振興振興振興振興をををを図図図図りりりり、、、、まちのまちのまちのまちの活活活活性化性化性化性化をををを促促促促すものとしますすものとしますすものとしますすものとします。。。。    

○○○○観光観光観光観光交交交交流流流流客客客客受受受受けけけけ入入入入れのためにれのためにれのためにれのために、、、、観光協観光協観光協観光協会会会会やややや商工商工商工商工会会会会などがなどがなどがなどが連連連連携携携携してしてしてして多多多多様様様様なななな観光観光観光観光交交交交流流流流資源資源資源資源をををを    

そのニーズにそのニーズにそのニーズにそのニーズに応応応応じじじじてててて案案案案内内内内、、、、ココココーーーーディディディディネネネネートできるートできるートできるートできる「「「「語語語語りりりり部部部部などまちなどまちなどまちなどまち案案案案内内内内ができるができるができるができる人人人人」」」」のののの養養養養成成成成をををを図図図図りりりり、、、、        

交交交交流人口流人口流人口流人口のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを増増増増ややややすものとしますすものとしますすものとしますすものとします。。。。またまたまたまた、、、、観光観光観光観光交交交交流人口流人口流人口流人口のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先としてとしてとしてとして、、、、農業農業農業農業、、、、        

食食食食、、、、アアアアウウウウトトトトドドドドアアアア、、、、歴史歴史歴史歴史・・・・文文文文化化化化それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの部門部門部門部門がががが連連連連携携携携してしてしてして受受受受けけけけ入入入入れれれれ方方方方法法法法などをなどをなどをなどを協協協協議議議議しししし、、、、観光観光観光観光交交交交流流流流        

客客客客のののの増加増加増加増加にににに対応対応対応対応できるできるできるできる体体体体制制制制づくりのづくりのづくりのづくりの支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

●●●●目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されたされたされたされた姿姿姿姿    

 農業農業農業農業をををを主主主主とするとするとするとする地域地域地域地域資源活資源活資源活資源活用用用用型型型型のののの観光観光観光観光交交交交流地域流地域流地域流地域としてとしてとしてとして、、、、様々様々様々様々なななな観光観光観光観光交交交交流流流流客客客客のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制
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がががが整整整整いいいい、、、、市市市市内内内内にににに多多多多くのくのくのくの観光観光観光観光交交交交流流流流客客客客がががが訪訪訪訪れていますれていますれていますれています。。。。    

●●●●目標実現目標実現目標実現目標実現のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みみみみ    

取取取取りりりり組組組組みみみみ方針方針方針方針    取取取取りりりり組組組組みみみみ事業事業事業事業    

■■■■観光観光観光観光交交交交流人口流人口流人口流人口受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制のののの整整整整備備備備    

観光観光観光観光交交交交流流流流客客客客をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる地域地域地域地域資源資源資源資源としてとしてとしてとして重重重重要要要要なななな、、、、農業農業農業農業およおよおよおよ

びびびび農産農産農産農産物物物物加加加加工工工工、、、、販販販販売売売売等等等等のののの施施施施設設設設、、、、歴史歴史歴史歴史文文文文化的化的化的化的なななな施施施施設設設設、、、、山山山山林林林林・・・・

河川等河川等河川等河川等アアアアウウウウトトトトドドドドアアアア関連地関連地関連地関連地区区区区、、、、飲食飲食飲食飲食やややや販販販販売売売売関連施関連施関連施関連施設設設設、、、、およびおよびおよびおよび宿宿宿宿

泊泊泊泊関連施関連施関連施関連施設設設設等等等等についてはについてはについてはについては、、、、観光観光観光観光交交交交流流流流客客客客受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれのノウハウノウハウノウハウノウハウをををを

高高高高めめめめ、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの施施施施設団設団設団設団体体体体がががが連連連連携携携携してしてしてして、、、、人人人人材育材育材育材育成成成成やややや受受受受けけけけ入入入入れれれれ

にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの共有共有共有共有をををを図図図図るものとしまするものとしまするものとしまするものとします。。。。    

