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平成 29年 8月 23日開催 平成 29年度第 1回倉吉市地域産業振興戦略会議議事要旨 

 

１ 開会 

 出席者：船越委員、北村委員、文村委員、仲村委員、上野委員、井上委員、 

牧野（健）委員、大槻委員、柴田委員、小野委員、吉田委員、黒阪委員、 

福井委員 

 欠席者：牧野（光）委員、中山委員 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 座長選出 

 事務局の指名により、小野委員を推薦。出席委員全員の了承をもって小野委員座長就任。 

 

５ 協議事項 

（１）倉吉市産業振興ビジョンについて―――――――――――――――（資料№1） 

田中産業環境部長説明。 

 

（２）倉吉市地域産業振興ビジョンの振り返りについて――――――――（資料№2） 

①市民所得指数、雇用自立度について 

田中産業環境部長説明。 

 

牧野委員 

市民所得指数について、表を見ると上昇を続けているようには見えない。 

 

田中産業環境部長 

たしかに指数は上昇していない。24 年から所得額のほうが上がっているということを言

いたかったということで、訂正します。 

 

小野座長 

補足するとこの２つの指標は、全体を総合的に示すというのもある種のシンボルとして

機能するものだと思うし、ひとつひとつの数値で一喜一憂するというものでもなく、全体の

状況を把握していくという役割かと思う。 

 

②地域産業振興ビジョンの振り返り（戦略評価シート）について――――（資料№3） 
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【戦略１】雇用の創出と確保について 

東本商工課長、前田環境課長説明。 

【戦略２】農商工連携による６次産業化の推進について 

内川農林課長、東本商工課長説明。 

【戦略３】雇用の創出と確保について 

山根観光交流課長、東本商工課長説明。 

 

（３）意見交換 

文村委員 

【戦略１】雇用の創出の確保ということについて、雇用の数を創出するというのは分かる

が、雇用の質の追求というのは行わないのか。 

 

東本商工課長 

 平成 27 年度の時点でビジョンを策定した時には有効求人倍率も上昇傾向にはあったが、

質というより就業情報を得やすい状況をつくるというのがスタートだったが、質の追求と

いう形での展開は図っていかなければと考えており、施策の中では「企業立地促進補助金」

というのがある。市内の事業所が増設なり雇用していただければ補助金を出す制度だが、要

件として常勤雇用というのが前提になっているのでそちらのほうは推進していきたいと思

っている。 

傾向としては新規の求人倍率も上がっているし正社員の有効求人倍率も上がってきてお

り、逆に人手不足という観点から正規雇用でないと集めにくいという意見も生れていると

いう状況である。 

 

黒阪委員 

有効求人倍率は全国的にも、倉吉についても上がって来ているという現状がある。鳥取県

全体でみれば 1.59という高い数字になっている。当面下がるというふうには考えられない。

一方で正社員のほうも今現在倉吉でも 0.8倍にもなっている。 

ただ問題は、倉吉を見ていけばかなり器が小さい。人口が少ない、仕事探しをしておられ

る方も少ない。今後就職を上げていくことそのものが難しいのではないかと。そういうこと

も踏まえながらこのビジョンを考えていかないと、これから先目標を高く持ちすぎると厳

しい状況が出てくるのではないかなと少し懸念に思っている。 

 

東本商工課長 

マッチングのほうも重点を置いて考えていきたいと思っており、専門員を置き、相談を受

けるような状態を作っているというところで、意識はしている。 
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小野座長 

現状戦略評価シートの中には雇用の質みたいな観点の問題設定というか、あまり書いて

ないような気もするので、あってもいい。ご検討ください。 

 

東本商工課長 

今年度はある程度意識しているが、28 年度の振り返りの中ではそこの部分は次年度の課

題だと思っている。環境が変わっているので、人材の視点も施策展開の中には取り組んでい

きたいと思っている。 

 

仲村委員 

雇用の面で、女性スタッフの中でいつも出ているのが子供の預け入れる場所がないとい

うこと。年々ひどくなっていると思う。市のほうで何とかしてもらえると、女性がもっと働

きやすい環境が出来てくるのではないかと感じている。 

企業の取り組みとして、日曜休みとか働き方に工夫をして子供が出来たから仕事を辞め

なければいけないというふうにはならないようにしている。 

観光のところで、私は「さとふる」をよく活用しているが、九州などの旅館で１泊２食付

の旅館で夫婦とかでどうぞみたいなものが 10万とか５万とかである。それがすごくいいな

と思った。 

市のＨＰを見ていないって人も多いと思う。ＨＰを充実するより見てもらうところに持

っていくということも考えられたらどうかと思った。 

 

