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令和元年度第１回倉吉市総合戦略推進委員会 議事録

日時 令和元年 12 月 26 日（木)14 時 00 分～15時 35 分

場所 倉吉市役所大会議室（本庁舎３階）

（議事録）

〇事務局（司会） それでは定刻となりましたので、令和元年度、第１回倉吉市総合戦略推

進委員会を開催させていただきます。開会に当たりまして、倉吉市企画産業部長より一

言ご挨拶申し上げます。

〇企画産業部長 皆さんこんにちは。令和元年度の第１回の総合戦略推進委員会というこ

とで、大変年末のお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。お礼を申

し上げます。さて、皆さんご案内の通り、少子化・人口減少というのは大変なスピード

で今押し寄せておりまして、先般の報道にもございましたように、2019 年の出生数が

86 万４千人ということで、1899 年からの統計以来初めて 90 万人を下回ったというよ

うな現状ということでございます。また、地方創生の一つの柱でございます東京一極集

中の是正ということにおきましても、なかなか進まないということで、いろんな対策が

望まれる中でございます。そういった中、国におきましては第２期のまち・ひと・しご

と創生長期ビジョンと総合戦略を策定されました。また今、鳥取県におかれましても、

今年度中を目途に鳥取県の計画策定の準備を進められているところであります。本日

におきましても、こういった国や県の計画を勘案しながら、具体的には令和２年度から

の議論となると思いますけども、本市の第２期の総合戦略の策定を進めていきたいと

考えております。引き続き皆様のご協力をお願いしまして、簡単ではございますがご挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

〇事務局（司会） そういたしますと、早速ではございますが次第に従いまして進めさせて

いただければと思います。それでは次第の２番に進めさせていただきたいと思います。

委員のご紹介ということで、お手元に本日の配席図とともに、委員さんのご一覧を配布

しております。27 番まである中で、８番目の方が空欄ということで、山下委員さんが

お辞めになられ、次の方の人選を検討しているというところであります。あと、10 番

と 22 番の方の右肩に新と書いてございます。このたび吉田理事さんと笠原副会長が改

めて委員の方になっていただきましたのでご紹介をさせていただきます。次第の３番

に移りたいと思います。倉吉市の人口動向につきまして、事務局より説明をさせていた

だきます。

〇事務局 お手元の資料２をご覧ください。倉吉市の人口動向についてご説明を申し上げ

ます。１推計人口の推移の比較についてです。計画策定時点の平成 25 年３月の国立社

会保障・人口問題研究所の推計と平成 30 年３月の推計を比較すると、若干上振れして

おります。ただ、下のグラフを見ると、平成 32（令和２）年から平成 37（令和７）年
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の間に人口ビジョンと推計値が逆転してまいりますので、人口減少が続いているとい

うことが分かります。裏面に移りまして、人口動態についてご説明申し上げます。昨年

１月から 12月の鳥取県人口移動調査に基づくものです。はじめに自然増減についてで

す。出生数は微減、死亡数は微増となっており、自然減の傾向が続いております。人口

ビジョンでは年間 400 人の出生を目標に掲げていますが、５年連続達成ができていな

い状況です。一方で、一番下の表の黄色で網囲いした第２子以降の出生数を見ますと、

平成 27年以降右肩上がりの傾向があります。子どもを産まれる方は、二人目、三人目

となっていますが、産まない方も増えており、二極化が進んでいるということが分かり

ます。続いて社会増減です。転入者数は微増、転出者数は微減したものの、社会減の傾

向が続いております。社会減は、２年ぶりに 100 人台になっていますが、減少傾向は続

いているという状況でございます。人口動態については以上です。

〇事務局（司会） 倉吉市の人口動向についてご説明させていただきました。続きまして次

第の４番に行きたいと思います。令和元年度倉吉市まち・ひと・しごと総合戦略の評価

につきまして、事務局から説明させていただきます。

〇事務局 資料３、４、５で説明をしていきたいと思います。資料３をご覧ください。総合

戦略の評価について説明をさせていただきます。総合戦略の評価につきましては、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階でそれぞれの数値目標を評価しております。Ａがすでに達成したも

の、Ｂが順調に推移しているもの、Ｃがやや遅れているもの、Ｄが遅れているものです。

平成 30年度の実績に基づく評価としては、すでに達成したもの（Ａ評価）が 20.9％で

す。順調に伸びているも（Ｂ評価）が 33.7％です。全体の 54.6％（Ａ評価とＢ評価の

合計）が順調に進捗しているものと評価しております。また、「ひと・しごと・まち」

の３分野に分けた分析を行っております。まず、「ひと」についてです。先ほど申し上

げたとおり出生数が目標の 400 人を達成できていない状況になります。一方で第２子

以降の出生数が上昇傾向にあります。また、最後の段落になりますが、県内外からの移

住者は増加傾向で推移をしております。目標も達成しております。しかし、空き家バン

クの成約件数が伸びていないことから、移住希望者のニーズに合った物件を紹介でき

る空き家バンクにしていく必要があると分析しております。裏面に移りまして、「しご

と」についてです。新規雇用者数、また有効求人倍率も高くなっております。また起業

者の累計数も目標値を達成している状況でございます。一方で空き店舗率は高く推移

しておりまして、起業者と空き店舗のマッチングが課題となっております。観光客の入

り込み客数についてす。新たに円形劇場・フィギュアミュージアムが加わって微増して

おります。また観光宿泊者数もインバウンド、外国人の観光客が増加しているという状

況です。最後に「まち」です。地域住民主体の市民提案型協働プロジェクトを実施して

いるところですが、取り組みがなかなか広がっていないという現状があります。そのた

め、テコ入れをしていく必要があると感じております。また農家民泊・体験型旅行につ

いては、関西圏域からの修学旅行が増えておりまして、目標にはまだ達していませんが
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順調に増えております。資料４、５につきましては、ご説明した内容の詳しい資料にな

