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第１編 基本構想 

 第１章 夢があり誇りのもてる２０万都市をめざして 

 

  第１節 計画の目的 

 

  鳥取市は、平成１６年１１月１日、周辺８町村の国府町、福部村、河原町、用瀬

町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町と歴史的な合併を行い、山陰最大の２０万

都市として新たにスタートしました。 

  この総合計画は、合併後初の総合計画であり、合併前の９市町村の歴史・文化・

まちづくりを継承し、地方自治新時代にふさわしい自立した自治体として、また、

山陰初の特例市※としてさらなる飛躍に向けて、本市のめざすべき姿とその方策を

明らかにするものです。 

  また、この総合計画は、単に行政運営の方針にとどまらず、本市にかかわるすべ

ての市民や団体などにとって、共にまちづくりに取り組む指針となるものです。 

 

  第２節 計画の特性と構成 ～２１世紀を展望した戦略計画～ 

 

１ 「新市まちづくり計画」の継承 

  ９市町村による合併協議を通じて策定された「新市まちづくり計画」は、合併後

の鳥取市の速やかな一体性の確立、住民の福祉の向上、均衡ある発展などをめざ

して、合併協定として確認されたものです。 

  第８次総合計画は、この「新市まちづくり計画」の内容を継承しつつ、２１世紀

を展望し、本市が持続的に発展していくための新たな政策、「選択と集中」による

戦略的な施策の展開、新市の将来像を具体化するため可能な限り数値目標などを

明示した内容としています。 

 

２ 計画の構成と期間 

  この計画は、基本構想、基本計画、実施計画で構成しています。 

                          
※ 特例市 「政令指定都市」（大阪市、神戸市など１３市）、「中核市」（姫路市、岡山市など３７市）に次ぐ都市制度として、

平成１２年４月の地方自治法の改正によって創設された制度。人口が２０万人以上であることが必要で、環境、都市計

画、建設、産業経済行政など、２６法令３７８項目の事務が移譲される。平成１７年１０月１日現在、全国で３９市、

中国地方では呉市と本市の２市が特例市となっている。 
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 ⑴ 基本構想・・・・・・・・平成１８～２７年度（１０年間） 

   向こう１０年間における本市がめざすべき将来像とまちづくりの原則、基本政

策、夢があり誇りのもてる２０万都市づくりビジョンなどを明らかにするとと

もに、この間の人口、財政等の推計を行います。 

 

 ⑵ 基本計画・・・・・・・・平成１８～２２年度（５年間） 

   基本構想で示した本市の将来像を実現するために、平成２２年度までの５年間

における各分野の主要施策を明らかにします。 

 

 ⑶ 実施計画 

   基本計画で示した主要施策について、向こう３年間における具体的な内容を明

らかにします。 

   なお、この計画は、総合計画全体の進行管理を行うものとし、進捗状況を鳥取

市総合企画委員会などの外部機関でも評価し、毎年見直しを行います。 

 

  第３節 鳥取市を取り巻く社会の状況 

 

  鳥取市を取り巻く社会の状況は、今、大きく変化しつつあります。この計画は、

このような変化を踏まえたものとする必要があります。 

 

 ⑴ 少子・高齢化の進展と過疎化の進行 

  ○ 日本の人口は、平成１８年をピークに長期的な減少へと向かい、少子化と高

齢化が進むと予測されています。 

  ○ 日本の合計特殊出生率※は、第２次ベビーブームの昭和４６年時点では２．

１６でしたが、それ以降低下し続け、平成１６年は１．２９となっており、長

期的にみて人口が安定する目安の２．０８を大きく下回っています。 

  ○ また、高齢化率（人口に占める６５歳以上の割合）は、平成１６年は１９．

５％でしたが、いわゆる団塊の世代※が、今後、高齢期を迎え、平成２７年に

は２６．０％になると予測されています（「国立社会保障・人口問題研究所」

推計）。 

                          
※ 合計特殊出生率 女性の年齢別の出生率を合計したもの。女性１人当たりの平均子供数を表す。 
※ 団塊の世代 第１次ベビーブームとなった戦後復興期の1947年（昭和２２年）から1949年（昭和２４年）ごろまでに生

まれた世代をいう。 
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  ○ 本市の合計特殊出生率は、１．６３（平成１５年：合併前の鳥取市）と全国

より高いものの、全国的な傾向と同様に今後も出生率が低下することにより少

子化が進展し、次代を担う年少人口が年々減少すると予測されます。一方で高

齢化も進展し、平成１６年の高齢化率２０．６％に対し、平成２７年は２３．

９％になると予測され、産業経済や地域を支える生産年齢人口の減少による社

会の活力の低下が懸念されます。 

  ○ 国勢調査（平成１７年鳥取県速報）の結果によると、平成１２年から５年間

で、合併地域の人口は合計で２，４９９人減少し、その一方で鳥取地域の人口

は３，４８２人増加するなど、人口は都市部へ移動しています。さらに、鳥取

地域と福部地域を除く７つの地域は、鳥取県平均の高齢化率（２３．６％：平

成１６年）を超えています。このように、本市の中山間地域では、少子・高齢

化の進展や過疎化の進行に伴い、後継者不足による地域コミュニティや産業の

衰退が懸念されます。 

 