観光協観光協観光協観光協会会会会事業事業事業事業    

観光施観光施観光施観光施設設設設管理運営管理運営管理運営管理運営事業事業事業事業    

    

■■■■観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲのののの推推推推進進進進    

観光観光観光観光交交交交流都市流都市流都市流都市としてとしてとしてとして多多多多くのくのくのくの人人人人をををを受受受受けけけけ入入入入れるためにれるためにれるためにれるために、、、、様々様々様々様々なメなメなメなメ

ディディディディアをアをアをアを通通通通してしてしてしてＰＲＰＲＰＲＰＲするとともにするとともにするとともにするとともに、、、、観光観光観光観光エエエエーーーージジジジェェェェントントントントやややや鉄道鉄道鉄道鉄道ババババスススス会社会社会社会社

ともともともとも連連連連携携携携をををを図図図図っていくものとしますっていくものとしますっていくものとしますっていくものとします。。。。    

観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業事業事業事業    

    

■■■■観光協観光協観光協観光協会会会会のののの運営運営運営運営体体体体制制制制のののの強化強化強化強化    

観光観光観光観光交交交交流流流流振興振興振興振興のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ窓窓窓窓口口口口のののの拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体

制制制制のののの整整整整備備備備やややや観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲなどなどなどなど様々様々様々様々なななな事業事業事業事業のののの企企企企画画画画ややややココココーーーーディディディディネネネネートをートをートをートを

するするするする核核核核となるとなるとなるとなる組組組組織織織織としてとしてとしてとして、、、、経経経経営営営営基盤基盤基盤基盤のののの強化強化強化強化やややや運営運営運営運営体体体体制制制制のののの強化強化強化強化

をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

観光協観光協観光協観光協会会会会事業事業事業事業    

    

●●●●成果指標成果指標成果指標成果指標    

指標指標指標指標    
現状値現状値現状値現状値    平成平成平成平成 26262626 年度年度年度年度    

目標値目標値目標値目標値    平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

年年年年間間間間観光観光観光観光客客客客数数数数    188188188188万人万人万人万人    224224224224万人万人万人万人    
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第第第第 5555 章章章章    産業振興産業振興産業振興産業振興をををを図図図図るためるためるためるため促進促進促進促進をををを図図図図ろうとするろうとするろうとするろうとする業種業種業種業種    

 

  本計画本計画本計画本計画によりによりによりにより、、、、産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため促進促進促進促進をををを図図図図ろろろろうとするうとするうとするうとする業業業業種種種種はははは、「、「、「、「製造製造製造製造業業業業」、「」、「」、「」、「卸売卸売卸売卸売業業業業、、、、小小小小

売売売売業業業業（（（（農産農産農産農産物物物物等等等等販販販販売売売売業業業業をををを含含含含むむむむ。。。。））））」、「」、「」、「」、「旅館旅館旅館旅館業業業業、、、、飲食飲食飲食飲食ササササーーーービビビビスススス業業業業」、「」、「」、「」、「情報情報情報情報ササササーーーービビビビスススス業等業等業等業等」」」」としまとしまとしまとしま

すすすす。。。。    

 

第第第第 6666 章章章章    産業振興及産業振興及産業振興及産業振興及びびびび事業活性化事業活性化事業活性化事業活性化のためののためののためののための取組取組取組取組／／／／役割分担役割分担役割分担役割分担    

 

（（（（１１１１））））和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県のののの取組取組取組取組／／／／役割役割役割役割        

○○○○租税特別措置租税特別措置租税特別措置租税特別措置のののの活用活用活用活用のののの促進促進促進促進    

 ・過疎過疎過疎過疎地域地域地域地域、、、、半島振興対半島振興対半島振興対半島振興対策策策策実施地域実施地域実施地域実施地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、不不不不動動動動産取産取産取産取得税得税得税得税及及及及びびびび事業事業事業事業税税税税のののの課税免除課税免除課税免除課税免除    

