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第３回倉吉市総合戦略推進委員会 議事要旨 

 

               日時：平成 29 年２月 16 日（木）10：00～12：00 

            場所：議会会議室（市役所本庁舎３階）     

【資料】 

資料１ 倉吉市総合戦略推進委員会 委員一覧 

資料２ 倉吉市の人口動向（平成 28 年） 

資料３ 総合戦略推進委員会 意見対応管理表 

資料４ 総合戦略掲載関係事業リスト【平成 29 年度事業計画（案）】 

資料５ 倉吉市総合計画・総合戦略 ＰＤＣＡ進行管理 

資料６ 倉吉市震災復興計画の策定について 

 

１ 開会 

※出席者：福井委員、中山委員、山脇委員、桑原委員、山下委員、河越委員、吉田委員、

田村委員、加藤委員、安田委員、名越委員、山本委員、山田委員、米田委員、 

大江委員、宇田川委員 

 欠席者：多田委員、松田委員、荒瀧委員、栗原委員、尾崎委員、桑垣委員、岩世委員、

田中委員、川村委員、石村委員、竹尾委員 

 

２ 委員の変更及び委嘱状の交付 

 新任の河越委員及び米田委員から挨拶をいただいた。 

 

３ 平成 29 年度取組事業（案）の説明 

①倉吉市の人口動向 

  資料２について、毛利室長から説明を行った。 

（質疑応答・意見交換） 

河越委員 ・転出者数に学生は含まれるか。学生はどの程度の割合に当たるか。 

毛利室長 ・含まれる。転出者数は 15～19 歳が 109 人、20～24 歳が最も多く 297 人、転

入者数は 25～29 歳が多く、例年は 250 人くらいだが昨年は 182 人と少なかっ

た。 

・昨年１年間の社会減の主な要因は、専門学校や大学を修了し、倉吉に帰っ

てくる年代である 20～30 代前半の転入が減少していること。 

岩本企画振

興部長 

・学生が多く転出することを解消できないのが倉吉の課題点。対策として雇

用の確保等に努めているが、実際に効果があるかどうかを検証しなければな

らないと考えている。 
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田村委員 ・20～30 代の転出が多いと聞いたが、土地、税金や子育てなど、倉吉と湯梨

浜など他の中部の町とどのくらいの違いがあるのか。 

毛利室長 ・湯梨浜町への転出・転入について、平成 28 年はまだ分析が出来ていない。

27 年は、湯梨浜から倉吉への転入が 134 人、倉吉から湯梨浜への転出が 124

人なので、倉吉への転入者数の方が 10 人多い。 

・北栄町への転出は 148 人、北栄町から転入は 114 人と、転出者数が大きく

上回る。一時期は湯梨浜への転出が多かったが北栄にシフトしている。 

田村委員 ・湯梨浜より北栄の方がメリット感を出しているということか。 

毛利室長 ・様々な要因がある。住宅やアパートの多い倉吉市に比べ、一軒家を建てや

すい周辺の町に、結婚や出産のタイミングで転出していると考えられる。 

岩本企画振

興部長 

 

・周辺の自治体と比べ土地の単価や子育て対策等の差は縮まったとは思うが、

まだ周辺町の方が有利であると聞いている。より安くするのか、他のことで

倉吉の魅力を上げていくのかという方向性を定める必要があると考えてい

る。 

安田委員 

 

・県内の転出が増えているが、転出者は単身、家族での転出とどちらが多い

か分かるか。このことによって対策が変わってくると思う。 

毛利室長 ・単身か家族かは把握していない。 

岩本企画振

興部長 

・まずは数字の分析をしないと対策にかかれない。県外からの転入者数は 27

年の 700 人に対し 28 年は 634 人であり、大きく減少しているわけではない。

県全体では 1,462 人が 1,276 人となっている点からは、県内の転入者数が伸

びていないことが読み取れる。現在本市には転入の内訳（単身、家族のどち

らか）を分析するノウハウがない。金融機関さんが糸口をお持ちではないだ

ろうか。是非連携させていただき、分析をしてみたいと思っている。 

福井委員 ・移住定住の視点から考えると、29 年度はおそらく全国的に U ターンがキー

ワードになると思う。Uターン率を上げることは難しいが、鳥取県出身者が県

内に帰ってくるには余裕があるまちにしないといけない。 

・Uターン率の数字を出すことは難しいか。 

毛利室長 ・移住に関する統計は、転入者からアンケートを取り、それによって移住者

のカウントをしている。本市では、昨年、全体の転入者 1,276 人中 185 人の

アンケートを回収した。学生や転勤は除き、ある程度条件で絞ってはいるが、

その集約でしか統計が取れていない。Iターン、Uターンの数はカウントされ

ている。 

岩本企画振

興部長 

・移住者数については、今年度も昨年並みで、目標の 200 人は少し下回って

いるが、震災があったなかで努力出来たという総括をしている。 

 

