
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年度 
第 4 回倉吉市地域産業振興戦略会議議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 12 月 14 日開催 

産業環境部商工課 

 

 

 



2 
 

平成 27年 12月 14日開催 平成 27年度第 4回倉吉市地域産業振興戦略会議議事録 

 

 

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。

本日は 3名の方から欠席の連絡をいただいておりますので 12名での開催となっております。

それでは進行に沿って進めさせていただきます。最初に石田市長からご挨拶をお願いしま

す。 

 

石田市長 

みなさんこんにちは。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。

先ほど予期せぬ地震がありましたが、地震の割合を申し上げますと湯梨浜の燕趙園で震度 4、

倉吉市役所のすぐ裏に震度計がありますが震度 2.4 ということであります。大きな被害が

なければいいと思っております。今日それぞれ皆さんの方で不安等あれば申していただけ

ればという風に思います。 

この戦略会議今年 4 回目ということで今までビジョンの見直しについていろいろ議論し

ていただいたわけであります。今年は地方創生の年ということで市としても 10月に地方版

の総合戦略を作らせていただきました。間違いなく一つの大きな柱がこの産業振興だと思

っております。そういう意味でもこのビジョンの見直し、ビジョンの重要な行政課題の一

つとしてこれからの方向を示していかないといけない、そういう役割を受けたと思います。

もちろんビジョンは作って終わりではありません。来年からその具体化に向けて取り組ん

でいかないといけないと思っています。そういう事も含めてまた今日いろいろご意見もい

ただいて、いいビジョンにしていきたいと思っておりますので今後ともご支援いただきま

すようにお願い申し上げて御挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 

 

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。本日の会は第 4 回という事で前

回から概ね 4 ヶ月ぶりくらいになります。皆さん手元の資料をご覧いただいていると思い

ますがこれまでのビジョンの改訂版を掲げましてこのあと協議していきたいと思います。 

この会議の時間は大変貴重な時間ですので早速会議に入らせていただきます。 

それでは本日一つ目の議題で地域産業振興ビジョンの見直しについてですが、まず事務
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局の方から本日の会議の趣旨、確認も含めましてこの最初の議題について事務局の方でご

説明をよろしくお願いします。 

 

東本課長 

本題の方へ入らせていただきます。ビジョンの見直しについてですがこちらのビジョン

改訂版につきましては、まず前段に振り返りを行っております。そちらの振り返りを元に

設定しました戦略体系ですが、30 ページに地域産業振興の方向性と戦略という項目で地域

産業振興の方向性という事で体系の方に載せておりますが、本日参考資料でお配りしてい

ます戦略評価シートの方に基づきまして戦略の目的と指標、達成に向けた役割分担と課題、

施策の取組み方針といった内容についての議論を行っております。この議論につきまして

は、戦略シートを基にさせていただいたところでありまして、赤い線の入った左側に戦略

シート右側に今回の戦略ビジョンの内容が記されているものがありますが委員の皆さまに

議論いただきました戦略シートの内容がどういった形でビジョンに反映されているか示し

た資料になっておりますのでご確認いただければと思います。なお、今回のビジョンにつ

きましては戦略と施策に目標値を設定した事、目標達成に向けた役割分担を明記した点、

これが前回のビジョンと大きく異なる点になります。こういった経過のもとで策定したビ

ジョンの改訂版でありますが、事前に皆さんにはお配りしておりますし 11 月 6 日から 16

日までパブリックコメントを募集しておりましたがその間特にご意見等ありませんでした

ので本日の会議をもちまして正式に見直しがなされたという事で進めていきたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。ビジョンの見直しについては以上です。 

 

小野座長 

ありがとうございました。ただいまご説明をいただいた通りでございまして、皆さんの

方で何か質問等ありますでしょうか。これまで繰り返し議論していろいろ手を加えつつ今

日の改訂版ということになりますが、これでビジョンの確定という事でよろしいでしょう

か。それでは今後改訂版のビジョンに基づきましてどう進めていくかという事ですが、議

題に新年度の取組みについてということで資料もいくつかありますが事務局から説明いた

だいてもよろしいでしょうか。 

 

東本課長 

先ほどビジョンを確定ということでさせていただきました。ありがとうございました。

それではこのビジョンに基づきまして新年度の取組みについて説明させていただきます。

改訂版ビジョンの 30ページ以降に掲載しております施策の内容ですとか取組み方針に基づ

いて各担当課が企画しております主要事業の説明になります。こちらの方はシートを用意

しておりますが資料№2の方になります。事業企画した背景ですとか事業目的、事業内容の
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ほかに次年度の取組ですと事前評価が必要になるかと思いますので事業企画の視点という

