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東本課長 
時間になりましたのでただいまより地域産業振興戦略会議を開催させていただきます。で

は石田市長からご挨拶をお願いたします。 

 

石田市長 

みなさんこんにちは。暑い中お忙しい中ご出席いただきまして大変ありがとうございまし

た。昨今の経済情勢がなかなか中国も安定しないようでわが国も一本調子でなかなか景気

の回復に繋がっていないような感じがしていますが今は我々地方創生の中盤の総合戦略づ

くりをしておりまして骨子を持って今 13地区の公民館を回って市民の皆さんのご意見を伺

っていますが、その中でも一番多いのは雇用の確保、若い人たちの雇用の場の確保、産業

振興というものに対するご意見が非常に多いような感じがしております。そういう面でも

この戦略会議での成果というものにも期待があるのだろうと思っております。今日 3 回目

の会議という事でございます。忌憚ないご意見を承りますようにお願い申し上げてご挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 

東本課長 

ありがとうございます。続きまして小野座長から挨拶とその後の進行を含めてよろしくお

願いします。 

 
小野座長 
皆さまお集まりいただきましてありがとうございます。本日は前回のここでの議論も踏ま

えましてまた市役所の方でもいろいろ検討していただいて前回の資料に更に書き込まれた

部分とデータや情報など新たに追加された部分もあろうかと思います。今日は 1 時間半の

会議という事で大変貴重な時間ですので皆さんご協力をよろしくお願いします。 
それでは進行に入らせていただきたいと思います。本日議題は地域産業振興ビジョンの見

直しという事で前回のここでの議論を踏まえて資料を用意していただいているという事で

ございます。事務局の方でご説明いただいてもよろしいでしょうか。 
 
東本課長 
それでは地域産業振興ビジョンの見直しについてですが本日は前回議論いただきました中

で出ました意見を整理させていただいております。まずはその説明と前回示させていただ

いた平成 30年度の目標に関する設定根拠も準備しておりますのでそちらの概要も説明させ

ていただきます。そしてそれらについて引き続きご意見をいただきたいと考えております。



なお、この見直しの議論につきましては今年の 2 月から進めてきております。今回の議論

をもちまして最終的な整理とさせていただきたいと考えておりまして、その後先ほど市長

の挨拶からもありました地方版総合戦略の取組みと方向性が示されますのでそのタイミン

グで次回の会の検討をしていくという流れで考えておりますのでよろしくお願いします。 
続きましてシートの説明になりますが、本日は資料 1 と資料 2 ということでご用意させて

いただいておりまして、まず資料 1 の 1 ページの雇用の創出と確保ということですがこち

らの方で出されていました意見を赤字で追記しております。まず 1 ページ目の上段の部分

ですが対象指標の数字の動きという事で意見がございました。確かに対象指標という事で

指標を設定しておりますので、数字の推移ということもこれから準備をするように考えて

おります。基本的にビジョンを通じて働きかける相手という事になりますので今後の実績

を示す中で数字の提示をする事を考えておりまして今回につきましては下段の 4 番の現状

把握のところに就業人口の状態という事を記入させていただいております。続きまして裏

面に入りまして 6 番の戦略達成のための施策ということでご意見がありましたのが環境・

エネルギー等新産業の育成ということになりますので環境課の方で説明させていただきま

す。 
 
前田課長 
前回の会議のときには木質バイオマスを本市においても取り組むべきではないかというご

意見をいただきました。かねてより木質バイオマス発電という事で研究を重ねてきている

ところですが、私達の方としましては事業化が可能かどうか、というような可能性に向け

て関係課を始め、事業者の皆さまと意見交換をして市内のポテンシャルについて調査、研

究を行っていきたいというように考えております。やはりここでは事業を行う企業の方と

掘り起こしながら事業化に向けていくという事が大事な事ではないかと考えております。

下段の方には太陽光発電事業という事で民間レベルでもだいぶ進んできております。農林

業の方でも進んできておりますけど、本市においては施設の屋根等の貸し出しを今年度は

公募しながら進めていきたいと考えておりますし、また土地所有者等々の意向把握につと

めて土地使用の情報提供の方を事業者の方に行って太陽光発電を行う事業者の掘り起こし

を行っていきたいと思っています。以上です。 
 
東本課長 
続きまして 7 番になります施策指標の推移ということで平成 30 年度までの目標を設定させ

ていただいております。こちらにつきましては資料 2 の 4 ページという事で示しておりま

すが中ほどのところにそれぞれの設定根拠の方を挙げております。基本的には現状維持と

いう事もありますし、例えば新規雇用者数という事につきましては鳥取県との連携、企業

立地促進事業の活用、企業訪問等々により新規立地に係る雇用増ということ、それから新

規雇用計画もございますのでそれらも含めた形で雇用数の方を設定しております。有効求



人倍率につきましては、今後無料職業紹介事業等の実施も考えておりますので、それらの

展開の中で現状維持というような設定をしております。続きまして、シートの 2 ページに

移らせていただきます。農商工連携による 6 次産業化の推進ということですが、こちらに

つきましては戦略の役割分担という事で 2 ページの中ほどに３ということで設定しており

ます。こちらの方に何点かご意見いただきました。6 次産業、農商工連携のみではなく異業

種や同業種による新産業の創出ということで市民、事業者の役割、それらを支援する行政

の役割ということ、民間事業者による積極的な商品開発として専門家によるアドバイジン

グチームの取組みというような事を進めてはどうかということがありましたので、役割の

中で追記させていただいております。それから商工会議所の方にものづくり支援特別部会

というのも設置されておりますのでそれらとの連携という項目を追記させていただいてお

ります。２ページの裏面になりますが、７番の施策指標の推移を設定しております。こち

らは資料 2 の 4 ページの下の段になっておりますが、地域ブランド商品数ということにお

きましては会議所との連携によって現状を把握しまして掘り起こし等をやりながら毎年２

商品ずつを目指していきたいという事で設定しております。それから商談会への参加とい

うことにつきましても先ほどの会議所のものづくり支援特別部会との連携も含めながら商

談会情報の提供や販路開拓の機会提供を行いながら増を目指していくというような設定に

しております。続きまして、3 枚目のシートになりましてにぎわい創出と観光業の振興です

がこちらにつきましても起業家を育成支援する取組みという事の中で、なかなか行政レベ

ルでは難しいということで民間のところでの役割というところに追記しておりますし、商

工会議所との連携の中でそういった経営指導を進めていく中で経営発達支援計画というも

のを制定されていますので、それに基づいた経営指導の取組みという事との連携を含めな

がら経営指導、経営相談の対応をしていくというような役割を入れております。 
続きまして 3 ページの裏面でございます。こちらは沢山意見をいただいておりまして 6 番