                やややや不不不不均均均均一一一一課税課税課税課税がされているがされているがされているがされている。。。。    

○○○○企業立地促進企業立地促進企業立地促進企業立地促進のののの活用活用活用活用のののの促進促進促進促進    

 ・企企企企業業業業立立立立地促進地促進地促進地促進法法法法にににに基基基基づくづくづくづく基本計画基本計画基本計画基本計画にににに設設設設定定定定されたされたされたされた集集集集積積積積区区区区域域域域においてにおいてにおいてにおいて、、、、税税税税のののの優遇措優遇措優遇措優遇措置置置置としとしとしとし    

        てててて、、、、不不不不動動動動産取産取産取産取得税得税得税得税のののの課税課税課税課税がががが免除免除免除免除されているされているされているされている。。。。    

    ・・・・近近近近畿畿畿畿圏圏圏圏都市都市都市都市開開開開発発発発区区区区域域域域においてにおいてにおいてにおいて、、、、不不不不動動動動産取産取産取産取得税得税得税得税及及及及びびびび事業事業事業事業税税税税のののの課税課税課税課税がががが免除免除免除免除されているされているされているされている。。。。    

○○○○設備投資設備投資設備投資設備投資・・・・雇用雇用雇用雇用促進促進促進促進・・・・産業育成産業育成産業育成産業育成のののの補助金等補助金等補助金等補助金等    

 ・県県県県ではではではでは、、、、ものづくりものづくりものづくりものづくり産業産業産業産業やややや情報等関連産業情報等関連産業情報等関連産業情報等関連産業がががが工工工工場場場場・・・・物物物物流施流施流施流施設設設設、、、、試験研究試験研究試験研究試験研究・・・・オオオオフフフフィィィィスススス施施施施設設設設    

        等等等等のののの設設設設備投備投備投備投資資資資かつかつかつかつ新新新新規雇用規雇用規雇用規雇用をををを行行行行うううう場場場場合合合合をををを交交交交付付付付要要要要件件件件としたとしたとしたとした補助補助補助補助金金金金制制制制度度度度がががが設置設置設置設置されていされていされていされてい    

        るるるる。。。。    

○○○○産業振興産業振興産業振興産業振興のためののためののためののための人材育成人材育成人材育成人材育成のためののためののためののための取組取組取組取組    

・県県県県内内内内産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県県県県内内内内のののの工業高工業高工業高工業高校校校校にににに産産産産学官学官学官学官のののの人人人人づくりづくりづくりづくりネネネネットットットットワワワワーーーーククククをををを構構構構築築築築しししし    

優秀優秀優秀優秀なななな人人人人材材材材をををを育育育育成成成成するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県外外外外にににに進進進進学学学学したしたしたした大大大大学学学学生生生生ののののＵＵＵＵターンターンターンターン就就就就職職職職をををを促進促進促進促進するなどするなどするなどするなど    

産業産業産業産業をををを支支支支えるえるえるえる人人人人材材材材のののの育育育育成成成成・・・・確確確確保保保保にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

    ・・・・技術講習技術講習技術講習技術講習会会会会、、、、研究研究研究研究会会会会のののの開開開開催催催催及及及及びびびび企企企企業人業人業人業人材材材材のののの育育育育成成成成受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを進進進進めてめてめてめていくとともにいくとともにいくとともにいくとともに大大大大学学学学    

        高高高高専専専専などとなどとなどとなどと連連連連携携携携してしてしてして地域地域地域地域のののの人人人人材育材育材育材育成成成成支援支援支援支援（（（（技術技術技術技術者者者者養養養養成成成成））））をををを進進進進めているめているめているめている。。。。    

    

    

（（（（２２２２））））紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの取組取組取組取組        

○○○○租税特別措置租税特別措置租税特別措置租税特別措置のののの活用活用活用活用のののの促進促進促進促進    

 ・建建建建物物物物・・・・付属付属付属付属設設設設備備備備、、、、構構構構築物築物築物築物、、、、機機機機械械械械・・・・装装装装置置置置にににに係係係係るるるる取取取取得得得得にににに対対対対しししし、、、、割増割増割増割増償却償却償却償却ができるようができるようができるようができるよう制制制制度度度度    
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        をををを整整整整備備備備するするするする。。。。    

