
企業立地ガイド 
鳥取県湯梨浜町 

鳥取県 

湯梨浜町 

 倉吉駅 

 

 東京  5時間30分 

 大阪  3時間10分 

 岡山  3時間 

 博多  5時間 

 鳥取砂丘 

 コナン空港 

 東京  80分 

山陰自動車道 

はわいIC 

 大阪  3時間 

 神戸  2時間50分 

 岡山  2時間20分 

 広島  3時間30分 

 高松  3時間 

 山口  4時間50分 

約10分 約40分 約5分 

湯梨浜町は、鳥取県のほぼ
真ん中に位置し、町の中心
部近くを山陰自動車道が走
る交通条件を背景に、自然
豊かで良好な住宅環境が広
がっています。 

ゆ 

り 

は
ま 

湯梨浜町 

〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19番地1 

TEL：0858-35-3111 

https://www.yurihama.jp （旧北溟中学校跡地） 



湯梨浜町へようこそ 全力で応援します！ 

 湯梨浜町は、平成16年10月に羽合町・泊村・東郷町の3町村が合併して誕生。町名は、公募の後、町民の投

票により決定しました。 

 町の中心部には、「美しい日本のむら景観百選」にも選ばれた東郷池があり、その周辺には、国内最大級の中国

庭園「燕趙園」、国宝銅鏡筒が出土した伯耆国一宮「倭文神社」、国の重要文化財の埴輪が出た遺跡など、多く

の名所・旧跡があり、湖周では多くの人が、ウオーキング、グラウンド・ゴルフ、カヌー、テニス、釣り、足湯などをお楽し

みです。 

 また、町の特徴を生かしたグラウンド・ゴルフ発祥地大会、ハワイアンフェスティバル、ベテラン卓球大会、ONSENガ

ストロノミーウオーキング等の全国大会や各種イベントも多く、賑わいのある町です。 
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松崎駅 

倉吉駅 

泊駅 

はわいIC 

IR山陰本線 

山陰自動車道 

鳥取市 
倉吉市 米子市 

北溟中学校跡地 

東郷中学校跡地 

境港市 湯梨浜ではじめる。 
湯梨浜町は、鳥取県のほぼ中央に位置し、北は日本海、

東は県庁所在地の鳥取市、西は鳥取県中部の中核市

の倉吉市に面しています。 

山陰の大動脈である山陰自動車道が町内を横断し、

鳥取県の中部の交通の拠点となっています。 

空路やJRで東京、関西圏からのアクセスも良好です。  

湯梨浜町の基本データ 

16,649人 

6,418世帯 

人口 

世帯数 

面積 

77.94㎡ 

令和3年10月末日現在 

 近年は、地方創生を活用し、生涯活躍のまちづくり（レークサイドゆりはま4.2ha

等）、グラウンド・ゴルフの国際化による交流人口の拡大、積極的な移住・定住、

女性にスポットを当てた「ゆうゆう ゆりはま」による町の活性化などを展開しています。 

 この冊子は、今般、旧北溟中学校の移転により空地となった町有地（3.8ha）

の活用を図るため、利用提案の募集をするのに伴い、鳥取県への進出等をお考え

の企業等の皆さまに、湯梨浜町のご理解の一助にと作成したものです。 

 ご一読の上、利用提案についてご高配を賜りますようよろしくお願いいたします。 

湯梨浜町長 宮脇 正道 
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暮らしやすい環境 

移住に関するお手伝いします 

移住コーディネーター 

移住コーディネーターは、湯梨浜町への移住定住の最初の相談窓口です。

気になることをご相談ください。 

[相談窓口]0858-48-6210（湯梨浜まちづくり株式会社） 

特徴を生かした子育て環境 

こども園や学校ごとに特徴を生かした体験、地域の人たちとのふれ合いを通

じて子どもたちの豊かな人間性を育んでいます。 

 町立認定こども園：7園／私立保育園：2園 

 町立学校：小学校3校、中学校1校 

 私立学校：中学校・高等学校（中高一貫教育）1校 

医療体制 

町内には複数の医療機関があり、さらに隣接する倉吉市には総合病院が

あります。 

一般診療所：6医院（うち小児科2医院）／歯科医院：5医院 

住宅に対する補助 

町内で住宅を取得する場合などに支援制度があります。 

鳥取県外から移住して６か月以内の人で、５年以上定住することが条件

です。 

 移住定住者住宅支援事業補助金：最大200万円 

このほかに家賃補助や仲介手数料への支援制度などがあります。 

泊・東郷IC 



企業立地を強力に支援 

工場などの新設・増設をバックアップ 

企業立地に関する支援制度 
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要件 補助メニュー 上限（限度額） 

常用労働者 

3人純増 

 

投資額 

3,000万円以上 

 

