
FRIコンサルティング最前線. Vol.3, p.34-39 （2011）34

全国の他の地域と同様、厳しい経済社会環境下にある鳥取県では、地域特性等も
踏まえた、将来の県経済・県民生活等に活力を与える新たな成長に向けて、専門家
により構成される戦略会議を設置した。それとともに、関係部門によって構成され
るワーキンググループの設置を行い、県職員の方々自ら各種調査・分析、県内事業
者へのインタビュー等を経て戦略をとりまとめた。
富士通総研は、戦略策定にあたって、共通の目的意識、課題意識のもと、県事務
局とパートナーシップ関係を構築し、ワーキングの運営、各種分析手法を活用した
データ分析・とりまとめ等、臨機応変に、迅速かつ実効的に支援を行った。その成
果とプロセスを紹介する。
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鳥取県経済成長戦略の策定支援とそのプロセス

ま　え　が　き

今日、日本経済は未曾有の厳しい状況に直面し
ている。米国のサブプライムローン問題に端を発
した世界的な金融不安、原油をはじめとする資源・
食糧品価格の不安定傾向、新興国、資源国の急速
な発展による世界経済の多極化、世界規模での環
境問題の深刻化、さらには少子高齢化の進展など、
国民の将来への不安はますます高まりつつある。
これまでに政府は、人口減少下という逆風にあっ
ても、“新しい成長”を目指す長期ビジョンとして、
「新経済成長戦略」などを策定し、「環境・エネル
ギー」「健康（医療・介護）」など重点分野を提示して、
各種施策を展開してきている。
しかし、鳥取県をはじめ国内の多くの地域では、
人口減少、少子高齢化、地域産業の衰退等が著しく、
これまでのような、いずれの業種にも小粒で均一
的、継続的な施策展開では、もはや将来はないと
いう危機意識を持ちはじめている。そこで多くの
地域では、取り巻く経済社会情勢、立地環境、地
域特性等を踏まえて、行政職員をはじめとした地
域の人材自身が、相当の覚悟を持って、重点分野
を明示して取り組む「成長戦略」や「産業振興プラ
ン」等を主体的に策定している。
本稿では、2009年度に鳥取県より委託を受けて
支援した「鳥取県経済成長戦略」（以下「経済成長
戦略」という）の策定プロセス等を通じて、富士通
総研のコンサルティングスタイルを紹介する。こ
れまでの一般的な受託型の対応ではなく、「課題に
マッチした分析ツール」「職員研修」「協働とフォロ
ワーシップ」の組み合わせにより、「地域の人材自
身が、相当の覚悟を持って、重点分野を明示し、
ともに考え、知恵をぶつけ合い、そして新たなも
のを生み出す」ことに応えたという特徴がある。

課題認識と富士通総研への期待

●	 鳥取県の概要と厳しい経済状況
鳥取県は、中国地方の北東部に位置する東西に
長いコンパクトにまとまった県であり、白兎海岸、
大山などの自然資源のほか、二十世紀梨、らっきょ
うなどの地域特産品、鳥取砂丘をはじめとした観
光資源などにも恵まれている。

人口は約59万1千人（2009年12月現在）で、年々
減少傾向にある。産業に目を向けると、小規模事
業者が多くを占める産業構造で、多くは下請構造
となっており、さらに近年の世界的な景気低迷の
なかで、多くの事業者にとってはますます厳しい
状況となっている。県の主要製造業である電気機
械関連産業は、こうした国内外の社会経済環境の
変化等の影響により伸び悩んでおり、結果的に移
出（輸出）による県内への所得獲得力は低下してき
ている。また、郊外への大型店の出店や低迷を続
ける県民所得等の要因により、まちなかの商業・
サービス業をはじめとした内需型産業の衰退が著
しく、県内消費購買力が県外に流出（所得の流出）
または低迷している。さらに、地域にヒトやモノ
等の流入をもたらし、循環させる社会基盤（インフ
ラ）や産業基盤が脆弱である。
そのような状況下で、有効求人倍率も低迷が続
いており、また雇用のミスマッチ、非正規雇用の
増加など労働・雇用環境はますます厳しくなって
いる。結果的に一人当たりの県民所得は低く、大
都市との格差は拡大している。
●	 経済成長に向けた課題
県事務局と富士通総研とが協力して、はじめに
各種統計データ等を分析して、経済成長に向けた
阻害要因の把握や課題の抽出を行った。その結果、
いくつかの重要な課題が浮き彫りになった。
重点課題として把握されたことの1つは、現状が、