の戦略達成のための施策ですが新規開業等の事業者への支援の充実ということの中でもう

少し具体的な取組み方針を書いてほしいという事でしたのでここに記載させていただいて

おりますよろず支援拠点との連携ですとか、商工会連合会中部支部との連携、それから f-biz
の協力等によって経営指導、経営相談の充実をはかっていくという事、それから新規開業

に向けた新たな金融対策支援事業の検討実施を行っていくという内容を設定しております。 
 
山根課長 
続きまして観光交流課でございます。同じく 3 ページ目の 2 の戦略指標の推移ですが新た

に整備しました観光スポット、観光商品数、これにつきましては平成 30 年の数字しか前回

入れておりませんでした。入込客数、観光客宿泊数ということですが、観光スポットにつ

きましては現在把握しているもの観光商品数につきましてはこれまでは年間マックス 3 つ

ということを加えながら数字を入れているもの、または観光入込客数については中部の広

域観光ビジョンの目標数値というのを割り戻してそれぞれ年間で示しているというもので



ございます。続きまして裏面に移らせていただきます。6 番の戦略達成のための施策ですが

観光戦略に基づく観光情報の発信ということで前回は観光ＰＲの推進という事でしたが明

確に内容がイメージしやすい表現とさせていただいております。そして取組み方針につき

ましてもそれぞれ観光戦略に基づく観光情報の発信という形で観光戦略ビジョンの策定に

よるコンセプトの構築と情報発信、そしてホームページ等の多様なニーズに対応した新鮮

な観光情報の発信ですとか観光パンフレットによる情報発信ということで具体的な取組み

方針という事で入れさせていただきました。また観光資源の活用と受け入れ環境の整備に

つきましても同じような具体的な取組みがわかるような形でそれぞれ掲載させていただい

ているかたちになっております。また 7 番の施策指標の推移ですが、観光交流課分で言い

ますと 5 番目の観光協会等のホームページアクセス件数以下になります。これにつきまし

ても観光客の入込件数を表に 15％増ということですが、前回平成 30 年までの数値目標は出

していましたが年間で割り戻した形で示させていただいております。そして資料の 2 の推

移の根拠ですが前回の会でも申し上げましたが観光スポット、観光商品については現在進

行計画中のもの、また商品数につきましては年間最大３つを設定して目指しているものと

いうことで、イの観光入込客数、観光客宿泊数につきましては中部広域観光ビジョンの目

標数値という事で設定させていただいております。それ以下 7 の施策指標の推移と根拠と

につきましても基本的には広域観光ビジョンの入込数 15％増という事で件数を設定させて

言っていただいております。以上です。 
 
東本課長 
同じく 7 番の施策指標の推移の上から 4 つほど指標を設定しております。商店街等のにぎ

わいづくりという事で駅周辺商店、旧市街地商店を利用する人の満足度ということでこち

らは市民意識調査の方で内容を図っております。だいたい 30％を推移しておりますので今

後もこれまでの取組みを引き続き行うという事と更には消費喚起や事業者の販売意欲促進

に向けた取組みを検討実施する事の中で現状維持を図っていきたいと考えておりますし、

空き店舗率ですが、駅周辺と成徳地区周辺に分けておりますが、駅周辺につきましては既

存店舗の立地状況の把握というのが十分ではありませんのでまずはそこから取りかかる中

で情報を整理して提供をしていくというような取組みを進める中での改善、それから成徳

地区周辺につきましては現在の空き店舗活用の支援事業がありますし、チャレンジショッ

プの卒業生の新規出店に空き店舗の入店を進めていくというようなところから改善を図っ

ていくという事を考えております。最後に新規事業の立ち上げ件数ですがチャレンジショ

ップもそうですし、検討します金融対策支援事業を活用しながら微増ではありますが件数

の方を増やしていきたいと思っております。シートの方は以上です。 
 
小野座長 
ありがとうございました。ただいま 3 つの戦略シート全部についてご説明いただきました



ので今日は時間も限られていますから委員の皆さまご意見、ご質問も含めていかがでしょ

うか。 
 
油谷委員 
最後のにぎわい創出と観光業の振興のところですが、やはりこれから少子高齢化や人口減

少で人が減っていく中で、今外国人の誘客や観光客を増やしていくという事で動いている

と思いますが、それに対してどういう計画を練っているのか前回欠席したのでわからない

ですが、そういう施策というかビジョンというかそれに対してどういう風にしていくかと

いうところはこれだけを見るとはっきり言えない部分があって観光戦略、ビジョンの策定

とかいてありますがそこでもしかしたらこれからやっていくという話なのかもしれないで

すがやはり倉吉に限らずどこの町もそうですが外国人をどれだけ呼び込めるかということ

が今後の観光客の一つのポイントになると思います。そういう意味でここに施策として戦

略を反映させていく事は大事ではないかなと思います。ずいぶん前になりますが石田市長

のところに、今大和心というインバウンドのビジネスプラットフォームをやっている村山

という友人を僕が紹介して一度倉吉に来てもらった事があって、そのときに少し話をさせ

ていただいたかもしれないですが、彼も今テレビに出たり本を出したりして忙しいんです

が一度来たという事もあって例えばそういうものを作るのに協力してもいいよという話は

していまして 8 月くらいに来ないかという話はありましたがそれは流れてしまったんです

が、彼を呼んでもし必要であればそういうビジョン作成、インバウンドに関して話をして

もらうように出来ると思いますがそういうことも入れていってもいいんじゃないかと、い

や入れた方がいいと思います。海外という事についていうとこれは別に観光だけに限らず

他の 6 次産業もそうですし一番最初の素質という事は必ず関わってくると思いますが、山

本さんが経済の状況をバーにング現象と言われて下がっていくという過程の中で海外の市

場を捉えていくという事は当然必要だと思います。その中で海外に出て行って戦えるよう

な会社を作っていくとか育てていくとかそういうバルコスのような会社をもっと活躍して

もらうよう海外に力を入れていこうとしているときに集中的に応援していくということも

6 次産業というところも兼ねたその前の雇用創出というところになるのかその辺りをもう

少し明確に入れていいてもいいのでないかと思います。 
 
小野座長 
一通り挙げていただいてもよろしいかと思いますが。 
 
油谷委員 
先ほど既に 6 次産業というところと観光業の振興ではある程度戦略の役割分担とか行政の

役割というところで起業家や企業が専門家等によるアドバイジングチームを作っていくみ

たいな話が入ってきていますが 1 番の雇用の創出と確保のところにそれが入っていないの



がすごく違和感があって 6 番の戦略達成のための施策というところの企業立地の促進且つ

起業の促進にかいてあるところなんかでも新しい企業を応援していくような施策をもっと

盛り込んでいった方がいいと思います。あとは施策指標の推移ということで 7 番の雇用の

創出と確保の新規雇用者数ということでここ数年はいいですが平成 30年になってくるとか

なり淋しい感じになってくるのでこれはもっと増やしていくというイメージではないのか

なと思ったのですが、その辺りが少し気になりました。 
 
小野座長 
ありがとうございます。4 点ありましたので確認ですが、1 点目は外国人の観光客について

の対応をどうするかという事、2 番目は海外への進出というか海外へどう出ていくかという

話で、3 番目は 6 次産業化のところにアドバイジングチームというのがあったのですが、雇

用の方の戦略についてという事ですよね。 
 
油谷委員 
起業と誘致も含めてなんですが、結局何が言いたいかというと今どこの地域でも起業家を