 ⑵ 地球規模の環境問題の深刻化 

  ○ 平成１７年２月「京都議定書※」が発効し、地球温暖化の防止に向けた大き

な動きの中で、日本では、温室効果ガス※の総排出量（基準年：平成２年）を

平成２４年までに６％（実質１４％）削減する目標に向け、産業、運輸、業務、

家庭などの各分野で、さまざまな取組みが進められています。 

  ○ 従来の大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、大気、水、

土壌などの自然環境を破壊するほど大きな影響を及ぼしつつあります。この根

本的な解決のため、製造から流通・販売、消費、廃棄、再製造へとつながる循

環型社会の形成やゼロ・エミッション※（廃棄物ゼロ）への取組みも進められ

ています。 

  ○ 限りある資源の枯渇や地球規模の環境問題に対する認識が高まっており、風

力・太陽光などの自然エネルギーの活用、省資源、省エネルギー社会への転換

が求められています。 

                          
※ 京都議定書 1997年（平成９年）の気候変動枠組み条約第３回締約国会議で採択された、二酸化炭素などの温

室効果ガス排出量の削減計画。2008年（平成２０年）から2012年（平成２４年）の５年間で、先進国の温室

効果ガス平均排出量を、1990年（平成２年）比で ５.２％削減することを取り決め、共同実施や排出権取引

などが採用された〔2005年（平成１７年）２月発効〕。 
※ 温室効果ガス 太陽光の熱を吸収した地表面から放射する赤外線を吸収し、地球を暖める温室効果をもたらす

大気中の気体。二酸化炭素、フロン、メタン、一酸化二窒素など 
※ ゼロ・エミッション ある産業から出るすべての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用し、あらゆる廃棄

物をゼロにすることをめざす試み 
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  ○ 鳥取県東部広域行政管理組合が策定した一般廃棄物（ごみ）処理基本計画で

は、平成１３年度を基準年（排出量９３，６００トン）として、平成３１年度

の排出量を基準年の８０％以下に抑制する目標値を設定しています。 

 

 ⑶ 交流・連携の活発化 

  ○ 海外旅行費用の低価格化や航空路線網の拡大などによる旅行日数の短縮等に

よって、海外に出かける日本人は増加しており、平成１６年では１,６８３万

人が出国しています。一方、日本を訪れる外国人旅行客は平成１６年で６１４

万人であり、そのうち約７割はアジア諸国からの来訪者です。 

  ○ 国内観光においては、人と人とのふれあいや心のゆとり、新たな出会いや発

見などを求めるといった、個人のニーズが多様化しています。これに伴って、

観光の形態は、旧来の団体旅行型から小グループによる体験型・滞在型に変化

しつつあります。 

  ○ さらに、鉄道や高速道路などの高速交通の整備が人の流れや物流に与える影

響は、ますます大きくなっています。特に産業面においては、物流に占めるト

ラック輸送の割合が９割を超えていることから、高速道路の整備が地域の産業

構造に大きな影響を及ぼすことが予想されます。 

  ○ 本市においては、県東部地域住民の長年の悲願である鳥取自動車道※の開通

が平成２０年代前半に見込まれるとともに、山陰道（鳥取～青谷間）や鳥取豊

岡宮津自動車道（駟馳山バイパスなど）の事業進展によって高速道路網の整備

が進みます。本市は、鉄道の高速化、鳥取港、鳥取空港と併せて陸・海・空の

交通の要衝となり、国内外の人・物・情報の結節点となります。 

  ○ 鳥取空港を利用した韓国とのチャーター便や米子空港のソウル定期便は、本

市の国際交流を促進しています。また、合併により提携先の増えた国内外の都

市との交流や岡山市などとの都市間連携など、本市と他都市との交流は、ます

ます活発化しています。 

 

 ⑷ 安全・安心に対する意識の高まり 

  ○ 新潟県中越地震やスマトラ沖大地震・インド洋津波などの大規模な災害が国

内外において相次いで発生し、市民の安全、安心に対する意識は高まりを見せ

                          
※ 鳥取自動車道 鳥取インターチェンジ（ＩＣ）から岡山県を経由して兵庫県の中国縦貫道佐用ジャンクション（ＪＣＴ）

に至る、国土交通省の新直轄方式で整備が進められている高速自動車道 
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ています。本市では、過去に千代川氾濫による大洪水（大正年間）、鳥取大地

震（昭和１８年）や鳥取大火（昭和２７年）といった大災害を経験しているも

のの、発生から相当期間が経過し、大災害の体験が薄れつつある現在、地震や

台風などの自然災害への対応が改めて大きな課題となっています。 

  ○ 幼児や児童を標的にした事件、振り込め詐欺など社会的弱者に対する犯罪が

多発するとともに、犯罪の無差別化、凶悪化、低年齢化が進んでいます。この

ような犯罪の背景には、地域社会の連帯意識の希薄化、長引く不況による社会

不安、モラルの低下などがあるといわれています。 

  ○ ＢＳＥ（牛海綿状脳症）※、高病原性鳥インフルエンザ※などの発生、食品

の不正表示問題や無登録農薬の使用問題などにより、健康な日常生活を送るう

えで不可欠な飲み水や食品の安全性に対する意識が高まっています。市民一人

ひとりが健康被害の原因となる食品と適切な対処方法を理解し、正確な情報の

もとに自らの食生活に応じた食品を選択できることが重要です。 

 

 ⑸ 情報通信手段の高度化・多様化 

  ○ ブロードバンド※のインターネット※基盤や高度化した携帯電話の普及によ

り、日本の情報通信の環境は、大きく変わりつつあります。総務省の調査では、

平成１５年末の時点で国民の６０．６％がインターネットを利用し、携帯電話

の契約件数は８，０００万件を超えるなど、情報通信技術の普及はめざましく

進展しています。しかしながら、インターネット通信環境の整備や携帯電話不

感地区の解消が遅れている地域もあり、デジタル・ディバイド※（情報格差）

の是正が急務となっています。 

  ○ 情報基盤が整う反面、コンピュータ・ウィルス※の増加や個人情報の漏えい、

                          
※ ＢＳＥ（牛海綿状脳症） 1986年11月に英国で初めて報告された牛の病気で、ＢＳＥにかかった牛の脳の神経

細胞は空胞化し、脳の組織が海綿状（スポンジ状）になることから、牛海綿状脳症と名付けられた。因果関

係は確定されていないものの、ＢＳＥにかかった牛の危険部位（脳、脊髄、眼など）を食べることによって、

人への感染があると考えられている。 
※ 高病原性鳥インフルエンザ 鶏や七面鳥などの鳥類に感染するインフルエンザの総称。このうち急性で罹病率や

致死率の高いものを高病原性鳥インフルエンザと呼ぶ。 
※ ブロードバンド インターネットの接続方法のうち、多くの信号を同時に搬送することで、高速な通信が行え

るシステムの総称。専用の光ファイバー回線、従来の電話回線、ケーブルテレビ回線等を使用する。 
※ インターネット インターネット・プロトコルと呼ばれる共通のルールに基づいて接続された巨大かつ世界的なコンピュ