② 総合戦略推進委員会 意見対応管理表 
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 資料３について、毛利室長から説明を行った。 

（質疑応答・意見交換） 

山下委員 ・関金温泉の活用に関して、スポーツ交流の場を活用すれば、温泉を拠点と

して利用する人が増えるのではないか。 

・県内で大きさのあるフットサル場があまりなく、関金周辺にあれば中国地

方近県のフットサル大会やイベントにも使えると思う。そうすると宿泊施設

として関金温泉が活用できる。 

・松田先生も提案されているように、ウォーキングコースを沢山作ったり、

久米の農協の方向から米子方面に抜ける道をサイクリングコースとして整備

したりすることで、関金温泉が拠点として使えようになる。 

・子育について、子育てをメインに考えるお母さんたちは早く帰宅できるな

ど融通の利く雇用形態にすること、また、土日、参観日や子どもの病気の時

に休みやすい環境があるのが理想。 

・個人的には、仕事をしつつ、子どもの帰る時間には家に帰り自分で世話を

したいと思っている。特に、子どもが病気になったときには自分で看たいと

強く思っている。子どもファーストの考え方は大事だと思う。 

安田委員 ・（マイス協会として）ウォーキングコースを作りたいが、そこまで手が回っ

ていないのが現状。温泉をもっと活用したい思いはある。 

大江委員 ・資源の活かし方が課題であるし、それには財政的な課題も伴う。地方創生

だけではなく昨年山守小学校の廃校という視点もある。 

加藤委員 ・亀井公園のつつじの山が荒れてしまっているので、整備してウォーキング

コースに出来ないかと考えている。今は軽トラでも路肩が崩れてしまい上が

れない。 

岩本企画振

興部長 

・今承知しているのは、グリーンスコーレが大学等を中心にスポーツ合宿を

誘致しており、実績もあること。 

・体育館の活用は、設備が観光向けでないことが課題になる。 

・29 年度は関金温泉開湯 1300 年という事で春から１年かけてさまざまなイベ

ントを予定している。関金の資源を再度見直すことがテーマ。指摘をいただ

いたウォーキング等に近い案もある。 

山脇委員 ・関金の話はとてもいいと思う。体育施設を整備して、温泉でのケア、薬膳

を活かし、プロ選手などの有名人を呼ぶ事業が定着すれば、活性化につなが

る。 

・自分で子育てをしたいことについて、子どもが病気のために休むのは、事

業者の立場としては突然休まれると困る。そのあたりのバランスのとり方が

整理できていない。 

・短時間勤務が定着すればお母さんも働きやすくなると思う。３人でシェア
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して１人分の仕事が出来るような仕組みができれば。 