項目をもって検証して組み立てております。資料の中に体系整理表がありますがその中に

黒丸がついている分について 8 事業ありますがこちらの方を各課の方で説明させていただ

きます。それについてご意見をいただきながら来年のシートに反映させていただきたいと

考えておりますのでよろしくお願いします。 

それでは主要事業の説明に入らせていただきたいと思います。資料№2の 1ページから順

番に説明したいと思います。まず 1 ページ目の中小企業人材育成支援事業です。こちらは

雇用の創出と確保については、企業立地の促進ですとか就業情報の提供、人材育成の推進

という点で最も重要な視点から企画したもので、人材育成支援事業という事で雇用状況を

みますと有効求人倍率が 1 を超えて推移している状況が続いております。人材を確保しづ

らいという状況でもあります。また鳥取県の新卒者、特に高校を卒業して 3 年以内の離職

率は全国平均を大きく上回っております。そういった状況の中で研修等による定着化の、

取組みというのが必要ではないかと考えておりまして、今回の事業企画に繋げたいと思い

ますし、更に申し上げますと市内の事業所の雇用状況調査を毎年商工課の方で行っており

ます。従業員の人材育成に取組みたいという声も沢山ありましたし、その中で何らかの助

成があればという意見もありました。こういった背景の中から経営革新ですとか経営の拡

大をはかろうとする中小企業に対して研修や人材育成に取り組んでもらうよう一定の条件

は必要ですがそういった条件がもとで研修費用に係る一部を助成するということを考えた

内容になっております。研修費用に係る対象経費、会議費等といったところの今現在では

1/2 を助成していきたいと考えております。これらにつきましてはこれまでの新規立地した

企業、既存企業の拡大ですとか、鳥取県の経営革新制度で取組んでおられる事業もありま

すので比較的成果が得られたら見込まれると考えております。中小企業人材育成支援事業

につきましては、以上です。 

 

前田課長 

環境課です。よろしくお願いします。まず環境課の事業としましては雇用の創出と確保

という観点で、木質バイオマス等再生可能エネルギー活用事業ということを考えてきてお

ります。現状課題につきましては電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法が制定され、今日では電力会社に再生可能エネルギー電気の買い取りの義務

も生じております。循環型社会の実現、豊かな地域資源を有効活用する木質バイオマス等

の再生可能エネルギー事業等の推進というところを踏まえて 2 の事業目的には企業等によ

り再生可能エネルギー活用が事業化されていくという視点で取組みを進めていきたいと考

えております。事業内容につきましては平成 28年度において木質バイオマス等再生可能エ

ネルギー活用検討協議会の設置ということで各分野の事業者の皆さまと連携しながら事業

化に向けた研究を進めていきたいと考えております。そして農林漁業の健全な発展と調和



5 
 

のとれた再生可能エネルギーを促進すること、地域の関係者相互の密接な連携を図ること

を目的として進めていきたいと考えております。今年度も関係分野の事業者の方々と意見

交換いたしましてかなり事業化への期待が高いなという事は肌で感じておりまして、多く

の皆さまと事業化へ向けて研究をしていきたいと考えております。以上です。 

 

内川課長 

続きまして 3 ページですが地域特産品づくり事業で継続となっております。こちらの事

業につきましては平成 27 年度「極実スイカ Premium」という取組みを行った事業を継続さ

せていきたいと考えます。現状と課題という事で資料に示させていただいていますが、ビ

ジョンの方でも 13 ページから 15 ページにかけて農業の現状がまだまだ浮き彫りになって

いるかと思います。高齢化とともに農業就業人口が大幅に減少しておりまして増えるのは

耕作放棄地ということでますます農業の環境が悪化しています。この中でスイカをはじめ

としてメロン、梨、トマト、わさび等の地域資源がある、そうした中で認知度、知名度が

いまいち向上しない中、何とか所得向上につながる取組みを増やすという事で、6次産業化

というとやはり加工や販売を行うということで、そのリスクが伴うという中で商品提案、

開発、販路開拓等が必要であると考えております。地域特産品の独自性がはかられるとい

うことを目指していきたいところですが、そうした中、マーケティングやプランニング等

のアドバイス、あと平成 26年の 6月に成立した地理的表示法等を活用しながら地域のブラ

ンド産品の差別化を図りたいと思います。なお先ほど平成 27年度の事業を申し上げました

が、極実スイカ Premiumの取組みを行った事業が補助上限 50万と事業費 100万と、経費の

1/2 という事で想定しているという事です。以上です。 

 

東本課長 

続きまして商工課の方で説明いたします。4ページの地域商品販売促進事業ということで

考えております。こちらの方は販路拡大の推進の観点から企画しております。店舗販売や

物産展の販売等を行っておりますがなかなか全てが売り上げに繋がっていない状況もあり

ます。その中で販売の為のツールの活用を検討しなければならないと考えておりますが、

これらの事からこの事業では、地域商品の販売のためのツールが確立される、また販売機

会が増えるという目的で中部発信プロジェクトという仕組みの検討やまたこの会議の方で

委員さんから出ましたご意見ですが e コマースの活用という事でご意見がありました。こ

れらについて市の役割も含めた運営方法についての検討を行うという内容です。 

続きまして 5 ページの新規開業・経営改善促進事業になります。この事業につきまして

は新規開業など事業者への支援の充実という観点から企画しております。経営改善に向け

ては昨年度も経営相談会を実施しておりますが、なかなかアドバイスは理解できていても

実践に結びついていないという状況もあります。継続的に相談できる仕組みやフォローで
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きる仕組みとともにアドバイスできる専門性も必要ですので、その辺りも含めながら検討