ータネットワークの総称 
※ デジタル・ディバイド 情報を持つ者と持たない者との間の格差のこと。所得格差、地理的な制約、年齢・身体

的な条件等により、情報通信技術の利用機会や活用能力の格差が生じることによって発生する。 
※ コンピュータ・ウィルス コンピュータに被害をもたらす不正なプログラムの一種。インターネット等のネットワークを

介して感染し、自己増殖して他のコンピュータに感染したり、コンピュータ内のデータを破壊したり、パスワードやデ

ータを盗み出したりする。 
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インターネットを利用した詐欺などの情報セキュリティ※に対する危険が増加

しています。これらの「サイバー犯罪※」は、平成１５年から１６年にかけて

検挙数で１２％、相談件数では７０％の急激な増加となっています（警察庁：

平成１７年）。平成１７年４月には個人情報保護法が施行されて事業者の責任

も明確になったこともあり、より積極的な情報セキュリティ対策が求められて

います。 

  ○ 本市においては、平成１８年度末の完了をめざして全市的なＣＡＴＶ※網の

整備が進んでいます。このＣＡＴＶ網の整備により、豊富なチャンネル数のテ

レビ放送と高速なインターネットを利用できる環境が整うことで、より便利で

快適な市民生活を創造するためのＩＣＴ※（インフォメーション・アンド・コ

ミュニケーション・テクノロジー）を活用した各種サービスの提供が期待され

ています。 

 

 ⑹ 「こころ」の時代 

  ○ 「国民生活に関する世論調査」（内閣府：平成１７年）によると、人々の意

識は「こころの豊かさやゆとりのある生活」に重点が置かれ（５７．８％）、

社会や経済の成熟化とともに、人々の価値観や生活様式はますます多様化して

います。余暇や家庭生活を大切にし、自分自身のために行う地域活動・ボラン

ティア活動、生涯学習や文化・スポーツ活動などを通じて、個性的で創造的な

ライフスタイルを求め、また、自らの心の豊かさを深める傾向が強まっていま

す。 

  ○ 「人権擁護に関する世論調査」（内閣府：平成１５年）によると、「人権が侵

害されるようなこと」が「多くなってきた」（３６．２％）と「あまり変わら

ない」（３９．５％）を合わせた７５．７％の人は、人権が侵害されるような

ことがあると認識している結果が出ています。また、本市が実施した「男女共

同参画に関する意識調査」（平成１６年）では、「男女の地位が平等になってい

                          
※ 情報セキュリティ コンピュータ、ソフトウェアや情報通信システムの脆弱性（欠陥）による情報漏えいを防

ぐため、脆弱性（欠陥）を修正して安全性を高めること。 
※ サイバー犯罪 コンピュータやそのネットワークを利用して行われる犯罪。違法アクセス、違法傍受、データ

妨害、システム妨害、コンピュータ・ウイルスの製造・配布、コンピュータ関連偽造・詐欺、著作権侵害な

ど 
※ ＣＡＴＶ Cable Televisionの略。電波ではなく、ケーブル（通信線）などを利用して、テレビ番組やデータ

信号などを送受信するシステム又はサービスのこと。 
※ ＩＣＴ 情報通信技術のこと。これまで同じ意味で「ＩＴ」が使われてきたが、情報通信におけるコミュニケ

ーションの重要性が増していることを踏まえて、総務省より出されていた「ＩＴ政策大綱」が平成１６年度

から「ＩＣＴ政策大綱」に名称変更されるなど、「ＩＴ」に代わる用語として使われ始めている。 
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るか」について６４．２％の人が「男性の方が優遇されている」との回答であ

り、依然として男性のほうが優遇されていると認識されている状況があります。 

  ○ 社会マナーやルールの違反を許容してしまう甘い風潮、社会に対する義務感

や責任感の希薄化、自由と利己主義をはき違える風潮などが見られ、社会全体

のモラルの低下が目立っており、子どもたちに対して、物事のけじめ・善悪を

大人がしっかり教えられなくなってきている状況があります。 

  ○ このような社会的傾向の中、さまざまな要因によりストレスを感じる大人に

加えて、人や社会とのかかわりで自分自身を磨く機会が減少し、家庭生活や学

校生活で心の悩みを持つ子どもたちが多くなっています。本市における不登校

の児童・生徒は、小学校で０．５５％、中学校で４．２３％（小中学校とも平

成１６年度末）現れていて、依然として国や県の平均を上回る高い割合が続い

ている状況にあります。 

 

