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（第２回 人の活躍部会） 

倉吉市未来いきいき総合戦略検討会議 

第２回 人の活躍部会 議事要旨 

 

日時：平成27年6月3日午後13時30分～ 

場所：議会会議室（市役所本庁舎３階） 

 

１ 開会 

※出席者：竹尾委員、山根委員、尾崎委員、桑垣委員、岩世委員、杉本委員、山田委員 

 欠席者：なし 

 

２ 各部会での検討・協議について 

向井部会長 第２回の人の活躍部会を始める。 

前回は、時間のない中で各委員に意見を出して頂いた。概ね、以下の内容だった。 

 

・ 山根委員 ：将来この地域を支える子どもたちの教育が重要である。地域の豊か

な食材を、おいしい地元の食を体験させることが必要である。 

・ 竹尾委員 ：子供たちや若い世代が魅力ある倉吉を感じてくれることが大事。 

・ 岩世委員 ：女性のマインドアップが武器になること。 

・ 杉本委員 ：親が楽しく過ごせる環境を作ること、ソーシャルスクールワーカー

による顔の見える環境の充実が必要。 

・ 山田委員 ：仕事と家庭の両立ができないため女性が輝けない。 

 

本日は、竹尾委員、桑垣委員から意見（ペーパー）を頂いた。これを説明して頂き

たい。 

桑垣委員  ＰＴＡの立場で、子供たちと話しながら意見をまとめた。 

 資料２について説明。 

 その後、参考写真を見せて追加説明 

 未来中心大屋根設置：岡山市での事例を紹介する。ジャブジャブ池が設置

されると楽しい 

 遊休地の市民農園：ライブ中継のシステムを説明 

 サービス付き若者向け専用住宅のイメージを説明 

 ＡＲのイメージを説明 

向井部会長 資料２の最後の「クラペディア」については、この部会が担当になると思う。この

ようなソフト事業はお金があまりかからないので進めやすい。 

竹尾委員 「竹尾委員からの提案（追加配布）」にて説明。 

①学生との意見交換会 

 我々の次の世代にどうバトンタッチしていくのかとの観点で進めている。 

 生徒にアンケートを取ってもらっているので、結果を提供する。 

 倉吉市は、食文化、観光資源によってまた来たいと思うまちである。 

 食と観光に特化して取り組むべきである。 
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 今の子供たちに食として何が必要か？倉吉の食材に目を向けず、スーパーの食材