田中産業環境部長 

 雇用の質について。非正規から正規。その条件としては企業の経営努力というものもある

程度必要であろうと。直接雇用の数というところを前面に押し出して質のところまでは行

ってないところがあったので、市としてそういう視点を持ち合わせて考えていければと思

う。 

女性の雇用という観点で育児の環境等について。これは直接地域産業振興ビジョンでは

なく、総合計画あるいは地方創生のほうでも載っているので、そちらのほうで考えていけれ

ばと考えている。ＨＰについては地方創生の部会でもよく出る話で、倉吉市は発信が下手だ

というご意見を頂いている。今後より伝わりやすい方法についても考えている。 

 

山根観光交流課長 

 倉吉観光という市のＨＰのトップ画面に入れている。従来からＨＰのアクセス数は増え

つつある。観光マイス協会がＨＰをリニューアルされ、動画も入れて見やすい画面にされた。

引き続き検討していく。 

ふるさと納税サイトのさとふる。他の自治体の商品を見ると温泉と高級旅館や観光スポ
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ットをセットにしたり、旅行クーポン（助成）というところで出しているところもある。か

つて倉吉市も倉吉を満喫してもらうふるさと納税商品を作ったが、特に温泉地で泊まって

もらうところの環境整備がまだまだ十分でないところがあり、ふるさと納税で旅行商品を

出し切れてないというところがある。検討していきたい。 

 

小野座長 

 子育てのお子さんを育てる環境が悪化している、預けにくくなっているというのは市役

所でも認識は持っているか。直接この戦略の中に該当する部分はないのかもしれないが。 

 

田中産業環境部長 

 待機児童数というのは無いと聞いている。ただ色々お勤めの形態によって預けたい時間

帯であるとか曜日であるとか、それに全部対応できているかというところは少し疑問があ

る。ニーズ調査等が必要かと思う。 

 

黒阪委員 

 鳥取市で言えば鳥取市が掲げている待機児童０というのがある。現実に４月１日時点で

は待機児童はいなくなる。ただ中途での子供を預ける場合にはなかなかない。これは大きな

問題であると思うので確認されたほうがいい。 

国は育児と仕事の両立というのが非常に大きな問題になっており、人手不足が進んでい

る中で女性の社会進出、女性の方に活躍していただくということがどれだけ必要なことか

というのが今クローズアップされているところ。今の雇用の創出と確保という観点の中で

就職率を上げていく、あるいは地元採用率を増やしていくという観点でもそこはどうして

もはずせない問題ではないか。 

 

上野委員 

 【戦略３】にぎわい創出と観光業の振興の戦略の成果水準とその背景と課題のところで、

倉吉市は滞在時間が短いというのがあったが、おそらく滞在時間が長くなるような魅力的

なものというものがもうひとつないのだろうと思う。倉吉と同じような人口で同じような

状況で成功をおさめているところがいくつかあるのではないかと思う。他県の成功事例を

しっかり勉強して、それをこういう場所でシェアして、倉吉に合わせた形で提案していける

ようしていくことが必要と思う。 

 

山根観光交流課長 

 まず観光滞在時間が倉吉は２時間弱であり、短い。温泉地宿泊前後の立ち寄り観光地的に

なっている。その原因としては、人数がクリアできる昼食場所がないということ。それと体

験メニューがまだまだ不足している。それと市内の観光スポット周遊できるような交通手
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段も必要かと考えている。１時間程度立ち寄ってまた次の場所に行くではなかなか経済効

果もおきない。そういうところを改善していかないといけない。 

他の自治体の成功事例というのが実はあまりよく勉強していない。県内での情報交流は

やっているが全国的な先進地というところの事例を学ぶことがまだまだ出来ていないとい

うのが実情である。 

 

小野座長 

滞在時間というのは具体的な把握は定期的にされているのか。 

 

山根観光交流課長 

 今回６月に倉吉の観光ビジョンを作った。その時に携帯端末のＧＰＳ機能で滞在時間が

わかる調査がある。それで割り出した結果で１時間 50何分という結果が出てきている。 

 

小野座長 

 毎回精密なデータ収集は困難だと思うが、比較可能なデータの収集を。 

 

山根観光交流課長  

 取り組んでいきたい。 

 