っております。資料４は、それぞれの評価項目ごとにコメントが入っております。資料

５は評価項目を抜粋した一覧になっております。

〇事務局（司会） 続いて次第の５番とさせていただきたいと思います。５番は、平成 30

年度の地域創生推進交付金活用事業の効果検証としまして、説明させていただいた後、

ご質問等いったんお受けしたいと思いますのでよろしくお願いします。

〇事務局 お手元の資料６をご覧ください。総合戦略の推進に当たって地方創生推進交付

金を活用しております。倉吉市では２つの交付金を活用しております。１つめが「名峰

『大山』と共に生きる・鳥取県西部圏域の広域観光推進プロジェクト」です。事業費は

449 万 7 千円です。２分の１が交付金になりますので、224 万 8千円の交付を受けてお

ります。事業の内容は大山開山 1300 年祭の推進事業になってまいります。倉吉市にお

いては東大山古道トレッキング、雅楽演奏会、ミニたたらワークショップ、謎解き宝探

しなどを実施しております。事業の効果といたしましては、外国人観光客・宿泊者数が

目標値を大きく上回る結果となっております。また、東大山古道トレッキングにつきま

しては、温泉や廃線跡などの地域資源と結びつけて 431 人の参加がありました。これに

よって新たな観光資源の発掘に繋がっております。謎解き宝探しは、西部圏域を含めて

広域で行っており、延べ 5,800 人の参加がありました。周遊効果があったという評価を

しております。最終的には地方創生に効果があったという評価をいたしております。裏

面に移りまして、２つめの事業です。「２次交通整備によるＦＩＴ受入対応実験事業」

です。事業費は 985 万 8千円、うち２分の１の 492 万 9千円の交付を受けております。

実施事業の内容といたしましては、広域観光連携推進事業を実施しております。外国か

らの受け入れに当たっての環境整備を行っております。例えば通訳のサービスを行っ

たり、外国からブログで情報を発信する方を招聘して発信するですとか、また、海外の

エージェントに対してプロモーションをかけたりといったことを実施しております。

事業の効果でございます。中部地震からの復興に向けた事業も実施しているところで

はあるのですが、豪雪や中国地方での自然災害というものも発生しておりまして、観光

客の増加には結びついていないということがございます。一方で外国人宿泊者数自体

は増えておりまして、地方創生には効果があったという評価をしております。説明は以

上です。

〇事務局（司会） 次第の３番、４番、５番ということで、人口動向以下、駆け足で説明を

させていただきました。ここでいったんご質問等がありましたらお受けしたいと思い

ます。（しばらく間）後ほどでもかまいませんので。では日程の６番に移りたいと思い

ます。倉吉市まち・ひと・しごと創生総合戦略の改訂についてはじめさせていただきた

いと思います。

〇事務局 資料７をご覧ください。厚い冊子のものです。こちらが平成 27 年の 10 月に策

定をさせていただきました、倉吉市の総合戦略になります。28 ページをご覧ください。
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３（１）に計画期間という記載がございます。ここを「2015（平成 27）年度から 2020

（令和２）年度までの６年間を計画期間とします」と修正をしております。第１期は

2019 年度までの５年間を計画期間としているところですが、なんですけども、総合戦

略と総合計画の計画期間を連動させたいというところがございまして、総合戦略を１

年延長して６年間の計画としたいというものでございます。これに伴う数値目標の修

正は、基準が曖昧になってしまうということもありまして、数値目標はこれまで通りの

数値とさせていただき、計画期間だけ６年間にさせていただこうというものでござい

ます。

〇事務局（司会） 先ほど申し上げました部分と関連しますので、次第７番の第 12 次総合

計画・第２期総合戦略の策定方針について資料８を用いて説明させていただきます。

〇事務局 資料８をご覧ください。倉吉市総合計画と総合戦略の策定方針について説明を

させていただきます。この二つの計画は連動しているということがございまして、倉吉

市においては同じタイミングで作るようにしております。そのため、説明につきまして

も総合計画と総合戦略の両方の説明をさせていただくことをご了承いただきたいと思

います。はじめに総合計画の策定方針について説明をさせていただきます。総合計画は

平成 32 年度、令和２年度までの 10 年間を見据えて計画を策定しています。来年度で

その終期を迎えますので、令和３年度を始まりとする第 12次倉吉市総合計画の策定に

取り組むこととしております。（２）計画の位置づけでございます。総合計画は市の最

上位計画に位置づけられるものになってまいります。ページをめくっていただきまし

て２ページでございます。（３）計画策定の基本的な考え方についてです。６項目挙げ

ております。１点目が人口減少社会に対応した計画づくりをしていくというものです。

人口減少に歯止めをかけるというのは非常に重要なことである一方で、人口減少社会

にあっても豊かなまちにしていくための計画にしていきたいと考えております。２点

目です。地域の特性を活かした計画づくりをしていくこととしております。10 年前に

計画を立てたときには無かった新たな魅力が加わってきております。例えばレトロ＆

クールは 10年前には無かった新たな地域資源となっております。こういったものも入

れ込みながら計画を作っていくということを考えております。３番目が検証可能な計

画にしていくものです。ＰＤＣＡサイクルを回せる計画にしてまいります。４点目が個

別計画との整合性ということで、市役所の部門ごとの個別計画とも整合を取ってまい

ります。５点目が市民参加による計画づくりです。ここが皆さんと一緒にやっていきた

いところになってまいります。市民の方と一緒に計画を作っていきたいということを

考えております。６点目が親しみやすくわかりやすい計画ということで、難しい言葉を

使わない計画を作っていくということでございます。３ページに移りまして、（４）計

画の構成と期間になります。総合計画は２階建ての計画になってまいります。基本構想

は 10 年間、10 年先を見据えた計画になってまいります。令和３年度から令和 12 年度

が基本構想期間となってまいります。次に基本計画は、５年間のものになります。前期
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５年、後期５年、合計 10年という計画になってまいります。（５）策定の体制①市民参