していきたいという事もありますし、また新規開業につきましては資金調達や知識、技術

の習得という点で課題解決も必要であると考えておりまして、事業内容につきましては経

営の悩みが解消され売上につながる、又は新規開業希望者にあっては開業に向けた資金調

達等の問題が解決されるという目的での企画になります。事業内容については、とっとり

企業支援ネットワークとの連携や商工会議所が策定する経営発達支援計画に基づきまして

それらの取組への参画や相談体制の確立に向けた協議を進めていきます。新規開業につき

ましてはそれを促進するためのクラウドファンドの運営方法なども含めて立ち上げを検討

するという内容です。以上です。 

 

山根課長 

6ページから 8ページが観光に関する部分になります。6ページの戦略について観光情報

発信ということですが、今観光戦略の柱を立ててコンセプトをしっかり打ちだして取組ん

でいきたいということで、事業内容の説明として現状と課題でいいますと、鳥取県自体の

魅力度というものが国の調査で 36 位になりまして、県内でも倉吉の白壁エリアは 20 か所

ある中での 9 位という事で、他の三朝温泉が 6 位、羽合温泉が 7 位という事でイメージ発

信というものも含めて中部の魅力発信が十分に出来ていないのかなと思います。また県外

旅行者のニーズも変化してきている事に対応していかなければいけないと思っております。  

2 つ目に事業内容としているブランドイメージの発信ですが今年度観光ビジョンの骨子を

作り、来年度この骨子をもとにビジョンの策定に向かっていきたいと考えております。当

然いま検討いただいている地域産業振興ビジョンなり地方創生総合戦略の内容をふまえた

内容で今後マイス協会の皆さまや旅館組合の皆さまや関係者の方に意見交換していただい

て必要な調査業務、例えば観光客の動向や形態や消費額そういったものの調査をしていく

という事で、28 年度の予算要求に向けて考えています。事業内容については 4 点になりま

す。まずブランドイメージの発信という事で先ほど申しました観光ビジョンの中で倉吉の

観光イメージコンセプトを打ち出していくということ、それとメインターゲットという事

で鳥取県に入るお客様を発地別で見ますとやはり近畿地方や中国地方という事で約 56％の

6割近い方が多いという事でメインターゲットの設定もしっかりしているということ、それ

と情報をどこから仕入れたかというところではネット検索や旅行サイトの中でという事が

非常に多いという事でやはりそういう部分ではフェイスブックや HPのツールが必要という

事になります。そして観光情報提供体制の充実ということで市役所内部でも今ふるさと納

税の PR や移住定住、特産品関係という事で JA さんなどとも連携しながら詳しい情報発信

をしていく事を考えています。 

続きまして 7 ページになります。こちらにつきましてはコンセプトを挙げてソフトでの

活用、展開ということですが現状で言いますと今県内でも日帰りのお客様が約 8 割、宿泊
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が 2 割という事で県内は温泉地が多いのですが宿泊については 2 割にとどまっているとい

