
1 
 

第１回倉吉市総合戦略推進委員会 議事要旨 

 

               日時：平成 28 年７月 28 日（木）10：00～12：00 

        場所：大会議室（市役所本庁舎３階）      

【資料】 

資料１ 委員名簿 

資料２ 倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（倉吉市未来いきいき総合戦略） 

資料３ 倉吉市の人口動向（平成 27 年） 

資料４ 平成 27 年度総合戦略評価一覧 

資料５ 平成 27 年度交付金（地方創生先行型交付金）を活用して実施した事業の効果検証 

資料６ 平成 28 年度総合戦略推進に向けた主な取組・事業 

 

１ 開会 

※出席者：福井委員、中山委員、山脇委員、桑原委員、荒瀧委員、山下委員、吉田圭委員、吉田孝

委員、田村委員、栗原委員、加藤委員、安田委員、名越委員、竹尾委員、山本委員、

尾崎委員、岩世委員、川村委員、田中委員、倉繁委員 

 欠席者：多田委員、松田委員、廣谷委員、桑垣委員、大江委員、石村委員、山田委員 

 

２ 倉吉市の人口動向について 

 資料３について、総合政策課から説明を行った。 

 

３ 倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略 進捗状況について 

資料４～６について、総合政策課から説明を行った。 

 

４ 意見交換 

田村委員 資料４の中でＣやＤの評価がある中、資料６の平成28年度取組・事業にあが

っていない項目があるが、評価に基づいて本年度の取組・事業を考えたのでは

ないのか。 

毛利室長  資料６の平成28年度取組・事業は、資料４の評価が反映されているものでは

ない。 

平成27年度の評価については、今年度になってからまとまったものであり、

平成28年度の取組・事業については、当初予算要求の関係で去年の秋から冬に

かけて計画した事業。進捗状況によって反映されてくるのは、平成29年度から。

田村委員  交付金の活用について、資料５のうち平成28年度も継続して交付金を申請し

て事業を行っているもの、行っていないものがあれば教えてほしい。 

毛利室長 国の交付金は、平成 27 年度は倉吉の人口規模に応じて配分されていたため、

細かい事業ができた。今年度の交付金は、事業提案により採択されるものであ
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るため、平成 27 年度のように細かい事業に交付金をあてることはできない。 