増やしたり、企業の数を増やしたりと必ずやっていると思うんですね。そうなると人口も

限られますし取りあいになる、その時に倉吉としてどういうポジションを築くのかという

ことがすごく大事になってくると思いますが、例えば他が起業家をどんどん増やしたい、

そういう起業家がチャレンジできるような場所を提供する、例えばマーケティングでもテ

ストマーケティングでもセールスでも何でもいいですが事業も 0 からでも 1 からでも大き

くするような場所を倉吉に集中的に作るのも面白いんじゃないかと思っていて例えばそう

いう専門チームを置いておくとかあると思いますし、例えば倉吉から世界に行きやすいと

かでもいいですし、懸け橋になれるようなそういう場ですよとなった時に必要な人という

のはやはり見えてくるのでその時に専門家を置くというのは面白いなと思います。 
 
小野座長 
それが 3 点目ですね。 
 
油谷委員 
他にもいろんな役割が必要だと思っていましてそれについて前回欠席したので資料だけ置

いていきましたが、資金を提供する方ですとか人材を供給する方ですとか実際事業を起こ

していくという事に理想像を供給するとかいろいろと民間がやる事と行政がやる事がある

と思いますがそういうところでサポートできるやり方があるのではないかと思います。そ

れはどこを応援するかによって必要な人材は変わってくると思います。 
 
小野座長 



はい。4 点目は雇用の創出の 20 というのは数字が小さいということですね。 
それでは事務局の方お願いします。 
 
山根課長 
インバウンドについてですが前回の会で牧野委員から出ておりました国際観光推進インバ

ウンドについてということで現在梨の花、一市四町で国際観光プロモーション情報発信を

中心に取り組んでおります。昨年の宿泊者 1 万人が今この半年でそれに追いつこうという

勢いで多くの誘客がなされております。韓国、台湾、東南アジア、中国にもという事でご

ざいます。そういった中で観光ビジョンの中での役割としましては市町の観光協会の役割、

集約あり、そして各地域の観光資源の磨き上げと発掘、受け入れ、もてなし向上、という

ものがありますし広域観光梨の花におきましては市町の情報を一括にまとめそれを情報発

信、誘客に繋げるというような役割があります。ただ重要な案件やポイントにつきまして

は当然倉吉の観光商品を梨の花と一緒になって海外に売っていく、商品化を働きかけると

いうことも当然貴重になってきます。今後本市の観光ビジョンを策定する際にはその辺の

国際観光についての例えば梨の花、あるいは倉吉市観光協会との役割というものも入れな

がら明確にしていきたいと思っておりますしその際は是非アドバイスをいただければと考

えております。以上です。 
 
小野座長 
他の点についていかがでしょうか。 
 
東本課長 
3 点ほどございましたでしょうか。海外の販路につきましては山本社長のところはどんどん

進められておりますが、先般ジェトロとお話しさせていただきました。まず現状として倉

吉にある事業所を活用できていないという実態がありますのでそこはもう少し強化してい

きたいなと考えております。そこを使った形での海外への販路開拓というのは展開してい

きたいと考えております。それから雇用の創出の起業の促進というところで起業家の支援

という事は 3 枚目のシートには入れておりますがこれも 1 枚目のシートも起業を促進して

いくという事に関しては同じですのでここは再掲というかたちで事業展開を検討していき

たいと思っています。3 点目の雇用の数ですがこれは当該年度の数ですので累計で 30 年で

トータルとして 3 年計画でこれくらいを目指すというかたちに表現を変えます。これだと

上がったり下がったりで・・・ 
 
油谷委員 
この考えは純増という意味合いだと思うのですが。それにしてもちょっと少ないんじゃな

いかなと思います。人口の数自体を増やしていけないのかなと思いますが。 



東本課長 
シートの 1 枚目のところで 27 年度以降 1 社ずつというような設定になっておりますのでだ

いたい 1 社 10～20 かなというところで設定したというところになります。 
 
油谷委員 
だとしたらその数がもしかしたら少ないのかもしれないですね。その数でいいならいいと

思いますが、僕はまずいんじゃないかと思いますけどね。企業がどんどん増えていく町の

イメージが湧かないです。 
 
石田市長 
今まで誘致したものをベースで考えたらいいのではないか。 
 
油谷委員 
それはそうなんだろうなとは思いますが。もちろんそれはやるよってなかなかこう一気に

は進められないですがこれから企業の数が 100 とかになってくると非現実的だなと思いま

すがもう少しストレッチした動きがあってもいいかなと思います。 
 
小野座長 
今の点はどういう性格の目標値を設定するという基本に関わる事があるんですが理想的な

高い目標を考えてそれに近づけていこうというやり方をするのか、ある程度の作戦なりで

実現可能なものを設定してそれを達成していくというのと少し違うと思いますが・・・ 
 
油谷委員 
行政と民間とで進め方や計画の立て方の考え方の違いがあると思いますが、どちらかとい

うと企業側は利益を追求していかないとだめですし、規模を大きくしていこうという目標

があってそれに対してある程度ストレッチのある目標を置いたときにどうやって実現する

かで考えていくので今の現状から考えていくとこれは無理だろう、だからやらないという

発想ではないですよね。それが無理なら今の事業ではなくて新しい事業をやろうと。どう

やってそこのギャップを埋めるかという考え方をするのでそれがもしかしたら感覚の違い

なのかなという気はしますが、この数字は淋しいなと思ってます。今後改善でもいいです

がもう少しストレッチした計画があって、それに対してこうやっていこうというのがあっ

た方がいいかなと思います。 
 
東本課長 
わかりました。その下の有効求人倍率 1 というのも影響してくるのかなと思います。これ

まで倉吉の場合は有効求人倍率が 0.67 とか 0.7 という状況でしたので企業も逆に言うと人



を集めやすいという状況でという背景もありました。そこを 1 を目指すという事になりま

すと誘致の方も少し難しくなってくると思いますがいずれにしても誘致には取組んで参り

ますので、誘致の数、それに対する雇用の規模というのも、もう一度考えていきたいと思

います。 
 
小野座長 
ありがとうございます。油谷委員とりあえずよろしいですか。 
 
油谷委員 
有効求人倍率のところに関してこれは逆の発想ではないですが、どこかのエリアから人が

足りなくなるということは必ずあるじゃないですか。その時に例えばこの前の資料の中に

質を向上させるという施策もあってもいいのではないかと書かせていただいたのですが、

要は人がいなくても利益があげられるというのが何かの形で倉吉なら達成出来るという。 
イメージなんですが例えば 100 年後や 200 年後の将来は人間ではないロボットみたいなも

のが作業以外の事も肩代わりしていくような世界になると思いますが、例えば医療に新た

に導入していって高齢者が暮らしやすい町№１というところを活かして取組みをしていっ

て単に人で見るとそうかもしれないけど実際には労働生産性とか人の代わりになるものが

沢山あってなので倉吉に来ても安心ですよというような事が出来たら面白いと思います。

これは半分冗談みたいな話に聞こえるかもしれないですが割とまじめに考えてそういう時

代が日本に来ると思うので世界でもどんどん高齢化が進んでいるので逆にチャンスという

かそこを活かして人が在住しなくてもちゃんとしてサービスが提供出来るような時代が来

ると思うのでそういうものを何か取組んでいくこともいいのではないかと思います。 
 
小野座長 
ありがとうございます。ご提案というかコメントという事でよろしいですね。 
私から 1 点今の話の中で新規雇用の数というのは地方創生の総合戦略の中で同じような目