加のところです。総合計画の策定に当たっては、総合計画審議会がございまして、そこ

でご審議をいただきます。続いて、市民アンケートをとってまいります。「ウ．市民対

話集会」についてです。こちらが総合計画を策定するに当たって非常に重要になってく

るものになります。ここは総合戦略でも同じプロセスをたどりますので、詳しく説明を

させていただきます。市民対話集会は市民の方と行政とが意見交換しながら課題につ

いて、またやるべき事業について考えていきたいというものでございます。これまでも

各地区公民館で実施をしていましたが、これに加えて、教育、福祉、健康、防災、観光、

農業などの分野ごと、また、中学生・高校生・大学生などの世代別にもそれぞれ集まっ

ていただいて、同じように倉吉市の将来について話し合っていきたいと考えています。

実施に当たりましてはより多くの意見を反映できるワークショップという手法でやっ

ていきたいと思います。本日はロの字型の会議ですが、ワークショップは二つのテーブ

ルを向かい合わせにして、４人ずつくらいで話し合いを進めていくというスタイルで

す。テーブルに大きな模造紙を置いて、自由に書き込みながら意見をまとめていくとい

う手法になります。この方法ですと非常に意見が言いやすく、いろんなアイデアが出や

すいという特徴がございます。４ページです。そのような手法で会議を重ねていきます

と、参加者の方を含めてこの事業をやりたい、やってみたいというような次のステップ

に入っていく課題も出てこようかと思います。そういったものをより深く話し合う会

議をＯＳＴ会議と言っております。下に注釈をつけております。テーマに関心がある参

加者が集まりまして、具体的なアクションプランや事業内容について検討していくと

いう会議になります。別名『この指止まれ会議』と言われています。全体のワークショ

ップで出たアイデアや事業を、より具体化していき、自分も参加していきたいというも

のを深めていきたいと考えております。そこで出された意見につきましては計画に反

映させていくとともに、予算を伴うものについてはしっかり予算要求していくことを

考えております。また、「エ．パブリックコメント」、「オ．市民説明会」を行う予定に

しております。庁内の体制です。これは役所の中の話になってくるんですけども、特に

説明をしておきたいのが５ページの「ウ．市民対話集会ワーキンググループ」です。市

の内部にワーキンググループを設置しております。これは先ほど申し上げたワークシ

ョップを実施するに当たって、進行役が必要となってまいりますので、現在、市の職員

でワーキンググループを設置して、進行役ができるためのスキルを身につける研修会

を実施しております。大体 30～40 人育成する予定にしております。続いて７ページに

なります。ここからが総合戦略の話になってまいります。総合戦略の趣旨についてです。

現在、平成 27 年 10 月に策定した５年間の計画を策定しているところです。先ほど申

し上げたとおり、１年延長して令和２年度までの計画とさせていただきたいと考えて

おります。次期戦略の位置づけですが、総合計画の重点事業に位置づけをしていきたい

と考えております。総合戦略の策定に当たっての基本的な考え方は、国と県でもまち・
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ひと・しごと創生総合戦略を作ってまいりますので、そちらを勘案しながら作っていく

というものになります。国につきましては去る 12月 20 日に閣議決定されております。

本日机に資料を置かせていただいております。また県の総合戦略につきましては、来月

1 月 20 日に会議が開かれまして、そこで大枠が見えてくるというものになっておりま

す。策定していく内容に関しましては、人口ビジョンと総合戦略の２段階になります。

人口ビジョンは人口推計などを書くものになります。総合戦略の本体は、４つの基本目

標、地方版３本の矢、新たな視点を勘案して策定するとしております。現在の総合戦略

と大きく異なってくるのが「（※３）新たな視点」というところでございます。この中

でも特に国の総合戦略が強調しているのが「１．地方へのひと・資金の流れを強化する」

の関係人口の創出・拡大というところと、「２．新しい時代の流れを力にする」の

Society5.0（ソサエティゴーテンゼロ）とＳＤＧｓ（エスディージーズ）です。ここに

ついては国の方もかなりの書き込みをしております。具体的には地方創生推進交付金

にも影響が出てくると思っております。「（５）次期計画期間」です。令和３年度から令

和７年度の５年間を計画期間としたいと考えております。「（６）策定の体制」でござい

ます。市民参加の体制ですが、「ア．倉吉市総合戦略検討会議」を設置してまいります。

まさにこの会がこの位置づけになってまいります。内容のところに書いておりますが、

市民の代表をはじめ、産官学金労言士という、産業界、公・官、学術機関、金融機関、

労働機関、報道機関、資格職といった様々な分野で構成をして作っていきたいと考えて

おります。９ページに移りまして、「ウ．市民対話集会」です。こちらの市民対話集会

は先ほど総合計画の時に説明をさせていただいたワークショップを、総合計画と総合

戦略の策定とを合わせて実施していきたいと考えております。庁内の体制でございま

す。こちらも「ウ．ワーキンググループ」を設置すると書いておりますが、こちらは先

ほど説明をした市の職員でワーキンググループを設置しているというところになりま

す。10 ページでございます。策定スケジュールを載せております。令和元年 12 月に倉

吉市総合戦略推進委員会、今日の会議を載せております。年明けまして３月くらいから

先ほど申し上げた市民対話集会というものを実施していきたいと考えております。お

声がけする範囲、人数、テーマというものは市民対話集会ワーキンググループで検討し

て、お声がけをしていきたいと考えております。ぜひ皆様方には市民対話集会について

ご案内を差し上げますので、関心のあるテーマや集まりのところにはぜひご参加をい

ただきたいと思っております。その中からより具体的に事業化されていくものについ

てはスケジュールの８月にＯＳＴ会議というものを載せておりますが、より具体化さ

れていくもの、予算を伴ってくるようなものについては 11月くらいまでかけて中身を

詰めて計画に反映させていきたいと考えております。令和３年にはパプリックコメン

トを実施して、３月には最終とりまとめをしたいと考えております。説明は以上です。

〇事務局（司会） 資料９といたしまして、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略が 12

月 20 日に策定されたということでございます。次第８番で説明をさせていただきたい
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と思います。

〇事務局 資料９になります。皆様に事前にお配りをしたときには（案）とついているもの

が最新版だったのですけが、今は（案）が取れております。中身について説明をさせて

いただきたいと思います。１ページでございます。国のまち・ひと・しごと創生長期ビ

ジョンを読みますと、人口減少が進んでいるということが書いてあります。２ページで

す。特に特記事項としては、下の青色の表なんですけども、東京圏への転入超過数が右

肩上がりに増えており、東京一極集中に歯止めがかかっていないということが書いて

あります。３ページに進みまして、第２期総合戦略では人口減少と東京圏への一極集中

という２つの課題について立て付けがされております。地方創生の目指すべき将来と

しては、枠で囲ったところですけども、人口減少を和らげる、地域内経済循環を実現す

るということ、また、人口減少に適応した地域を作るということが書かれております。

４ページです。ここからが中身のところになってきます。「１．東京一極集中の是正に

向けた取組の強化」が書いてあります。具体的には都市と地方との繋がりを強化する関

係人口を創出拡大していくということが書かれております。関係人口という言葉は第

２期総合戦略で出てきた言葉です。これまでは交流人口という言い方をしていたんで

すけど、もう一歩踏み込んだ関係のことを関係人口という整理がされております。具体

的には、観光地に行くのは交流人口ですが、観光地に行って見るだけではなくて、イベ

ントを一緒に手伝うなど、一歩踏み込んだ関係のことを関係人口といういい方をされ

ております。こういった関係人口を作り出して増やしてくことが必要であると書いて

あります。２つ目が企業版ふるさと納税を拡充していくということがあります。企業版

ふるさと納税は、制度が大きく見直されております。企業の力をうまく利用して地方創

生をしてくださいということが書いてあります。「２．まち・ひと・しごと創生の横断

的な目標に基づく施策の推進」の「②新しい時代の流れを力にする」には、地域におけ

る Society5.0 の推進等ということが書いてあります。Society5.0 というものは何なの

かということなんですけども、ＩoＴやＡＩといった新しい技術を地方創生に取り入れ

ていくことを推進することが書いてあります。ページめくっていただきまして、５ペー

ジです。政策体系図が載っております。これの右端の「新しい時代の流れを力にする」

というところで２つ○が書いてあります。１つ目の○が先ほど申し上げた Society5.0

の推進、もう１つの○が「地方創生ＳＤＧｓの実現などの持続可能なまちづくり」が書

いてあります。ＳＤＧｓというものが非常に言われておりまして、環境と地域社会と経

済の３つの側面が循環していく社会を作っていくという考え方です。このＳＤＧｓの

考え方を取り入れたまちづくりをしていく必要があるということが書いてあります。

概要は以上になります。

〇事務局（司会） 次第の８番まで説明させていただきました。前半では検証といった面で

のことだろうと思います。説明が不十分だったことや、よく分からないところもあった

かと思います。次第９番の意見交換会でご質問も含めまして頂戴できたらと思います。
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検証といたしましてはこんなところが不十分な取り組みだとか、そういったご指摘も

