
№ 議題 担当課 検討事項 委員会での回答内容 対応方針 Ｈ29取組状況

1
【雇用】
離職率①

商工課

・高卒者の離職抑制の取組のためにも、誘致企業も含
めた企業へ正規雇用の確保を求めるべき。

・企業誘致を行う場合に締結する進出協定等に雇用者数の
目標を掲げている。
・企業誘致の補助金は、正規職員に準ずる一定数の勤務時
間を有するということを対象としているため、正規あるいはフ
ルタイムの職員の雇用を進めていきたい。
・当然企業側にも福利厚生等の充実を要望したい。

・設備投資に関する雇用については、支援制度を活用する際に常
時雇用が条件となることから、制度を有効活用しながら、常時雇用
を促す。（離職の要因検証）

第２回推進委員会

2
【雇用】
離職率②

長寿社会課
商工課

・サービス業、特に福祉関係・介護関係の離職率が高い
ことについて、市としての調査や対策をしているか。

・市としても介護報酬引き上げの要望はずっと行っている。
・介護保険制度というのは、市の一般財源を入れるというの
は出来ない制度のため、市としてそこの軽減を図る事は困
難。
・そのため国等へ介護報酬の引き上げの要望を引き続き行っ
ていく。

・報酬の引き上げについては引き続き国への要望を行っていく。
・報酬のみならず、制度が複雑化／厳格化し、職員への負担が増
加していることも要因の一つと考えられるので、処遇改善について
も併せて要望していく。 第２回推進委員会

3
【雇用】
人材の確保

商工課

・企業を誘致したとしても、高度な技術が必要な場合が
あり、人材が集まるかという問題も発生する。
・一部の製造業からは、人手が足らず、人材を海外に求
めているという声がある。

・離職率が高いことは
①マッチングがうまくできていない
②企業側の人材の研修が不十分ではないか
という分析をしている。
・企業側もそのような時間がないという事を言っておられるの
で、力を入れていくことを考えている。

・求人側の条件と求職者側の条件を、再度整理する。（マッチング
の検証）
・企業側の人材育成（研修等）やパートからの正社員化などの働き
かけを検討する。（支援制度も合わせて検討）

第２回推進委員会

4
【雇用】
働く場の確保

商工課

・企業誘致と地元企業が元気であることが大事。
・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。

・平成28年度同様、よろず支援拠点と連携し相談体制をとってい
く。
・起業して間がない事業者を対象とした集会を開催し、事業相談、
事業者間のネットワークづくりをしていく。

第１回推進委員会

5
【雇用】
Ｕターン率の向上

商工課

・中小企業、零細企業というのは自分たちで発信する力
がない。
・行政が中心となり、高校生、大学生が集まって企業を
知るような全国にない就職説明会イベントみたいなもの
を夏休みなどに開催できないか。

・小さい所についてはそういう職場を見るという事は今までな
かった。
・検討させてもらう。

・広く地元企業を紹介できる方法を検討する。

第２回推進委員会

6
【雇用】
地場産業

商工課

・地場産業の育成にも力を入れてほしい。 ・地元企業に対しても市外からの誘致企業と同じように補助
金を交付している。

・引き続き、育成については支援制度を活用していく。
・中小企業等経営強化法に基づく支援策の活用も促す。

第２回推進委員会

7
【起業】
よろず支援

商工課

・平成27年度はよろず支援により相談件数が増えた。
・今後、この事業は継続されるのか。

・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。
・ただし、事業はずっと継続するわけではなく、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。
・継続か変更か平成29年度に向けて、検討していく。

・平成28年度同様、よろず支援拠点と連携し相談体制をとってい
く。
・起業して間がない事業者を対象とした集会を開催し、事業相談、
事業者間のネットワークづくりをしていく。 第１回推進委員会

8
【子育て・結婚】 子ども家庭課

地域づくり支援課

・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。
・新しい策を打ち出すべき。

・具体的な改善策は内部で検討し、提案させていただく。
・あわせて委員の皆様からもご提案いただきたい。

・地域での婚活事業への支援、中部地区1市4町の広域連携によ
る婚活事業など、平成28年度から新たな取り組みをすすめてい
る。

・地域で婚活に取り組む団体に対し
て支援を実施
・広域連携によるスケールメリットを
生かした婚活セミナー、ツアーを開催 第１回推進委員会

9
【子育て】

子ども家庭課

・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。

・引き続き待機児童が生じないよう保育行政を推進するとともに、
保育士の確保、体制づくりに重点を置いた取り組みを実施する

・子育てに対する不安要因の解消に
向けた取り組みを実施する

第１回推進委員会

10
【子育て】
妊娠

保健センター

・子育て支援は子どもを産んでからのことの比重が大き
い。
・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。