で良いのか？食文化を活かしきれていない。 

②北条湯原道路の有効活用 

 蒜山高原の観光客（約35万人）を倉吉に引き込むことを考えるべきである。 

 沿線には関金温泉があり、ここには食と文化がある。農業を主体としたまちづく

りを進め、食に特化した学校を作ることを提案する。 

 良いものを食べてもらい、農産加工品を作り、ブランド化して全国に発信する。 

③若者定住 

 鳥取市には大阪からＩターンして、農業中心のＮＰＯを立ち上げた人がいる。こ

のＮＰＯについて若手農業家が集まってきている。倉吉市でも同じような取組は

できると思う。良いことは取り入れていく必要がある。 

④自然を生かしたリゾート開発 

 関金温泉を発信すること。温泉を活用したリゾート開発が考えられる。 

 来年ワールドトレードカンファレンスの日本初の誘致ができ、鳥取県として盛り

上がる。ウォーキング、サイクリングの充実は、現在の道路を今のまま使えば良

い。 

 韓国のチェジュ島も同様のリゾート開発をしている。倉吉市、関金地区の地形と

類似しているので、同様のリゾート開発がイメージできる。 

 以上、学生との意見交換から提案したが、一般市民からの意見として戦略に取り

入れてほしい。 

向井部会長 面白い提案を沢山して頂いた。学生との連携を図っていくという方向性は一致して

いる。 

山根委員  経済同友会で、中心市街地活性化の中で議論した。 

 これまでの親と子は、良い学校、良い大学、良い会社と進むことが幸せとしてい

た。これは錯覚していると言える。田舎に住んでいても良いと思えることはたく

さんある。 

 生まれた土地（倉吉）で良いと思えることは、一次産業の豊かさ、自然の豊かさ

である。そのように思う志の高い教育がされていない。 

 現在、円は125円／ドルとなっており、最高値の80円／ドルから大きく下がった。

このように円安で、日本に入る食料がなくなる可能性もある。そのため、一次産

業に従事し、世界に農産物を売っていこうとする人が大事である。 

 スーパーで売っている調味料はナショナルブランドのものばかりである。合理性

を追求した結果であるが、添加物に慣れてしまった市民が増えていることになる。 

 良いことと悪いことの教育ができていない。子どもの頃からの教育で、きちんと

した人間を育てていくことが大事である。 

尾崎委員  米子市の総合戦略では、米子市の地域特性を活かした施策をまとめようとしてい

る。 

 倉吉市らしさとは何かを言えば、重伝建地区、スポーツなどではないか。 

 自分たちのまちをどう発信していくか、倉吉市をどう広げていくか、そこに根付

いていくことを考えたい。倉吉市らしさを子供たちにも理解してもらえるような
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教育が必要である。食でも教育でも、倉吉市を打ち出すものが欲しいと思う。 

岩世委員  女性の中には、思慮深く考えて次のアクションを起こすことができない人が多い。

目の前の選択に迫られて、否応なくどちらかの方向を選ばなければならず、悪循

環を招いて、解決できないでいる人もいる。どういう生き方をすべきなのか、子

育てをするのに必要なこと、地域とどうなじんでいくか、というようなことを学

ぶ機会、教育が必要である。 

 これまで、女性が活躍するためにはというテーマが取り上げられている。それぞ

れの女性をみると、障がいを持つ子供を育てている人、一人親で育てている人、

女性として一人で生きようとする人などがおられ、女性の立場を捉えて対応して

いくことが必要である。行政からテーマを出すなど、学びの場を提供して、女性

のマインドアップを促してほしい。 

 子育ての分野で教育が進めば、女性は多分野に底力を見せてくれる。地域とのつ

ながりも大事であり、地域活用することに目を向けている若い人もいる。子育て

世代との情報交換をすると、倉吉市に住まうということに知恵がつきはじめてい

ると感じる。 

 アトピーやアレルギーの子を持つ女性の中には、地元の食材や調味料を調べて使

っている人が増えてきている。しかし、全ての人がそうではないので、地域の良

いものをどう拡げていくかが課題である。 

 クラペディアを整えて、情報を発信することも必要なのではないか。 

杉本委員  市が施策を進めることで成果は出ると思うが、その評価が必要である。評価をし

ながら、切る施策と充実する政策の判断をすることが必要だと思う。 

 倉吉にある良いものは何か？「食」かなと言う人がとても多い。良い「食」を聞

いたら県外にも行く人（女性）もいる。大阪出身の鳥取在住の社長が、単身で赴

任されたが、魚・野菜・果物など良いものがあるとの理由で、奥さんを来させた

例もある。 

 桑垣委員が提案されたＡＲやクラペディアなどを使って、倉吉の良い「食」を有

効に情報発信していけたら良いのではないかと思う。 

 「食」についてＪＡとタイアップしてイベントを行う、観光地としての「赤瓦」

を活用するため観光会社とタイアップするなど、連携して地域づくりを進めるこ

とでＵＩターンも進むのではないかと思う。私たち大人が「良いところに住んで

いる」という思いを子供たちに伝えることがとても大切である。そのためには、

学校教育や小さいころの子育ても重要視していかなければならない。 

 「赤瓦」があれば人が来るというのではなく、「赤瓦」に倉吉ならではのものがあ

ることで人が来るのだと思う。 

 昨年度芸術文化祭で、障がい者にやさしいまちということもＰＲしていくと、色

んな人が来て頂けると思う。 

山田委員  人がいかに生き生きと生活できるかが重要である。雇用されている人以外にも自

営の人や農家もあるが、自分の立場としては雇用労働者としての意見になる。 

 生活の中で女性は大変な思いをされている。倉吉市には「赤瓦」があり、ゆっく

りとした時間が流れるまちが良いとのことで来訪する人がいる。一方で、生活す
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る人は忙しいため弁当のおかずを電子レンジで作っているという現実がある。こ