県外からの所得獲得が少なく、一方、県内から県
外への所得流出が多いことである。持続的な経済
成長のためには、県内産業のイノベーションの推
進等に繋がる様々な経済政策等を展開して、県外
からの所得獲得を推進していくとともに、県外へ
の恒常的な所得流失を防ぐことが重要であること
が認識された。（図-1）
また、県の特色を活かしつつ、社会経済環境の
変化に対応した、バランスの良い経済・産業構造
への転換に向けた対応をしていくこと、総人口、
生産人口の減少等を踏まえた社会経済構造変化へ
の対応と基盤の強化を図っていくことが重点的な
課題であることが理解された。
このようにして抽出した課題等を、県事務局と
協力して検討の叩き台としてとりまとめを行い、
経済成長戦略の策定に向けて設置された2つの会議
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体で検討を進めた。その会議体の1つは、県経済
における今後の発展可能性について、知事をはじ
めとして、幅広い視点で議論できる専門家等メン
バー 10名で構成される「鳥取県経済成長戦略会議 
（第1回・2009年9月）」である。また、もう一つの
会議体として、上記の経済成長戦略会議の下に県
庁の職員を中心にワーキンググループを設置した。
そこで、統計資料等の整理・分析、県内企業の現
地調査等を実施し、現状の把握・分析や課題の抽出、
施策の検討等を行っていくこととなった。
●	 富士通総研への期待
富士通総研では、全国の都市や地域で、地域活
性化をはじめとして様々なテーマ・分野で、調査
や計画策定等の支援をしており、今回、鳥取県経
済成長戦略策定の支援をする機会を得たが、本プ
ロジェクトに対応するには以下のニーズに応える
必要があった。
①鳥取県の地域特性・課題に対する様々な角度か
らの分析力と理解力

②政策を担う職員の政策考案・形成能力の向上に
対する支援力

③頻繁に変化する状況下で、事務局対応等の不足
部分への側面的支援力
これは、本来のコンサルティング業務内容を仕
様書に基づいて着実に行っていくということだけ
でなく、プロジェクトを通じた職員人材育成をは
じめとして、絶えず変化する環境下で、関係者が
適切なコミュニケーションをとりつつ、臨機応変
に対応していくことも求められるということであ
る。こうしたニーズは、これまでにも先進的な自
治体などで提示されてきており、これから増加し
ていくことが想定されている。

課題解決の方向性とそのプロセス

●	「課題にマッチした分析ツール」+「職員研修」+
「協働とフォロワーシップ」
富士通総研に対する3つの期待に対して、どのよ
うに対応してきたのかを以下に述べる。
『①鳥取県の地域特性・課題に対する様々な角度
からの分析力と理解力』に対しては、各種統計デー
タ、既往計画・調査資料等の分析等、地域調査・
分析に必要なことを行うとともに、「鳥取県の県民
生活を直接支えている産業」、「域外市場産業とし
て域外マネーを獲得している産業」、「域外市場産
業は持続的・安定的か」などについて分析・把握す
る手法である「地域経済構造分析」手法を用いて分
析を行い、結果をわかりやすく表現した【課題に
マッチした分析ツール】。
『②政策を担う職員の政策考案・形成能力の向上
に対する支援力』に対しては、職員等ワーキング
のキックオフや具体的な施策検討のタイミングで、
「ゼロベース思考」、「仮説志向」、SWOTなどの「フ
レームワーク」等についてレクチャーを行うととも
に、コンセプトや施策等を作成する過程で、デー
タの見方や事例の分析方法等を、ワークショップ
を通じてレクチャーしながら、必要に応じて一緒
に考えるスタイルでの取り組みを行った。ワーク
ショップで出されたそれぞれの意見やアイデアを
もとに施策や事業にしていく過程で、より具体化
していくために、メンバー各自が知恵を出し、ぶ
つけ合い、それぞれの良いところをつなげ高めて
いくことを重視した【職員研修】。
『③頻繁に変化する状況下で、事務局対応等の不