・不妊治療費助成事業（特定不妊治療・人工授精）、不育治療費
助成事業を実施している。

第１回推進委員会

倉吉市総合戦略推進委員会　意見対応管理表

1

yonedayu
タイプライターテキスト
資料３

yonedayu
長方形



№ 議題 担当課 検討事項 委員会での回答内容 対応方針 Ｈ29取組状況

11
【子育て】
出産

保健センター
子ども家庭課

・産婦人科が少なく、安心して子どもを産める場所がな
い。
・母親が孤立しないよう、倉吉に住む母親達でサポート
できることがあれば。
・子どもを産みたいと思える地域づくりを。

【子ども家庭課】
・保健と子育ての連携によるサポート体制でしっかりと支えていき
たい。特に、子育て総合支援センター事業に期待される役割を大
きいと感じている
【保健センター】
・妊娠期から出産期までの、心身共に不安定になりがちな妊産婦
を総合的に支援することで、育児不安の早期解消を図り、児童虐
待等の未然防止を図る。
・妊娠届時に保健師等の専門職が面接し、妊娠期から出産後の
情報提供を行うとともに、妊娠出産や子育てに関して個別に応じた
きめ細かい支援を行っている。

第１回推進委員会

12
【子育て】
遊び場・交流の場

子ども家庭課

・兄弟の年代が違うと遊びに連れて行く場所がない。
・親と子の交流の場所がほしい。

倉吉パークスクエア、子育て支援センター、児童館等を利用してい
ただきたい。また、中心市街地活活性化計画の中では、民間事業
者による遊び場設置も検討されているところであり、支援していき
たい。

第１回推進委員会

13
【子育て】
母親の集まる場①

子ども家庭課

・母親としてではなく、１対１の人間として友達との触れ
合いや関わり方がママ同士でも出来るような場はあるの
か。

（委員からの意見）
・公共の場ではないが、民間グループで母親たちが遊べる場
というのは市内でも出来つつあるとの話は聞いたことがある。

・子育て総合支援センターにおいて、子どもとの関わり方への支援
や保護者同士の交流の場としての講座を実施している。

・講座の継続実施

第２回推進委員会

14
【子育て】
母親の集まる場②

子ども家庭課

・行政は情報を追いかける努力と支援の検討を行って
ほしい。

・民間が取り組む情報の収集に努め、情報発信への協力や支援
を行う

第２回推進委員会

15
【子育て】
イクボス

人権局

・イクボスの研修、セミナーを増やしていただき仕事上で
の意識を変えてもらえるような研修をしてほしい。
・県や湯梨浜町と連携しながら、市からも企業へ訴えか
ければ相乗効果があるのではないか。

・イクボスについては、
①市役所を職場の一つとして進めていくか
②市内の事業所にそういう事を啓発していく
という２面があると思うので調査、検討していきたい。

･母親の育児の負担軽減、男性の育児参加の促進（イクメン）、部
下の仕事と家庭の両立を応援し自らも実践する上司（イクボス）な
ど男性の働き方を見直す取り組みに重点をおいたワーク・ライフ・
バランス講座の実施。
・倉吉市男女共同参画推進まちづくり表彰制度においてワーク・ラ
イフ・バランスに力を入れている事業所等を表彰し、市民や事業者
の関心と意欲を高める啓発を行う。

・ワーク・ライフ・バランスに関する講
座の開催
・倉吉市男女共同参画推進まちづく
り表彰の実施

第２回推進委員会

16
【子育て】
不安感の解消

子ども家庭課
人権局
商工課

・子育てに不安を持つのは近くにいる母親の方が圧倒
的に多いと思うが、その母親を父親に支えてもらえた
ら。

・縦割りの中では福祉と産業環境と分かれていているが、役
割分担しながらいい形で事業展開出来るように宿題として受
け止めさせてもらう。

【人権局】
･母親の育児の負担軽減、男性の育児参加の促進（イクメン）、部
下の仕事と家庭の両立を応援し自らも実践する上司（イクボス）な
ど男性の働き方を見直す取り組みに重点をおいたワーク・ライフ・
バランス講座の実施。
【子ども家庭課】
・保護者会を通じて家庭での子育ての役割を考えるきっかけづくり
を推進する。