    ・・・・租税租税租税租税特特特特別別別別措措措措置置置置をををを活活活活用用用用するようするようするようするよう商工商工商工商工会会会会などとなどとなどとなどと連連連連携携携携してしてしてして、、、、市市市市内内内内事業者事業者事業者事業者へへへへのののの周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るるるる。。。。    

○○○○固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの不均一課税不均一課税不均一課税不均一課税    

 ・・・・半島振興対半島振興対半島振興対半島振興対策策策策実施地域実施地域実施地域実施地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、固固固固定定定定資資資資産産産産税税税税のののの不不不不均均均均一一一一課税課税課税課税をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

○○○○固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの課税免除課税免除課税免除課税免除    

 ・企企企企業業業業立立立立地促進地促進地促進地促進法法法法にににに基基基基づきづきづきづき国国国国のののの同同同同意意意意をををを得得得得たたたた基本計画基本計画基本計画基本計画にににに設設設設定定定定されたされたされたされた集集集集積積積積区区区区域域域域においてにおいてにおいてにおいて、、、、固固固固    

        定定定定資資資資産産産産税税税税のののの課税免除課税免除課税免除課税免除をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

○○○○企業立地促進助成金制度企業立地促進助成金制度企業立地促進助成金制度企業立地促進助成金制度    

 ・市市市市におにおにおにおけけけけるるるる企企企企業業業業のののの立立立立地地地地とととと事業規模事業規模事業規模事業規模のののの拡拡拡拡大大大大をををを促進促進促進促進するためするためするためするため市市市市内内内内にににに工工工工場場場場をををを設置設置設置設置するするするする事業者事業者事業者事業者    

        にににに対対対対しししし必要必要必要必要なななな助助助助成成成成制制制制度度度度をををを講講講講じじじじ、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興とととと雇用雇用雇用雇用のののの促進促進促進促進をををを図図図図るるるる。。。。    

  ①①①①企企企企業業業業立立立立地促進地促進地促進地促進助助助助成金成金成金成金    ②②②②雇用促進雇用促進雇用促進雇用促進助助助助成金成金成金成金    ③③③③工工工工場設置場設置場設置場設置助助助助成金成金成金成金    

○○○○小企業資金利子補給金小企業資金利子補給金小企業資金利子補給金小企業資金利子補給金のののの交付交付交付交付（（（（紀紀紀紀のののの川市内川市内川市内川市内商工会商工会商工会商工会とのとのとのとの連携連携連携連携））））    

 ・本市商工業本市商工業本市商工業本市商工業のののの活活活活性化性化性化性化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、紀紀紀紀のののの川市川市川市川市のののの商工商工商工商工会会会会をををを通通通通じじじじてててて、、、、市市市市内内内内のののの小企小企小企小企業者業者業者業者でででで要要要要件件件件    

        をををを満満満満たしたたしたたしたたした者者者者にににに対対対対しししし、、、、支支支支払払払払ったったったった利利利利子子子子のののの 0.0.0.0.５５５５％％％％以内以内以内以内でででで３３３３万万万万円円円円をををを限限限限度度度度としてとしてとしてとして利利利利子子子子補給補給補給補給金金金金をををを交交交交付付付付しししし    

        ているているているている。。。。    

○○○○商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業    

 ・使使使使用期用期用期用期限限限限をををを 6666 ヵヵヵヵ月月月月にににに限限限限定定定定したプしたプしたプしたプレミレミレミレミアアアアムムムム付付付付商商商商品券品券品券品券をををを発行発行発行発行しししし、、、、低迷低迷低迷低迷するするするする商工業商工業商工業商工業のののの活活活活性化性化性化性化策策策策    

        としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、市市市市内全内全内全内全体体体体のののの消費均衡消費均衡消費均衡消費均衡をををを安安安安定的定的定的定的なものとしなものとしなものとしなものとし、、、、消費消費消費消費者者者者のののの購買購買購買購買をををを通通通通じじじじ、、、、大大大大きなきなきなきな経経経経    