うような事が県の調査では出ています。その他に滞在時間の短さという事が大きな課題と

いう事で滞在時間の延長や消費に繋がるような体験等の商品造成という事もありますし、

あと倉吉市内であれば関金温泉の宿泊に繋がる商品造成ということが課題になります。事

業内容につきましてはポップカルチャー、まんがを活かした観光誘客という事で倉吉の古

い町並みとグッスマ、コナミさんとのカルチャーコンテンツの調和ということでの取組み

展開という事でこれにつきましてはまちなかでフィギュア展示などコナミさんとやってい

くという事を 28 年度に取り組んでという事を予定しておりますし、関金の自然等を活かし

た農家民泊の体験の取組みというツーリズムを都市部の学校の修学旅行の受け皿になるよ

うに拡充を図っていきたいと考えています。 

続きまして 8 ページ目となります。これは、ハード部分の整備ということになります。

現状の課題としましては、ターミナル施設、ＪＲ倉吉駅からの道路の整備、あるいは観光

スポット同士をつなぐ整備というものが課題ということも考えられますし、移動手段等を

見ますと、マイカー、貸切バス、JR というような順番になっておりますのでその辺でも効

果的な案内誘導に繋がっていくかどうかという事を検証していく必要があると考えており

ます。あとはバリアフリーやインターネットなど個人観光客に対する環境整備というのが

課題になると思います。事業内容につきましては 3 点入れておりますが、特に情報通信の

関係になります。28 年度は観光客の方に便利で楽しく情報収集がしやすく満足度を高めて

いただきたいとことで、携帯や音声での案内ガイドの端末の貸し出しというような事も予

算要求ではありますが出しているというところです。3つ目に外国人観光客受入環境の整備

ということで中部、県の DMO 化ということで梨の花温泉郷の組織と動きを強化するという

中で、中部が 20台という事で Wi-Fiの整備を図っていくということを考えています。特に

来年度はインバウンドの関係で香港、北京は 3 月にスタートしていく予定です。大型クル

ーズ船の方も 4 月以降に倉吉の白壁コースで組み込まれたツアーが入っていくという事も

既に情報として入ってきますのでそういった中では外国人観光客の方の受入環境の整備が

必要になってくるということでこれは DMO 化を含めまして窓口関係、バスの案内等の中で

整備を行っていくという事になります。 

 

石田市長 

DMO 化というのはここに書かれてないのでは。 

 

山根課長 

すみません。DMO 化というのは、今国がオリンピックを見据え外国人観光客を受け入れて

いこうというところです。それぞれの観光地域の中で観光地域づくり推進法人という事で

約束することになりますがそれぞれの地域の中で、これまでは旅行会社の方が地域にめが
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けていましたが、今度は地域の方が都市部とか、圏域外に向けてどうぞおいで下さいとい

う推進の母体を作っていこうということで梨の花の方が国の交付決定を受けながら、DMO化

を進めていくという方向で取り組んでいます。 

 

東本課長 

今 8事業の説明をさせていただきました。今回用意しています資料№2ですが主要事業計

画シートになります。こちらの方で事業の目的や補助金などを計画しそれに基づいて今後

予算要求というかたちになりますのでご意見をいただく中で事業の中身を検証しそれを持

って予算要求すると考えておりますのでこの時点で事業の決定ではありませんので、沢山

の意見をいただければと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

小野座長 

私の方からも 2 点ほど確認させていただきたいのですが、まず今日配っていただいている

倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略ですがこれはもう策定されて出来上がっていると

思いますがこれとビジョンとの関係があれば関連性を少し説明していただきたいのですが。 

 

美舩課長 

担当しております総合政策課の美舩です。お手元に倉吉市まち・ひと・しごと創生総合

戦略をお配りしておりますが、31 ページに施策の体系をまとめております。今回の総合戦

略におきましては大きく基本目標を 3 つ掲げております。まず「ひと」ということで人を

大事にし、志を育てるということでこれの施策の方向性として人口減少に歯止めをかける

取組みだとか年齢、性別に関わらず能力を発揮し活躍する、そういった施策の方向性を掲

げておりますが同じように真ん中に「しごと」という目標があります。仕事をつくり、人

を呼び、また仕事を呼ぶという目標を掲げておりますがこの中で雇用を確保し若者を中心

に市内に定着ということで安定した雇用基盤の整備、あるいは 80歳まで稼げる農林水産業

の推進、にぎわい創出と観光業の振興という大きな 3 つの柱立てをしておりますがこれら

の柱立ての中で具体的に取組む事業としまして皆さんに議論いただいております倉吉市地

域産業振興ビジョンでの議論を中心に施策を展開していきたいと考えております。以上で

す。 

 

小野座長 

それともう一点ですが今全部で 8つの主要事業を説明いただきましたが、資料№2に出て

いる事業はカラーの横長の資料の黒丸が付いているところで今日説明いただいた事業の主

旨というか、どういう意味で指標というかどういう位置付けでここに出されているのかそ

の辺りをご説明いただけますでしょうか。 
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東本課長 

各主要事業につきましては各課の方で企画してもらいましたが、そちらの基本的な考え

方としましてこれまで議論していただいた戦略評価シートの 6．戦略達成のための施策とい

うところがありまして、各施策があります。そちらの施策の指標の推移というかたちで目

標設定をしておりましてこちらの目標の達成という事の中で一番影響度が高いと思われる

事業を各課の事業推進の方針がありますのでその辺りとすり合わせた中で主要事業として

今回出させていただいたという事です。この事業 1 本だけで全部が出来るとは考えていま

せんしその中でも影響度の高いものということで挙げさせていただいております。 

 

小野座長 

それでは委員の皆さんの方でご意見、ご質問等ありましたらお願いします。 

 