 ⑺ 地方分権の進展と財政状況の悪化 

  ○ 平成１２年の地方分権一括法※の施行により、国や県の権限の一部が市町村

に移譲され、個々の自治体の政策形成、法務、財務、行政管理、住民対応能力

が問われる分権社会が本格的にスタートしました。また、平成１７年１０月１

日には特例市に移行し、環境行政、都市計画・建設行政、産業経済行政の分野

で、２６法令３７８項目の事務を直接市が行うことができるようになりました。 

  ○ このような状況のもと、長引く景気の低迷、ハード事業を主とする政策推進

の結果、国・地方を合わせた債務総額は７４０兆円（国民一人当たり約５７９

万円：平成１６年度末見込み）程度と、国と地方の財政は危機的状況が続いて

います。 

  ○ さらに、「三位一体の改革※」による補助金削減、地方交付税の見直し、税

源移譲など、地方財政制度の歴史的転換、地域の再生を推進する規制緩和、権

限の大幅な移譲により、地方自治体を取り巻く環境は大きく変わりつつありま

す。 

  ○ 本市においては、最大の行財政改革と位置付ける合併を経て、スケールメリ

ット※を活かした効率的な都市経営が可能な基盤が整ったものの、基金残高の

                          
※ 地方分権一括法 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の通称（平成１２年４月施

行） 
※ 三位一体の改革 地方財政の改革において「補助金の削減・地方交付税の改革・税源の移譲」を同時に進めよ

うとする考え方。地方財政のスリム化と地方自治体の裁量権拡大を同時にめざすもの 
※ スケールメリット 規模を大きくすることで得られる利益 
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減少とともに、予算に占める自主財源の割合も低下し、財政の硬直化は一層進

んでおり、かつて経験したことのない非常に厳しい財政状況となっています。 
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 第２章 鳥取市の将来像とまちづくりの５つの原則 

 

  鳥取市を取り巻く諸情勢を踏まえ、その適切な対応に努めるとともに、本市がさ

らに発展する好機としてとらえ、次に掲げる「本市の将来像」、「まちづくりの５

つの原則」を示して、市民のエネルギーを結集してまちづくりに取り組みます。 

 

  第１節 鳥取市の将来像 

 

   この計画がめざす本市の将来像は、新市まちづくり計画における将来像を継承

し、 

「人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」 

  とします。 

 

 ○ 鳥取市には、地域に根ざした文化や伝統が息づき、そこで生まれ、生活し、集

い、働く市民の多彩な活動や、伝統産業、企業の経済活動で、にぎわいと活気

があふれています。そして、私たち一人ひとりが、夢や希望、生きがいを持ち、

人権が尊重され、日々いきいきと「輝き」つつ、笑顔で安心して暮らすことが

できます。 

   私たちが、それぞれの地域で活動することで、地域に「きらめき」が生まれ、

また、これらの活動がさまざまな交流を生み、多くの連携で結びつくことによ

って、市全体としてより一層彩りの多い「輝き」を放ちます。 

 ○ このようなまちを実現するため、健全な行財政運営を維持しつつ、地域の歴史

や文化を大切にして、コミュニティ活動をはじめとするさまざまな活動が行い

やすく、人や物の交流が盛んで、心豊かに健やかで安心して生活できる、来訪

者にとっても心のふるさととして心地のよい「快適都市」づくりを進めます。 

   さらに、子どもを生み育てやすく、子どもたちの夢をはばたかせ次代を担う人

材を育てる環境が整い、生きがいを持って共に支え合う福祉環境が整備され、

働く場が確保でき、豊かな自然や田園の広がる風土を保ちながら循環型社会の

実現をめざす「環境都市」づくりを進めます。 

 ○ 以上のような取組みを通じ、私たち一人ひとりがいきいきと輝き、地域の個性

がきらめき、快適で、さまざまな生活環境が整った都市、すなわち「人が輝き 

まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」の実現に向けたまちづくりをめざし

ます。 
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  第２節 まちづくりの５つの原則 

 

  私たち一人ひとりは、本市の将来像の実現に向けて、次の５つの原則に沿って２

０万鳥取市のまちづくりに取り組みます。 

 

 

   １ 「個性」を活かしたまちづくり 

   ２ 「連携・交流」による活力にあふれるまちづくり 

   ３ 市民が主役の「協働」によるまちづくり 

   ４ 自己決定による「自立」したまちづくり 

   ５ 世界と手を結び未来へ「飛躍」する夢のあるまちづくり 

 

 

 １ 「個性」を活かしたまちづくり 

   鳥取市には、人、自然、歴史、文化、産業、地域などの豊かな「個性」が息づ

いています。これらの「個性」は、限りない魅力を秘めた本市の大きな財産で

あり、一人ひとりの人権を大切にし、豊かな人間性を育み、これらをさらに大

きく育て、次代へ引き継ぐことが、本市の均衡ある発展につながります。 

   このような豊かな「個性」を活かし、市民が愛着と誇りの持てるまちづくりを

進めます。 

 

 ２ 「連携・交流」による活力にあふれるまちづくり 

   私たち一人ひとりが、特色ある地域の歴史・文化や産業などについて、互いに

それぞれの良さを理解し合い、「連携」を強めることによって、本市の一体感が

高まるとともに、人、物、情報などの新たな「交流」が生まれます。 

   また、整備が進む高速道路網やＣＡＴＶ※網などの情報通信基盤によりこれら

の交流を活発化させ、さらに国内外の都市や地域との連携を強化することによ

り新しい文化や産業が創造され、本市は大きく躍進する新たな可能性を持つこ

とになります。 

   こうした「連携」と「交流」を深めることにより、本市の文化、産業、観光な

どの各分野において、多くの人々をひきつける魅力を一層高め、活力あるまち

                          
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 
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づくりを進めます。 

 

 ３ 市民が主役の「協働」によるまちづくり 

   さまざまな市民の自主的な活動やボランティア団体・ＮＰＯ※などの多様な活

動こそが、これからのまちづくりを進めるうえで大きな原動力となります。こ

のような市民等と行政とが「協働」し、さまざまな課題を克服しながら、新し

いまちづくりを行っていくことが重要です。 

   共に助け合い、身近な課題を解決しながら、心豊かに、安心して暮らせる地域

社会を築くため、市民・事業者・行政が、それぞれの役割を担って互いにパー

トナーシップを深め、一人ひとりが“いきいき”と暮らすことのできる“きら

めき”のあるまちづくりを進めます。 

 