ただし、資料５にある事業は今年度も継続している。 

田村委員 平成 27 年度の事業評価を受けて、平成 29 年度ではなく、今年度の事業に盛

り込むことは可能なのか。 

岩本企画振興

部長 

資料４の指標については、基本的には単年度で終わるものではなく、今後５

年間でどうあげていくかの目標であり、そのためにそれぞれの事業を行うこと

で目標値に近づけていくものであるため継続していくもの。 

資料５については、交付金を活用したもので、国が評価を求めており、ここ

に記載のある事業だけを行ったということではない。 

資料６についても、主な事業であり、これ以外の事業はやっていないという

ことではない。これらの事業をやっていきながら、資料４の評価を上げること

につなげていきたいと考えている。 

冒頭の説明で、平成 29 年度予算に向けてとお願いしたが、こちらが考えてい

るのは、Ｃ，Ｄ評価のものは考え方を抜本的に変えていかないといけないこと

も含めて手を打つ必要があると考えている。そうなると平成 29 年度から新たな

予算措置が必要となると考えている。 

ただ、今年度は何もしないということではなく、今年度後半から今あるやり

方で変えていけるものがあれば取り入れていく。 

田村委員 資料４「経営相談による改善事業数」について、平成 27 年度はよろず支援で

お世話をいただき相談件数が増えていたと思うが、今年度この事業をどうして

いくのか明記がないため不安に感じている。 

田中産業環境

部長 

平成 28 年度については、よろず支援と連携と、ｆ-Ｂｉｚについても何らか

の相談体制をとりたいと考えている。 

ただし、事業はずっと継続するわけではなく、目標を達成するためにどんな

事業をやるかが大事である。効果があれば継続・拡大していくが、効果がなけ

れば事業を変えていくこととなる。 

今回はＢ評価であるが、継続するのか変えていくのかを平成29年度に向けて、

検討していく。 

川村委員 ＫＰＩを設定されているが、ＫＰＩがあればＫＧＩもあると考えられるが、

総合戦略の中では、「目標」がＫＧＩにあたるとの理解でよいか。 

毛利室長 「目標」がＫＧＩとなる。ただし、すべての項目にＫＧＩが設定されている

わけではなく、「特にこの部分は」というところに目標設定をしている。 

川村委員 ＫＰＩはＫＧＩを達成するための細かい項目であるため、Ｃ、Ｄ評価のつい

ているものについてＫＰＩごと見直すという論点はないのか。ＫＰＩを強引に

Ａ評価に持っていこうとすることに意味があるのかと思う。ＫＰＩにこだわら

ずに 終目標を達成するために見直していくことはできるのか。 

今の議論はＫＰＩの数値を上げていこうという話になっているように思う。 

毛利室長 ＫＰＩについては、確かに遅れているところを上げたい思いはある。 
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一方で目標値をすでに達成しているＫＰＩについては目標変更若しくは目標

値を上げることも必要である。ＫＰＩの達成が目標（ＫＧＩ）の達成にリンク

しているのかということも出てくると思われるため、ＫＰＩも含めて修正は可

能であるし、有効な項目があれば追加もしていく。 

吉田孝委員 Ｃ、Ｄ評価の項目について、もう少し分析を行い、具体的な改善策が必要と

思うが、市の考えを伺いたい。 

また、経営相談については、事業の継続が前提である。新規事業についても

同じ。そのために金融機関・支援機関等が継続して動向チェックを行っている

が、同様に行政機関も状況を把握しながら次の対応を考えることが大事。 

毛利室長 Ｃ、Ｄ評価の具体的な改善策について、現在は評価をし、現状のコメントを

書いたところであり、これから９月に向けて内部で検討していきながら、改善

策を提案させていただきたい。同様に委員の皆様からも策をいただけたらと考

えている。現段階では具体策まで考えられていないのが現状である。 

岩本企画振興

部長 

経営相談件数についても今後どのようなことが出来るか次回協議させていた

だく。 

倉繁委員 協議をしていると、ＫＰＩの達成状況はどうなのかというミクロの部分に話

がいってしまいがちだが、それが目的ではない。本当に倉吉がやらなければな

らない事業、結婚・子育ての部分に重点的に力を注ぐべき。 

来年度以降、倉吉が出来ていない部分に対して新しいことを打ち出していか

ないと倉吉がだめになってしまう。みんなの知恵を集めて編み出していかない

といけない。目標は変わってもいい。 

岩本企画振興

部長 

おっしゃるとおり。ただし、Ｃ、Ｄ評価のものが目標から外れたものという

ことではないため、この部分を分析し、今後の参考にさせていただきたい。 

一番弱いのは子育てに関する部分だが、その辺りどうしたら良いのか、ご意

見をいただきたい。 

竹尾委員 資料６にある放課後児童クラブ拡大事業について、現時点で一番問題視され

ているのは指導者がいないこと。スクールソーシャルワーカーについても、一

人で多くの生徒をみないといけない。専門的な人を配置するだけでなく、地域

ぐるみで動いていかないと問題は解決しない。地域にどう落とし込んでいくか

が重要。 

人の拡充については頭に入れておかないといけない。 

山本委員 本来であれば、中間チェックを行った上で、次年度事業を我々とともに考え

ていかないと、対策が遅れてしまう。次回以降の検討課題としてほしい。 

資料６の「中学校倉吉検定実施事業」とはどんなものなのか。 

岩本企画振興

部長 

どう次に活かしていくかは、おっしゃられたとおりである。本日の会議で取

っ掛かりをしていただければ。 

福井教育長 検定について、中学生向けに作成した「倉吉風土記」という冊子を活用し、

中学校を卒業するまでに知っておくべき内容の検定をやっていこうというも
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の。 