        済済済済効効効効果果果果をををを図図図図るるるる。。。。    

○○○○中小企業信用保険法中小企業信用保険法中小企業信用保険法中小企業信用保険法にににに基基基基づくづくづくづく認定認定認定認定                

 ・取取取取引引引引先先先先等等等等のののの再再再再生手続等生手続等生手続等生手続等のののの申請申請申請申請やややや事業事業事業事業活動活動活動活動のののの制限制限制限制限、、、、災害災害災害災害、、、、取取取取引引引引金融機関金融機関金融機関金融機関のののの破綻破綻破綻破綻等等等等    

        によりによりによりにより経経経経営営営営のののの不不不不安安安安定定定定をををを生生生生じじじじているているているている中中中中小企小企小企小企業者業者業者業者についてについてについてについて、、、、保保保保証証証証のののの限限限限度度度度額額額額のののの別別別別枠枠枠枠化等化等化等化等をををを行行行行うううう制制制制    

        度度度度のののの認認認認定定定定作作作作業業業業のののの円円円円滑滑滑滑化化化化をををを図図図図るるるる。。。。    

○○○○各種団体各種団体各種団体各種団体へのへのへのへの補助金補助金補助金補助金のののの交付交付交付交付    

 ・本市本市本市本市のののの産業振興産業振興産業振興産業振興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、紀紀紀紀のののの川市川市川市川市内内内内２２２２商工商工商工商工会会会会、、、、紀紀紀紀のののの里里里里農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合、、、、紀紀紀紀のののの川市観川市観川市観川市観    

        光協光協光協光協会会会会をををを始始始始めとしためとしためとしためとした各各各各種種種種団団団団体体体体にににに補助補助補助補助金金金金をををを交交交交付付付付しているしているしているしている。。。。    

○○○○桃山特産桃山特産桃山特産桃山特産センターセンターセンターセンター農産物農産物農産物農産物のののの直売直売直売直売（（（（紀紀紀紀のののの里農業協同組合里農業協同組合里農業協同組合里農業協同組合とのとのとのとの連携連携連携連携））））    

 ・市市市市のののの施施施施設設設設であるであるであるである「「「「桃山特産桃山特産桃山特産桃山特産セセセセンターンターンターンター」」」」のののの運営運営運営運営をををを指定指定指定指定管理管理管理管理者者者者としてとしてとしてとして農協農協農協農協にににに委託委託委託委託しししし、、、、        

        直売直売直売直売所所所所のののの機機機機能能能能をををを持持持持たたたたせせせせることによりることによりることによりることにより、、、、農産農産農産農産物物物物のののの販販販販売売売売をををを促進促進促進促進するするするする。。。。    
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（（（（３３３３））））行政行政行政行政、、、、関係機関等関係機関等関係機関等関係機関等がががが連携連携連携連携してしてしてして取取取取りりりり組組組組むむむむ事項事項事項事項        取組事項取組事項取組事項取組事項 取組取組取組取組をををを行行行行うううう団体等団体等団体等団体等企業誘致促進事業企業誘致促進事業企業誘致促進事業企業誘致促進事業 市市市市立地企業連携事業立地企業連携事業立地企業連携事業立地企業連携事業 市市市市、、、、立地企業連絡協議会立地企業連絡協議会立地企業連絡協議会立地企業連絡協議会商工会補助事業商工会補助事業商工会補助事業商工会補助事業商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業商工会商品券補助事業小企業資金利子補給事業小企業資金利子補給事業小企業資金利子補給事業小企業資金利子補給事業商店街商店街商店街商店街のののの活性化支援事業活性化支援事業活性化支援事業活性化支援事業中小企業信用保険法中小企業信用保険法中小企業信用保険法中小企業信用保険法にににに基基基基づくづくづくづく認定認定認定認定就労雇用対策支援事業就労雇用対策支援事業就労雇用対策支援事業就労雇用対策支援事業 市市市市、、、、ハローワークハローワークハローワークハローワーク農業経営基盤強化促進偉業農業経営基盤強化促進偉業農業経営基盤強化促進偉業農業経営基盤強化促進偉業 市市市市、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里有害鳥獣外被害防止対策事業有害鳥獣外被害防止対策事業有害鳥獣外被害防止対策事業有害鳥獣外被害防止対策事業 市市市市、、、、猟友会猟友会猟友会猟友会農産物販売促進事業農産物販売促進事業農産物販売促進事業農産物販売促進事業 市市市市、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里、、、、商工会商工会商工会商工会、、、、観光協会観光協会観光協会観光協会環境保全型農業直接支援事業環境保全型農業直接支援事業環境保全型農業直接支援事業環境保全型農業直接支援事業 市市市市、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里、、、、環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業環境保全型農業グループグループグループグループ地産地消地産地消地産地消地産地消・・・・食育事業食育事業食育事業食育事業 市市市市、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里、、、、食育推進会議食育推進会議食育推進会議食育推進会議観光観光観光観光ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業事業事業事業 市市市市、、、、観光協会観光協会観光協会観光協会、、、、商工会商工会商工会商工会、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里観光協会事業観光協会事業観光協会事業観光協会事業 市市市市、、、、観光協会観光協会観光協会観光協会、、、、各各各各まつりまつりまつりまつり支援事業支援事業支援事業支援事業 市市市市、、、、各各各各まつりまつりまつりまつり実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ、ＪＡ紀紀紀紀のののの里里里里、、、、２２２２商工会商工会商工会商工会