標を設定するようなことにはなってないんですか。 
 
岩本部長 
まだ設定はしていませんが、最終的には当然目標を設定していくつもりです。 
 
小野座長 
もしその場合には産業戦略の中での目標値とそちらとの関係というのは一致させることに

なるのですね。わかりました。 
 
山本委員 



今油谷さんの方からありましたが前回の会議で基本的には外部の力を使った方がスムーズ

にいくところは多々あるのではないでしょうかというお話はさせていただきましたが、今

回それに対して簡単な資料を作らせていただきました。今日は先ほどまで別の会議で牧野

さんなんかと一緒で会社の子につくらせたら違っている所が何個かあったのですがこの辺

は訂正しながらやっていきたいと思います。基本的に経済というのは僕の所管で言うと民

間が行う方がいいと思っています。絶対民間ベースでやるべきだろうと思っています。そ

れを行政がサポートするのが基本的にはいいという感覚でかいております。それとその中

でもう一つなぜ雇用が増えないのですかという話を油谷さんがされていましたが東本さん

からしたら根拠がないのかなという感じがしまして、逆に言うと非常に民間っぽい発想な

んですが根拠づくりだと思ってされたら一つの提案なんですが、倉吉市があってアドバイ

ザーチームがあって業務契約をするような形かなと思っております。そこのベースは別と

してまた何をするかというとまずインキュベーションとひと言で言いますが僕の中ではこ

んな感じかなと思っておりまして、一つはビジネスプランニングの成否、それに伴った商

品開発が出来るかどうか、これもパッケージングや原価計算も含めてです。もう一つは販

路開拓です。販路開拓Ｅコマース、Ｖコマース上に書いてあるものがＢtoＣというものに入

ります。直営店なんかもこれに入ります。通販、テレビ、紙媒体とか国内流通、これは卸

ですね。最後に海外流通というものが来るのですがこれは基本的にＢtoＢと言われるもので

す。それを支える広報というのがいると思いますが、これが宣伝、広報ですね。いろんな

テレビメディア、全国紙等々、それを一番支えるのが金融なのですがこれを投資と書いて

いますが金融の間違いです。直接金融と間接金融があると、直接金融に対してはクラウド

ファンディングやベンチャーキャピタル、間接金融に関しては銀行という形が主かなと思

います。裏を捲っていただくとイメージを書いてみましたが、実際どうすればいいのかな

と思ったのですがとりあえず物販型と次のページの装置産業型です。基本的には産業が上

手くいって雇用が上手くいく、更にそこに観光客が来るとなお且つその町の産業がよくな

るという形の繰り返しかなと思っていて一体型だと思っていますがまず３ページ目の観光

型というのは民間の力では非常に難しいかなと思っていましてなぜかというとこれこそ行

政の力がいるのかなと思っていまして、なぜかというと、装置産業というのは非常にコス

トがかかるという事がありましてこちらはあとで説明するとして物販型から入りたいと思

いますが２ページ目の裏になりますがいろいろ考えた結果ビジコンが一番いいんじゃない

かと思っていてビジコンをやります。それで商品開発とか販路をその中から選んでいきま

す。その中でビジコンで優秀なところは実際商品開発をやってＥコマース、Ｖコマースと

か普通の卸でやっていって、うちも海外流通でやっていますが実際うちもそんなやっては

いなくて多分これは僕の所感でＥコマースが発展してくると違うと思いますが倉吉で売れ

ないものは鳥取県で売れないと思っています。鳥取県で売れないものは中国地方には出れ

ないはずで中国地方で広島で売れないものは東京で売れないわけで、東京で売れないもの

はまず海外で売れません。一時期県の施策でこの間意見を求めてどうかなとか言ってしま



ったんですがすいかをドバイに持って行って売るとかというのは現実的には非常に賭けに

なって実際の商売になっていくかといったらなかなかならないような気がして、やはりも

っと地道に倉吉で売れて鳥取で売れて中国地方で売れて日本で売れてその後海外というの

が正しいのではないかと個人的には思っています。販路の特徴が書いてありますが、Ｅコ

マースは小規模な商売に非常に有効だと思います。デメリットとしてはＥコマースという

のは実は非常に経済効果としては合いづらい商売です。実態に出てましてＥコマースは非

常に投資は少なくていいんですがリターンも小さいです。楽天の１店辺りの平均値で言う

と年商 500 万以下の店が 90％以上です。デメリットとしてはＥコマースはなかなか大変で、

Ｖコマースというのは非常に大きいですが初期費用がとりあえず高い、すごくリスキーと。

国内流通に関しては普通にやれると思います。通販でも百貨店でもそうですがＢtoＢです。

逆に言うと一番いいと思っているのは仮にビジネスコンテストをやる、そこは倉吉市から

補助金がとれると、ただ補助金というのは民間がいいと思っているのでそこに関してはあ

る程度利益水準を設定しておいてセーフティーネットになってもいいかなと思っています。

基本的に損した場合、市はお金が返ってこないですが得した場合に関しては全部即行回収

させてもらうと、1 年間利益水準が絶対あるはずじゃないですか。例えばこの事業をやりま

す、3000 千万使います、年商一億だと採算ないです、一億以上出た場合に関しては市と民

間行政が分け合うみたいな資金が作れるのがベストかなと思います。ただ若い人たちに対

して、先ほども起業家を増やせと言っていましたが仮に 3000 千万出ました、出た中で失敗

した場合はそれは全部返ってこないと、でもそこにアドバイザーチームが入ってくる事に

よって絶対成功するような方程式を作っていく事は非常に重要かなと思っています。単純

にですがそれが行政からの投資、その感覚が投資か補助金かどうかはわからないですが仮

にビジコンで出た業者が 10 社いてそれが 10 年後に平均で 3 年後 5 年後に 5 億になれば 10
社で 50 億ですね。その中から 1 社 2 社非常に優秀な会社が出て 1 社 50 億取ったところで

100 億の創出になります。先ほど油谷さんが非常に雇用というところに関してはいろんな意

味でかなり疑問符が残るという事を言われていて僕もそうだと思っていて 5 億の平均で 20
人で見ているのですが付加価値は高くなっていかなければならなくて 20 人×10 でプラス