含めましてご意見を頂戴できたらと思います。忌憚ない意見をちょうだいできたらな

と思います。

〇委員 資料２の２ページ。出生数ですけど、最初の第一子を産まない人が結構いるという

ことなんですけども、じゃあなんで第一子が生めないのか。そこの評価は何かされてる

んでしょうか。一人産んだらあとは二人三人皆さん産んで子育てしやすいわと感じら

れて、二人三人生まれるんじゃないかと思うんですけど。そこの第一子をいかに産んで

いただくか。そうすると二子三子がやっぱり増えてくるということで人口増に繋がる

んじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。

〇事務局 第一子を産める環境整備というところが非常に重要ではないかというところで

はないかと思います。総合戦略の評価に当たって、毎年アンケートを実施しているんで

すけども、その中で子育てに対する不安を聞いている設問があります。そこを見ると、

子育ての不安の要因の上位に来るものが『経済』です。経済的に不安があるというとこ

ろで、子どもがなかなか産めないということがあります。倉吉市においてはそこを軽減

する取り組みであったり、保育料は此度無料になりましたけど、経済面での負担軽減と

いうところ、また出会いがないと。結婚しないとなかなか子どもが産めないだろうとい

うところで、出会いのサポートなどを実施しております。が、なかなかそれが数値とし

てはまだ出ていないのかなといったところでございます。

〇委員 婚姻率はそんなに低くない。婚姻率というか、独身の方が結婚しない比率が高いで

すか。県内の中で。あんまりそういう意味じゃないんだけど、要するに私が言いたいの

は、結婚しても第一子を産むことに踏み切れない、さっき経済的な要因と言われたんで

すけども。やっぱりそこをいかに解消するかというのが一番大事かなと思ってみてる

んですけども。そのためにはじゃあどういう経済的な支援をするのか、一人産むと二人

目以降も産まれる方が多いので、第一子にいかに踏み込めるかということじゃないか

と私は思うんですけど。

〇事務局 深掘りをした分析というところがまだ十分できてないところがありますので、

そこもしっかりしながら次の計画に反映させていきたいと思っております。特に子育

て世帯との対話といいますか、ワークショップなどでそういったところがより顕在化

していき、役所のいわゆる『机の上で考える政策』ではない、実際に子育てする、また

は出産に踏み切れない方の生の声というものを政策に取り入れていくことが必要だろ

うというふうに思っております。

〇委員 婚姻届を出されたら子どもさんがたくさんいる親御さんとのディスカッション、

『子どもを産むとこんなに楽しいことがたくさんあるよ』というイメージを作ってあ

げないと、経済的な問題もあるでしょうけど、イメージもとても大事だと思います。楽

しいことがいっぱいあって、いろんなコミュニケーションも拡大されていくこともあ

ると思うし、それからやっぱり地域との関わりが子どもによって広がっていく。その辺
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のところをしっかりと伝えてあげると結婚された方が子育てに向かおうという意欲が

湧いてくるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。

〇委員 今ですね、総合戦略のこれまでの現状とそしてこれから策定の枠組みという形で

説明をされましたけども、ちょっと今の質問はですね、これまでの総合戦略の現状につ

いてちょっと確認をしたいわけですけども、今、委員の方から人口減少の、出生率の話

が出ましたけども、そもそも、このまち・ひと・しごと創生総合戦略というのはですね、

その本質というのは人口減少対策なんですね。ですから出生率の話は非常に大事なポ

イントなんですが、資料の３ですね。ここに平成 30 年度の実績に関わる評価というこ

とで、それぞれ、ひと・しごと・まち・行政改革ということで大きな項目で、それぞれ

小項目ということでどれだけ達成しているかという比率が書いてありまして、すでに

達成したものが項目全体で何％、順調なものが何％ということで、全体の 54.6％で順

調に推移しているという形で、この総合戦略の 30年度実績を評価しているわけですけ

ども、これでは何が達成されたのかが全く分からないですね。定量的な話だけではなく

て、この今回の総合戦略が、どういうことが本質でされているのか。人口減少というこ

とが本質であれば、その人口減少対策に対して今回の総合戦略はどのように貢献した

のかということを、市役所としてですね、文書化して総括的な総合評価というものが必

要だと思うんですよ。何項目が順調でとかいう話、項目全体で何％が達成したから順調

に推移したという話は、非常に何を言っているのかよく分からない。市役所として今回

のものがどういう評価なのかよく分からないと思いますので、もう少しこのあたりの

表現を工夫していただけたらと思いますけど、その点いかがでしょうか。

〇事務局 評価についてご意見いただきました。人口減少に対する総合評価というものは

実施しておりませんので、今後実施をさせていただいて、次回の会になにがしかの評価

を出していきたいと思っております。現時点では各成果指標に対する評価というもの

を行っていたもので、人口減少に対してどういう効果があったのかという評価、なかな

か関連し合っている部分もあって、どう分析できるのかというのがまだ具体には持ち

合わせていないんですけども、いろいろ検討させていただきたいと思います。

〇委員 今の段階ではされてないということで、次回ということなので、ぜひそのことはし

ていただいて、総合戦略の年度が１年延びましたけども、現時点でのですね、市役所と

しての進捗状況の評価を、達成状況を言葉で表現していただきながら、あと１年やって

いただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。

〇委員 ２点ありまして、まず１点は、総合戦略の期限を延長されるということで、これは

よりよくするためということで主旨はすごく分かるんですけども、一方で、先ほどのご

説明の通り目標が変わらないということがありまして、貴重な１年なので、その１年間

を周回遅れにならないように、内容についてはぜひ分析して、できることは行っていた

だきたいなというふうに思います。それと２点目なんですけど、最後の方にＳＤＧｓの

話があったと思いますけど、もともとはＳＤＧｓはＥＳＧ（ＥＳＧ投資。環境・社会・
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ガバナンスへの取組が適切に行われているかを重視した投資のこと。）ていうものから