図-1 現状の所得流出・還流状況と新たな成長メカニズムへ
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（出典：鳥取県「鳥取県経済成長戦略」より）以下同じ
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図-2 鳥取県経済成長戦略策定の進め方フロー
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足部分への側面的支援力』に対しては、コミュニ
ケーションを密にして、現況の把握と問題意識の
共有化を図り、全体スケジュールを進めていくな
かで、事務局の繁忙状況を見つつ、不足している
部分等に対して側面支援を行っていった【協働と
フォロワーシップ】。
こうした「課題にマッチした分析ツール」「職員
研修」「協働とフォロワーシップ」の組み合わせに
よるコンサルティングにより、10年後の鳥取県経
済や社会の姿、県民のニーズやライフスタイルを
想定することから開始した今回の「経済成長戦略」
づくりの進め方を図-2に示す。

経済成長戦略のコンセプトと戦略的推進分野

●	「経済成長戦略」の基本方針
「経済成長戦略」策定を進めていくにあたり、県
事務局との綿密なパートナーシップによる対応、
成長戦略会議での検討、『職員研修』スタイルでの
職員ワーキング等を適切に推進していった。『課題
にマッチした分析ツール』を活用した様々な調査
と分析結果を踏まえて、コンセプトワークを進め、

望ましい県経済の将来像を展望するとともに、抱
える課題を整理し、関係者で共通認識を持つこと
を重視した。
そして、県の有する有形・無形の地域資源を、
地域特性を踏まえて、戦略的観点から最大限に利
活用することを重視し、社会経済トレンド、ニー
ズ構造等を勘案し、戦略的推進分野抽出のための
分析を行い、分野の特定や各分野の目標値を設定
し、実効性の高い施策やプロジェクトを展開する
こととした。
また、定期的な国内外のマーケティング調査、
トレンド分析等を踏まえた施策の着実な推進と評
価、人的資源、予算等の有効活用を徹底し、市場性、
実効性の観点から競争優位の戦略展開と施策を実
行していくことを重視して、その際には、望まし
い成果から考えられる施策を必要に応じて組み合
わせて、プロセス形成を図りながら推進していく
ことなどが整理された。
こうした重視すべき視点を踏まえて、安定かつ
持続可能な経済成長を実現していくための基本方
針を「ピンチをチャンスに変えて、国内外の市場に
“打って出る鳥取型産業経済戦略”」と定めた。
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図-3 コンセプトと戦略的推進分野特定方針

戦 略 的 推 進 分 野 の 特 定 方 針

食品加工は本県の主要産業 健康志向の高まりと関連商品ブーム
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比率が高い

東西に大手2社の液晶工場

情報家電や一般家電の製品や部品

健康・美容に関係する地域資源
（和紙・温泉・水等）
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飲食・小売分野での
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サッカーチーム（ガイナーレ）の存在

高齢者や女性の高い就労意欲

LED照明や液晶テレビ等省エネ・
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染色体技術・キノコ、豊富な自然資源

街なかの魅力不足と空き店舗問題

子育て支援サービスや独居老人への
御用聞き等への生活ニーズ

ライフスタイルの変化と時間消費型の
消費行動への変化

社会福祉ニーズ等の多様化・高度化

ピンチをチャンスに変えて、
国内外の市場に“打って出る
鳥取型産業経済戦略”

①域外マネーの獲得〔立地環境や既存ストック等を活用した次世代産業、既存産業の高度化など〕
（環境・エネルギー、機能性食品、次世代デバイス、農林水産ビジネス、観光ビジネスなど）

②県民等生活の向上〔県民等の生活のレベルアップ、安全・快適化産業の推進など〕
（健康・福祉、まちなかビジネス、コミュニティ・ビジネスなど）

③産業基盤の高度化〔都市基盤、産業基盤の高度化（ICT基盤含む）、人材育成など〕
（物流高度化、航路利活用、産業インフラ構築など）

①【雇用吸引の観点】
従業者数の2期
連続増加

②【雇用安定の観点】
従業者規模が
全従業者数の1%
以上

③【競争優位の観点】
全国従業者数の
2期連続の増加率
より上回る

④【鳥取特性の観点】鳥取県の産業特性、
地域資源等が活用可能

⑤【社会経済トレンド】国内外の現況・予測
   より考えられる重点施策分野

基本戦略基本方針
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関連産業）

環境・エネル
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農林水産
資源関連
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交通・物流インフラの利活用 ICTインフラの利活用 産業人材の育成と活用