・ワーク・ライフ・バランスに関する講
座の開催
・倉吉市男女共同参画推進まちづく
り表彰の実施

第２回推進委員会

17
【子育て】
放課後児童クラブ

子ども家庭課

・放課後児童クラブの指導員が不足しているのであれ
ば、地域の高齢者に協力してもらえないか。

・指導員は充足しているが、その質が求められているため、研修会
等への派遣により質の向上に努めたい。

・指導員の確保と質の向上

第１回推進委員会

18
【子育て】
子ども食堂①

子ども家庭課

・子ども食堂について、市から子育て世代に情報発信を
しているのか。

・情報発信については、協議中。
・本当に必要な方のところへ届ける事が出来たらいいという
思いと、あまり狭めず広く来てもらうのがいいのかというそれ
ぞれ違った思いがあり、引き続き話し合っていくこととしてい
る。
・市が出来ることは取り組んでいく。

・経営者、市社協、市で子ども食堂連絡会をH28.9月に立ち上げ
た。連絡会の中でも相談しながら進めていきたい。

・子ども食堂連絡会（事務局市社協）
の定期的な開催。

第２回推進委員会

19
【子育て】
子ども食堂②

子ども家庭課

・子ども食堂を知っていただきたいがキャパの問題とそ
れぞれの経営者の思いがある中で現在模索しているの
で、それを行政がどのようにカバーしていくかはとても大
きなこと。是非取り組んでいただきたい。

・まだ入り口に立ったというところなので、指摘のあった事につ
いてしっかり協議していく。

・経営者、関係機関と連携を図り、行政としての役割を果たしてい
きたい。

・立ち上げ支援補助H29予算400千
円

第２回推進委員会

20
【子育て】
情報発信

子ども家庭課

・不安に対する的確な情報提供ができていないため、子
育てに不安を持つ人が減らないのではないか。
・情報提供のあり方の検討が必要。

子育ての不安の一番は、経済的不安であり、保育料の負担軽減
等の施策には積極的に取り組んでいる

第１回推進委員会

2



№ 議題 担当課 検討事項 委員会での回答内容 対応方針 Ｈ29取組状況

21
【子育て】
ポータルサイトの
設置

子ども家庭課

・ポータルサイトは、誰がどのように設置して管理してい
くのか、行政だけでこのサイトを運営していくのか、それ
とも専門性を持った方がこのサイトの作成に参加するの
か。

・特に子育て支援の情報というのは行政内部では様々な部署
が関わってくるため、どうまとめて発信していくかという仕組み
と誰がやっていくのかというところはまだ内部で検討している
ところ。
・届けるべき情報がきちんと届いていないという声を聞いてい
るので取組を進めていきたいと考えている。
・広報ベタは共通の課題として認識している。どうすれば情報
の欲しい人に的確に届くのか、それも良い情報として届くのか
しっかり検討し、２９年度には方向性が出せるようにしたい。
・子育てだけではなくトータルで対応していく事が大事。

・子育て支援の部分も含め、全庁的に情報発信の効果的な方法に
ついて、検討をしていく。

第２回推進委員会

22
【子育て・女性】
雇用の場

子ども家庭課
人権局
商工課

・賃金の低さと女性の働きにくさ等による経済的な理由
で２人目、３人目をためらう人も多い。
・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
るといい。
・企業経営者も真剣に考える必要がある。

・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
下げていきたい。

･母親の育児の負担軽減、男性の育児参加の促進（イクメン）、部
下の仕事と家庭の両立を応援し自らも実践する上司（イクボス）な
ど男性の働き方を見直す取り組みに重点をおいたワーク・ライフ・
バランス講座の実施。

･ワーク・ライフ・バランスに関する講
座の開催

第１回推進委員会

23
【健康づくり】
集団検診

保健センター

・受診を勧める割に体制が整っていない。
■集団検診の回数が少なく、会場がいつも多くの人であ
ふれている。
■予約制ではないため、行っても定員オーバーで受けら
れない検査がある。
■すべての健診を受けられる病院がない　　など

・保険事業団に委託をして行っているため、倉吉だけ手厚くと
いうのもなかなか出来ない。前年の実績も影響している。
・回数を増やす、地区公民館に出向く、ある程度の人数がま
とまれば自治公民館単位でも出ていくなど、何とか回数を増
やす努力をしている。
・予約制の検討もしているところだが、こま続きに行きたいと
いう方、予約していたが急に行けなくなったなど整理がついて
いない部分もあるので引き続き検討し考えていきたい。