派生してできてきたような流れもあるというふうに個人的には思っていまして、次の

計画自体の期間がすごい長いということがあるので、こういうものって結構流行とか

があるので、今でも倉吉市の中でもＳＤＧｓに合致しているものってたくさんあると

思いますので、見せ方としてそういうものに『こういうことやってますよ、やりますよ』

というのを示されるのもいいと思います。あまりにもＳＤＧｓ寄りに物事を決めてし

まうと、本来やらないといけないところを見失ってしまっては元も子もないので、その

あたりは軸をぶらさないようにぜひしていただきたいなと思います。以上です。

〇委員 専門が観光ということもありますので、ちょっと１点ほど。市内の観光客の入れ込

み客数ってところなんですけど、どのようなところで集計を取られた数字なんでしょ

うか。

〇事務局 いくつかポイントがございまして、今正確に手元にはないですけども、例えば赤

瓦１号館のレジを通過した人数ですとか、梨記念館の入館者数ですとか、道の駅犬挟の

レジ通過者ですとか、また、新たにフィギュアミュージアムの入館者数ですとか、そう

いったいくつかのポイントがございます。

〇企画産業部長 正確な計測地点は手元に資料がないんですが、鳥取県の方が、観光の方の

部署が定期的に観光の実態調査をしておりまして、例えば市内ですといくつかのポイ

ントがあって、今申し上げましたね、赤瓦のレジの通過数であったり、梨記念館の入館

者数みたいなことで、決められたところの入れ込み客をトータルで計算をして値にし

ているというのがこの数値でございます。また次回、どこどこの箇所というのはまたお

知らせをしたいと思いますのでよろしくお願いします。

〇委員 実態とおっしゃるのは何が言いたいのかといいますとですね、150 万人を目標にし

て 131 万人ですので、87％くらいですかね。13％くらい上げないといけないということ

なんですけど、実際、梨記念館やらミュージアムって結構人が入っている気がします。

私どもの関連の館でもありますし、梨記念館なんかは、今順調に伸びていまして、開館

以来、相当の増加があるわけでございまして、その部分とこの数値ではですね、正確な

状況分析としてちょっとどうなのかなというのがありまして。いろんなことを総合戦

略の中でＤＭＯ（観光戦略を実施するための調整機能を備えた法人。一般社団法人鳥取

中部観光推進機構がこれにあたる。）とか連携だったりいろんなことを立てられている

んですけども、ここまでざっくりした数字だとですね、ＫＰＩの検証として、そもそも

成り立っているのかというような。観光客数はともかく、宿泊者数は 10万人に対して

９万６千人ってなかなか近い数字が出ていると思うんですけども、このあたりもう少

し、いわゆる倉吉市さんとしての実態把握というか、そういったものがあってもいいか

なと思うんですけど。ここまでざっくりしていると、なんだか計画が正しいのか悪いの

かというのが判断できるんだろうかなというのが素朴な疑問として思いました。あと、

ちょっと別の件で関わっているんですけど、民泊とかは関金の方で頑張っておられた
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りすると思うんですけど、その会議なんかによく呼ばれたこともあるんですけど、市と

してそこにどんなふうに関わっていくのかみたいなところがなかなか見えなくて、経

済支援を続けるみたいなことも書いてあったりはするんですけど、どこがリーダーシ

ップ取ってどこがきちんと舵取りするんだろうかなというような。その関金の民泊も

ですね、自立していかないといけないんじゃないかとか、いわゆる企業体としてとかビ

ジネスとして成り立つようなところを目指すべきなんじゃないかというようなところ

で悩んでおられまして、そもそもその広域事業みたいな話になってくるような位置づ

けであれば、それがビジネスとして単発で成り立つようなものを目指す必要があるん

だろうかというような議論にもなっていまして、そこらへん市としての関わり方とい

うか、現場に全部おまかせよということではないのかなという気はするので、そういっ

たことではなくて、もっと具体的な、よく出てくるのが今ありましたが、ＤＭＯの連携

推進とかですね、あるいは農家民泊の誘致促進とか書いてあるんですけど、具体的には

何をされるんだろうかというところが見えないのかなと思いまして。その辺は、よりこ

れからの方向としては、具体的なところは何をするのかというのが必要なのかなと思

います。次回とかでどういうことをするんだということが分かれば教えていただけれ

ばと思います。

〇事務局 ３点いただきました。１点目の分析のところですけども、確かに分析が足りてな

い部分があると思いますので、担当部署でもしっかり分析をしていきたいと思います。

２点目の農家民泊について市の関わりがどういうものかということでございますけど

も、立ち上げの時に、市もかなり関わらせていただきまして、一緒に先進地に勉強に行

ったりだとかもさせていただいております。農家民泊というのがビジネスベースにな

るべきなのか、公といいますか、教育の観点だとかもあるんじゃないかと思います。倉

吉市の立ち位置は、今、補助金という形で取り組みの支援をさせていただいておりまし

て、地域の活性化を踏まえた自主性を尊重したいという立場である一方で、農家民泊と

いうものが地域に与える影響ですとか、また教育的な効果というものもありますので、

市の関わりというものが地域にお任せということではないだろうと思っております。

そもそも、この取り組み自体が農林水産省が始まりだったと思うんですけれども、現在

では、国においても、内閣府、総務省、農林水産省、文部科学省と複数の省庁が予算を

出し合って実施している事業でもありまして、このことからもこの取り組み自体がい

ろいろなところに波及しているといいますか、いろいろな要素を含んでいることが見

て取れるかなと思っております。そういったところも勘案しながら行政も関わってい

きたいと思っております。３点目のＤＭＯの連携推進のところなんですけど、次回まで

に何か資料を準備できたらと思います。

〇委員 計画策定のことで、市民参加のことを先ほどいろいろあの手この手で教えていた

だいてよかったなと思うんですけど、市民対話集会の部分なんですけど、今までもそう

いう形を各地区公でやられたと思うんですけど、13 地区によって違いとかありますか
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ね。