200 人ですね。それに 1 社 50 億が出たら 200 人でこれは 400 人の創出になります。非常に

可能性としてはないことはなくてあるのではないかなという形を思っています。 
その次のページの観光に関しての事を書いていますが、観光に関してはなぜここで外して

しまっているのかというとこれも行政主導でやった方がいいと思っていて、例えばうちに

も関金から来ている子がいますが関金温泉で旅館がやりたいと思っている子がいたとして、

それにはまず施設がない場合巨額の資金が必要です。既に施設がある場合でもリノベーシ

ョンしようと思ったらまたこれも巨額の資金が結構必要です。それで 1 軒それが出来たか

らといって関金温泉が同じ装置産業であっても城崎温泉になったら全然利益が出るものが

城崎温泉のコンテンツが 1 軒関金温泉に来て本当に効果があるのかどうかというのはかな

る疑問がある事で一つその下に書いてあるすごくうまくいっているケースがありまして、



たとえばこれは物販と絡めてやっている観光業ですが、郡家の大江の郷さんの牧場のケー

スです。郡家に来たいわけじゃなくて大江の郷に行きたいという感じで完全に目指して行

っているわけです。これは何で有名になっているかというと卵とパンケーキです。商品作

りが上手くいって観光になっていると。岡山県の鏡之町のＹ養蜂所、これは山田養蜂所の

ことですが山田養蜂所も今ぶんぶんファクトリーなんかをやっていて完全に物販で有名に

なっていてそこを目指して来るような一点集中型、これだと逆に言うと物販型というより

完全に入る予定です。その内理想としているのはうちなんかもどんどん市からいろんな援

助を受けて全国でビデオを流したりしますが全国の方がうちを目指してきて下さったそれ

が地域に落ちるんですが、例えば民間のアドバイザー集団だとなかなか地域活性みたいな

話でやってしまうとたいていのビジネスをインキュベートするという事はいけそうな気が

しますが関金地域を活性化するという話になってくると相当他のハードルが高くなってく

るのではないかと思っています。今回こういう形で書いて説明させていただきましたがあ

くまでたたき台ですのでただほんとに 5 億の 10 件で 50 億、その中から 50 億の会社が出た

としてそれで 100 億になるわけです。そこで雇用も 400 人生まれる。50 億だと完全にＩＰ

Ｏの数字が狙える水準なのでＩＰＯの返しが出てくる。みたいな話になってくると非常に

夢自体はあるのかなと。それとそこでやっている雇用は生まれてきますし税金も必ず入る

ので非常にレバレッジが効く方法じゃないかと思います。誘致が悪いと思っているわけで

はなくて、どうやってインキュベートしていくか、それと儲けた金は返して下さいという

感じにしてしまえば最初はみんなセーフティーネットで返ってこない可能性はありますが

比較的誘致企業は返ってこないケースが大きいので、そうなったらあとは税金で返しても

らうしかないのでそうやって考えていくと一つ考え方としてはあるのかなと個人的には思

っているという事です。 
 
小野座長 
ありがとうございました。事務局の方もこちらの資料は初めて見られるという事で何かコ

メントはありますでしょうか。 
 
田中部長 
今初めて見させていただきましたが、いろいろメリット、デメリット正直にご自身の見解

という事で書いていただいておりますが非常に参考になるという視点等ありますので参考

にさせていただいて勉強させていただきたいと思います。 
 
小野座長 
これも初めてご覧になっているのでまたよくご覧いただいて山本委員ともやりとりをして

いただいてという事ですかね。とりあえず今日はこれを紹介していただいたという事でよ

ろしいでしょうか。 



油谷委員 
非常に素晴らしい案だと思いますが、もしこれが実現するとなった時のビジネスコンテス

ト、プラス、クラウディングの協力をしてくれる人というところはすごく大事になってく

ると思いますが、僕も今までいろんな地域のベンチャー育成とか創出とか施策とか見てき

ましたが上手くいっていないケース、勿論箱だけをして上手くいかないとかありますが一

番大事なのは人で、それがどういう人かというと、ある程度成功体験を持っている人じゃ

ないとだめだと思うので他のアドバイザーとか実際ビジネスを支援する人というのは誰で

もいいわけではなくてやりたい人が手を挙げるというわけでもなくて出来れば世界レベル、

世界レベルじゃなくても日本レベルでもいいですがトップを走っているような人を上手く

いえば採用してこの人たちがやはり鍵になると思うのでそうじゃないと言って終わりとか

その人の裏にある資金だったり人脈だったりそこだと思うのでそこが把握されるような形

で出来ると非常に力を発揮するようなスキルになるのではないかなと思います。他の似た

ような地域でもそこが欠けています。そうならないように有名どころを引っ張ってきてや

っているケースもありますが有名過ぎてダメとか即効性がないのでそういうのがあるので

そこが機能するような形になればすごくいいと思います。 
 
小野座長 
ありがとうございます。先ほど中山委員手を挙げられていましたのでどうぞ。 
 
中山委員 
前回の会でバイオマス発電を今調査されていて事業者は誰がやるのかというところが見つ

かっていないという話があって今のアドバイザーやインキュベーションの件も誰がやるか

非常に大事だったということもあるのですが個別に探すとけっこう難しいと思います。幅

広く全国的に公募するという事をほぼすべての事業についてオープンにして探していくと

いうことをされた方がいいのではないかと思います。他の地域の事例では地域の商品を売

