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平成 30年度第２回倉吉市総合戦略推進委員会 議事要旨

日時：平成 30年 10 月３日（水）14：00～16：00

場所：倉吉交流プラザ視聴覚ホール

【資料】

資料１ 委員名簿

資料２ 倉吉市の転出入の状況

資料３ 平成２９年度地方創生推進交付金を活用して実施した事業の効果検証

資料４ 第１回総合戦略推進委員会 意見対応一覧表（各検討部会）

資料５ 提案用シート（各委員）

資料６ 倉吉市総合戦略 平成 30年度ＰＤＣＡスケジュール表

１ 開会

※出席者：福井委員、三木委員、山脇委員、荒瀧委員、安藤委員、田村委員、河野委員、

木口委員、名越委員、尾崎委員、竹尾委員、岩世委員、田中響委員、石村委員

欠席者：多田委員、松田委員、桑原委員、山下委員、河越委員、加藤委員、田中良委員、

桑垣委員、笠見委員、米田委員、川村委員、大江委員、宇田川委員

２ 倉吉市の転出入の状況について

※資料２について事務局から説明

３ 平成２９年度地方創生推進交付金活用事業の効果検証について

※資料３について事務局から説明

４ 各委員からの新規事業・事業見直し提案について

（１）第１回総合戦略推進委員会で出された意見

※資料４について事務局から説明

（２）提案シートで寄せられた意見

※資料５について提案委員から説明

山脇委員 ・女性が元気でないと小さいまちは元気にならない。

美舩企画産

業部長

・女性が活躍するという視点が大事。

田村委員 ・推進交付金事業の予算は毎年検討されるのか。

美舩企画産

業部長

・３年ないし、５年計画のものだが、推進交付金事業の申請は毎年行い、交

付決定をいただくもの。
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５ 意見交換

観光振興による中心市街地の面的再生

安藤委員 ・中心市街地が面的に再生すれば、滞在時間が増えることにより地元に落ち

るお金が増える。

・周辺の温泉地への宿泊客も増えることにつながり相乗効果が出る。

福井委員 ・倉吉で写真展を開かれたカメラマンが、「マップにインスタ映えするポイン

トや体験メニューを落とし込む必要がある。チラシも見せ方が弱い。まだ

まだ手を加えることはできる。」と指摘されていた。

美舩企画産

業部長

・確かに、倉吉の路地裏の風景がいいと、写真を撮られている人を見かけた。

石村委員 ・西町までは観光客は来るが、それから西エリア・八橋往来はほとんど歩い

ていない。お寺もいっぱいある。

・レンタサイクルが置いてないので、行動範囲が広がらないのではないか。

木口委員 ・白壁土蔵群観光案内所には５台のレンタサイクルを設置している。

・マップについては、フィギュアミュージアムができたこともあり、マップ

掲載エリアを広げる計画で、現在刷り直しているところ。

河野委員 ・河原町の小川家住宅や庭園は開放されるのか。

・水道ポンプ施設もいいし、水道山は見晴らしがとてもいい。

・鉢屋川沿いを散歩で歩いてもいい風情がある。

美舩企画産

業部長

・小川家住宅・庭園の開放については、どうやったらいいか、中心市街地活

性化委員会でも話しているところ。持ち主が自己負担しながら庭園等改修

されている。誰が中心になって開放していくか、枠組みづくりをしている

ところ。

・水道ポンプ施設は通常は外観のみの見学だが、開放等について確認してみ

る。

・どういった観光資源があるか、もう一度洗い出す。

安藤委員 ・観光客は、いろいろな興味を持って来られる。フィギュア然り、カメラ然

り。誰に、どういうふうに情報を発信していくかも一つの方法である。

美舩企画産

業部長

・いろんなことをチャンスと捉えて検討していく。

・ターゲットについては、ひなビタなどははっきりしている。

竹尾委員 ・倉吉の観光で足らないのは「グルメ」。まち歩きを楽しんでもらおうと思え

ば、お腹は空くし、喉も渇くが、そういうニーズを満足させるお店がなか

なかない。美味しい物があれば、次また行ってみようとリピーターにつな

がる。

・海外もターゲットにするなら、グルメサイトで上位にランキングされない

と来てもらえない。
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田村委員 ・県立美術館ができれば、人の流れも変わってくる。