〇事務局 13 地区でこれまでも、具体的には、前回の第１期の総合戦略を作るときにも、

13 地区でワークショップという形を取らせていただきながら、回らせていただきまし

た。各会場とも 50 名を超えるような参加をいただいて、かなり活発な議論がなされて

おります。地区別の違いというものは、地域の特性によっていろいろあるんですけども、

例えば、山間部でしたら、公共交通ですとか、高齢者の問題ですとか、そういったもの

が出てまいります。一方で、町中の方になると、特に成徳・明倫地区とかは独居高齢者

ですとか、そういった課題が出てきやすいということになります。

〇委員 職員さんの方でファシリテーターとか研修もきちんと計画されていて、ニーズが

出やすいような仕掛けをいろいろ考えてくださっていてよかったなとは思うんですけ

ど、普段高齢者とか障がい者に関わっているもので、地区というと結構大きいですよね、

範囲が。ちょっとまた見方を変えていただいて、出前的な自治公単位がもし可能であれ

ば、そういうことも出かけていっていただくような、いろんな年代の人やいろんな方が

参加できるようなところももうちょっと考えていただけたらなと思っておりますので

よろしくお願いします。

〇事務局 参加範囲、どのような方に呼びかけをしていくかというのも含めて研修を受け

ていまして、どういった方に集まってもらったら一番意見が言いやすいとか、まとまっ

ていきやすいというところもスキルとして身につけていきたいと思います。ご期待く

ださいとまでは言えないですけども、呼びかけをした際にはぜひご参加いただけたら

ありがたいです。

〇委員 質問が１点と、意見が１点あります。１つはこの市民対話集会ですね、３月から行

われるんですけど、これをどうやって告知されるのか。どのタイミングでというか。そ

の方法をちょっと聞きたいなと。対話集会でまとまってきたものをブラッシュアップ

されるんですよね。その時にそのＯＳＴ会議でということですけども、これに関心のあ

る人ということが定義になっているんだけども、じゃあ関心のない人、でもこの人に関

心を持って欲しいという人もあるわけです。要は『この指止まれ』で止まらない人、で

も絶対この人はいるよというキーマンをですね、今から何人かリストアップされてで

すね、直接当たられるのもいいのかもと思いました。１つ意見です。もう１つはですね、

対話集会の中に、新しく移住してきた人、日が浅くて、その人たちじゃないと気がつか

ない大胆な発想とか意見とか、それが出てくるのは、しがらみのないうちに、新鮮なと

きに、というのもあると思うので、そういった移住してきた、ほやほやの人でも参加で

きるような、そういう環境を作っていただきたい。これ意見です。以上です。

〇事務局 ２点のご質問をいただきました。１点目のどういった周知・広報をしていくのか

というところです。具体的には今後詰めることになるんですが、ワークショップをやる

にあたっての格言みたいなものがございまして、『誘わないと来ない』という格言があ

ります。先ほどキーマンに参加して欲しいということがありましたけども、キーマンの
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方には、こちらからもお声がけをさせていただきたいと思いますし、ぜひ皆様方もキー

マンのお一人だと思います。皆様方のお友達ですとか、そういった方にもお声がけいた

だいてぜひご参加いただきたいなと思います。ワークショップのやり方はワールドカ

フェというやり方を予定しています。この中には、ワールドカフェをやられた方も大勢

いらっしゃるのかなと思ったりしますけども、人数が増えても対応できるワークショ

ップですので、何人参加しても大丈夫です。この人に参加して欲しいということがあり

ましたら、事務局にお声かけでもいいですし、当日連れてきていただけたらありがたい

なと思います。

〇委員 統計の方で学生と雇用先のマッチングの支援件数（資料４、８ページ）が、これが

策定された 27 年度からずっと０件ということで、目標は 20 件となっていますけど、

なかなか苦戦しているなということが数字に表れているんですが、うちのような花屋

でも毎年、中学生の子は職場体験、将来花屋さんになることも視点において研修に来ま

したという生徒が毎年います。ＢＹヨシダさんにもそういった学生さんがいらっしゃ

います。中学校では地域のことを見ながら仕事を考えているけど、高校になってからそ

こが離れてしまうのか。で、31 年の１月からプラットフォームですると書かれており

ますけど、そこをもう少し意識していただいて、遡って小学校、中学校からその子を見

守り育てていくようなことも考えていただいたら、０件にはならないんじゃないかな

と思ったりもします。あともう１点、18 ページになりますけど、地元大学生の力によ

る賑わい作りと地域作りということで、学生ボランティアの参加率が最初は結構よか

ったけど最近目減りということで、多分参加したい学生はたくさんいると思うんです

けど、ボランティアの募集の仕方であるとか、求める力の方向が違っているとか、そう

いうことがあるのではないかなと漠然と思ったりするので、大学の先生も参加されて

いらっしゃるので、いろいろ気になってプラスにしてもらったらいいのかなと思いま

す。以上です。

〇事務局 ２点いただきました。まず資料４の８ページの６番です。学生と雇用先のマッチ

ング支援件数が目標 20件に対してずっと０件になっているというところでご指摘をい

ただきました。大学側ともコミュニケーションとりながらしっかりマッチングに力を

入れていきたいと思っております。

〇事務局（司会） 学生と雇用先のマッチング支援件数０件ということでございますが、一

方で２つはぐっていただいて、地元の採用率という意味合いでは商工観光課の方で把

握しておりまして、53.8％ということで、そうした採用の部分については結びついてい

る面もあるというところでございます。本文の中に、「ＣＯＣ＋に参画し」と書いてご

ざいます。こちらの方が平成 27年に鳥取大学さんを中心に組まれました事業でござい

ます。その中で目標を設定されたんじゃないかなとちょっと推測でございますが、思っ

ております。で、平成 31 年の１月に新たに鳥取プラットフォームアルファの部分で倉

吉市が参画させていただきました。その中で短大・看護大・あるいは環境大学・鳥取大
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学・米子高専。その５つの高等機関と結びつきを強めるということとさせていただいて

います。未だもって０件ではございますけども、何とか地元の雇用の先に繋がる、結び

つきを強めたいと思っておりまして、なかなか具体的なことは浮かんでおりませんが、

雇用先につなげていきたいと思います。

〇事務局 もう１点いただいていました学生ボランティアの参加率のことなんですけども、

資料 18ページです。ちょっと下がってきているという状況があります。倉吉市におい

ては学生がボランティアに参加される際に交通費の補助というものもさせていただい

ているんですけども、しっかり増やしていきたいと思っております。短大と看護大学は

もちろんなんですけども、鳥取大学さんですとか環境大学さんにも声かけをさせてい

ただいて、参加を促していきたいと思っています。先ほど申し上げました計画策定にか

かる市民対話集会のところでも、大学生の声というものを取り入れていきたいと思っ

ていまして、鳥取大学さん・環境大学さん・短期大学さん・看護大学さんにもお声がけ

をして参加をしていただきたいというところで、来年度の予算も増額要求していると

ころでございます。

〇委員 鳥取大学の話が出ましたので、ちょっと状況を説明させていただきますと、確かに

学生のボランティア参加率が下がってきているということで、短期大学さんとか看護

大学さんは地元の大学なんですけど、鳥取大学は鳥取市にありますので、なかなか倉吉

市に来る理由というものがなかなかないものですけど、今度私が所属している地域創

造コースで、私は今コース長をやっておりますけども、来年度から調査の科目がありま

して、地域調査ということで、３年間、倉吉市を対象にして地域創造コースの２年生の

学生が毎年こちらに来て倉吉を調査して、１年後に現地報告会として住民の方や市の

行政の方に報告をするような取り組みがあります。来年度からは、かなり地域学部の学

生がこちらの方でいろいろお邪魔するようになると思いますので、そういう流れの中

でもう少し増えるのではないかなと思っています。そういったところで市役所と連携

させてもらったらと思います。よろしくお願いします。

〇事務局（司会） 先生にはぜひボランティアのそういった補助金を利活用して、ボランテ

ィア団体とも連携していただければありがたいと思います。

〇委員 目標値の達成率の考え方を教えていただきたいと思います。それから最終年の目

標がどんなふうになるのか。２つを教えていただきたいです。１つ目の達成率について

ですが、先ほど資料の３のところ、黄色の網掛けと言われた１ページの上の表ですね、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというところがあると思うんですが、これの基準は、目標年の 31年度