っていく会社を作ってそこの社長を公募してはりつけてやらせるとかそういう事をされて

るという事もありますのでアドバイザーを著名な方ですとかネットワークを持たれている

方を探すのと同時に、その事業を本気でやっていただける方をバイオマス発電もそうです

がこういったインキュベーションをやられる方、これを役所の方がやられるのは限界があ

ると思うので個別の観光の事もそうですが個別に専門にやられる方というのを公募でやら

れた方がいいのかなと思います。あともう一つ一番始めにあった新規雇用の数の目標のと

ころで純増なのかどうかわかりにくいところがありまして、全体で人口の目標というのも

掲げられてますし市内の就業者の数といったら個別の会社の従業員数を足していったらす

ぐわかるのではないかと思いまして目標自体が 10年先の事を言っているわけではなく数年

先の話なので例えばこの会社の従業員数は今より 1 名増えるとか維持するとか 1 名減ると

かそのレベルで 2 万何千人だっていう積み上げで作れる気がしまして今から企業を育てて



いってという事になると 3 年先の目標というより 5 年先とか 10 年先にどれくらい大きくす

るかというもう少し長い目で見たところでありまして、3 年先の就業者数であれば既存企業

でどのくらい維持するどの会社で何人という細かさで各企業のフォローを出来る体制を追

った方が現実的な数字が出来ていくのではないかと思います。そういうレベルでやれば市

内の就業者数とか市内の雇用の充足率とか求人倍率だとかより具体的な計画が出来て民間

でやっている事業計画を立てるレベルの細かいものが出来るのではないかと思いました。 
 
小野座長 
ありがとうございます。全国系の公募をしたらどうかという話と雇用の数の目標を具体的

な積み上げが出来るのではないかというご提案をいただきましたがご意見どうでしょうか。 
 
田中部長 
企業数も多いですしどのレベルまでという事もありますがなるべく細かいところを拾って

具体的な数字、実際に可能な数字等の研究をしてみたいと思います。 
 
小野座長 
今中山委員がおっしゃった個別の事業所の従業員数を全部足せば当然市内の従業員数にな

るわけですが、個別に具体的な数字というのは行政の方も難しいと思いますが今あったよ

うに出来るだけ具体的な積み上げですよね。それが基本的にはあると思いますが恐らくこ

の現状のシートに出ている数字もそれぞれの数字にそれなりのものがあってそれを足した

ものがこれになっていると思いますが、あるいは率をかけているのかそういうものだと思

うので基本は出来るだけ細かい積み上げがあった方が面白いという意見を更にご検討いた

だくということでよろしいでしょうか。 
あと細かいのですが資料 1 の 1 ページ目の下の赤い字になっている就業者人口ですがこれ

は数字が少し違っていますよね。22 年の国勢調査の市内総数 236,396 人となっていますが

恐らく２万３千何百人ですね。これは単純なミスだと思うのですが。 
 
東本課長 
すみません。全然違いまして 24,326 名です。１，２，３次産業に分類されない方もありま

したので就業者数の合計人数は 24,326 名です。ちなみにこれを生産年齢人口の比率でいき

ますと 30 年が 21,840 名くらいの比率になります。その中で市外に勤められる方もいらっ

しゃいますので純粋に市内に勤められている方が 20％減になりますので 17,500 名くらい

になるという事とあとは市外からも入ってこられます。こちらは出られる数より多いので

それを分母で出した数字が 60 ということになります。その 17,000 を確保していかないと

今の雇用自立度の 77、78 の維持というのが平成 30 年に出来ないということで 60 という目

標を設定しております。 



小野座長 
ポイントは現時点での倉吉市民で倉吉市内で働いている人たちの量をこれから人口が減っ

ていく中でも維持していくと、そういうことから逆算して新規雇用も必要になってくる、

そういう事ですか。 
 
東本課長 
そうですね。ここ数年の一番多かった市外からも入られて市内で働いておられる方、住所

地が市外の方もいらっしゃいます。その方の市内の就業人口が 27,700 ほどございます。先

ほどの 24,326 名というのは市民としての就業人口ですので今度は企業誘致も進んでおりま

すし市外からの方も増えますので分母も増えます。自立度を出す数字が 19,000/24,326 にな

りますので 78 という数字が出てきます。その数字に近づけるためには地元採用率として

60％がないと維持できないという事でそれに似合う形で新規雇用数も設定していくという

形にしております。 
 
小野座長 
他に委員の皆さん何かありますでしょうか。 
それから途中で配っていただいた差し替えですが・・・ 
 
山根課長 
3 ページ目の裏面の 6 の施策名の 2 つです。先ほど配ったものは全部複写になっておりまし

て具体的な観光資源の活用と整備という事で観光施設の維持管理と利用者へのサービス向

上ということ、また観光資源の新たな発掘、掘り起こしという事で観光の町倉吉を作って

いこうという、また管理の影響にもあたるし観光拠点の整備の件ということを入れさせて

いただいておりますし、受け入れ環境の整備につきましては観光客への細やかな情報提供

に向けた観光案内機能を充実させる、また観光ガイドの育成確保などＷｉ－Fｉ等のＬＡＮ

の整備ですとか案内板の政策設置ということで入れさせていただいております。 
 
小野座長 
当初のものは同じものが入ってしまったという感じですよね。 
 
山根課長 
そうですね。複写でそのまま枠に入っていましたので差し替えをさせていただきました。 
 