のようなギャップがある。 

 是正していくには、ワークライフバランス（ＷＬＢ）が大事である。女性が活躍

したくても活躍できない状況にある。男性のＷＬＢに注目する必要がある。イキ

イキとしている会社は、雇用主が雇用者に感謝している。過度な競争があると鬱

を患う人が出てくる、助け合いができない職場になる。 

 市内の事業者には、「働き甲斐のある職場づくり」に取組んでもらいたい。県、労

働局、商工会議所、経営者団体と協議して、どうすればイキイキとした職場にな

るのかを考えてもらいたい。これが地域の活性化につながると思う。 

向井部会長 “倉吉の良いもの”について、市民が理解し、子供たちに伝えていく行動が必要で

ある。 

竹尾委員  大人が子どもを教えることは難しいと思う。今の子供たちから教育をしっかりす

ることで、大人になったときに倉吉を愛する人になって欲しい。今の大人を変え

ようとしても変えられない。真っ白な子供のときに倉吉を愛することを教えるこ

とで、成長した子供たちが地域を変えてくれると思う。 

 教育にお金をかけるという姿勢も大事である。 

学校教育課  英語教育ではタブレット端末の利用を進めている。ＩＴ技術を有効に使い、乗り

遅れないようにしている。また、ソーシャルワーカーの配置も行っている。 

 倉吉市教育振興基本計画では、「ふるさとへの誇りと愛着を」をテーマにしている。

小中学生のリーダーを集めたリーダー会議（よど屋）での研修や、菜の花プロジ

ェクト（市全域）、かぐや姫プロジェクト（西中エリア）を進めている。さらに、

成人式を実行委員会形式で、手作り成人式にしようとしている。 

 地道な取り組みは進めている。石破大臣が言われる先駆性のある取組みをどのよ

うにしていくのか苦慮している。 

 食育は、学校指定をして取り組んでいる。さらに施策をつなげていく取組みが必

要だと感じている。公共教育の課題として、学力テストがある。Ａ、Ｂの問題が

出題され、Ｂが活用能力を試す問題となる。高度成長期に大量生産に携わる人が

重視されてきたが、今はあらゆる情報から新しいものを生み出していく人材を作

らないと、倉吉の未来はないと思う。 

 このような実態を踏まえた上で、新しい提案をお願いしたい。 

学校給食セ

ンター 

 地産地消の学校給食を進めている。平成26年度の市の地産地消率は60％強である。

県内で生産されたもの、加工されたものは88％を占めており、ここ数年でかなり

伸びてきている。 

 献立を作る栄養士が、地産地消の重要性を子供たちに伝える活動をしている。全

てのクラスに入って実行している。倉吉における食の理解につなげていきたい。 

生涯学習課 環境が人をつくると考えて、これまでも施策を進めてきた。なぜ、倉吉から出っ放

しになる人が多いのか？長いスパンでの取組みを考える必要がある。これから100人が

倉吉に帰るために何をすべきなのか考えて頂きたい。 

竹尾委員  新しいことを好まないのが倉吉人であるともいえる。高校生からは、一人ずつ卒

業証書を受け取りたいという意見があった。新しい提案であったが、受け入れる
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ことにした。そのため来賓の挨拶を短くした。 