 ４ 自己決定による「自立」したまちづくり 

   まちづくりの本来のあり方は、そこに住む一人ひとりの意志が反映され、その

活力と創意によって進められることです。市民・事業者が自らのまちづくりを

自らの手で行う意識を持って、コミュニティ活動やさまざまな市民活動に積極

的に参加する、自らの選択と責任に基づいた主体的なまちづくりを進めます。 

   また、地方自治の新たな時代を迎えて、特例市となった本市は、今後も市民サ

ービスを向上させるさまざまな制度を活用しながら、計画的なまちづくりと健

全な財政運営に努め、市民の生活を支えつつ持続的に発展する「自立」した自

治体経営に取り組みます。 

 

 ５ 世界と手を結び未来へ「飛躍」する夢のあるまちづくり 

   日本海地域有数の中核都市となった本市は、高速交通網の整備が進み鳥取港や

鳥取空港などの基盤も整った、陸・海・空の交通の要衝となります。こうした

基盤を活かして、関西圏・山陽圏などの国内はもとより、韓国、中国などの北

東アジア地域において、存在感の高い「小さな世界都市 鳥取」となることを

めざします。 

   内外に開かれ、人や物が行き交う本市の魅力を高め、未来へ向けて「飛躍」す

る夢のあるまちづくりを進めます。 

                          
※ ＮＰＯ Non-Profit Organizationの略称。医療・福祉や環境保全、災害復興、地域おこしなど、さまざまな

分野において、営利を目的とせず、住民の自発的な意志により活動する団体のこと。 
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  第３節 まちづくりの基本政策 

 

  本市の将来像を実現するため、次のまちづくり基本政策に基づき、各種施策を推

進します。 

 

 

     １ 明日を担う人づくりと 

        コミュニティを中心とした地域づくり 

     ２ 自然と社会が調和した環境づくりと 

        安心でいきいきとした暮らしづくり 

     ３ 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと 

        地域を支えるものづくり 

     ４ 効率的で質の高い市役所づくりと 

        地域の特性を活かした計画的なまちづくり 

 

 

１ 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり 

  核家族化や少子化の進展、社会全体のモラルの低下など、子どもたちを取り巻く

社会環境は大きく変化しています。自ら考え、自ら学ぶ力を身に付けるための教

育や特色ある学校づくりを進めるとともに、地域の自然や歴史・文化を育むまち

づくりの次代の主役としての子どもたちの意識を醸成するため、地域コミュニテ

ィを基盤とした社会参加や世代間の交流を進めます。 

  加えて、市民が「いつでも どこでも だれでも 何でも」学習できる環境の整

備や、地域に根づいた伝統文化の保存・伝承活動を通して地域に対する愛着や誇

りを育むとともに、社会全体のモラルやマナー・ルールなどの規範意識や道徳心

の高揚に努めます。 

  また、すべての人々の人権が社会のあらゆる場面で保障され、平等な社会参加の

機会が得られ、それぞれの能力を発揮して共に喜びと責任を分かち合うことで心

豊かに暮らしていけるよう、家庭、地域、学校や職場での人権教育を進め、部落

差別の解消、男女共同参画社会の実現、さまざまな障害のある人々の社会参加を

推進します。 

  さらに、地域コミュニティを中心に地域の人々が一体となって個性と魅力に満ち

たまちづくりを行うため、自ら参画する地域活動の基盤づくり、市民活動団体や
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ＮＰＯ※の自主的な活動の支援、地区公民館や図書館などの生涯学習施設の整備・

充実を図ります。 

  これらの基本政策に基づき、「自立のこころ」「奉仕のこころ」「チャレンジする

こころ」を併せ持った明日を担う人づくりと、自主的・自立的な地域コミュニテ

ィを中心とした地域づくりのための施策を推進します。 

 

２ 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり 

  美しい自然と景観に恵まれた風土は、本市の貴重な財産です。やすらぎとうるお

いを与える豊かな水辺空間や森林などの生態系の維持、廃棄物をリサイクル※して

利用する循環型社会の構築、環境に配慮したライフスタイルの推奨、特例市への

移行による公害防止対策など、市民や事業者と共に環境保全の取組みを一層強化

します。 

  また、少子・高齢化の進展に伴い、市民の福祉に関する関心は非常に高くなって

います。市民一人ひとりの健康づくりの推進、地域に暮らす人々が互いに支え合

う地域福祉の推進、さまざまな福祉ボランティアの充実、情報通信基盤を活用し

た保健・福祉・医療ネットワークの構築、高齢者や障害のある人の支援、保育サ

ービスの充実等の子育て支援対策などの保健・福祉サービスの充実とともに、高

齢者の社会活動への参加を促進します。 

  さらに、市民の防災・防犯に対する強いニーズにこたえて、地震、台風などの自

然災害に備えた防災体制の構築、家庭・地域での防災・防犯意識の醸成や地域を

守る組織の支援など、自然災害や環境汚染、交通事故、犯罪などから市民の生命

や財産を守り、安心して暮らすことができる安全なまちづくりを進めます。 

  これらの基本政策に基づき、自然と社会が調和した豊かな環境づくりと、福祉や

防災・防犯を「自助」「共助」「公助」※により担う、安心でいきいきとした暮らし

づくりのための施策を推進します。 

 

３ 交流と文化によるまちのにぎわいづくりと地域を支えるものづくり 

  広い面積を持つ本市は、地域間の連携を強化するとともに、市外との交流を深め

ることで大きなにぎわいをつくり出していくことが重要です。 

                          
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ リサイクル 資源の節約や環境汚染の防止のために、不用品や廃物を再生して利用すること。 
※ 「自助」「共助」「公助」 自助－市民一人ひとりが自らできることは自ら行うこと。共助－市民一人ひとりでは不可能な

ことや非効率なことを、地域社会などで互いに助け合って行うこと。公助－「自助」や「共助」では解決できない部分

を、行政などで支援すること。 
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  このため、市内各地域をつなぐ道路整備や公共交通の確保、高速道路網を活用し