油谷委員 

先ほど美舩さんの方から申し上げられた 31 ページに新規雇用者数 300 人を平成 31 年累

計で目指しますという話がありましたが、僕としては戦略会議の方でも雇用の具体的な人

数の違いというのが明確にあった方がいいと思います。その中でも特に注力するべきは企

業誘致もそうですが新規事業を推進して起業家を増やしていく事が必要ではないかという

事で前回質と量の話をさせていただきましたが、特に量という部分で企業の数や 1 社あた

りの企業で採用する人数を増やすとかそういった部分も大事な指標ではないかという話を

させていただいて、今回それがあまり反映されていないのではないのかなという気はしま

したが、今日はディスカッション用の参考資料を持ってきていまして、新規企業のインパ

クトの大きさというところを知っていただこうと思って用意しました。1ページ目と 2ペー

ジ目はこの間示した資料の中から抜粋したものになるので基本的には同じですが、上の雇

用の量というのは基本的には企業の数と 1 社当たりの社員数です。どれくらいその企業が

雇用しているかというところの掛け算で決まってきます。今後雇用を増やしていきたいと

いう事であれば企業の数を増やす、あるいは 1 社あたりが採用できる数を増やしていくと

いうその掛け算が大事になってきますという話をさせていただきました。 

2 ページ目ですが実際に起業の成功事例を作っていく為にどういう手立てが必要かとい

うことをざっくり書かせていただいて当然最初に起業経験者、成功者ネットワークに入る

と書いていますが最初は起業というところがまずスタートになって起業家が新しい事業を

起こす、ステップ 2 としてはその事業をどんどん構築していきいろんなパートナーや出資

者を増やしながら規模を拡大していくと並行してステップ 3 というかたちでマーケティン

グをしながら実際に規模を大きくしていく、そして倉吉をテストファミリーの場にするの

はどうかという話もさせていただきましたが、やはりそういう形でどんどんスケールアッ
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プしていき更に応援してくれる人を増やしていくというステップも大事ではないかという

話もさせていただきました。ページを捲っていただいてご存知の方も沢山いらっしゃると

思いますが今、株式会社 MY HONEY というナッツの蜂蜜漬けを作っている会社があります。

この会社は 3 年前に今日は参加されてないのですがいつも傍聴席にいらっしゃる浅田さん

という方の奥さんが最初に面白い商品が出来ましたということで蜂蜜にナッツをつけて本

当にシンプルな商品だけど東欧の方では昔から食べられている健康食で、こういうもので

可愛い瓶とかに入れて出したら面白いんじゃないかという相談を受けて、その時実際にサ

ンプルも作って倉吉の駅前のショップにいくつか置いてありました。その時はまだ MY HONEY

という名前でもなかったのですが、意外にこれは非常に面白くてポテンシャルがあるとい

うことでその時は個人事業でやっていたのですが会社化したほうがいいのではないかとい

う事で 25年の 9月に会社を設立しましてその前からいろいろと仕込んでいた部分はありま

すが、この瓶の下に書いてあるフ－デックスという食品の日本一というものがありますが

これに出てすぐ半年くらいで美食女子グランプリに出てそこで金賞を取ったり、その後ア

ンドガールという雑誌がありますがモデルの神崎恵さんが自分の好きな商品という事で取

り上げてくれたりとか、右の方にある大阪のリッツカールトンホテルで取り扱いが決まっ

たりですとか、下の方に行くと女性の方はご存知かもしれませんがコスメキッチンという

会社で取り扱ってもらったり今では大手のスーパー成城石井さんに置いてもらったり、そ

れからマツコの知らない世界という有名なゴールデンタイムのテレビ番組がありますが、

ここで 10月末に取り上げられたりという形でどんどん知名度やお客さんも増えてここ 3年

で急成長しています。下の方にいろいろ他の数字もありますが今回雇用というのが大事だ

と思っていて従業員の数だけをピックアップして 4 ページに書かせていただきました。こ

の中にはアルバイトや内職も含みます。創業して次の年の 26年 1月末は従業員がいません

でした。社長の麻田恵さんと旦那さん 2 人でやっていたという事で僕も肩書としてはアド

バイザーというか出資者というかたちでしか参加はしてないですが一緒にいろんなネット

ワークを使いながらこういう雑誌や店舗を増やしていって今年の頭平成 27 年 1 月には 14

人まで増えてきました。今現在は 56人に増えています。いろいろ工場など企業誘致されて

実際グッスマさんなんかも稼働していると思いますが 70人くらい雇用されたと聞いていま

すが、遜色ないぐらいのインパクトがあると思います。最後のページですが MY HONEYがな

ぜここまで上手くいったのかという事ですが、これはもちろんいろんな運やチャンスをつ

かんだという事もありますし、いろんな協力者のおかげでここまできたという事もありま

すが、もともとのスタートがこの 4 つの丸がありますが創業者というところのいいものが

出来てこれをいろんな人に届ける事が出来たら喜ばれるのではないかという創業者の思い

ですとか、その辺に向けていいなと思ってもなかなか行動に移さない人、先ほど F-biz の

方に相談されてなかなかまだ行動に移されていない話がありましたが、創業者の行動力や

実際作ってみていきなり相談に来られるようなそんな行動力からスタートしていますが、
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そういう方たちを支えている人脈だったりネットワークですね。そういうところからいい