 高校生は情報処理能力が高いが、生かし切れていない。色々な意味で高校生から

教えられることも多い。良いものは継承しなければいけないが、変化に対応でき

る人間になることも必要である。新しいことは積極的に実行していくことが大事

である。 

 行政の提案を市民に投げかけて、ヒントを得るというやり方はどうか。 

 自分は、県外に行ったとき市役所を訪ねるようにしている。そこで得られる情報

を持ち帰っている。これらの情報を共有できるシステムを持つべきである。トッ

プダウンよりボトムアップで考えないと変えられないと思う。 

岩世委員 前回から、一人親家庭への支援について意見を述べている。このことを聞いてどの

ように感じられるか。 

子ども家庭

課 

 一人親家庭については、経済的支援、各種支援を現在行っている。実際の子育て

における支援もしている。一人親が資格をとることへの助成を行っている。資格

をとってから就労支援を行うこともやっている。 

 5年に1回アンケート調査を行い、要望を取り入れて施策を立てている。 

岩世委員 日々相談に来られる人の意見と、アンケートの意見は合っているのか。 

子ども家庭

課 

まず、経済的な支援、就労支援が要望されている。小さい子供を持つ家庭の子育て

支援の要望が多いと思う。意見は整合性している。 

岩世委員  一人親の場合、単発的に子どもを見てもらいたいというニーズがある。東京都で

はベビーシッターを派遣するなどの制度があり、働くお母さんを助けている。倉

吉に帰ってからは、他県では当たり前にやっていることが、倉吉市ではできてい

ないと感じることがある。これまでも、意見を言ってきたが取り上げてもらって

いないと思う。中にはお金をかけずにできる支援もある。 

 あまりにも、あるべき支援がないと、女性のモチベーションが下がってしまうと

思う。女性が困った状態になってからの支援ではなく、その前に支援の手を差し

伸べることが必要である。そのような支援が、市にあるかを伺いたい。 

子ども家庭

課 

必要な時に子供を預かるという要望に対しては、ファミリーサポートセンターで対

応している。子供を預かって欲しい人と支援ができる人の双方が会員になって、必要

な時に支援を行うことになっている。学校や塾の送り迎え、夜仕事で遅くなる時の対

応などの支援を行っている。また、鳥取県が母子会に委託して、支援が必要な人への

対応を行っている。これらの制度の周知がやや不足しているかもしれない。 

岩世委員  女性の自立と活躍に向けて様々な取組がある。女性は、親であり、主婦であり、

妻であるという多面的な顔を持っている。それらを両立していくことの大変さを

感じながら過ごしている。生活環境やとりまく状況が悪くなってからではなく、

色々学べる支援をして欲しい。自分で乗り越える力を身に着けるための情報提供

を進めてほしい。 

 ファミリーサポートセンターは、鳥取市で積極的に活動されている。シルバー人

材センターでの取組みもある。これについても積極的な情報発信をしてほしい。 

子ども家庭

課 

 女性全体に向けた講座も実施している。 

 市としても、女性の自立と活躍に向けて取り組んでいる。 
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山根委員 5月12日に財務省が、全国の小中学校の教育の削減提案をした。少子化に伴って学校

