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平成 29 年度第３回倉吉市総合戦略推進委員会 議事要旨 

 

日時：平成 29 年 11 月２日（木）10：00～正午 

場所：大会議室（市役所本庁舎 3階）    

【資料】 

資料１ 委員名簿 

資料２ 平成 28 年度地方創生加速化交付金を活用して実施した事業の効果検証 

資料３ 平成 28 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 課題別 本市の現状等関係資料 

資料５ Ｕターン促進、人材確保・育成に関する現状と課題 

資料６ 総合戦略掲載関係事業リスト 

資料７ 委員から出された提案・ご意見 

 

１ 開会 

※出席者：福井委員、三木委員、荒瀧委員、河越委員、吉田委員、田村委員、河野委員、

加藤委員、安田委員、山本委員、尾崎委員、岩世委員、山田委員、米田委員、 

     田中委員、川村委員、石村委員、宇田川委員 

 欠席者：多田委員、松田委員、山脇委員、桑原委員、山下委員、名越委員、竹尾委員、

桑垣委員、大江委員 

 

２ 平成 28 年度地方創生関係交付金事業の効果検証について 

 資料２、３について、総合政策課から説明を行った。 

 

３ 今後の施策展開（出生数の向上）について 

安田委員 ・不妊治療で悩んでいる人が沢山いる中、他の市町と区別できる施策として、

医療費の全額助成ができれば他の市町村から移り住んでくる人が増えるので

はないか。 

・全額助成が無理であれば、年齢等の制限を撤廃したらいいと思う。 

・県中部には体外受精などができる医療機関がなく、東部か西部に通院をす

る必要があり交通費や精神的な負担が大きい。 

美舩次長 ・不妊治療の制度について、事務局から説明したい。 

・不妊治療の対象者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込み

がない、又は極めて少ないと医師に診断された方。 

・対象となる治療は今年度の場合、平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日

に実施した特定不妊治療。助成内容は、助成対象費用に対し、１年度当たり

10 万円を限度とし、通算して５年間助成をするもの。助成対象となる費用は、
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本人が負担した費用から入院費、食事代、凍結した精子・卵子の管理費、そ