た関西圏・山陽圏などとの交流、地域資源を活かした観光振興による集客の強化、

新たな情報通信基盤による効果的な情報発信などにより、人、物、情報の交流を

活発化します。 

  また、地域に誇りや愛着を持てるよう、世代間の交流による伝統の継承、豊富な

自然や観光資源、祭り・伝統芸能などの地域の文化資源を再発見する機会の提供

を図るとともに、新しい文化の創造のため、国際姉妹都市や北東アジア諸地域と

の文化、芸術、産業、スポーツなど、市民の積極的な参画による交流を通じた活

力あるまちづくりを進めます。 

  さらに、産学官の緊密な連携による新技術の開発や新規事業分野の創出、地産地

消※の推進やブランドづくりの取組みによる地域特産品の生産・消費拡大、都市部

から若者などの人材を受け入れるための商工・農林水産業の振興と雇用の確保、

地域ニーズに対応した市民によるコミュニティビジネス※の育成、これらを支援す

る情報通信基盤の整備を図ります。 

  これらの基本政策に基づき、交流と文化の活性化によるまちのにぎわいづくりと、

地域を支えるものづくりのための施策を推進します。 

 

４ 効率的で質の高い市役所づくりと地域の特性を活かした計画的なまちづくり 

  市民と行政との協働による自立したまちづくりを実現するため、官民の役割分担

の見直し、市民参画の促進、民間活力の開発・活用などを進めるとともに、顧客

としての市民のニーズの把握と的確な対応、適切な情報提供の充実などを積極的

に推進し、市民満足度を向上させます。 

  さらに、行財政改革を通じて、ＰＤＣＡサイクル※の確立、「選択と集中」によ

る施策効率の向上などにより財政の効率化を進めるとともに、自律的な改善活動

の促進や迅速な意思決定・意思伝達による業務効率の向上、市民ニーズや行政課

題に的確に対応する高度な執行体制を構築します。 

  加えて、近隣市町村などとの広域連携や国・県とのより緊密な連携・協力を推進

し、地方自治新時代にふさわしい行政システムを確立します。 

                          
※ 地産地消 地元でとれた生産物を地元で消費すること。食料に対する安全志向の高まりを背景に、消費者と生

産者の相互理解を深める取組みとして期待されている。 
※ コミュニティビジネス 地域の多種多様な課題、要望を満たすために、住民が主体となって地域資源（人、物、金等）

を活用しながら展開していく地域密着型ビジネス 
※ ＰＤＣＡサイクル Plan（企画・立案）、Do（実施）、Check（点検・評価）、Action（改善）の頭文字だけをそろえたもの

で、これらの４つのステップを一つのプロセスとしてとらえ、組織を運営していくことで継続的な改善を図ろうとする

マネジメントの考え方 
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  また、豊かな自然と長い歴史に育まれた本市は、個性と魅力に満ちたまちづくり

の大きな可能性を持っています。 

  このため、それぞれの地域にある資源を最大限に活用して、居住者にとって住み

やすく、来訪者が楽しみを享受できるまちづくりを進めるとともに、山・海・川

などの自然が美しい地域、先端産業が集積し新たな産業を生み出す地域、にぎわ

いに満ちた中心市街地、弥生時代や万葉の時代などの「いにしえ」をほうふつと

させる地域、由緒ある城下町や温泉場、スポーツ・レクリエーションの振興など

による健康づくりが盛んな地域、体験型観光の先進地など、それぞれの個性を磨

き、地域の魅力を発信します。 

  これらの基本政策に基づき、着実な行財政改革による新しい都市経営に対応でき

る体制づくり（＝市役所づくり）のための施策を推進します。 

  また、合併に伴い設置された地域審議会の機能を十分に活用し、個性と魅力に満

ちた地域の特性を活かした計画的なまちづくりを進めます。 
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 第３章 夢があり誇りのもてる２０万都市づくりビジョン 

 

 まちづくりの５つの原則（個性、連携・交流、協働、自立、飛躍）を念頭にして、

将来像「人が輝き まちがきらめく 快適・環境都市 鳥取」の実現をめざし、まち

づくりの基本政策に力強く取り組んでいきます。さらに、山陰初の特例市である本市

が、この計画期間中に特に戦略的な取組みを行う必要があるものを、「２１世紀の発

展を支える人づくり」「高速道路を活かしたまちづくり」「合併を活かしたまちづく

り」の３つの観点に着目しながら「夢があり誇りのもてる２０万都市づくりビジョ

ン」と位置付け、その具体化に向けた１１のテーマを総合的・一体的に推進します。 

 

１ 広域交流観光の展開 

 

【めざす方向】 

 広い市域の資源の一つ一つを観光ニーズにかなう「満足度の高い観光地」として成

熟させ、高速道路開通を起爆剤として国内外から多くの観光客を誘致し、滞在型観光

を促進します。また、農山漁村へのＵ・Ｊ・Ｉターン※の受入れによる地域の活性化

や、北東アジア地域との交流による外国人観光客、在住外国人の増加などにより、交

流による総合的な経済波及効果を創出し、他地域にまさる魅力的な地域として世界を

ターゲットにした交流・観光都市の実現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①「砂の王国・鳥取砂丘」の実現 

  ・鳥取砂丘整備構想に基づく砂丘全体の環境保全と、散策ルートやバンガロー等

の簡易宿泊施設の設置など、滞在を促進する周辺環境の再整備の推進 

  ・市民、ＮＰＯ※等との連携による砂丘イベントと景観保全活動の永続的推進 

 ②満足度の高い観光地の創出 

  ・城下町、温泉街の景観・風情の再構築と、史跡、文化施設、アウトドアスポッ

トなどの観光拠点の再整備の推進 

  ・鳥取自動車道※開通に併せた市民総参加、通年型記念イベントの２００９年の

開催 

                          
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン Ｕターン－出身地から進学・就職等により転出した者が再度出身地に戻ること。Ｊターン－出身地か