が縮小することに対応したものと思う。倉吉市には、何人教員が居られるのか。 

学校教育課  倉吉市市内には4,200～4,300人の児童・生徒がいる。 

 教員は、300～400人であると思う。 

山根委員  小中学校の教育を「公」がやらないといけないのは、義務教育だからだろうか。 

 民間ができることは、民間に機能を移していくべきである。 

 国と地方公共団体の人件費は、約40兆円である。このうち教員が15～20兆円を占

める。いくらかは民間にシフトさせてよいのではないか。 

 鳥取市で中高一貫校が開学したが、今年は、5人の採用枠に150人が応募した。 

 公も私も並立させていけば良いと思う。私立の学校では、受益者に負担を求める

ことで運営している。このことの重要性を認識してほしい。 

 総合戦略は、全ての事業をビジネスベースで考えることを求めている。ビジネス

として収支が伴う事業を中心にやっていこうという考え方だと思う。 

学校教育課  革新的な発言である。 

 国が小学校、中学校の1クラスの数を決めている。鳥取県では小学校は1クラス30

人、中学校は35人としている。これを従来の40人に戻せば、教員の数を減らすこ

とができる。教員の給与の1/3は国が負担し、2/3は県が負担している。県の教員

を市に赴任させてもらっている。 

 国は、地域を支える子どもを育てるために、コミュニティスクールを導入しよう

としている。倉吉市は、学校も地域を支える一つの組織と考え、「地域学校委員会」

を組織し、人事権のないコミュニティスクールを構築している。学校・地域・保

護者が一体となって子どもを育て、地域の後継ぎを育てる活動を、公教育の中で

行っている。 

 私立学校は、親が子息を入れて、私学が目指す教育を受けさせようとするが、公

教育の枠組みにならない。 

 色んな考え方があって良いと思う。その中でどう戦略を立てるかということにな

る。新たな発想があっても良いと思う。 

山根委員 高校教育を無料化しようとする考え方があるが、とんでもないと思う。ただより怖

いものはないということだ。日本のように教育が充実した国は少ない。他国では教育

を受けようと思っても受けられないところがたくさんある。教育を受けられることの

ありがたさについて認識すべきである。どのように子供たちに伝えるか、わからせる

かを考えたい。将来は、今の子供たちに倉吉市を支えてもらうことになる。 

学校教育課 発言された貧困の連鎖は倉吉の中にもあり、次の高等教育に進めない現状もある。

力があれば教育を受けられ、国、県、市を背負う人材に成長していけるという形を作

ることが求められる。一人親でも、親がいなくても、望めば教育が受けられるという

環境を作っていくことが重要である。 

山根委員  全国一律の教育であることが、地域性を活かせていない要因である。 

 私学には特待生制度があり、無償で教育を受けられる人がいる。全国一律の公教

育と比べて、評価できる制度である。 

岩世委員 高等教育の無償化は、親を亡くした学生人や、兄弟2人とも進学できない学生などが
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活用できる制度であり、あってとても良かったと感じている。 

山根委員 そこは、教育のセーフティネットとしてきちんとやるべきことである。対象として

は一握りのものである。全体的にみると、教育、福祉、医療などでお金が垂れ流し状

態になっていると思うので、そこには問題がある。  

山根委員  吉田松陰先生がいう、「志を説く」ことが大事だと感じている。 

 市内で事業経営をしている社長を講師として呼び、「志」を語ってもらう。礼儀作

法や書道などを教える。日本人として育って良かったと思い、地域に誇りを持つ

子供たちに育ってもらいたい。食、歴史、伝統を理解してほしい。 

 小鴨氏、南条氏など、倉吉で育った人がトップに立たず外で活躍している。里見

候は、倉吉に来て、倉吉で亡くなった人である。倉吉として、歴史的な人物で顕

彰する人がいないようなので、倉吉に対する自信と誇りが見えにくいのではない

か。 

学校教育課 倉吉市独自の教本を作成し、中学生の授業や生涯学習で利用している。倉吉市の風

土記や歴史、地理などを掲載している。子供たちが22歳～23歳のころに、外から帰っ

てこられる道を作ることが重要であると感じている 

山根委員 学校で教師が、生徒に対して「あなた方は、この地で生まれ育ったので、この地を

支える人になるべきだ」と言い続けるべきである。具体的な例をあげて伝えるべきで

ある。「この地域を将来ささえるのは君たちだ」と言い続けてほしい。 

毛利企画員 総合戦略において「教育」は必要である。学校教育の意見が多かったが、色々な段

階、カテゴリーで教育は重要である。学校教育以外のところで、教育は何ができるだ

ろうかという内容でのアイディアを出して頂くと、総合戦略につながりやすいと思う。 

杉本委員  発達障害をもつ子供に対するアメリカでの教育では、まずヘルプを教える。さら

に「私は必要です」ということを教える。なぜかと言えば、「私は○○がしたい。」

という自分の意思表示を行い、どちらの答えを選ぶかという意思をもって行動す

ることを学ばせることが大事だからである。正しいこと、正しくないことを教え

てもらいながら成長することがとても必要なことである。 

 しかし、私が知る例では、親の言うとおりに生きてきて、正しいことを選ぶとい

うことをしてこなかったという人がいて、ショックを受けたことがある。このこ

とは、障がいをもつ子供だけのことではなく、普通の子供にも当てはまる場合が

あると思う。 

 これからの子供たちを育てるのは今の親であるという観点を持つ必要がある。親

に対するペアレントトレーニングも必要である。子供に正しいこと、やってはい

けないことをきちんと教えられる親であることが求められる。教育現場だけでな

く、家庭でも必要なことである。 

岩世委員  おじいちゃん、おばあちゃんから教わることもたくさんある。倉吉の文化や歴史

などたくさんのことが含まれる。様々な立場の人が子供たちに伝えていくことが

大事である。 

 小学校の朝の時間の活用が進められていると聞いているが、いかがだろうか。 

学校教育課 朝読書の時間をとっている。このときに、地域の人に来てもらって話をして頂いて

いる。 
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岩世委員 そのような時間に、倉吉について話せる人に来てもらいたい。 