田村委員 
感想になるかもしれませんが、恐らく最終になるだろうというこの会議の内容を見て同じ

目的を持たれる方は大変だなというような感想をついつい抱いてしまうのですが、という



のが先ほど油谷さんが言われたようなもっと元気が出るような、すぱっと抜けるような戦

略かなんかが欲しいなと今更ながら思っていますし山本さんが話されたインキュベーショ

ンの案だったりこうしたことを入れていく事が我々民間にとっても象徴的なというか元気

が出るというような気がしてならないんですね。それが地方創生の会議とまたすり合わせ

して形が出来ていくものなのかもしれませんが 30年度に向かっていく内容が行政の方の中

で何となく人ごとのような感じに思ってしまうところがあってそこに何か私達にわかりや

すい活力的なものがあってもいいのではないかなと思っています。 
 
小野座長 
ありがとうございます。感想というかご意見のようなことかもしれませんが事務局の方い

かがでしょうか。 
これは行政が大変だなという事もそこそこありますが、ビジョンの位置付けは行政だけが

やるという話ではなくて市内の事業者や市民も一緒に目指すものという位置付けになりま

すよね。 
 
東本課長 
おっしゃる通りです。3 枚シートを用意していますが表面の 1 番 2 番につきましては 3 番の

役割分担に置いて目標を達成していくという事もありますし、例えば行政の役割で言いま

すとこの役割から展開したものが裏面の 6 番と 7 番という事になっております。行政の場

合計画の中で事業を設定して予算化という事がありますのでこういった 6 番 7 番が出てき

ます。基本的には 3 番の戦略の役割分担ということで産業振興における課題を解決してい

くというくくりになっていますのでそこはご一緒にさせていただければと思います。 
 
小野座長 
他にいかがでしょうか。 
 
藤井委員 
うちは関金で活動していますが 6 次産業化で国からの補助金やなんかを受けながらやって

いますが、今山本さんが言われたように本当にただ仕事をするだけで 6 次産業というのは

発想というのがないので、大きい会社で何億も儲けておられる会社であれば人材をとにか

く初めて成功をされて経験しておられる方を呼んでされるかもしれないですが、うちみた

いなちっぽけな会社でやっているのはその日その日の仕事でその時に儲けて給料にしない

とだめだという事があって、この 6 次産業、6 次産業と沢山出ていますがなかなか本当に難

しいところがあって、言われたように資本金もそんなに沢山ないし信用金庫さんにはいろ

いろとお世話になっておりますが、そういう事でこの 6 次産業というのも本当に大変です。

これからの計画も国から補助金をもらっている関係で立てていかなければいけないですし、



売上も計画を立ててやっていかないといけないということでとても難しいところがありま

す。やはりその時に今おっしゃったように成功経験者の方に相談したりとか発想を持って

おられる人の意見を聞いたりとかそういう事がとにかく大事かなと思います。そういう人

を雇用したわけじゃなくて、今もち米を使って製品を作っていますがそれをやるだけで手

いっぱいになります。どこかで何かが売れているという話を聞けばそれをすくってやって

みるけどそれが商品になってどんどん売れていく事もないし、本当に行き詰っているとこ

ろなので私には少し難しい文字が沢山出てきますがまずどこに相談してどういう事をやっ

ていってどういう風にしたらというのが今手探りな状態でわからないところがありますの

でそこら辺もただ単純に 6 次産業化、農商工連携と書いてありますがもう少しわかりやす

くやってもらえたらなと思います。 
 
小野座長 
ありがとうございます。今藤井委員がおっしゃった事は現状の戦略評価シートの中の辺り

である種含まれているところはありますか。相談するところがどこかとか、それに直接す

る事はないような形でしょうか。 
 
東本課長 
6次産業化の推進という事で前回ご意見いただいた中では6次産業化だけという話がありま

したので新産業の創出という事の中で異業種連携や同業種の連携ということも今回盛り込

ませていただいた中で民間の事業者さんの役割という中に一つは商品開発の取組みという

ことで先ほど話の合ったアドバイジングチームの取組みということもありますし、それに

伴いまして行政の役割としましては情報提供や機会の提供、ということになりますし商品

開発、販路開拓の支援というのもここでかいています商工会議所の中にあるものづくり支

援特別部会と連携させていただく中で受け皿として対応できる形になればと思っておりま

すし、もう一つは商品化の事で３枚目のシートの中に表示させていただきましたが f-biz の

協力ですとかよろず支援拠点との連携もありますので、その中でどのような形で解決して

いくのかということにも対応できると思っております。 
 
小野座長 
そろそろ予定の時間になりますが、私から事務局の方に確認したいのですが冒頭の話の中

で一応今回の会で委員の皆さんからの意見等は一区切りとして集約して最終的な取りまと

めに向かってというような話がありましたがその後の段取りというのもここで確認してお

いた方がいいと思うのですが。今日も様々な助言や提案があったと思いますがその辺りも

含めて今後どのようになるかというところはどうでしょうか。 
 
東本課長 



今日も沢山の意見をいただきましたが、こちらの方もシートの方に盛り込ませていただけ

ればと思っております。次回以降のスケジュールになりますが地方版の総合戦略の方が 10
月に出来るという事で策定される予定になっております。その後次年度以降の取組みの方