・バス路線の見直しもしているようだが、どう回遊の流れを作っていくのか、

行政の動きがなかなか見えてこない。

・民間の力はたかが知れているが、行政の動きに民間が付いていく。行政が

示してほしい。

美舩企画産

業部長

・県とも話をしてきているが、まだ美術館本体が見えてきていない状況。

岩世委員 ・海外からの観光客が、市内に来る交通手段がない。ループバスは必要。既

存の路線バスを活用し、ワンデイ・チケットなどがあるといい。

・美術館が、地域のどういう存在になるか、美術館ができたその延長線上に

何があるか、できるか。そろそろ考えないといけない時期にきている。

美舩企画産

業部長

・「県立美術館と共に歩む中部地区の集い協議会」でも議論している。

・本当にループバスがいるのか、「鳥取県中部地域公共交通協議会」において

も検討している。

石村委員 ・県立美術館ができるが、台風等が来ると子どもたちが行ける場所がなく、

子どもたちがイライラする。雨が降っても遊べるスペースがないか。

美舩企画産

業部長

・旧ナショナル会館の整備予定では、子どもの屋内の遊び場が計画されてい

る。

福井委員 ・小川家庭園だが、月見をするととてもいい。収益性をどう持続させるかが

課題。誰が管理していくのかも大事。知事が、なぜ立ち止まっているのか、

ビジョンが見えてこないと言っていた。

・ループバスは、あるものを使うという意味で既存の路線バスをシェアする

ことは大事。

三木委員 ・小川家住宅だが、誰が、どのようにするのか、主体者がいない。

・インフラ整備は行政の役割だが、プレイヤーは民間であるべきで、リスク

を取ってでも、強い思いを持った人が出てこないと持続可能な物にはなら

ない。儲けるのは民間が得手。

美舩企画産

業部長

・金融機関にプレイヤー探しを協力してもらいたい。

竹尾委員 ・市内に分散している出店者を、バス通りの空き家に埋めていって回遊して

もらう仕掛け作りをしては。そうすれば、市民も行くようになる。買い物

ついでに食事も、とつながれば、昔の銀座商店街の活気が戻るのでは。

・現在、NPO の方で空き家に入ってもらう方々をまとめていけたらと考えてい

るところ。

美舩企画産

業部長

・民間の皆さんの力で、店やプレイヤーを引っ張ってきてもらえればありが

たい。
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公民館ナース養成・活躍する地域の創出

田中響委員 ・昔からその地域に住んでいる看護師で、定年退職、あるいは育児等で退職

した人に、地域住民の健康管理の面で活躍してもらう仕組み。

・島根県雲南市は、地域おこし協力隊を配置して「コミュニティナース」プ

ロジェクトに取り組んでいる。

福井委員 ・倉吉で写真展を開かれたカメラマンが、「マップにインスタ映えするポイン

トや体験メニューを落とし込む必要がある。チラシも見せ方が弱い。まだ

まだ手を加えることはできる。」と指摘されていた。

河野委員 ・ＪＡ鳥取中央でも、管内でデイサービス施設を運営していたが平成 30年度

に閉鎖した経緯がある。そこには施設で働く人手の不足の状況があった。

・運営にあたり、ボランティアを募っていくのは難しいのでは。また、施設

の充実も大事。

・空いた施設なら、ＪＡの施設を提供することはできる。

美舩企画産

業部長

・公民館ナースの養成後の活動のイメージは。

田中響委員 ・週２日程度公民館にいて、健康づくりや健康を守る意識が地域に浸透する

ことをめざす。

・民生委員、保健師、地域包括支援センターにも情報をつなげていく。

山脇委員 ・「まちの保健室」は地区公民館で実施されているが、公民館まで遠い高齢者

は出かけにくい。各地区で公民館ナースが実現すれば、順番でいいので各