・健康診査は各地区公民館等で実施する集団健診と医療機関に
委託して実施する個別健診を実施している。
・集団健診については、平日の胃がん・子宮がん・乳がん検診及
び休日健診については完全予約制としていく。
・平成29年度の集団健診の回数については現在健診機関と調整
中である。

第２回推進委員会

24
【健康づくり】
健診受診率①

保健センター

・受診率の低い年代などの統計データは取っているか。
・高齢者の方が受診しないのはなぜか、働き盛りの人た
ちが受診しないのはなぜか、細かい対策を打った方が
効果はあるのではないか。

・年代別や地域別の受診率は掴んでいるところはある。
・データ分析もしているが施策に結びついていないところもあ
るので引き続き研究していく。
・検診の受診率の低さというのは共通認識で持っているため
改善の努力を行う。

・がん、脳卒中や心疾患等の循環器系の疾患を予防するため、異
常を早期に発見し、生活習慣の改善や適切な治療につなげること
で、健康寿命の延伸が図られる。
・各種健康診査を受診していただけるように、引き続き健康づくり
推進員や自治公民館連合会をはじめとする関係機関と連携して受
診率の向上に取り組んでいく。

第２回推進委員会

25
【健康づくり】
健診受診率②

保健センター

・健診受診率の低さは、個人経営や小規模事業者など
仕事の影響もある。
・産業からもプッシュできるような政策は出来ないか。

・健診受診率については、倉吉市の課題である。ぜひ皆さん
と一緒に考えていきたい。

・協会けんぽとの「健康づくり事業に関する包括連携協定」により
保健事業（受診率向上等）の推進を図る。事業所との連携も進め
ていきたい。 第１回推進委員会

26
【女性】
女性の活躍

人権局

・女性の活躍や女性に対するバックアップは外さないよ
うにしてほしい。

・女性の活躍を推進するための研修やセミナーの開催 ･女性の活躍を推進するための研修
やセミナーの実施

第１回推進委員会

27
【婚活】
情報発信

地域づくり支援課

・対象者を見てみると県内や中部地区だけの人と捉えて
しまう。イベントをするなら県外さらには海外にも発信
を。

・中部地区1市4町の広域連携による婚活事業で、関西圏の女性も
視野に入れた取り組みを実施している。今後のイベントについて
は、ＳＮＳ等を使用し、積極的にＰＲしていく。

・広域連携による婚活イベントを予定
しているが、県内在住の独身者を対
象に実施する予定。イベント情報は
SNS等を使用し、発信していく。
・対象者の地域の拡大については、
次年度以降の事業に向けて1市4
町、鳥取中部ふるさと広域連合で検
討していく。

第２回推進委員会

28
【移住】
イベントの開催

地域づくり支援課

・移住者の活動内容やゲストによる講演など、全体で盛
り上がりのきっかけや自分事にしてもらえるような集会
を作って欲しい。

・会の開催について検討していく。 ・移住者、関係機関と連携して、会の
開催に向けた検討を進める。

第２回推進委員会

29
【移住】
ＰＲ①

地域づくり支援課

・鳥取コラボカフェなど県外での説明会への参加につい
ては、取組の継続が大事。
・倉吉市は、まだまだＰＲ不足。

・機構等と一緒になって説明会等には積極的に参加させても
らうようになった。
・ただし、これは一つの入り口であり、移住希望者へもっと的
確に情報を出していかなければいけない。

・取り組みを継続していくなかで、PR方法を検討していく。 ・引き続き県外相談会に参加して、
的確な情報の発信に努める。

第２回推進委員会

3
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30
【移住】
ＰＲ②

観光交流課
地域づくり支援課

・観光をきっかけに移住を考えられる方がいる。
・観光関係者や白壁土蔵群の店員等が移住定住の情
報を持っていればサポートが出来るのでは。

・観光関係者の対応は困難なため、地域づくり支援課を案内して
いただくことで対応を行う。

・観光関係団体に移住施策に関する
基本的な部分について情報共有す
る方向で検討していく。
・移住ガイドブックの配布について、
県外相談会の場以外にも、観光案内
所などの県外者が立ち寄る場所を検
討していく。

第２回推進委員会

31
【移住】
ＰＲ③

地域づくり支援課

・移住を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。

・移住者による倉吉の情報発信を検討する。 ・移住定住推進事業で移住者の交流
会を実施し、参加者に情報共有や情
報発信を促しながら、将来的に移住
者がSNSなどを活用して情報発信を
行い、移住者を呼び込む仕組みを構
築していく。
・「とっとり暮らしアドバイザー」等、移
住者と連携して、県外移住相談会で
倉吉のPRを引き続き行っていくこと
で、移住を検討されている方に情報
発信していく。