の他不妊治療に直接関係のない費用を差し引き、さらに鳥取県の助成費用を

差し引いた残りの額。 

石賀室長 ・特定不妊治療の補助金を助成した実績件数は 24 年度 42 件、25 年度 40 件、

26 年度 35 件、27 年度 39 件、28 年度 38 件となっている。 

田村委員 ・安田委員の提案はとてもいいと思う。 

・不妊治療に何百万もかけている人もいる。 

・他の自治体と比較し、倉吉市の不妊治療実績件数は人口割合にして多いの

か、払っている金額は多いのか、データを貰いたい。 

美舩次長 ・具体的なデータを試算し、執行部で検討する。 

美舩次長 ・本日欠席の山脇委員より意見をいただいているので紹介する。 

・第２子、第３子を安心して出産できる環境の整備が必要ではないか。 

・３歳未満児、病児保育、一時預かりの整備が必要。 

・待機児童は０と言われているが実態はどうなのか。 

涌嶋福祉保

健部長 

・不妊不育治療について、現在保険適用になっていないので、それぞれの自

治体が事業で行っている。単市では財政的に難しいところがあり、国に対し

て保険適用になるよう要望を続けている。 

山本委員 ・倉吉市が出生率の向上に取り組むかどうかの意気込みの問題ではないか。

・他地域との同レベルの補助金や制度をつけるのか、他地域以上の予算を付

けてやっていくのか、現状で十分カバーしているからいいのか、それ以上魅

力があるものにしていくのかという議論をした方が良い。 

・不妊治療を受けたい人の相談体制がどうなっているのか教えてほしい。 

涌嶋福祉保

健部長 

・現在は出生から子育てまでを一連でやっていこうと進めている。 

・出生については保健センター、子育ては子ども家庭課が担当しており、連

携が上手くいっていない部分もあるので、子育て包括支援センターも含めて

検討しているところ。 

・地区担当別に保健師をつけ、妊娠、出産、検診等を通じて子どもの管理を

進めている。 

・子育て総合支援センター「おひさま」で相談体制をとっているが、問題は、

場所が別れており分かりにくいこと。１本化していきたい。 

美舩次長 ・意気込みの問題として、地方創生を推進する中で、出生数をどう伸ばして

いくか、関連して仕事をどう安定的に確保していくか、魅力ある地域、観光

地を全国にどう発信していくか、様々な要素がある。それらを限られた財源

の中で何を優先するかというのが行政分野の中で一番難しいテーマだと思

う。 

・皆さんの中で、何に力を入れれば地域活性化ができるか、意見があればい
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ただきたい。 

石村委員 ・不妊治療に関して、現状中部に病院がなく、東部、西部の病院に通わない

と診てもらえない。倉吉市に身近に相談できる専門の先生を呼べば、妊婦さ

んの不安を解消できるのではないか。 

美舩次長 ・資料で見ると、確かに県内では不妊治療の医療機関が鳥取に３病院、米子

に３病院指定されている。 

荒瀧委員 ・小中学校の保護者として、家庭も充実してほしいので、お父さんを早く返

してほしい。 

・ＰＴＡ役員もお母さんばかりになっている。両親とも子どもに関われるよ

うになれば、倉吉が子育てしやすいと感じられるのでは。 

美舩次長 ・子育て環境の改善のため、家庭の充実や子育ての協力体制について国も進

めており、各事業所でも努力しているところ。確かにこうした推進が必要だ

と思う。 

・まず第一子をつくる事が大事という意見があり、そのために結婚をしても

らう事が大事という意見もある。または、第一子を持った人に第二子、第三

子へ向かってもらう施策を推進する選択肢もある。 

加藤委員 ・私も孫がいるが、父親が早く帰れないので、おじいちゃんが早く帰ってき

て面倒を見てと言われる。 

・第二子、第三子になってくると、保育所で少しくらいの熱が出たときに病

児保育ができたら楽だと父親が言っている。病児保育を検討して欲しい。 

美舩次長 ・病児保育は実際やっている。広報が足りていないのかもしれない。鳥取県

１市４町で定住自立圏構想を持ち、県立厚生病院に病児保育を設置している。

１市４町の保育園、幼稚園に籍のある方、小学校３年生までの方なら医師の

診断に基づき１日 1500 円で利用できる制度がある。 

岩世委員 ・厚生病院の病児保育施設ができたときに見学に行ったが、とても狭く、定

員が限られるという問題がある。倉吉市内のお母さんみんなが預けられる状

況でなない。 

・１日いくらとなると、育てていく上での金銭的な困難がある。 

・安田委員と山脇委員の意見は別の話ではない。行政が子育てにおいて次に

事業を提案される際に、現状の問題と、費用や頻度等どの部分が困難なのか

の意見、両方を洗い出した上で、まとめて提案するのが時短かつ内容がクリ

アになってよいと思う。 

徳丸企画振

興部長 

・会社や企業などで、子どもが病気になった時に休める環境や協力体制が必

要になってくるが、会社の方針はどうか。 

田村委員 ・倉吉での働き方改革は難しいと思う。会社は努力している。行政の掛け声

は多いが具体的な内容がない。 
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・倉吉市は企業に対し、社員が働きやすい環境を作るためのプログラムを出

してもらいたい。 

田中産業環

境部長 

・有効求人倍率が１を超え、企業が募集すれば人が集まるという時代ではな

くなった。 

・会社の社会保障や制度を充実させる事が必要。行政からは、働き方改革等

をしなければ人が集まらないと啓発をしている。 

・企業がどのような努力をすればよいかは今すぐに答えが出るものではない

ので、検討したい。 

三木委員 ・県にならってイクボス宣言をし、従業員に早く帰るよう徹底させている。

・経営者の視点から言うと、働く環境が厳しいと世間に悪い評判が伝わるの

で、基本的には職場環境を良くしていくことに関しては、業種が違っても同

じ考えを持っていると思う。 

・私の職場にも病児を抱えた部下がいるが、定期的に早く帰るようにしてい

る。 

・雇用環境を整えないと、新しい人も入って来ない。 

・周りを見ると子どもは２人が多い。３、４人目となると経済的状況に左右

されるかと思う。子どもが１人という家庭は少ない。 

・夫婦になれば子どもが欲しいと思うので、不妊で悩んでいる家庭に第一子

ができる環境、最低限第二子まで充実するようなパッケージに力を置くこと

が望ましい。 

 