ら進学・就職等により転出した者が出身地の近隣都市に戻ること。Ｉターン－出身地に関係ない地域に移り住むこと。 
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
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  ・鳥取自動車道開通を活かした魅力ある観光ルートの設定と、関西圏、中京圏、

山陽圏への重点的情報発信の推進 

  ・主要アクセス道路における渋滞情報、駐車場情報などの案内表示の整備推進 

  ・観光マイスター（ガイドタクシー運転手、観光ガイド）の育成や各種おもてな

し研修への市民参加の促進、おもてなし啓発事業の展開など、市全体で観光客

をもてなす体制づくりの推進 

 ③農山漁村を活用した新たな交流の推進 

  ・農業インストラクターや滞在型市民農園等を活用したグリーンツーリズム※や

定住を促進する農山漁村における交流の推進 

  ・温泉宿泊施設、空き校舎、古民家等を活用した宿泊・交流施設の整備推進 

 ④「小さな世界都市 鳥取」への取組み 

  ・北東アジア地域の姉妹都市や交流都市との連携、環日本海拠点都市会議への参

加など、北東アジア地域との交流、連携の推進 

  ・鳥取空港、鳥取港の国際化の推進 

  ・道路標識、看板等の外国語標記、通訳ガイドの充実など外国人が滞在、居住し

やすい環境づくりの推進 

 ⑤交流による地域経済の活性化 

  ・観光関連産業の振興による雇用創出の促進 

  ・滞在型観光、農山漁村交流等による地元産品等の消費拡大の推進 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

観光客入込客数 １５１万人 ３００万人 

高速道路網の整備効果等

により観光入込客倍増を

めざします。 

 

２ 情報先進都市の実現 

 

【めざす方向】 

 すべての市民が不自由なく情報通信機器や情報ネットワークを活用することにより、

生活の中の充実感や地域の一体感、また、活発な地域間交流を醸成していきます。 

 そして、多様な市民ニーズに対応する質の高い電子自治体の構築や、産学官の連携

                          
※ グリーンツーリズム 都市生活者が自然豊かな農山漁村地域において、地域の自然、文化、人々との交流などを楽しむ滞

在型の余暇活動 
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による情報産業の育成を推進していくことにより、トップレベルの情報先進都市の実

現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①ＣＡＴＶ※等高速ネットワークを活用したサービスの展開 

  ・地域の文化・祭り、イベント等の自主放送サービスの促進 

  ・行政情報、防災情報、農業情報、生涯学習情報など各種コンテンツ※の充実 

  ・在宅医療、介護支援等福祉関連システムの整備推進 

  ・放送のデジタル化を活用したビデオ・オン・デマンド※の推進 

  ・市民が気軽に活用でき、交流を育てる地域別ウェブサイト※等の整備推進 

  ・どこでもインターネット※に接続できる公共接続スポットの整備推進 

 ②高度情報通信基盤を活用した産業の振興 

  ・産学官連携による新分野の情報ビジネスの創出支援 

  ・ブロードバンド※環境の充実による企業誘致やＳＯＨＯ※の支援 

  ・コミュニティＦＭやデジタルアーカイブ※などの民間の情報化事業の支援 

 ③最先端の電子自治体の構築 

  ・自治体内部の各種システムの連携統合によるワンストップサービスの推進 

  ・電子申請システムの活用によるインターネットでの各種申請、届出等の推進 

  ・携帯電話を活用した防災・観光情報の提供や、電子投票システムの推進 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

ＣＡＴＶ加入件

数 
３５，０００件 ５８，０００件 

対象世帯の９０％加入を

めざし、情報の共有化を

進めます。 

 

 

 

                          
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 
※ コンテンツ 情報の内容。放送やネットワークで提供される動画、音声、テキスト等の情報の内容をいう。 
※ ビデオ・オン・デマンド 視聴者が見たい番組を選択し、放送局は視聴者の指示に従って番組を送信すること。 
※ ウェブサイト インターネット上に、ひとまとまりに公開されている文字や画像ファイルなど（ウェブページ）の集まり。

又はその場所。ウェブページは、ウェブサイトの入り口であるトップページ（ホームページ）とリンクで連結され、互

いに行き来できるようになっている。 
※ インターネット Ｐ．５参照 
※ ブロードバンド Ｐ．５参照 
※ ＳＯＨＯ スモール・オフィス・ホーム・オフィス。小規模な事業者や個人事業者のこと。また、事務所などを離れネッ

トワークを利用して仕事をする形態もいう。 
※ デジタルアーカイブ 有形・無形の文化遺産を記録精度が高く再現性に優れたデジタル情報で記録し、半永久的な保存を

図り、閲覧、鑑賞等に活用すること。 
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３ 環境先進都市の実現 

 

【めざす方向】 

 本市が誇る豊かな自然や環境資源を最大限に活かしながら、準備が整った段階で

「ゼロ・ウェイスト※都市宣言」を行い、ごみゼロに向けた取組み、地球温暖化の防

止に向けた総合的な取組み、豊かな自然を後世に引き継ぐ環境保全活動などを、市民、

市民活動団体、事業者、教育・研究機関、行政が連携・協働して行います。そして、

人と自然と環境が調和する快適な都市づくりを進め、新たな環境ビジネスの創出など

による環境先進都市の実現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①市民一体となったごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）の推進 