学校教育課 地域によって、そこに伝わる話や共同読本にある話があり、それらも含めて朝の時

間に子供たちに伝える取組みを行いたい。 

桑垣委員  地区の地元の協議会で、大人が子供たちに教える講義型の教室を行っている。 

 その中で、子供たちに「何ができるのか」という宿題を出している。子供たちに

19：30から集ってもらって、大人たちと一緒に「何ができるのか」ということを

考えてもらうことをしている。子供たちが感じたことを、子供たちの目線でプレ

ゼンをしてもらい、この地域をどうしていくかということを考えてもらう。その

延長で、将来帰ってきたいという思いが生まれると良いと思う。小学生、中学生

を集めて行った会を、1回だけではなく続けていこうと考えている。 

 自治公において、子供たちに関係あることについては、大人の会話に入ってもら

うようにしている。少しずつ地域コミュニティに慣れるようにしている。 

 小学校の卒業式に、証書をもらうときに一人一人に将来の夢を語ってもらった。 

 このような取組を進めている。 

尾崎委員 鳥取県建築士会で、防災に関する活動を行っている。災害時「自分の命は自分で守

る」という考え方をどう地域に浸透させるかを検討している。この勉強会の依頼を以

前は成徳小学校や湯梨浜町等で開催したが、今は県外からの勉強会の依頼が多い。 

鳥取短期大学の学生に、「自分の命は自分で守る」という防災教育を受けたことがあ

るかと尋ねると、小学校時に避難訓練でハンカチで口と鼻を押さえながら避難したこ

と、中・高校時代の記憶はあまりなかったと答えてくれた。短大の授業で防災DIGを通

して「自分の命は自分で守る」ということを知り、もっと早くやっておけば良かった

と感想が聞かれた。地域を振り返ってみると避難の仕方、避難経路などを理解してな

かったが、防災DIGで自分のまちを知ることが出来たと感想が得られた。 

小中学校のカリキュラムの時間に防災教育の時間がとりにくいこともあるが、私た

ちも地域に出ていき、防災教育を伝える。そのことで人と地域の理解が進むとよい。 

山田委員  若者の離職が課題となっている。本人の我慢が足りないということもあるが、働

く意義や意味を学ばずに社会に出ていると言われている。県の教育委員会も、社

会保険労務士会、労働者福祉協議会などで、若者の雇用・就職に関する教育に取

り組んでいる。競争ばかりではなく、仲間やチームとしてのつながりやチームワ

ークを学ぶことを重視している。 

 連合においても、出前教室を行い、働くことの意義、意味を教えている。チャン

スがあれば、我々としても若者の教育に取り組みたい。 

竹尾委員  小中学校のＰＴＡ会長を集めて意見交換会を行うための時間をしっかりとること

が必要である。ＰＴＡの大人だけでなく、生徒会執行部も呼んで意見を共有する

ことも大事である。 

 自治連で話されることはあると思うが、各自治公民館の館長と皆さんが意見交換

することはまずないと思う。しかしそのような意見交換会を行うことで、地域の

課題などが出てくると思う。地域の中にはいろいろな人がいるので、ヒントやき

っかけづくりになる。 

 ＰＴＡで講演会をしても、その内容で来る人、来ない人がいる。「倉吉を変えてい



9 

（第２回 人の活躍部会） 

こう」というテーマで意見を求めているというＰＲをするべきである。本部会の

委員に出ている私たちは、頭が固くなっている面もあるので、地域にいる人の意

見を聞く機会をもつことも大事である。 

 行政は、細やかな情報発信をされていると思う。しかし、市民は情報が必要な時

に取りに行こうとするので、どこに情報があるのかわからないケースがある。鳥

取県は情報発信、開示に関しては日本一である。人は人に押し付けられて教えら

れることは身につかないが、自分から勉強しようと思ったことは身に付く。その

ため、情報のあるところを知らせることが必要である。 

向井部会長 次回の検討部会は、7月1日の13時30分からとする。 

 