●	 基本戦略の構成
職員ワーキングスタイルが定着していく中で、
基本方針に基づく戦略づくりを行った。研修等を
通じて、職員自身がお金の流れなど、経済政策や
産業構造についての理解を深めていくことができ
た。そして、「経済成長戦略」の基本方針を支える
基本戦略については、第1に外からお金を獲得する
こと、続いて、獲得したお金を県民等の生活レベ
ルの向上に活用していくこと、そして成長を支え・
高めるヒト・モノ・カネ・情報の流れを実効的に
支えることを重視し、「域外マネーの獲得」、「県民
等生活の向上」、「産業基盤の高度化」という3つの

基本戦略より構成することとした。
「域外マネーの獲得」では、環境・エネルギー、
機能性食品、次世代デバイス等のものづくりの分
野と、農林水産関連ビジネス、観光ビジネス等の
県内地域資源の利活用による分野で、立地環境や
既存ストック等を活用した次世代産業、既存産業
の高度化等を推進する。「県民等生活の向上」では、
健康・福祉、まちなかビジネス、コミュニティビ
ジネス等、県民等の生活のレベルアップ、安全・
快適化産業等を推進していく。これら3つの基本戦
略から本県経済を牽引する〔戦略的推進分野〕を特
定し着実に推進していくことになった。
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また「産業基盤の高度化」では、物流高度化、産
業インフラ構築（ICT基盤含む）、人材育成等、都
市基盤、産業基盤の高度化、生活基盤の高度化等
を推進していくことを想定し、戦略的推進分野等
を支える横断的施策として、産業基盤高度化分
野に位置づけ、着実に推進していくこととした。 
（図-3上段）
●	 戦略的推進分野の特定

3つの基本戦略を柱にして、県経済の成長に必
要な施策体系を整理していったが、これまでのよ
うに施策全てに対して均一に展開していくのでは
なく、社会・技術的なトレンドやニーズ構造、こ
れまでの県の取り組み熟度、地域経済構造分析結
果等を踏まえて、さらにはデータ指標から、雇用
吸引の観点、雇用安定の観点、競争優位の観点等
を加味して、8つの戦略的推進分野（「環境・エネ
ルギー」、「バイオ・健康関連産業」、「次世代デバ
イス（電機・電子関連産業）」、「健康・福祉・サー
ビス関連産業」、「まちなかビジネス」、「コミュニ
ティビジネス」、「観光ビジネス」、「農林水産資源
関連ビジネス」）と3つの産業基盤高度化分野（「交
通・物流インフラの利活用」、「ICTインフラの利
活用」、「産業人材の育成と活用」）を特定し、優
先的・重点的に取り組んでいくことを決定した。 
（図-3下段）
戦略的推進分野の特定にあたり、富士通総研は、
それまでの県の施策の力点や進捗状況、地域経済
構造分析等を、事務局やワーキングメンバーと協
力・連携して迅速かつ的確に行うとともに、分析
結果を分かりやすく整理した（『協働とフォロアー
シップ』）。このようにして抽出された8つの戦略
的推進分野では、それぞれ具体的な市場トレンド
分析、県内事業者へのインタビュー結果等を踏ま
えて、具体的にどのように展開していくかを整理

し、それらの施策により達成することが期待でき
るGDP押し上げの効果と新規雇用者数を明記して
いる。
このようにして、富士通総研は当初の3つの『富
士通総研への期待』に応えるとともに、関係者が共
通認識を持ち取組んでいける『経済成長戦略』策定
の支援を行うことができた。そして、今日も、鳥
取県ではそれぞれの戦略の具現化に向けて、関係
する個々人が知恵を出し合い・つなげ・高めてい
くスタイルが続いている。

む　す　び　～これからの成長に向けて～

これからの10年間、地域を取り巻く環境はます
ます変わっていくことが想定される。人口の減少、
国内外の競争激化による地域産業のさらなる衰退
等、圧倒的にマイナス要因が多い。このようななか、
今回紹介した鳥取県のように、地域が自ら課題を
とらえて、主体的に取り組んでいく事例が多くなっ
ていくものと思われる。こうした動きは、地域が
成長していくために不可欠なことである。
地域が変わり、社会環境が変わっていくなか、
地域から求められるコンサルティングのスタイル
も自然と変わっていくと思われる。富士通総研は、
このように変わっていく地域の経済社会環境を的
確にウォッチしながら、地域の成長に様々な角度
から寄与できるコンサルティングマインドとスタ
イルを真摯に追求していきたい。 
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