向性も示されるというタイミングがあるかと思います。そのタイミングの中でこのビジョ

ンにつきましては直近の平成 28 年取組み方針とも設定していきたいと思っておりますが、

その前に今回のシートを整理させていただいた形で改定版という冊子にしてそちらの方を

見ていただいてそれが平成 30年度までのどういったかたちで取組むのかということでその

辺りを明確に表示した形で改定版を作ります。それをベースに地方版の総合戦略の方向性

が示されるタイミングで 28年度はこういう形で取組んでいこうという取組み方針の説明を

させていただく会を次回は予定したいと思っていますのでタイミング的には 11 月頃かなと

思っております。 
 
小野座長 
ありがとうございます。改定版というのは前倒しで各委員のもとには届く、あるいは出来

た段階で各委員に届けていただいてそれを見たうえで次の会を迎える形になるという事で

すね。 
 
田中部長 
総合戦略を現在策定中でございます。その総合戦略と地域の産業戦略の擦り合わせは当然

あります。そのタイミングを見てこの改定版の擦り合わせした後の改定版の分を示す事に

なると思います。 
 
小野座長 
今日と今までの議論も踏まえて今日のバージョンをアップデートしていただく部分と総合

戦略との調整もあってそれも含めた改定版が次回の資料になると。そうすると正確として

は我々はその場また意見を言う事が出来ると思いますが、それはもう取りまとめのイメー

ジですからある意味では各委員の方で具体的な提案がある場合は、今日はもう時間切れに

なりつつありますからまだ今日ご発言いただいていない委員の方もいらっしゃいますがそ

の辺りはどうしましょうか。 
勿論いろんなご提案があってそれをそのまま取り入れられるものもあればすぐには難しい

というものもあると思うのでそこはまた市役所の方で考えられて取り込む部分と検討課題

するところとかいろいろあると思いますが、ある程度重要な事は言っておかないと、とい

う理解ですよね。 
 
田中部長 
まず今日いただいた意見、もしかすると他のご意見もあるかもしれませんがそれを集約し



まとめたものをこちらで集約して各委員さんにお示しするという部分でございます。それ

をもとに地方創生の総合戦略とこの分で先ほどありましたように出来る事と出来ない事が

あると思いますがそこの整合性をもって改定版の原案を作っていくということで事前に送

らせていただいてその分を持って 11 月頃に会を持たせていただいて最終的な決定をすると

いう流れにしたいと思います。 
 
小野座長 
各委員の方も今日の各段階での資料を見て更に何かご意見等ある場合はすぐに出していた

だいた方がいいですね。今月いっぱいという事で。 
 
油谷委員 
今月の過ごし方ですが、11 月まで要は改定版が出来るまで何もやる事がないですよね。意

見は今月に言うとして・・・ 
 
東本課長 
8 月末までにご意見いただいた部分をもう一度反映させてそれをベースに改定版の案を作

らせていただいてそれをまず見ていただくような形にしたいと思います。更にそこに必要

事項があればいただいて追及していくような形でいきたいと思います。 
 
油谷委員 
あと観光戦略ビジョン策定というのはどういうスケジュールになりますか。ここには特に

反映されないのか、それが反映されてからじゃないと出来ない施策もあるのではないかな

と思うのですがそこら辺のスケジュールはどういう噛み合いになっていますか。 
 
山根課長 
スケジュールというのはまだみておりませんがこの産業振興ビジョンとの中身をみながら

進めていけたらと思っております。 
 
油谷委員 
11 月の改定版に観光戦略ビジョンも作るということですか。 
 
山根課長 
それは作らないです。 
 
小野座長 
逆に言いますと観光の話も戦略ビジョンに載っているわけですからここでのビジョンに書



き込まれた事は当然別途に作られる観光ビジョンの中に取り込まれる形になっていくわけ

ですね。あと指標と目標値について念の為の確認ですが、先ほどの新規雇用の数の数字の

話もありましたが基本的に各担当の所管の部局等で検討されて指標の目標値が設定されて

いると、つまり要するに来年度以降はこの進捗状況について進行管理をするという事にな

ります。この会議でも進捗状況についてどうかという議論をするという事になると思いま

すが、従ってこの指標と目標値をもとにもちろん数字だけで議論するわけではないですが

いわゆるＰＤＣＡサイクルというか数字が目標値に向かっている、向かっていないという

事を素材として議論するとそれなりに根拠を持って数字は設定していただいているという

理解をしていいかという確認でもありますが、つまり目標を達成したか達成してないか、

あるいは順調に進んでいる、あるいは目標を大きく超えたとかそういう事がはっきり意味

を持つ数字という事で理解していいのかという事ですが。先ほど雇用数なんかもご説明い

ただいたように 2 年でこういうデータをもとに推計をするとその数字だという説明があっ

たわけですが他の数字についてもそれぞれそれなりにこういう理由があってこういう事情

でこの数字があると、すでにわかるような説明があるものとそうではないものが資料とし

てはあると思います。 
 
東本課長 
中には県の計画ですとか中部の計画とかという事から倉吉の役割という事で設定した数字

というものもありますし、全くそういうのがない部分につきましては平成 30 年までに現時

点で考えられる対策等をとらないとこの状態まではいけないというところで各課が議論し

て設定した数字ですのでそれに合った形で事業が出来たかという事と戦略に関しては事業

者の皆さんの役割というものもありますのでどこまで連携して出来たかというような振り

返りが出来る状態にはなっております。 
 
小野座長 
先ほども申し上げたように今日の段階での資料というかここまでのものについてのご意見

是非ありましたら今月末までに事務局へお届けいただくようよろしくお願いします。 
それではこれにて第 3 回の会議を終了します。お疲れさまでした。 