小野座長 

 他の自治体の事例というのも、いろんな取り組みが各地であるから、交通手段のこととか、

昼食の問題などいろんな観光地で問題になっていることかもしれない。可能な範囲でよそ

の事例なんかも見ていただければ。 

 

井上委員  

 銀座商店街振興組合は、倉吉市での唯一の商店街組合。ここ２年くらいで非常に活気を取

り戻しつつあるような実感をしている。その要因は、若い人たちを中心として、活動をして

みようという動きが盛り上がりを作ったと思っている。 

もう一つは、小さい地域の枠を取っ払って、広いエリアで仲間を募ること。「商店街」と

いう名前だが、商店街一通りにとらわれずにそのエリアに住む若い商業者なり、仕事を自分

で起業した人なりを集めてくるというのが今までにないエネルギーを生んだということが

あった。 

観光はすごく大事なことだが、来られる人にとってみれば、そこに住む人々の暮らしとい

うか土地柄を知ることも、ひとつの楽しみなのだろうと思う。 

私たちが住んでいるこの地域はかつて私が子供のころは、他町から倉吉に出掛けてきて

いる人たちがずいぶんいた。岡山県北の人たちがもっと倉吉にやってきていた。生活圏とい
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うものを見たときに倉吉市というのは結構南のほうに、岡山県北に広く移動しているので

はないか。そういう生活圏というものをもっと意識したそういう政策があっていいのでは。 

商店街は観光施設があるわけではないので、そこに住んでいる人達のためにあるもの。そ

の暮らしぶりを健全にしていくための役割を担っているという自覚も芽生えてきている。

政策の中に戦略課題と今後の方向性の中に、ぜひ生活交流圏とすると岡山県北のほうも含

めてもっと利用できるような環境づくりなり政策を考え取り組んでいただきたい。蒜山高

原に年間 200 万人かの観光客が来ている。関金にしてもそこの入り口としてもっと活用の

可能性も出てくる。 

 

山根観光交流課長 

 観光の関係で井上委員のおっしゃったとおり今回倉吉も観光ビジョンを６月に策定した

が、その中で一番重要な柱として観光まちづくりの推進というところがひとつ大きなポイ

ント。今まで団体旅行で特定の場所に行くということから個人旅行にシフトしてきた。個人

の旅行のニーズというのは本当に多様になってきている。その中で自然、伝統文化、行事も

含めて食、そして人々の暮らし、日常生活そのものが大きな地域資源になると思っている。 

銀座商店街の取り組みも「もてなし」という部分で倉吉に大きく貢献していただいている

と思っている。また蒜山には従来「梨の花温泉郷」という広域観光組織がある。エリアとし

て今も中部版ＤＭＯとして「鳥取中部観光推進機構」があるが、そこの会員として、自治体

は違うが周遊バスを走らせたり、お互いのＰＲイベントに出向いたり、ひとつのまとまりの

中での行動ということを取り組んでいる。仕掛けが倉吉にとっても大きな課題となるので

しっかり取り組んでいきたい。 

 

小野座長 

 銀座商店街で活気を取り戻す動きが出ているあたり、市役所としては何か把握されてい

ますか。 

 

東本商工課長 

 銀座商店街の場合会員数も増えてきたというのも聞いている。若い方も入られたと認識

している。資料３番３ページの４番の中どころに、小売吸引力という言葉がある。１を超え

ていれば高い。倉吉は 1.24。鳥取市で 1.03。販売額なので岡山県北から入って来られて落

とされていると考えられる。 

 

小野座長 

 小売吸引力は、後半にしかしながら店舗数や従業員数は減少しているとある。倉吉におい

て店舗数減少しているけれども吸引力は確保しているということをみると、倉吉の周辺は

一層縮小が起きた結果倉吉に来ているのかなと。そんな要素も？ 
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東本商工課長 

 そうです。東伯郡４町でみると東伯郡が 0.6と低い。周辺の４町から都市機能のある倉吉

で購入されていると思われるし、それ以外からもと考える。 

 

小野座長 

 これはチャンスというか、中核として踏ん張りどころでしょうね。 

 

東本商工課長 

 そう理解しています。 

 

井上委員 

 私感だが、商店街は一時期非常に衰退した。それによって逆にしがらみがない状態。無菌

状態に若い人が帰ってきた感じで、自分たちの思いで自分たちが何かしようと思った時に

逆に障壁がないという、これはものすごく大きな変革のチャンスなのだと思う。私たちの時

代はそれを活かすように邪魔しないようにするのが大事だと思う。 

 