・私自身は子育ての時期にフルタイム働いていたので、子どもを自分でみた

いと思う気持ちがよく分かる。 

・今転入者数が減っているのは、景気がよく、都会の労働条件が良いため。

その差があっても帰ってきたい思わせるベースは家族だと思うので、親自身

が子どもの面倒を見るのは大切。親子のつながりが強ければ、進学で県外に

出た子どもも地元に帰りたいという気持ちが強くなると思う。 

田村委員 ・鳥取県やきらりと輝く女性推進会議でも働き方について検討している。市

も県と足並をそろえて取り組んでほしい。 

加藤委員 ・関金のスポーツ施設だが、サッカー場の芝生のグラウンドは県内でも珍し

く、フットサルの県大会を開催し何百人の親子が集まった。以前、県大会開

催時に湯命館の券を配り、関金温泉を利用してもらった。 

・現在オリンピックに使われる新しい芝の開発が進んでおり、その芝を整備

すれば施設が有効活用できると思う。 

・道の駅犬挟が玄関口にあたるので、今後、道の駅の活用も取り組む必要が

あると思う。 

涌嶋福祉保

健部長 

・皆さんが言われた意見は最もだと思う。家庭で保育をするというのが本来

の姿であり、それが難しい場合に子どもを預かるのが保育所。 

・病気の場合には病後児保育や育児休業制度、短時間勤務制度が拡充されつ

つあるが、根本的な解決は市町村レベルでは難しい。コストや制度について

国等に要請していきたい。その中で市としてどの程度企業に働きかけができ

るか等を考えていきたい。 

桑原委員 ・子どもファーストについて、企業などに勤めているお母さんからは休みづ

らいということをよく聞く。 

・企業側が突然休まれると困るという事も理解できる。子育てしているお母

さんたちがグループを作り事業をするのが良いのでは。互いに事情が分かる

人同士なので、休んだり預けたりもしやすいのではないか。 

・子育て中のお母さん方が集まって何かをするときに、立ち上げ資金など協

力があればお母さん方も提案しやすいのではないかと思う。 

岩本企画振

興部長 

・受け皿は、企業や事業所だけでなく任意の方々にもあるのではないかと思

う。総合戦略策定時、地域で持ったらいいのではないかという意見もあり、

その対応の受け皿という点も含め検討していく必要があるかもしれない。 

 

③ 総合戦略掲載関係事業リスト【平成 29 年度事業計画（案）】 

 資料４について、毛利室長から説明を行った。 

（質疑応答・意見交換） 



5 
 

山本委員 ・情報発信について、各自治体の事業に大きな差がなくなってきている中、

誰に見せるか、いかにタイムリーに仕掛けをつくるかが大事。 

・この会議に出席している人だけが知っているという状況になっているので、

復旧している事を市民、県外の皆さんに見せていくと同様に、ＰＲ、発信に

ついて少し早く手を打ってほしい。 

吉田委員 ・地方創生と復旧復興が同時進行ということだが、実際、地域の方や事業主

と接する中で、やはり復旧復興の方が優先されるべきと思った。 

・復旧復興に視点を置くと、行政もそうだが金融業界も進んでいない。建設

業、建築会社等々は人手が足りておらず、リフォーム・改築の見積もりもま

だ取れていないところが多くある。地震や大雪があり、全国的なメディアの

発信において鳥取県の印象があまりよくないうえ、都会の方は選択肢が沢山

ある中で地方の選択肢が少ない中でも地方の魅力を引き出す必要がある。 

・今回の災害をきっかけにもう少しスピードアップをする必要がある。こう

した会議を開くのもいいが実際のアクションが遅いように感じている。 

中山委員 ・施策を絞り定期的にチェックしながらやっていかないと、全部を 100％やる

事は難しい。やってもあまり効果がないものは早めに事業を切りあげること

も必要。例えば、施策 92 の路線バスの運行など。 

岩本企画振

興部長 

・広報、発信が弱いことは認識している。 

・特に 29 年度は事業によって対象が違う。行政は従来市内に対する発信に力

を入れており、そのままのツールで市外へ発信しようとしているので無理が

ある。 

・突破口は観光だと思うので、そこを強化したい。 

・「ひなビタ」を中心に全国に名を売っていこうと思う。28 年度に取り組んだ、

「ひなビタ」の事業は、文藝春秋でも紹介された。 

・ふるさと納税が年間６億弱と非常に大きな収入源になっていて、そのほと

んどが関東圏からの寄付。そこで復興に向かっている倉吉市を上手にアピー

ルしたい。 

・復旧復興は倉吉にとって大きなテーマだが、まちをどう良くしていくかと

いうことで総合戦略と大差はない。予算配分は変わってくるが、出来るだけ

両立させていきたい。 

美舩総合政

策課長 

・夜間の路線バスは、中心市街地の活性化にはまちを夜型しなければならな

いということで、倉吉市が中活の認定を受けるとき国から示された必須条件

だったもの。 

・夜型を目指した事業だが、実際使っているのは学生と、中部総合事務所の

職員。 

・なかなか利用者が 10 人を超えないが、１台辺り５、６人というところ。ま
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ちが少しでも夜型になる事を目指したものなのでもう少し見守っていただき