第１回推進委員会

32
【移住】
空き家対策①

地域づくり支援課
建築住宅課

・自治公民館とも一緒になって空き家バンク登録を増や
していきたい。
・空き家対策をしっかり行うことで、移住定住の受け皿や
観光客の宿泊施設に利用というような次の展開にも繋
がるのではないか。

・空き家対策は建設部と企画振興部が一緒になって取り組ん
でいる。
・移住定住チームと話をし、隘路があればそこへの必要な対
策を考えていく。

・28年度に自治公民館の協力により空き家調査を実施。空き家情
報を整理し活用可能な物件について空き家バンク登録拡大に向
けて取り組みを進める。
・引き続き建築住宅課と連携し、新たな空き家情報の収集に努め
る。

・空き家バンク登録拡大に向けて、
空き家の所有者と交渉を行う。

第２回推進委員会

33
【移住】
空き家対策②

地域づくり支援課
建築住宅課

・空き家の管理、リフォームなど「空き家ビジネス」への
支援の検討を。

・空き家の管理は空き家対策の所管である建築住宅課で行う。支
援策については建築住宅課と連携しながら検討していく。

・引き続き空き家管理を建築住宅課
で行い、情報共有していく。 第２回推進委員会

34
【観光】
情報発信

観光交流課

・情報発信が上手でない。
・迅速に対応するため体制を整えるべき。

・情報発信とは、全国メディアやSNS等を通じた口コミ等により拡散
されることが最も有効であるが、それに耐え得る素材も必要。
6,000人を集客した春のひなビタ♪のイベントでは中央メディアを招
致し、情報を効果的に発信した例もあるが、十分な投資が必要で
あり、費用対効果を考慮しながら検討する必要がある。

・復興対策・関金温泉開湯1300年祭
については、プロモーションを外部委
託により実施する予定

第１回推進委員会

35
【観光】
観光ビジョン

観光交流課

・市の観光ビジョンを早急に作成し対応を。 ・平成２８年度において「倉吉市観光基本構想（仮）」と題し、市の
特性を活かした持続可能な“観光振興によるまちづくり”を目指し、
その基本となる理念・基本方針・基本施策を掲げ、行政や観光協
会をはじめとし、観光関連事業者、観光関連団体のみならず、市
民や各種団体、事業者なども一丸となって観光振興を図るための
指針を策定するもの。

・観光ビジョンに定める基本的な施策
の実効性を高めるため、地域住民、
宿泊・料飲を担う店舗や関係団体の
意識づくりから取り組みを進める 第１回推進委員会

36
【観光】
関金温泉

観光交流課

・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。

・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。

・平成29年関金温泉開湯1300年祭を契機に、集客が想定される大
山開山1300年、国立公園満喫プロジェクトと連携しながら、市内の
関係団体が関金をフィールドとして、東大山山麓としてのイメージ
づくりを視野に入れた事業展開を行うこととしている。

・関金温泉開湯1300年祭実行委員
会を中心に市内事業所等との連携を
図り、インバウンド施策も含めた誘客
展開を行うもの

第１回推進委員会

37
【その他】
ゲストハウス

・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
を作ってほしい。 第１回推進委員会

38
【全体】
情報発信①

総合政策課
・市のＨＰは見にくく、使いにくい、探しにくい。 ・早急に検討する。 ・自治体先進地の研究

・専門家からの意見聴取
・左記で得た情報を取りまとめ、必要
な修正を行っていく 第１回推進委員会

39
【全体】
情報発信②

・倉吉の良さを知らない市民がほとんどで、当たり前だと
思っている。
・そのためにファシリテーターの育成が欠かせない。
・情報発信が自己満足で終わっている。
・発信の仕方も一方通行。発信したらそれで終わりで、
その情報を県外や海外の人が見たときにどう思ってい
るか聞く耳を持っていない。

・各分野の内容をどうプロモーションするかということだけでは
なく、トータルすると市役所全体としてコーディネートすること
になる。
・そこは企画振興部の役割になるので、縦連携ではなく横連
携ということを含めて課題として認識し、２９年度については
しっかりと対応していく。
・外だけではなく内部の人材育成も足りないという意見もあっ
たので肝に銘じて改善していく。

第２回推進委員会

40
【全体】
事業検討の方法

・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、対策が半年、１年と遅れてしまう。

・今回の会議が取っ掛かりとなれば。

第１回推進委員会
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