４ 平成 30 年度新規事業の提案について 

徳丸企画振

興部長 

・第２回委員会で、人材募集の際にお金をかけられる企業もあれば、そうで

ない企業もあるとの意見があった。 

・行政が企業と学生の橋渡しをする際、企業から具体的に「こんな学生が欲

しい」と示していただくことは可能か。大学は、企業が求める人材を示した

ときに、それに応じた学生を紹介することは可能か。 

吉田委員 ・地元企業の中で、人材の受け皿ができる企業とできない企業があると日頃

から感じている。 

・倉吉を好きで何とかしたいと思っている人材を求めていきたい。 

・休日に率先してボランティアに参加し、人の役に立ちたいという学生は企

業側にとっても印象がよいし、そういう人材を求めていきたい。 

・どこの企業がどういう人材を求めているのか、一覧表のをつくる必要があ

る。 

・（資料５について、）Ｕターンする若者に対して条件付きで奨学金の返済を

免除するとあるが、前回の会議で条件の話があったのか。 
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・非常に有効だと思う反面、条件の一線を引くのか難しいと思う。条件につ

いてどのような意見があったのか。 

岩世委員 ・前回、名越委員から奨学金の返還の助成について資料が出ていた。 

・実態は、鳥大の医学部等を卒業後、何年間か研修生をしたら助成があると

いう一部だけのもの。 

美舩次長 ・名越委員からの提案では、「各種条件の付与」と明記はされているが、具体

的な条件の設定はされていない。 

徳丸企画振

興部長 

・就職し、地元に一定期間定住する条件付きということ。 

河越委員 ・鳥取大学振興協力会が鳥大にあり、鳥大の卒業生は８～９割は県外に行く

ので何とか県に留めたく奨学金の免除も考えている。 

・看護大学等は、何年か鳥取県で就職すると免除するという規定がある。 

・大学から幹部候補生が欲しいということで、振興協力会で鳥大農学部、工

学部などの学生を 10 人ほど工場見学に連れて行き、話をしたりお菓子作りの

作業を見せたり、経理や研究室を見せたりしたら学生は驚いていた。参加学

生に「うちに来ないか」等と声掛けをしている。 

・学生との交流を持たないと県外に出てしまうので鳥大にもお願いしている。

徳丸企画振

興部長 

・企業側からのアプローチの効果はあるのか。 

福井委員 ・県外大学との提携をもっと大切にするべきで、大学のサークルでどれだけ

子どもたちとの距離感を縮めて話をするかが大事。 

・12 月２日に東京で、鳥取ナイトという学生団体との交流会がある。３年目

になるが、早稲田や明治などの大学約 10 校が集まり話をするので、一つのパ

イプになればいいと思っている。 

・大学と協定を結ぶだけでなく、行動を起こさなければならない。誰が行動

を起こすか、そこに予算をつけるべき。 

・Ｕ、Ｉターンしてきた人が実際にどんな生活をしているのか、誰が支援を

しているかをもっと見せるべき。 

・いろんな分野の方がこの総合戦略推進委員のチームとして集まっているの

で、各分野を模索し「見える化」し発信していく事業に予算を付けてほしい。

田中委員 ・看護大学において、大学を卒業した子を外に出さないという意味では、奨

学金の縛りがあるので、おおむねの学生が地元就職をする予定。 

・島根県から来ている学生も２割いるが、その学生は島根県から奨学金を貰

い島根に帰るのが一般的。 

・学生を地元就職させるため様々な取組をしているが、私が県外の大学にい

たときは多くの企業が来ていた。病院への就職が多かったので病院の看護部
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長さんや広報担当の方が来られていたが、対応するのはキャリア支援担当の