たい。 

名越委員 ・交流人口の増加に伴って雇用も増え、定住人口が増えるので、観光振興に

今より多く予算を配分することが必要と思う。 

・先日改めて楠本さんに関金の民泊の説明を聞くと、旅館組合の役員も知ら

ない、非常に魅力的なアクティビティが沢山あった。しかし、個人でやって

いるので受け入れ体制が充分でない。余裕があれば我々のところに泊まりに

来られるお客様に対してそれらを紹介し、もう少し滞在してもらえると思っ

た。 

・民泊でホームステイ、スポーツコンベンションがやりやすいと思う。 

・倉吉や県中部に全国で通用にするようなスポーツの専門家がおられる。ス

ポーツの世界はほぼ個人の人脈で繋がっている。行政が情報を一元化し、戦

略的にやればスポーツコンベンションが増えると思う。 

・自前だと限界があるので、外部委託が一番いい。専門家に委ねるとスピー

ドが速い。外部の東京、大阪、海外の専門家も田舎料金を出してくれる。あ

るいは地元出身の都会で頑張っておられる方は地元割引をしてくれる。 

岩本企画振

興部長 

・関金は滞在・宿泊のウエイトが上がる可能性が出てきているので是非連携

していただきたい。 

大江委員 ・関金では、体験型旅行誘致協議会が、養生の郷とタッグを組んで農家民泊、

農業体験をやっている。昨年関西の修学旅行の生徒が２日間 200 名、農家民

泊した。来年は修学旅行団体を 300 人予約いただいている。 

・北谷にも声をかけており、農家民泊を増やしていこうとしている。 

・農業体験は子どもたちに人気。倉吉市内外にも増やしていきたい。 

岩本企画振

興部長 

・市やマイス協会と情報共有して発信するシステムが出来るようにしたい。

 

名越委員 ・予算をつけ、スタッフを動員してもらえるといい。 

桑原委員 

 

・一度きりでなく、続いていく縁もある。民泊が終わり、また来たいという

ことで４月にうちに泊まりに来られる方がいる。また、地震の時は心配して

電話をくださり、次は家族みんなで行きたいと言ってくださった。 

・市が協力して地元の人に PR すれば、受け入れてくれる家も増えると思う。
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田村委員 ・企業誘致について、気軽に行ける相談窓口等の拠点があり、そこで専門家

に繋げることができるようになってほしい。 

・文化的事業が少ないと感じる。県立美術館設立も踏まえて博物館もプッシ

ュすれば、観光に繋がり、今までと違う倉吉の顔を作れる。 

・関金子供歌舞伎がとてもいい財産だと思うが、観覧者が少ない。何かしら

仕掛けがあれば、子供歌舞伎を続けていける。 

・商工会議所青年部が 30 周年事業で行った淀屋の事業などについて、観光の

会議において、市と同時進行やすり合わせができたらいい。 

田中産業環

境部長 

 

・総合的な起業経営支援、経営改善など、トータルで支援をしていくという

事ですが、28 年度の後半については十分で、問題はなかった。 

・方向性としては、田村委員が言われた事が一番いいと思う。各組織、各団

体の支援体制の連携の仕方について、そのネットワーク化が不十分という認

識はある。いかに繋げて総合的な体制を作るかが、一番の課題と認識してい

る。よろず支援相談や商工会議所、金融機関等と機能的にやっていく体制を

つくりたい。 

田村委員 

 

・昨年も金融機関も一緒にやっていくという話があったが、その後どうなっ

たか教えてほしい。 

向井教育局

長 

 

・博物館に来ていただくこと自体が難しい。市外の方が博物館に来られるこ

とはあまりないので、イベント等を行うことも必要。 

・博物館の収蔵品を町中で展示することを考えている。 

・これまでも洋画、日本画、彫刻展をやっている。著名な作家、先生方との

繋がりはあるので、それを活用した公募活動をしたい。例えば学生を呼び、

作品をつくる合宿をするのも面白いと思う。 

田村委員 

 

・関金子供歌舞伎も推進してほしい。 

・できれば博物館の中で若い人たちの声を聞けるチームを作り、新しい方法

で発信してほしい。「良い物があるから見に来て」というのは当たり前のこと。

それ以上のわくわくするようなことが必要だと思う。 

岩本企画振

興部長 

・関金子供歌舞伎について、山守小学校が廃校になり、地域の中でどう続け

ていくか協議されている。地元の中で大切に育てたいため、外に出さないと

いう考えもあるので、地域と調整させてほしい。 

・淀屋について、大阪では淀屋研究会で毎年熱心に様々なことをされていて、

地元の方が少し弱い印象。青年部が昨年きっかけを作ってくださったので、

検討課題として考えていきたい。 



8 
 

山下委員 ・土曜授業で、６年生が同じ中学校区で集まり、はこた人形作りをするなど

すれば、顔合わせもできる。 

・はこた人形も本来は子どもに対するお守りと聞く。子どもに知ってもらい、

広がればいいと思う。 

向井教育局

長 

 