検定に向けては、生徒たちに地域を知らせる場面が必要。学校と地域が一緒

になりながら、子ども達を育てていくというシステムを構築していきたい。 

安田委員 資料４「新たな観光商品造成数」について、件数だけではかるのは違和感が

ある。 

岩本企画振興

部長 

今後協議させていただく。 

子育ての部分について、Ｃ評価が一番多くなっていて、市としてウィークポ

イントと捉えている。待機児童数など良い評価もあるにも関わらず、子どもが

なかなか出生せず、結果が出てきていない。 

この辺りについて、子育て世代の委員の方で何かあれば教えていただきたい。

荒瀧委員 私自身は、子育て施策について良くやってくださっている印象があるため、

ウィークポイントと言われることに違和感がある。 

桑原委員 私はＩターンで夫、子どもの３人で移住してきた。倉吉だけの問題ではない

が、やはり産婦人科が少なく、安心して子どもを産める場所がないと感じる。 

移住者は必ずしも赤ちゃんを連れてくるとは限らず、３、４歳の子どもと一

緒に移住する人もいる。その人たちが保育園・幼稚園を決めるまでの時間が孤

独になってしまうのではないか。いま住んでいる母親達でサポートできること

があれば良いと思う。 

山下委員 子育て支援センターは有り難い場所だったが、保育園に行ってしまうと親同

士のつながりはどんどん減っていく。 

兄弟の年代が違うと特に、土日に子どもを連れて行く場所が無いのが残念。 

市が行っている支援は有り難い。その中で子どもの出生率が伸びないのは親

がここで産みたいと思わないのではないかと思うので、親と子の交流の場所が

出来たらいい。 

放課後児童クラブの人手不足は実感している。指導員に特別な資格が必要な

いのであれば、おじいちゃんおばあちゃん世代など家にいる人たちに協力して

もらったらどうか。 

山脇委員 倉吉市の子育て世代への施策は充実している。しかし、子育てに不安を持っ

ている人が多いのは、何に不安を持っているのか突き止めて、その不安に対す

る的確な情報提供が出来ていないことがあるのではないか。情報提供の有り方

の検討を。 

出生率は、経済的理由で２人目３人目をためらう人が多いと思う。中部圏域

の賃金の低さと女性の働きにくさが大きい。働きたい人と職場のニーズがマッ

チング出来ていない。保育所に子どもを預けた母親が働きやすいマッチングを。

ハローワークより細かく相談・マッチングできる場があれば。 

２人目がほしいと思える環境と、地域が子ども達を見守っていく環境が必要。

保育所の統廃合も検討されているようだが、園児は地域で育てるという考えの

もとに考えていただきたい。 
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岩本企画振興

部長 

働く人と企業のミスマッチや伝え方について、次回以降掘り下げていけたら。

具体的な策があればご提案いただきたい。 

岩世委員 資料６を見ると、平成 28 年度事業に女性の活躍や女性に対するバックアップ

に関する事業が入っていないと感じる。市民のやってほしいことと、市のやり

たいことのズレが現れているのではないか。この部分は外さないよう考え直し

てほしい。 

情報発信については、長らく言われていることだが、市ＨＰはとても見にく

く、使いにくい、探しにくい。ぜひ改善してほしい。 

岩本企画振興

部長 

ＨＰに関しては、早急に検討する。 

福井委員 移住については、良い推移できているように思う。東洋経済が発表したラン

キングの中で「安心度」が３年連続１位であることと、移住希望者と地域のフ

ィルター役となるアドバイザー等が行政と上手くマッチしていることは、県内

でも誇るべき点である。 

さらに促進するために、移住者など外部の人に倉吉の評価を発信してもらう

ことで、さらなる飛躍に繋がるのではないか。 

名越委員 倉吉は情報発信が上手くないと感じている。変化が速い状況に対応して行政

は発信していかないといけない。 

県は迅速に対応している。情報発信は体制ができていないと対応できない。

県はすでに体制が出来上がっているため、すぐに対応が出来る。 