先生であり、学生と接点があるわけではない。このように、学生と直接交流

を持たないと効果がない。 

・大学は窓口があるが、対応する先生が１、２人であり、広告を置く程度で

学生が見に来て選ぶだけになる。鳥取ナイトのようなイベントがあればいい

と思う。 

・看護系の大学は、２月、国家試験が終わる頃に大学内で就職フェアを開催

する。学内で告知をすれば学生は必ず行くし、他の大学でも同じシステムは

ある。企業はそこに入っていくのがよい。 

・工場見学に行くのは、大学で言うＣＯＣ＋授業である。地（知）の拠点と

いい、大学側も地元に定着させることが課題になっている。新たなＣＯＣの

先生を雇い、インターンシップを中心としたコーディネートをしているので

効果が見えてきている。このような実践的なところに予算を使わないと、直

接的な効果はない。 

・県が実施するＵターン促進事業の、県外大学との締結については、私立ば

かりだが国公立の方が県外に行く確率が高い。 

・国公立に行きたいと思ったら、北海道から沖縄まで自分の行ける大学を探

して行くはずなので、国公立に行った学生の方がＵターンして帰ってくる確

率が高いはず。 

・鳥大も地元に帰る方が多く、鳥取で就職する子が少ないと聞いている。 

・国公立との協定締結は難しいのか。 

尾崎委員 ・鳥取短期大学では企業が短大に来て就職説明会・面接会を行っている。 

・企業は求人票をハローワークには出しているが、短大のキャリア支援課に

はあまり出されない。 

・企業がもっとフットワーク軽く動けるように、行政が手助けするのがベス

トではないか。 

・今の学生はパソコンを持たずスマートフォンで求人票や行きたい企業を探

す。学生はホームページが充実している企業に心を動かされることもあり、

会社訪問や説明会に行きたいと思う。 

・行政や商工会が、ホームページの作成について支援するなど、連携すれば

企業の体力も上がり求人も動く。 

田中産業環

境部長 

・商工課ではインターンシップに力を入れているが、企業、大学が求める就

職情報の連携がうまくできていない部分は改善していきたい。 

・インターンシップに関して、現場の声を聞くと、最近は中小企業よりも大

企業の方が受け入れに難色を示す傾向がある。 

・情報のやり取りについては、市でもハローワークを通して就職情報の提供
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をしているので上手く連携させていきたい。 

河野委員 ・農協の子会社でグリーンファームやアグリラテール大黒があるが、この地

域で農業がしたいと県外から来て、農業に携わっている人はかなりいる。 

・農高、農大卒業後に就農するパターン、卒業しＪＡで実践的な営農技術を

身につけて農業に入っていくパターンとあり、それぞれに対応した支援をし

ていたが、今は人員に余裕がなくできなくなってきている。 

・正職員の数が減り、育てていく環境が作りにくくなっている。 

・人材確保について、ノウハウがなく就職情報誌や全国の農協を参考にしな

がら試行錯誤の中でやっている。次の人材を育てていかないと組織が持たな

いということは常に考えている。 

加藤委員 ・林業は技術が必要なので、農高のインターンシップや体験学習を経て採用

した。 

・林業の３Ｋを払拭したいので、安全面も含め企業努力を日々重ねている。

・最近ではイメージアップを図り、関心を持ってくれる人も増えた。 

・作業見学会の参加者が就農されることもあるので今後も進めていきたい。

・働き方改革の中で給料も優遇しないと就職してもらえない。独自の財源で

は難しい部分もあるので、助成事業を活用し人材育成に励んでいる。 

徳丸企画振

興部長 

・大阪や東京の移住定住のイベントに職員が行っているが、来年度からは大

学も回っていきたい。 

・移住された方の姿について情報発信をしていきたいと思っている。 

宇田川委員 ・Ｕターンや人口減対策は一番の課題だと思う。 

・地域の人からよく耳にするのは、倉吉がどういう方向に向かおうとしてい

るのかが分からないということ。 

・市報等でいろんな施策をＰＲしているが、「倉吉をこうしたい」というもの

が市民に伝わっていない。確かにいいものも沢山あり新たな動きもあるが、

それを市民と共有できていない。市政を動かす根本的なものが欠けているの

ではないか。 

・市として倉吉の人口減対策はこの４、５年が勝負である。個別の課題はあ

るが、地域を浮上させるためにより積極的に施策を打ち出し市民に、全国に

発信してもらいたい。 

福井委員 

 