自治公民館にも出かけてもらえるといい。

田中響委員 ・「まちの保健室」は全 13 地区で開催しているが、自治公民館でも今月はこ

の地区、来月はこの地区と回っていけるといいが、マンパワーの問題があ

る。

・「まちの保健室」を運営する「まめんなかえ師範」を養成しているが、各地

区に１人、２人と養成して人数を増やしていきたい。

石村委員 ・月２回「なごもう会」を各地区で開いており、看護師も来ている。病院に

行かなくてもいいというような声もある。

・認知症等の疑いがあれば、地域包括支援センターに情報共有し、訪問につ

なげている。

地域で、暮らしてみる・地域が支えてみる体験事業

石村委員 ・乳児園が倉吉にはない。地域で支えていく仕組みがいる。

・スーパーや保育園に近い場所に空き家があれば使い勝手がいい。

・障がいのある夫婦にとっては自立支援につながり、高齢者にとっては生き

がいづくりになる。
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地元企業への積極的支援

田村委員 ・困りごとがあり商工観光課に相談したが、「企業のことがわからない」と言

われた。どこに相談に行けばいいのか。商工会議所にも経験のある人が少

なくなった。

・起業は、八頭町「隼ラボ」や徳島県神山町の先進事例がある。女性の手作

り作家を養成してはどうか。場所は旧山守小学校の活用も考えられる。

・よろず支援は、相談しても満足のいくアドバイスが得られず、対応も遅い。

・静岡の「ｆ-Ｂｉｚ」のような支援がしてほしい。

・猛暑や台風で、行政からは不要・不急の外出は控えるようアナウンスがさ

れ、売り上げが減り、ボディブローのようにじわじわ効いている。何とか

ならないか。

・消費税問題やキャッシュレス化などの対応についても支援が必要。

・補助金についてだが、物作りへの支援がなくなった。また、作ったら終わ

りではなく、商品化後のアフターフォローやスキルアップに係る経費など、

細かいことへの支援が全くない。企業を育ててほしい。

・県外からの企業誘致ばかりで、地元既存企業への支援が全くない。

竹尾委員 ・どの分野でも人手不足。職人が高齢化して引退していき、若者はなかなか

続かない。特に建設業は人が集まらない。

・地方都市は、就職先がないから人口が減る。そして少子化になり、結果と

してまちのお金がなくなる。一方、世界的には人口は増加している。

・倉吉は住みよさランキングが高いのに人口が減っている。なぜか。根本的

なところを見直さないといけない。

・総合戦略のような会議に、若い人に出てほしい。

名越委員 ・若い人が辞めていってしまう実態はある。

岩世委員 ・真剣に自分の将来を考える子と考えない子と両極化している。考えない子

はあえてそうしないのか、考えることができないのか見極める必要がある。

・子どもたちが地域のことを知る機会・ソースがない。職場体験くらい。

美舩企画産

業部長

・市内の既存企業だが、４人以上の事業所は製造業 93社、商業 637 社あり、

企業の声、ニーズ、悩みをどう効率的に聞くか、一つのテーマになってい

る。商工会議所との連携も必要だが、会議所に設けられている各部会での

議論がどのようになされているか、可能性を深掘りしていく必要がある。

岩世委員 ・若い女性の起業相談があるが、なぜ商工会議所に行かないのか。よくわか

らない人が多いのでは。

・「よろず支援」を続けているがレスポンスが遅い。

・商工会議所の会員の中にはエキスパートの方が多くいらっしゃり、アドバ

イスがもらえるはず。



6

・行政にも掘り下げてもらって、起業等若い人が実現したいことへの相談窓

口を切り開いてもらいたい。

美舩企画産

業部長