雇用維持 

または 

付加価値増 

町 

①固定資産（土地・建物・設備）の投資額×10% 

②リース・賃借料×25%（初年度のみ） 

③少額資産の投資額×10% 

④IJUターン人材確保の経費×25% 

県 

①固定資産（土地・建物・設備）の投資額×10% 

②リース・賃借料×50%（初年度のみ） 

③少額資産の投資額×10% 

④IJUターン人材確保の経費×50% 

5,000万円 

5億円 

※1 投資額は固定資産への投資とリース・賃借料（5年分）の合計額です。 

※2 少額資産は20万円未満の資産が対象です。 

※3 ③と④の合計額は固定資産＋賃借料の5%が上限です。 

※4 付加価値は（営業利益＋人件費＋減価償却費）の合計で算出し、その増加率は投資完了後1年間の伸び率で算出します。 

企業立地促進奨励金 新設した施設・設備の固定資産税の納税額の一部を補助します。 

要件 補助メニュー 上限（限度額） 

投資額 

3,000万円以上 
町 固定資産税の納税額×50%を3年度分 1,000万円/年 

※ 雇用される常用労働者数に応じて補助率が変動します。 

雇用に関する支援制度 

雇用促進奨励金 一定要件の町内在住者を継続雇用した事業者に奨励金を交付します。 

要件 補助メニュー 上限（人数） 

町内在住者を
継続雇用 

町 1人あたり5万円または20万円 10人/1事業者 

※ シニア世代（55歳以上の人）、子育て女性（18歳までの子どもがいる女性）、就職氷河期世代（昭和45年4月2日から昭和60年

4月1日までに生まれた人）に該当する町内在住者を、6カ月間継続して雇用することが必要です。 

豊かな自然がつくるまちの誇り 
湯梨浜町は、まちの中央に位置する東郷池から湧き出る温泉の「湯」、全国でも知名度の

高い特産の二十世紀「梨」、そして日本海に面した白い砂「浜」から名付けられました。 

この名前が示すように多くの自然に囲まれた湯梨浜町には、全国に誇れる資源が数多くあり

ます。 
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広々と続く白い砂浜と 

青い海 

大地、湖と海が 

はぐくむ味覚 

湯けむり漂う 

東郷湖畔 

多彩な 

アクティビティ 

湖畔の温泉旅館の露天風呂は、まるで湖と

一体化したようなお風呂を楽しむことができま

す。湯船につかりながらの絶景をどうぞ。 

甘い果汁をたっぷり蓄えたみずみずしい二十

世紀梨をはじめ、ブドウ、メロン、イチゴのほか

シジミや海産物など味覚の宝庫です。 

どこまでも続く青い海、太陽の光にきらめく白い

砂浜のコントラストがきれいな、その名も「ハワ

イビーチ」。海に沈む夕日も格別です。 

愛好者数360万人といわれるグラウンド・ゴルフ

の発祥地です。ウオーキングや東郷池でのレイ

クアクティブも人気を集めています。 
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企業用地（旧北溟中学校跡地） 

こども園建設予定地 
約8,800㎡（予定） 

町立体育館 

はわいIC 

山陰自動車道 

国道179号 

国道179号バイパス 

（予定） 

山陰自動車道はわいICから車で

5分と交通利便性が高い場所で

す。また鳥取県中部の中核市の

倉吉市に隣接し、国道179号を

中心に商業施設、住宅地、公

共施設、学校施設、病院や銀

行などが集まっています。 

今後、山陰自動車道はわいIC

に接続するバイパスの工事が予

定され、ますます交通利便性が

高くなることが期待されます。 

湯梨浜町の企業用地をご紹介します。学校跡地で、優れた交通アクセスが特徴です。 

所在地 

• 湯梨浜町大字田後745番ほか（旧北溟中学校跡地） 

利用可能面積 約34,427㎡ 

• 湯梨浜町はわい長瀬836番1ほか（旧羽合体育館跡地） 

利用可能面積 約1,970㎡ 

土地の使用方法 
売買または賃貸借 

※賃貸借の場合の貸付期間は最長40年間 

売買基準価格 

• 旧北溟中学校跡地（町立体育館、こども園建設予定地は除

く）＝364,926,200円 

• 旧羽合体育館跡地＝20,882,000円 ※㎡単価10,600円 

貸付基準価格 

• 旧北溟中学校跡地（町立体育館、こども園建設予定地は除

く）＝16,914,123円 ※㎡単価 年額491円 

• 旧羽合体育館跡地＝1,075,031円 ※㎡単価 年額546円 

都市計画による

制限 
都市計画区域内 非線引き 

接道状況 
• 町道 北溟中学校東線 幅員6.5m 

• 町道 北溟中学校天神橋線 幅員 9.0m 

災害危険度 洪水想定浸水深 0～0.5m未満 

土地の傾斜 平地 

土壌汚染 中学校として利用する以前に工場等が立地していた経緯はなし 

アクセス 

• 国道179号（県道羽合東伯線との重用区間）「北溟中学校

前（バス停）」を西へ約200m 

• 山陰自動車道はわいICから約2.0km 

※令和8年度供用開始を目指して現在、国道179号バイパス整備

が進められ、その開通後には山陰自動車道はわいICから車で5分 

旧北溟中学校跡地 旧羽合体育館跡地 