観光について、交流人口を増やすことは定住人口を増やすことに繋がる。 

現在、倉吉市も観光ビジョンを策定中だが、国も「明日の日本を支える観光

ビジョン」を策定した。鳥取県と島根県も「山陰インバウンド機構」を設立し

ており、観光分野は大きなうねりが生まれている。中部の中心である倉吉市の

観光ビジョンを早急に作成し対応していってほしい。 

田中委員 まちの保健室は地域に根付いてきていると感じている。目標に掲げている 13

地区での開催についても、来年度には形を変えて実現できるのではないか。 

資料４では、「地元大学生の地域イベント参加回数」は現状が 15 回となって

いるが、学生はたくさん地域に出ており、ボランティアにもたくさん参加して

いる。 

中山委員 働く場の確保のためには、企業誘致と地元企業が元気であることが大事。地

元企業は年月が経つと規模を縮小したりすることもあるため、入れ替わりも必

要になってくる。そうなると創業する方、起業される方をいかに見つけ、支援

していくかが重要となってくる。地域の活性化のためには新しい事業をされる

方を、市としていかに活用していくかが大事。 

田村委員 健診受診率が低いことは全国で問題になっている。市からも案内は来るのに

なぜ受診しないのか考えると、個人経営や小規模事業者など仕事の影響もある。

創業する人が増えていくことを理想としながら、一方で健診受診がもれている。
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こういった現状を救い上げる何かを産業からもプッシュできるような政策は出

来ないか。 

岩本企画振興

部長 

健診受診率については、資料４でもＤ評価となっており、倉吉市の課題であ

る。ぜひ皆さんと一緒に考えていけたらと思う。 

加藤委員 関金温泉は廃業が多く、観光資源としての機能を果たしていない現状がある。

かなりの資金も必要となるが、活性化を図るため力を入れていただきたい。 

岩本企画振興

部長 

何年来の継続の課題であるため、地域の方と一緒になって検討していきたい。

吉田圭委員 出生率について、働きにくさと賃金の低さが課題との意見が出ていたが、企

業経営者ももっと真剣に考えていかないと、自分自身の企業もだめになるし、

地域もだめになってしまう。 

戦後は食べ物のない大変な時代であったが、行政の支援の有無に関わらず子

どもを産んで育ててきた。自分が結婚したい、子どもを産みたいと思える地域

づくりを忘れてはいけない。 

安田委員 子育て支援については、子どもを産んでからのことの比重が大きいと感じる。

不妊治療をする方も多いため、妊娠段階での行政支援があるべき。 

資料６に「妊娠出産包括支援事業」とあるが、もっと金銭的なサポートを増

やすことも必要。 

福井委員 内に対する発信も必要。倉吉は自治会の活動が活発な地域である。市報や地

区の会報等で、この推進委員会の様子を共有するような発信の仕方があってほ

しい。 

竹尾委員 今回の会議は、以前のように部会に分かれるのではなく、全体で会議を行う

のか。 

毛利室長 その予定。 

桑原委員 学生向けシェアハウスとは別に、さまざまな世代の方が集まって話をできる

ゲストハウスのようなものが出来たら良いと思う。今はＨＰやフェイスブック

で多くの情報が得られるが、興味のある人しか目を通さない。人と人とが話す

ことでさまざまな情報を一度に得られるゲストハウスを倉吉に作ってほしい。 

岩本企画振興

部長 

本日いただいたご意見は、市でもしっかり検討していく。また、皆さんから

も具体的な策があればご意見をまとめていただき、ご提案いただきたい。 

次回は９月中～下旬開催予定。そこで課題に対して具体的な案がでてきて、

それをつめていき、冬（来年度予算 終段階）までに仕上げていく流れ。当然、

出来ることはすぐにやっていく。 

今後、効果的・効率的なやり方を考えた時に、前回のように分かれて会議を

行うこともあるかもしれないし、会議の持ち方自体の検討を行う必要も出てく

るかもしれないが、次回は本日のように全体での会議とさせていただく。 

以上 