・佐賀県武雄市に行った。人口規模は倉吉と同じ 4 万 8 千人。移住者が増え

ている。 

・武雄市の図書館には 1日 3千人が訪れ市民の憩いの場となっている。 

・伝統である流鏑馬も見たが、小学校５年生の子が弓を持ちながら走り、そ

れを中学生と高校生が受け取り、彼らが馬に乗って流鏑馬をしていた。何百

年続く伝統行事が小学生から中学・高校生に受け継がれているのがすごいと
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思った。 

・教育もそうだが、まちそのものが支え合っているとを感じた。 

・若い人は地域の中で「楽しい」、「美味しい」を作り上げている。 

・倉吉は他のまちに負けないくらいの風情や文化・歴史があり、もっと生か

す事ができる。勝ち負けではなく、倉吉らしさを打ち出していけば全国や世

界に通じるまちになると思う。 

田村委員 ・企業誘致をしても社員が足りない状況がある。 

・企業誘致も大事だが、既存企業の魅力を引き出すことに予算を使ってもら

いたい。人材確保ができる魅力ある企業になれば、地域おこしをしたり県外

からの就職者が来たりする可能性も増えるので、バランスを考えてもらいた

い。 

・よろず相談支援に関して、図書館で月２回に増やしたというがそれでも少

ない。普段から気軽に訪ねられる専門家がほしい。 

・先日山本委員に、東京で働いている息子について「自分の企業を紹介する

のでいつでも帰ってきてください」と声をかけてもらい、ありがたいと思っ

たし、息子にも伝えたいと思った。こうした繋がりも大切だと思う。 

徳丸企画振

興部長 

 

・現在、上井に学生のシェアハウスがあるが、企業版のシェアハウスも考え

ている。入居者が地域活動に参加するという条件付きで、企業支援として県

の補助金も貰いながら進めているところ。 

 

５ 既存事業の見直し案について 

安田委員 ・観光の入込客数 150 万人目指すためには、自家用車の駐車場が足りない。

白壁土蔵群で個人旅行者が増えており、成徳小学校や陸上競技場でイベント

があると観光客が入れる状況ではない。 

・白壁土蔵群の観光案内所前の駐車場は目につきやすいので観光客が来るが、

そこが満車の時、他の駐車場がわからず右往左往し、事故になることも多い。

・警備員を配置しても根本的な解決にはならない。 

・宮川駐車場もできたがお客様はそこから白壁土蔵群への道順がわからず、

立ち寄りも諦めてしまう。 

・観光バス駐車場から見えるところにお手洗いがない。さわやかトイレを案

内するが、目に見える範囲ではないのでそこまで行かないし、韓国のツアー

に限っては添乗員がさわやかトイレには行かないよう案内している。 

・観光案内所の中に一つだけ男女共用のトイレがあるが、そこに 20 人くらい

並ぶ状況。観光客の多いシーズンはトイレで頭を悩ませる。 

・高齢者や外国人向けに和式トイレを洋式に変えてもらいたい。 

・バスの駐車場にトイレがあるのは当たり前。お客さまにとって見える所に
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ないということが問題。 