・よろず支援だが、何が物足りないのか。専門性なのか、レスポンスなのか。

必要な人材をどこから獲得するかが問われている。

田村委員 ・商工会議所に商業部会があるが、「地元で買い物キャンペーン」や「チャレ

ンジショップ」など従来の取組から出られない。「トリソラタカク」は時代

がズレている。

・「よろず支援」は話がおもしろくない。「ｆ-Ｂｉｚ」では、切り口が斬新な、

いい話がどんどん進んでいる。倉吉でも斬新なものをサポートしてほしい。

・地元商業者への支援がゼロ。以前から言っているが、全く響かない。

安藤委員 ・金融機関も起業や事業承継に力を入れているが、まず相談はどこに行くか、

それぞれ得意分野があり、商工会議所、よろず支援、行政が、地域として

トータルで支援ができればいいと考える。

美舩企画産

業部長

・まず敷居の低い相談窓口が必要で、1度入ると奥深い支援というものがいい

ということか。

名越委員 ・商工会議所は相談窓口ではない。ないに等しい。災害支援の窓口はやって

いる。商工会議所は、親会があり、その中に青年部や女性会などがある。

一緒にイベントをやって、仲間になることが大事となっている。

・探せば相談対応できる人はいるが、お金がかかる。

岩世委員 ・市内事業者の中には、おもしろい経験値もあり、人の話を聞く力もある人

がいらっしゃる。

・人材がもったいない。どう活かしていくか。こういう人たちが若者たちに

いろいろと伝えられる。材料もたくさん持っていて、刺激を受ける。こう

いう人たちにつながる仕組みが必要。

竹尾委員 ・自分が経験したことしか話せない。地域で育ててもらったと思っており、

それを高校生や若い人たちに伝えようと思う。

田村委員 ・市の職員に相談員になってほしいのではなく、相談の専門家のいる場所が

ほしいとの思いである。

特産物の販路拡大事業

田中響委員 ・日本の味噌だが、スリランカで重宝された。スリランカは高度経済成長し

ているが、中国製のものがたくさん入っているようで、「メイド・イン・ジ

ャパン」は大変好まれる。ダイエットブームもあり、味噌はいい。

・倉吉の味噌はとてもおいしい。輸出してはどうかと思う。

河野委員 ・各地区で農協女性会が加工品を作って、東京のアンテナショップや大阪の

京阪ストアで売っている。
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６ 次回の開催日程 １１月上旬予定

７ 閉会

・今、神倉大豆の豆腐や納豆を販売しているが、おからスイーツを開発中で、

販売する予定。

・鳥取看護大・鳥取短期大と連携して、捨てられてしまう農産物を使って「も

ったいないプロジェクト」を進めているが、ねばりっ子の切れ端や葉が捨

てられており、トラックをチャーターしてまで処分している。うまく事業

化されればと考えている。

美舩企画産

業部長

・販路開拓、出口が大事で、市役所も考えている。

河野委員 ・ＪＥＴＲＯで市場調査等行っているが、実際に海外の卸業者と協定を結ぶ

にしても、こちらがどれくらいの量を確保できるかという課題もある。

・女性会は無添加で加工品を作っており、日持ちがしない。作る場所によっ

て味も違ってくるなど、試行錯誤している。

まち冒険 ｉｎ 倉吉

福井委員 ・２年前に岩美町でも取り組んだが、スキルの高い若者が集まった。

・都会の若者が現地で直接取材等するとリアルに伝わる。

・ハローワークで紹介されない一次産業の後継者をつなぐことにより、マッ

チングの手数料を取ることにより、持続可能な仕組み作りが必要。

河野委員 ・リクナビを使ったが、800 人が接触してきて、３人結果に結びついた。県外

学生はインターネットを見て、例えばスイカを育てたいなど、はっきりと

した目的意識を持っている。