商品が生まれて商品力やコンセプトやデザインや味もすごく拘っていますがそういう商品

力の良さというのがあって、そういうところからまた協力者が増えていって実際従業員が

56人といいましたがほぼ女性です。56人の中の何人が女性かというのは今わからないので

すが、52人の時は 50人女性と聞いていたのでほぼ女性だと思っていただいていいのですが、

今までおそらく雇用の数といったところの分母の中にあまり入ってこなかった人たちが今

回こういう仕事があるということで今まで家の中や家庭の中や主婦や子育てをしていた人

たちがあぶり出されてきて実際に就職に結びついているというかたちだと思います。地域

の中や倉吉の中の人、例えば外の人に関してもです。これは僕も含めて地域外の協力者と

いうものもあります。そのアイディアもいろんな人が持ち寄って人脈や資金もいろんなと

ころから持ってきてそこから例えばフ－デックスというところでチャンスを掴んだりとか

人脈の中からリッツカールトンだったりいろんなメディアだったり最終的にはマツコの知

らない世界という番組に出たという事もいろんな丸が繋がって膨らんで大きくなっていく

ということです。これからももっと大きくしていきたいと思っていますが創業開始からわ

ずか 2年くらいで従業員が 50人超えているというのは無視できない数字ではないかなと僕

自身は思っていまして、こういう事をどんどんやっていきたいと思って今活動しています。

この産業振興戦略会議の中で取り上げられる、取り上げられないに関わらず僕自身は個人

的にずっとやってきている活動なので何かクロス出来るとよりいいなと思ってはいますが、

そういった新規起業の数だったりインパクトだったりそれに向けた施策というところが欠

けているのかなと思います。 

何かディスカッションはされていると思いますが鳥取県のいろんなところで MY HONEYと

いう名前を聞くようになりましたし、以前県議会の方でも何かコメントが出たというのが

噂ベースですが聞きましたし、いろんなところで名前が話題になってきているのかなと思

いますがなかなか倉吉で新規起業で 2年以内で 50人以上というインパクトがある会社は少

ないと思います。僕が言いたいのはある意味倉吉でも出来ることだと思っています。実際

東京や大阪だと大きなベンチャーキャピタルやファンドが出来て特にここ 5 年くらいの間

は大きなファンドが出来て IT ベンチャーが中心ですが新しい企業をどんどん作ろうという

ことで活動していて出資もされていて成功している企業も増えてきていて、でもそれは東

京や大阪だけの話ではなくて鳥取でもできるという一つの例なのかなと思っています。MY 

HONEY ももっともっと大きくしたいと思っていますがこれに続けという形でどんどん新し

い起業家も出てくると思いますのでそういう方をこれからも応援していきたいと思ってい

ます。 

 

小野座長 

私もこの MY HONEYはいろんなところで見ていますが、これは間違いなく成功事例で結構
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な数の雇用数を出していると思います。地域産業振興ビジョンの中で油谷さんはもちろん

ご自身の本業というか、その関係で話を進められると思いますが地域産業振興ビジョンは

倉吉市として決めて何をどこにどのように取り入れるべきか私も今一つ具体的なイメージ

が涌かないのですがその辺り何かアイディアというかあるいは可能性というかあればお聞

きしてもよろしいでしょうか。 

 