徳丸企画振

興部長 

・駐車場について、空いている土地はあるので、需要があるのであれば行政

が作らずとも民間の有料駐車場ができていくものと思う。ただ、民間事業者

が景観に合わせた駐車場を作ってくれるかという問題もある。 

岩世委員 ・案内看板が少なく、多言語化されていない。マップに載っているかも見直

した方がよい。 

・マップ片手に迷っている観光客が多い。これは口伝えで「分かりにくいと

ころ」、「つまらなかった」という評価に繋がってしまうので、安田委員のア

ドバイスを貰いながら表示をすることも検討してもらいたい。 

田村委員 ・明治町のバス停で降りて商工会議所へ行く途中、バスを下車された方が迷

っていたので引き返して案内したが、赤瓦への表示さえないので本当に分か

りにくい。 

川村委員 ・外国人旅行者の添乗員からすると、目に届かない所に行かれると安全面の

問題があるので、バスを降りたところにトイレがないのがクレームになる可

能性はある。 

・案内看板がないのは悩ましい問題。例えば、看板だけでなく地面などにも

案内表示が出ている地域もある。地域の方との擦り合わせも必要なのですぐ

には難しいが、多言語表示の件も含め、専門家の意見や他の地域も参考にし

ながら、年数をかけて整備してはどうか。 

・宮川駐車場から白壁土蔵群の間に新しい店舗を誘致できれば歩く動機づけ

になるという件について、これはその間に空き家などがあるということなの

か。 

安田委員 ・空き家かどうかもわからないような店舗も多い。路地裏が好きな人もいる

と思うが、白壁土蔵群までの道のりはわかりにくいので、店舗ができていけ

ば歩く導線が繋がるのではないか。 

米田委員 ・以前、倉吉市は何を目指しているのか教えてもらいたいと言ったが、その

時は福祉で暮らしやすいまちと言われた。私もこのような会議に出る機会が

なく倉吉市の事を知らなかった。 

・農業を始めるのも多くの資金が必要で、意欲があっても簡単にはできない。

人材のフォローの仕方などを広報で流してもらうと参考になるので助かる。

・一人でやっても規模が大きくならないが、結婚して２人でやればある程度

やっていけると思う。しかしなかなか結婚できず子どももできず、地域が疲

弊し学校の統合問題が出るなど悪循環になるので、農協の方でも是非頑張っ

てもらいたい。 

河野委員 ・新たに農業をされる人への補助金や制度はいろいろあるが、国も県も低コ

ストハウスの助成事業にかなり力を入れている。 
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・農協中央会で所得アップ事業があり、農協単独の事業になるが東中西それ

ぞれ５千万円の枠を作っている。 

・広報に関しては生産部を通して出しているので、小規模でされている人ま

で届いているかどうかを農協としても検証していかなければいけない。 

・自己改革の視点で、地域貢献活動に費用をかけて地域を元気にできればい

いと思っている。来年のお盆にかけてファーマーズマーケットの直売所を集

約し大きくする構想がある。 

・６次産業化が流行った時期にドレッシングを作ったが、実績づくりのよう

な形で降りてきて、実際に受注した業者のニーズにも合わず、売れる価格で

ないものができあがってしまった。 

安田委員 ・赤瓦 1 号館でポップカルチャーの展示をしているが、あのまま継続するの

か、違う場所で展示するのか。 

・倉吉発のグルメ開発促進事業について、「食べるところがない」とあるが、

現場でそのような声は聞いたことがない。団体客が入れる飲食店は足りてい

ないと思う。 

・開発するのであれば、今ある店舗に参加してもらい持続可能な仕組みにす

るのであれば有効だと思う。 

河越委員 ・倉吉市は「観光のまち」というビジョンをもってやってもらいたい。 

・今の赤瓦は北栄町のコナンに集客を追い越されているのでは。 

・赤瓦と円形劇場とコナンを結んでコースを作り、半日～１日観光にしてバ

スツアーを組めないかと考えている。 

・観光地に食事をするところがないのは良くない。 

徳丸企画振

興部長 

・グルメに関しては、ナショナル会館跡地に飲食ブースを充実させる計画が

ある。 

・鳥取中部観光推進機構がそれぞれの市町の観光協会と連携し、去年は北栄

町がコナンのミステリーツアーを開催したが、団体客を受け入れているかは

微妙なところがある。団体客と個人客を分けて考えていかなければならない。

 

６ 今後の予定について 

・今回委員会でいただいた意見をもとに、来年度の事業化、既存事業の見直しを行い、そ

の結果を次回委員会で報告させていただく。 

・次回開催時期は未定。 