北村委員 

私初めて参加させてもらって、農業者が外に置かれていると思った。スイカとか梨とかメ

ロンとか市で有名なものばかりでなく、私、今年はじめて４人のグループでケチャップを作

らせてもらった。ラベルの作り方も何も全部わからないままだったが JAの職員に指導して

もらって、250 本ほど売ってお客様に喜んでいただいて 10 万円を手にした。この喜びをさ

さやかだけれども、こういうことができると思った。 

 大原のトマトでもＢランクのものが悪いって言われますが、大原の女性会の人が加工し

て作っておられる。一つたりとも捨てたくないという思いがあって本当にがんばっておら

れるなと思っている。 

直売所に行くと東伯から北条までケチャップでどっと並ぶ。そういう販売の方法という

のがもうちょっとわかったらと感じる。農林課の方にご指導いただければと思う。別にスイ

カ・メロンあれじゃなくても、地元産の米や大豆を使って味噌、その余った味噌で焼き肉の

たれを作ったり、加工品というのはそういうものでもいいと思う。女性会としては努力して

いる。それをもうちょっと企業化して儲からなくてもいいけれど、喜びをちょっとのお金に

したらよいと思う。 

 

福井委員 

 JA 女性会の会員さんで多くの加工品を作っていただいている。倉吉市の秋喜に大きな加

工所をもっている。その中で倉吉では 1,300名程度、会員さんで加工品を作っている。６次
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産業化の推進というところで、JA 鳥取中央は三朝神の倉大豆、長芋、ぶどう、トマトフレ

ンズというケチャップ。これは東京のお店とかに出されていて全国表彰等もいただいてい

る。倉吉ってちょっと弱かったかなと反省をしている。 

その中で要因として農林課から挙げてくださった特産品を農産物としての出荷を第一に

考えているというのが、そうだと思う。農業者も高齢化した中で技術というのも持っておら

れる方ばかりで、高い技術をもった方、職人さんだと思う。その中でＢランクのものを使う

という考え方で加工品をということはなかなか進んでいないということをおっしゃられた。

いいものを作って市場に売っていくことだけが今のやり方でないということはそう思うが、

そこを説得していくのは難しいと思う。 

上野さんからも成功事例という言葉があった。私も全国の成功事例を見ているが、情報提

供を JAだけではやり切れない。この資料№１の４ページの中に市民、事業者の役割（協働）

ということで、JA として農産物を作る技術というのは高いものを持っている。残念ながら

６次産業化をする技術はどうしても他の業者の方の力を借りないと出来ないのではないか

と考えているので、連携を取らせていただけるような施策を情報提供も含めて盛り込んで

いただきたい。 

 

内川農林課長 

 おっしゃるように倉吉の農家は高い技術力、生産力をお持ちで、ただ農家数はだんだん減

少しているというのは事実。その中でトマトケチャップ、三朝神の倉大豆と郡部も含めてで

すけれども JA鳥取中央も頑張っておられる。倉吉市という形の中で６次産業化に向けた取

り組みが１というさびしい件数になっているというところ。６次産業化の関連事業という

ことで県の補助事業、市の補助事業あるいは国の補助事業という中で活用いただいたとか

計画が形になったとかというところをカウントさせていただいている中で、先ほどのケチ

ャップなども私どもの把握が足りなかったなというふうに思っている。今後、県の支援だっ

たり市の支援だったりを活用していただきながら、農業者と連携、加工業者と連携を取るよ

うな形をとれればなと考えている。 

 

田中産業環境部長 

 このビジョンで言うと６次産業化というのは、それこそ儲けていただく。継続的に営業し

ていただいて収入を上げていただくと。Ｂ級というご指摘があったが、ビジョンで目指して

いるのは６次産業用に農産物を作っていただいて、それを加工して販売していただくとい

うのを目標にしている。倉吉市の農家さんはどちらかというと１次のところで本当にがん

ばっていただいていて、その農産物のブランドを上げるというところはある程度出来てい

るが、６次産業に向けて農産物を作るというところが、なかなか意識がいかない。それは加

工上の問題だとか販売の問題だとかまだまだ多いかなというところがある。そこを戦略と

して６次産業化に向けさせていくかというのがこのビジョンの課題であると認識している。 
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■今後の流れの確認 

9月中旬――――会議の意見を整理し各委員へ送付。その時さらにご意見があればいただく。 

10月中旬――――再度整理。市 HP等で公表。 

年明け―――――２回目の戦略会議。30年度の事業計画説明 

 

 

閉会 