油谷委員 

思っているのは起業だけではなくて大事なのは人で、これは誰でもいいという話ではな

いですし先ほども言いましたが思いを持った創業者というのが現れるのを待ってもいいと

思いますがずっと出てこない可能性ももちろんあります。先ほども申しましたが東京や大

阪であればある程度人数がいるのでじゅうたん爆撃的にやってもいいと思いますが地方の

場合はなかなかそうはいかなくて人もいないしお金もそこまでかけられないというのがあ

って、どちらかというと一点突破みたいな方がむいていると思います。その中で一つでも

二つでも成功事例を作ってそれを核に人を集めるとか、そこを中心に産業を広げていくと

か、そういう活動の方がいいのかなというのは思っています。もちろんこういう事例があ

って特に今政府の方でも女性の起業化だったり女性の雇用を増やす活動もされていると思

いますが、それを成功事例として取り上げながら実際の情報発信だったりトレーニングだ

ったりそういうところに結び付けていただくのも一つ手ですし、商工会みたいなところの

機能を強化するでもいいですし、よりその起業というところに対して目がむくような PR、

人材育成も含めた施策が打てるといいと思っています。個人的には例えば MY HONEYや他の

会社も倉吉の中で起業するとなった時にボトルネックとなる可能性があると思っている事

が 3 つあって、１つは最初の起業家がなかなかいないということがあるのでそれは誰でも

起業家になれるチャンスはあると思っているので、その啓発活動も含めて倉吉に来れば起

業が出来ますよというのでもいいですし、倉吉の中にいる人にもっと起業しましょうと声

をかけるのもいいですしそんな直接的な PRではなくてもいいと思いますが、そうやって起

業家を増やすような形、あとは人材です。今 MY HONEYが直面しているのは人材募集をして

もなかなか人を雇えないと、本当は今の時点で倍くらいに人を増やしたいくらいですがな

かなか雇用できる人がいなくて、もちろんそれは人が少ないというのもありますが情報が

届いていないという事があります。特に先ほど女性の働いている方が多い話をさせていた

だきましたが時短勤務という形やアルバイトや内職されている方もいらっしゃいます。い

ろんな形態で働ける場所というのは提供できると思うので、そういう PRという部分に協力

いただくというか人を斡旋するというかもっと埋もれている人材、男性は働いている人は

多いと思いますが女性で本当はスキルを持っていて活かしたいと思っているけどそれを活

かす場がない人に上手く情報を提供するチャンスがあれば倉吉以外の中部圏域でももっと

出てきてほしいなというのがあります。あとは資金で、ベンチャーだとどうしても成長す
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るとどんどん再投資という事で人なりものなりという事で投資していきますがこの資金と

いうのは常に涸渇する状態にあります。我々は個人の投資家という形で投資をしたり、実

はちょうど今増資と融資と並行して進めていますが、資金調達をしながら大きくしていく

しかないのですがそこをもう少しバックアップするような施策が倉吉の中にあれば倉吉に

来ると起業がしやすいということがあれば、起業家が出てくるチャンスでもあると思いま

すし、その辺りをバックアップ出来ると地域として新規企業を育成するような基板が作り

やすくなるような気がします。 

 

小野座長 

ありがとうございました。何かコメントやご意見ありますでしょうか。 

 

石田市長 

ありがとうございました。一つの成功事例という事で今日は欠席されていますが、バル

コスの山本社長もいらっしゃいます。こういう成功事例をどんどん増やしていく為に行政

としてどういう後押しが出来るのかまたそれについてもアイディアいただければと思って

おりますのでよろしくお願いします。とりあえず成功事例として受け止めさせていただき

たいと思います。 

 

油谷委員 

まだ小さい会社だと思っていますが 10 倍でも 20 倍でも出来たら成功といえるのではな

いかと思っています。 

 

田村委員 

それの一部だと思いますが市や県でも女性の起業家を増やそうという試みでいろんな補

助金を使ってワークショップやセミナーを開いています。その中でワークショップを年 4

日くらいやっていますが、その後面倒を見てくれるところがありません。だから何かやり

たいなと思って火がついてもどこに相談に行っていいのかわからず、商工会議所の会員じ

ゃないし、市役所に行っても人が変わってしまいますし、そういう事にお金はどんどん使

って勉強するけど水の泡になってしまうことが多々あると感じています。それで何とかそ

ういう人たちの思いを受け止めるようなところを作ってほしいと思いますし、周りからも

そういった声をいただいております。そういう中で新規の起業家たちを増やす事に繋がっ

ていけたらいいなと思っています。そこが例えば 5 ページの部分に書かれている内容がピ

ンと来なくてそれでも今困っているのが現状なのにどこに相談していいのかというところ

が見えないです。そこをもっと具体的にしてもらったり、コスト面を抑えられる事の方が

大事ではなくてお金を使っても絶対そこは伸ばしていくべきだと思うし作っていただきた
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いと思っているのでよろしくお願いします。 

 

田中部長 

具体的にこのビジョンの中で実際こうしますというような事は書いてないですが、そう

いう継続的な支援、起業、事業発展については十分に支援していく必要があると思ってい

ますが、どういう形というのが今はっきりとは示せないですがその辺りは十分考えて施策

は打っていきたいと思います。 

 

田村委員 

先ほど油谷さんも言われましたが、F-bizに一回相談したけど動かない人がいるとおっし

ゃっていましたが相談して気持ちが膨らむけど次に相談する人がいません。要するに自分

が動く事を見守ってくれる人がいないわけです。手取り足取りというのはあまちゃんかも

しれませんが、やはりそこをサポートしてくれて親身になってくれてというところが必要

で、そういった人がいればぐんぐん伸びる可能性があると思います。最近中部発信プロジ

ェクトということもチラシで拝見しましたがそういったものがいろいろありすぎて何が本

当に的確に正解なのかどこに行けばいいのか私自身も迷ってしまう事があるので、ゆるぎ

ない、かわりない心がけを私に下さって見守っていただける事もありつつ、ここにいけば

どっちでも繋げてもらえる機関があれば嬉しいと思います。 

 

東本課長 

この場所できちんとゆるぎないものという形までは難しいと思いますが、事業の説明を

させていただいたときに一つの考え方としましてとっとり企業支援ネットワークという形

で県内の専門機関、こちらの方が金融機関もそうですし商工会議所も入られていますし事

業引き継ぎ支援センターですとかよろず支援拠点とか産業支援センターとかそういった専

門機関でネットワークを組んでおられます。こちらの方は県内の事業所が対象ですので会

議所の会員でないとだめとかということはありませんので利用していただけると思います

し、倉吉、特に中部でという事になるとそこから中部商工会とのプロジェクトでやってお

ります商工会議所という事になりますがそこら辺がどこに行っていいのかわからないとい

う事ですのでそこは整理をさせていただきたいと思います。 

 