・事業の中で倉吉市の伝統的体験はやっているが、より力を入れたい。 

・小学生が中学校の様子を見聞きする、または中学校の先生が小学校のこと

を知る活動を行い、小学校から中学校にスムーズに行けるような形を作って

いこうと思っている。今はモデル的に行っているが最終的には全市で行いた

い。 

米田委員 

 

・倉吉市として今後何を目指していくかが定まっていない。 

・大きな目玉がない限りは人が来ない。 

・国道 313 号線を福山から関金までつなげば、企業誘致もでき、関金の活性

化につながる。また、白壁土蔵群の観光客が増える。国や県への要望状況は

どうなっているか。 

岩本企画振

興部長 

 

・昨年から地方創生総合戦略として委員の皆様に協力いただき、倉吉市が何

をどう目指すべきかを組み立て、公表している。 

・倉吉の移住定住や子育ての環境を良くし、産業を盛んにすることで「倉吉

で暮らすのはいいことだ」と思われるまちにしようとしている。 

・山本委員からの指摘があったように、発信が弱いため努力しなければなら

ない。 

・観光について、全国の若者が倉吉に注目するコンテンツがあるので力を入

れていきたい。PR、発信を上手くやっていき、交流人口の増加に繋げたい。

石賀建設部

長 

 

・国道 313 号線は、県が高速道路を倉吉・関金道路として整備している。企

業誘致・観光促進のため、福山までを平成 30 年代初めの開通を目指して整備

しているところ。 

・県や国に予算の確保をお願いしている。県にも国に予算の要望をしてもら

っている。現場の工事もかなり進んでおり、補正予算で国からの予算もつき、

事業の進捗が上がっている。一刻も早い開通のため、国の予算の確保をお願

いしたいと思っている。 

福井委員 

 

・目指すのは明るい豊かな社会。経済、自然環境、福祉や医療関係も含め、

ストレスのないまちを目指していくための施策が総合戦略と解釈している。

・クリエイティブなアイディアが、外野で埋もれているものではないか。倉

吉を発信するコンテストをやってみると、一般の人から奇抜なアイディアが

出るかもしれない。 

・関金温泉や白壁土蔵群など、もっとブラッシュアップすれば一つひとつが
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輝いてくると思う。発信ができていない、下手だという以前の問題で、もっ

と磨き上げて形をつくるべき。例えば、関金×2020 など視点や次元の違うも

の同士の掛け合わせを考える場を作ってみること。広告代理店に委託するだ

けでなく、まず市内の団体や大学でやってみる。 

・倉吉市は自治公民館活動がとても活発で、素晴らしいと思う。今後、震災

等の面で、倉吉の公民館活動をモデルに仕組みを作る可能性があると思う。

河越委員 ・鳥取県の人口は減り続けており、増やすのも難しい。 

・観光に力を入れて他県や海外から来ていただく仕組み作りが必要。発信や

宿泊場所の整備など。開湯 1300 年のイベント時に、何人泊まれるかというこ

とが把握できていない。 

・イベントは大切。里見まつりに関連して交流をすれば、千葉の館山からも

来てもらえると思う。 

・境港の鬼太郎ロードのようなものを倉吉にも作るべき。倉吉だけでは荷が

重いので、中部広域連合として人を呼べる仕組みを作ることが必要。 

・資料の人口に外国人の数は含まれるか。（→毛利室長：含まれる。） 

・今、求人倍率が 1.0 を超えており、募集しても人が来ないためベトナムか

ら約 20 人入れることにした。倉吉でもそうする会社はあると思うので、人口

は増えるのではないかと思う。 

・円形校舎を利用し、観光客を呼べたらと思う。そのために、赤瓦の淀屋も

一つとなり集客できるよう一生懸命頑張っているところ。 

 

４ 次回の開催日程 

資料５について、毛利室長から説明を行った。 

 ・平成 29 年度は３回開催予定。 

・第１回は６月頃、第２回は８月頃、第３回は 10 月頃開催予定。 

 

５ その他 

 資料６について、美舩課長から説明を行った。 

 

６ 閉会 