に対して現状の 30年度が何割ぐらいいってるのかというような表記になると思うんで

すけども、これは数値的な、量的な比較だけでいっておられるのか、％とかポイントと

いう考え方が入ってくるのかということが、ちょっとそこが分からなかったので。今後、

量的な話だけじゃなくて、人口に関係するという話を入れるとすれば、ちょっと重み係

数とか、質的なものが入ってくるのかなと思って。単純な数字の比較じゃないのかなと
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思ったので、達成率の考え方を教えていただきたい。２点目につきましては、最終年の

表記ということで、例えば先ほどの資料３の１ページのところで、一番下の表ですね。

目標 H30 に 400 人の出生数に対して実績 364 人ですけど、これ令和の 2 年まで持ち越

すとなると、追い越したような表記が出てくると思うんですけど、その目標値を据え置

くということと、実績値がそれを超えているとことでどんな表記になるのかなと。この

２点です。

〇事務局 ２点ご質問いただきました。１点目の達成率の考え方についてなんですけども、

資料４をご覧いただきますと、状況・コメント欄で各担当課が分析を行っております。

各担当課が実績の経年変化を踏まえて評価を行っております。中には、目標はクリアし

ているけれどもあえてＢにしているというところもあります。コメントのところ読む

のは大変ですけども、各担当課の思いというか、質的なところが入っているというとこ

ろでございます。２点目の最終年の考え方は今でも悩んでいるところではあります。特

に累計値の場合で目標を達成している項目について目標値を上げるのか据え置くのか

ということです。全体の評価の仕方は、現状では、評価項目数を分母として、何項目を

達成したのかという評価をやっているということもあって、目標値を達成しているか

ら目標値を上げると、これまで達成していた項目が達成していない項目になってくる

というところもあり、現状据え置くと思っています。累計については例えば目標値が

200 で現状値が 220 になっているのであれば、目標値を 220 にしてしまう考え方もある

と思いますけども、それにどれだけの意味があるのかと言うところがあって迷ってい

るところではあります。

〇委員 ありがとうございました。

〇委員 １点だけですけども。いつもこの話題の中に観光素材としてですね、温泉というも

のがいつも上がってきているわけですけども、現在の関金温泉の状況を考えると９割

以上が機能していないというのが現状だと思っております。これについて、市の方の対

応というか対策としてどういうふうに考えられているのかと思っております。現在は

グリーンスコーレさんと美章苑さんと２件あるわけですけども、もう温泉としての機

能は果たしておられなくてですね、その温泉組合というものも来年度なくなるんじゃ

ないかというような話の中で、この前の会合の話の中でも、新しい違った形でそういっ

た組織を作っていかなければならないのではないかという話が出ておりまして、温泉

組合としては温泉の旅館がなくなるわけですから、温泉組合自体は組織が機能しませ

んので、新しいそういった組織を作っていかなければならないのではないかという意

見が今日、ここに来ておられませんけど副会頭の川越さんと、大田会長２人がいつも話

をされておりまして、今後、新しい取り組みをしていく方がいいんじゃないかというこ

とがありまして、そういった中で倉吉市さんの考え方というか、方向性というのはどう

いうふうに考えられているのか、そこを聞きたいです。

〇企画産業部長 関金温泉でございますけども、宿泊所というものがなくなっているとい
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う現状でございます。そういった中で関金温泉をどうしていくかということの具体的

な市の考え方というものをまとめたものは現在のところはございません。ただ、今、倉

吉で進めているのが、国民温泉保養地ということで、健康であったり癒やしであったり、

そういったものを関金で具体化していこうということで、例えば温泉を使った健康づ

くりであったり、あるいは温泉とウォーキングを繋げたりだとか、一例で申し上げます

と、今度、湯命館の方で温泉とエクササイズ、ヨガ、そういったものを組み合わせたよ

うな教室もはじめていただいたりということもございます。健康づくり・癒やしづくり

というものがおそらく関金温泉を今後活性化させていく上でのキーワードにはなって

いくということは思っておりますけども、そこに宿泊をどうしていくかということに

ついての、つまり手段がなくなるっていうことですね。泊まっていただく手段がなくな

るということですので、そこのところは滞在して長期にわたって体を癒やしていただ

くっていうことの魅力を高めていこうという中での宿泊施設がないというのは、喫緊

の課題だと思います。今、湯楽里だけになってしまっているので、そうすると確かに受

け入れ人数としてはかなり限定的になっていると思います。ただグリーンスコーレさ

んについてはやめられるってことは聞いていませんので、続けられると思うんですけ

ども、全体としてそういった保養地としてのあるべき姿に対して宿泊所が足りないと

いうことになると何らかの対策というものが必要になるかなという、課題として捉え

ていかないといけないなと思います。ちょっと今日初めて伺ったんで、担当の方で具体

的な考えの方をしていきたいと思います。またよろしくお願いします。

〇事務局（司会） その他ございますでしょうか。

〇委員 今後の進め方についてちょっと確認したいですけども。先ほど委員から市民対話

集会が非常に大事だということで、周知方法とか人選の面において移住者の話が出ま

したけど、これはきちんと進めていただきたいなというのが一つありますが、もう一つ

ちょっと気になっているのが、こうやって市民対話集会で市民の方々のいろんな意見

を聞かれるわけですが、それを最終的にはＯＳＴ会議で集約するようなことが書かれ

ています。ここのですね、集約の仕方というのが非常にポイントになってくると思うん

ですよね。地区別であるとか世代別であるとか分野別で、様々な意見を聞かれて、そし

てそれがその議論を踏まえてＯＳＴ会議に移行していくんだということなんですけど

も、これをどんなふうにしてやるのかということです。まずＯＳＴ会議そのもののイメ

ージがよく分からないので、そのＯＳＴ会議がどんなイメージなのかということを説

明していただきたいのと、この踏まえ方ですよね。市民対話集会での意見をどのような

形で踏まえる方針なのかというか、それを現時点でお分かりになれば教えていただき

たいのと、２つお願いします。

〇事務局 ２つご意見いただきました。まず市民対話集会の意見集約をどのようにやって

いくのかというイメージについてです。市民対話集会はワールドカフェというワーク

ショップの手法を使ってやっていきます。ワールドカフェという手法は、途中で席替え
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をしていくということが大きな特徴になってきます。席替えをすることでどのような