市市市市、2、2、2、2商工会商工会商工会商工会、、、、市内金融機関市内金融機関市内金融機関市内金融機関

    

    

    

第第第第７７７７章章章章    計画計画計画計画のののの目標目標目標目標    

 

     本計画本計画本計画本計画におにおにおにおけけけけるるるる新新新新規規規規設設設設備投備投備投備投資資資資及及及及びびびび新新新新規雇用規雇用規雇用規雇用のののの目標数値目標数値目標数値目標数値はははは、、、、長期総合計画長期総合計画長期総合計画長期総合計画にににに基基基基づくづくづくづく成果成果成果成果

指標指標指標指標のののの平成平成平成平成 31313131年年年年度目標数値等度目標数値等度目標数値等度目標数値等をををを考考考考慮慮慮慮しししし、、、、業業業業種種種種別別別別にににに以以以以下下下下のとおりとのとおりとのとおりとのとおりとしますしますしますします。。。。        
（（（（１１１１））））製造業製造業製造業製造業    

        ①①①①新新新新規規規規設設設設備投備投備投備投資資資資件件件件数数数数                    ５５５５件件件件            

        ②②②②新新新新規雇用者数規雇用者数規雇用者数規雇用者数                        ３００３００３００３００人人人人    

    

（（（（２２２２））））卸売業卸売業卸売業卸売業、、、、小売業小売業小売業小売業（（（（農産物等販売業農産物等販売業農産物等販売業農産物等販売業をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）    

        ①①①①新新新新規規規規設設設設備備備備投投投投資資資資件件件件数数数数                １１１１００００件件件件            

        ②②②②新新新新規雇用者数規雇用者数規雇用者数規雇用者数                            ２０２０２０２０人人人人    

    

（（（（３３３３））））旅館業旅館業旅館業旅館業、、、、飲食飲食飲食飲食サービスサービスサービスサービス業業業業    
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        ①①①①新新新新規規規規設設設設備投備投備投備投資資資資件件件件数数数数                １１１１００００件件件件    

        ②②②②新新新新規雇用者数規雇用者数規雇用者数規雇用者数                            ５５５５００００人人人人    

        うちうちうちうち旅館旅館旅館旅館業業業業    

        ①①①①新新新新規規規規設設設設備投備投備投備投資資資資件件件件数数数数                １１１１件件件件    

        ②②②②新新新新規雇用者数規雇用者数規雇用者数規雇用者数                            １１１１人人人人    

    

（（（（４４４４））））情報情報情報情報サービスサービスサービスサービス業等業等業等業等    

        ①①①①新新新新規規規規設設設設備投備投備投備投資資資資件件件件数数数数                ３３３３件件件件    

        ②②②②新新新新規雇用者数規雇用者数規雇用者数規雇用者数                        １１１１００００人人人人    

 

 

 

 