田村委員 

すごくわかります。だけど今までその沢山ある中でだめだから何とかしないと、という

ことなんですよ。あるから上手くいくかという内容をもう少し精査してほしいと思います

しそれこそ起業したいけどどこに相談したらいい？という女性の声をけっこう聞きます。

だったらどこがいいよと紹介しますけど、じゃあ商工会議所の会員にならないとだめな



15 
 

の？とかそういった事に戻ってしまって熱が冷めてしまっていたり、他の事が気になった

り勿体ない事になっているのでもう少し何かしてほしいなという気持ちはあります。 

 

牧野委員 

私は観光の話になってしまいますが、協議の内容としても書いてあるようににぎわいを

作るためには宿泊、飲食等の充実の必要性を痛切に感じます。また資料の中にサービス業

の従業者の中で宿泊、飲食が一番多いにも関わらず減少率が一番多い。これは大変な問題

だと思います。そうは言いましても観光業に携わる者としては宿泊、飲食店まずここが始

まらないと滞在時間を持てない事をよくわかってもらって頑張らないといけないですが、

そこで質問なのですが、こういった状況は恐らく当時だけではなくて日本中どこにもある

と思います。なぜ宿泊、飲食に関わる業が縮小していっているのか。特に倉吉特有の理由

があるのかないのか。その辺の分析もされているのであれば是非お聞きしてまた明日以降

の私どもの仕事に活かしたいと思うのですがどうでしょうか。もし分析されていないので

あれば出来る限り早急にしていただけると私達の仕事もやりやすくなりますので質問をお

願いと一緒になりましたがよろしくお願いします。 

 

山根課長 

今おっしゃいました内容ですが、観光に係る動向分析については来年度にそういった調

査業務を今自分達でもやっていこうかという動きをしています。そういったものの中で状

況を把握して調査報告を出していきたいと思います。 

 

小野座長 

よろしいでしょうか。観光ビジョンを作られるということですがいつ頃とりまとめが出

る予定でしょうか。 

 

山根課長 

観光ビジョンにつきましては今年度で骨子、来年度 10月、11月という事で作りたいと思

っていますがその前に 4 月あるいは 5 月に観光客の動向ですとか本誌の観光取材、広域の

完成道路からの倉吉市のアクセスですとかそういったものも含めて調査をしていていこう

というところで現状課題も含めて進めていこうと思います。 

 

小野座長 

そのような調査というのはこれまで倉吉では初めての事でしょうか。それともある程度

似たような事を何年か前に行った事があるのでしょうか。 
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山根課長 

私が知っている限りでは倉吉でそういう分析調査をやったことはないと把握しておりま

す。 

 

小野座長 

他の委員の皆さまご意見やご提案ありますでしょうか。 

それでは私から質問ですが先ほどご説明の中で来年度以降は行われている事についての

進行管理や評価についてこの会議でも話していくことになると思いますがその時は戦略会

議での結果はどうなっているかという話と個々の事業のシートがありますが、個々の事業

についてと主要事業についての進行管理は両方の面でやるのかどうか確認をさせていただ

きたいのですが。 

 

東本課長 

今後の進め方になると思います。基本的には戦略評価シートをベースに会議を進めてい

きたいと思っています。今回は見直しという事もありましたので、それに合わせた形での

戦略評価シートになっております。今後はこの設定した目標がどこまで達成できたのか、

その背景はどうだったのかというようなところが評価になりますし、議論の視点になって

きますのでその中で主要事業をどういう風に執行出来たか、その他に足りないものが何だ

ったのかそういった中身になりますので、個別の事業というよりは施策や戦略レベルの目

標管理、目標達成度の観点での議論になってまいります。 

 

小野座長 

ありがとうございます。他の皆さんはいかがでしょうか。 

委員の皆さんから多数の意見が出ましたので事務局の方で何か連絡等あればお願いします。 

 

東本課長 

その他という事になりますが今後の会議のスケジュールですが、まずは本日いただきま

したご意見を来年度の取組みでどのような形で反映するかということは検討していきます。

平成 27年度の会議につきましては今回の第 4回で基本的には全部を終了と考えております。

この後ですが先ほどもご説明しましたが平成 28 年度の会議という事になると思いますが、

27 年度の振り返りの段階での開催と考えております。こちらは振り返りになりますので恐

らく夏場になるかと思います。その後に平成 29年度の事業計画を企画するという事になり

ますので振り返りを基にした企画という事になります。回数の方は未定ですがそういった

スケジュールになります。 
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小野座長 

ありがとうございます。回数はともかく来年度中での振り返りと更に維持に向けてのど

うするかという議論の 2 つですね。今後のスケジュールについて皆さんの方でご質問等あ

りますでしょうか。 

それではみなさんありがとうございました。 