効果があるのかというと、いい意見やいいアイデアが他のテーブルに広がっていくと

いう効果があります。そのワークショップで何回か席替えをすることで、いい意見がど

んどん広がっていく。会に集まった方がいいと思った意見がどんどん広がっていきま

すので、その数を拾っていって、その会の大きな合意形成を図っていきたいと思ってお

ります。意見のまとめ方自体はいくつか方法があるんですけど、一つの例としては、ワ

ークショップの最後に、『あなたは何をしたいですか』という質問をしたりします。具

体的には、『明日から何をしたいですか』というような。これがその人にとってのワー

クショップの総括になってきます。それを集計すると、次のワークショップをどうして

いくのかというものが見えてくるものになってきます。ご経験されている方は今の話

でなんとなくイメージが分かるかもしれないですけども、されたことがない方は何を

言っているんだということなのかもしれないです。ＯＳＴ会議のイメージについてと

いうことが２点目ございました。ワークショップを複数回やっていきますと、いろんな

いいアイデアが出てきます。そのアイデアを具体的にしていきたいというような動き

にまでなっていくことがあります。その動きを期待しているところであります。プロジ

ェクトを、何か一歩踏み出す事業をやるときに必要になるのはマンパワーですので、実

際に動ける方で、何が必要なのか、何をすべきなのかということを議論していくことが

すごく重要です。動ける方でやるというのがＯＳＴ会議になります。プレイヤーを集め

ると。評論家は最初のワークショップでご意見いただいて、実際動くプレイヤーでＯＳ

Ｔ会議をやっていくというイメージを持っております。

〇委員 この市民対話集会で様々なアイデアを出していただいて、その中で実行可能なも

のといいますか、そういうものをＯＳＴ会議ですくい上げて、ＯＳＴ会議は実際倉吉で

地域づくりを実践されている方を中心に、どうやったら具体的にそれが実行できるか

を議論するというふうな内容ですか。はい、分かりました。

〇委員 資料４の 14、15 ページの「にぎわい創出と観光業の振興」という部分ですが、見

込み数がちょっとずつ増えていたり、宿泊者数がちょっと増えていたり、あと新たな観

光商品もできていたりという部分があるんですが、そこにフィギュアミュージアム・円

形劇場のことは謳ってございますけど、すごく「ひなビタ♪」が貢献していると私は思

っております。マイス協会さんもご存じかとは思いますけど、ひなビタ民の宿泊者数の

伸びだとか、年５回あるお誕生日だとかもすごくたくさんいらっしゃっているので、や

っぱりそこに頑張っているところに名前がないとちょっとどうかなというふうに思う

ので、入れていただければありがたいかなというふうに思います。

〇事務局 「ひなビタ♪」については、本当に複数回いらっしゃっていただいております。

最初の説明で申し上げた『関係人口』は、まさにここの方になってきます。そういった

方を増やしていく計画を作っていきたいというのもありますので、先ほどおっしゃっ

ていただいた「ひなビタ♪」の取り組みというものも書き込んでいきたいと思います。
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〇事務局（司会） その他ございますでしょうか。先ほど今後の進め方というのがありまし

たけども、それに触れた形で今後のことも含めて事務局より資料を配らせていただき

まして、ご説明をさせていただければと思います。

（資料配付中）

〇事務局 お手元に２枚配らせていただきました。ＳＤＧｓという言葉を初めて聞かれた

という方もいらっしゃると思います。ＳＤＧｓの研修会といいますか、概要を知る勉強

会を開催したいと思っておりまして、今年度、来年２月 18日の火曜日、お昼の時間帯

で実施をしていきたいと考えております。対象者はこの委員の皆様、市の職員で先ほど

のワーキンググループのメンバーを中心にしながら勉強会をやっていきたいと考えて

おります。内容としては、リコージャパン株式会社さんを講師に迎えながら、ＳＤＧｓ

とは何なのかというお話を１時間程度、その後ＳＤＧｓについて学べるカードゲーム

通じて理解を深めていく研修を考えております。２枚目、カラーの表裏のものがＳＤＧ

ｓの説明になります。大枠としては、2015 年の９月に国連でＳＤＧｓが採択をされて

います。日本政府においても安倍総理を本部長として推進本部が立ち上げられ、実行・

推進されています。先ほど申し上げた、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でもＳＤ

Ｇｓを原動力として推進していくということが書かれていて、いろいろな場面でＳＤ

Ｇｓという言葉が出てきています。ＳＤＧｓは、17 個の目標がありまして、それぞれ

にターゲットという目標値があります。全部で 169 のターゲットがあります。裏面にい

きますと、17 の目標の概要が書いてありますので、お読み取りいただけたらと思いま

す。下の図のところです。ＳＤＧｓの特徴として３つの側面があります。経済と社会と

環境という３つの側面が、同時に目標を達成するという考え方になります。これまでは

経済が伸びると環境を破壊するというように、経済と環境は対立軸に考えられること

が多かったんですけども、そういう時代ではないというところで、３つの側面が達成さ

れるものを描いていく必要があります。こういった話を具体例を交えながらリコージ

ャパンさんに話をしていただく研修会になります。ちなみに先日、日本経済新聞（令和

元年 12月２日付）にＳＤＧｓの特集が組まれていまして、ＳＤＧｓの取り組みを指標

化してランキングされていたんですけども、リコージャパンさんは日本の企業のトッ

プ３に入られているような先進的な会社です。ぜひご都合をつけていただきまして、Ｓ

ＤＧｓの理解を深めていただけたらありがたいと思っております。また案内の通知は

出させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。

〇事務局（司会） 勝手ながらの日時設定でございますけども、本日の何件かいただいた宿

題も含めまして、このときに合わせてＳＤＧｓの研修も深めていただくような日程を

組まさせていただいたところであります。次第に従っているというところに戻ります

けども、その他というところで進めさせていただいております。その他で何か委員の皆

様、何かご意見ございましたらと思いますが。（しばらく間）はい、１時間半経過いた

しましたので、以上で第１回となりますけども、倉吉市総合戦略推進委員会の方を閉会
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させていただければと思います。申し上げましたとおり次回、２月 18 日に勝手ながら

時間を設定させていただきました。またご案内させていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いします。では以上で閉会いたします。本日は大変ありがとうございまし

た。

（以上）