  ・関係機関と連携した推進会議の設置、フォーラムの開催などによる市民一体と

なったごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）の推進 

  ・ごみの減量化・再資源化、環境保全活動などに取り組むＮＰＯ※など市民活動

団体の支援やモデル指定による市民への意識啓発 

  ・不法投棄監視員や関係機関との連携による不法投棄パトロール・取締りの強化 

  ・地域や自然と調和した外観や地域が有効活用できる機能を備えた、発電や熱回

収の利用ができる「広域可燃ごみ焼却処理施設」の検討・整備 

  ・生ごみ等のバイオマス※利用による廃棄物を少なくするシステムづくり、サー

マルリサイクル※、マテリアルリサイクル※などによるごみゼロ施策の検討 

 ②地球温暖化防止に向けた総合的な環境施策の推進 

  ・公共交通・低公害車・自転車優先のまちづくりや新エネルギーの開発と導入 

  ・環境管理システム（ＩＳＯ１４００１※、ＴＥＡＳ※など）に取り組む家庭、

地域、市民活動団体、事業者などの支援強化 

                          
※ ゼロ・ウェイスト Zero Waste。出てきたごみを「燃やす」「埋め立てる」「なんでもリサイクル」ではなく、「そもそも

ごみを発生させないようにする」という考え方 
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ バイオマス 動植物資源及びそれらを起源とする廃棄物の総称。具体的には、動植物などの農林水産資源や産業、汚泥な

どの廃棄物である。光エネルギーと二酸化炭素により自然循環の中で作られるため、空気中の二酸化炭素を増加させな

いクリーンな資源 
※ サーマルリサイクル 廃棄物を「燃料」としてリサイクルし、 燃焼させることによりエネルギーを回収すること。 
※ マテリアルリサイクル 使用済みのプラスチックを溶かすなどして、もう一度 プラスチック製品に再生し、利用するこ

と。 
※ ＩＳＯ１４００１ 国際標準化機構が定める環境管理に関するシステムの国際規格。企業や団体などの活動によって生じ

る環境への負荷の低減を継続して行う仕組みについて必要な事項を規定している。 
※ ＴＥＡＳ 鳥取県版環境管理システム（ＴＥＡＳ）のこと。中小企業等の環境配慮活動への取組みを容易にするため、県

が一定の基準を設け、環境配慮活動を認定・公表する独自の制度 
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 ③環境ボランティア活動の推進 

  ・教育機関、ＮＰＯなど市民活動団体との連携による環境教育・環境学習機会の

提供・充実 

  ・市民意識の向上によるごみやペットのふんのない清潔なまちづくりの推進 

  ・河川清掃、海岸清掃などの環境美化活動や、棚田保全、森林保全などの環境ボ

ランティア活動の促進 

  ・市民と行政との共同出資による「（仮称）鳥取市民環境基金」の創設、基金を

活用した環境保全活動の支援 

 ④新たな環境ビジネスの創出 

  ・鳥取大学、鳥取環境大学及び北東アジア地域の大学並びに研究機関との連携に

よる先端的技術開発研究所の設置支援や、環境問題に関する国際会議の開催 

  ・湖山池の水質浄化、砂丘地農業、間伐材の利活用など地域資源や地場産業の技

術の蓄積を活かした新たな環境ビジネスの起業支援 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

新エネルギーの

導入 
９２２kw １０，０００kw 

約５,０００世帯分の電力

を賄える新エネルギー導

入をめざします。 

資源回収率（廃

棄物の量に占め

る資源回収の割

合：重量比） 

１２．４％ ５０％ 

ごみゼロをめざして、ご

みの半分を資源として回

収することをめざしま

す。 

 

４ 人材誘致・定住対策の促進 

 

【めざす方向】 

 若者が働く意欲を感じる魅力ある雇用の創出、スポーツやレジャーを楽しむ生活環

境の整備など、鳥取で育った人材が誇りを持ち、この地で活躍できる環境を整えます。 

 また、人材誘致型Ｕターンの推進や団塊の世代※のＵ・Ｊ・Ｉターン※者の受入れ

を行い、これらの人の持つ豊富な経験と知的財産を活用した新たな起業や新分野への

チャレンジを支援します。 

 さらに、魅力ある中心市街地の整備、周辺地域の住環境の整備による定住促進、温

泉を活用した特色ある地域づくりなどを進め、にぎわいある都市の実現をめざします。 

                          
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン Ｐ．１６参照 
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【ビジョンの展開】 

 ①若者に魅力あるまちづくりの推進 

  ・スポーツ、レジャー、レクリエーション等の魅力ある生活環境づくりの推進 

  ・若者就職情報をタイムリーに発信するウェブサイト※「（仮称）とっとりジョ

ブカフェ※」の開設 

  ・事業者と連携し、フリーター※やニート※に対応した、ワークシェアリング※の

推進 

  ・鳥取大学､鳥取環境大学等と連携した、若者に魅力あるベンチャー企業※の創

出支援 

  ・新規開業や新分野への進出を求める若者のビジネスチャレンジに対する支援 

 ②雇用の創出 

  ・鳥取自動車道※の整備を踏まえ、大阪事務所等との連携を強化した企業誘致の

推進による雇用の創出 

  ・保健・福祉関連事業による雇用の創出 

  ・農林水産業の振興による雇用の創出 

  ・シルバー人材センターの充実による高齢者雇用の創出（高齢者の社会参画） 

 ③人材誘致事業の推進 

  ・団塊の世代※を中心とした人材誘致型Ｕ・Ｊ・Ｉターン※の人材登録制度の創

設 

  ・誘致人材の知的財産と経験を活用したコミュニティビジネス※やＳＯＨＯ※の

支援 

 ④中心市街地居住の推進 

  ・文化・歴史・温泉などの地域資源を活用し、歩いて学び、楽しめる、にぎわい

と魅力あふれるまちづくりの推進 

  ・既存建物の共同建替、歩行者優先の道路施策の導入など、快適な都市的居住空

                          
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
※ ジョブカフェ 若年者を対象とした雇用関連の情報提供、就職相談、研修、職場体験、職業紹介などのサービスをワンス

トップで提供する施設 
※ フリーター 正社員以外の非正規雇用形態（アルバイト、パートタイマー、派遣など）で生計を立てている人をいう。 
※ ニート Not in Employment, Education or Trainingの頭文字をとってＮＥＥＴ。無職の人。無業者。職業にも学業に

も職業訓練にも就いてない（就こうとしない）人のこと。 
※ ワークシェアリング 雇用機会、労働時間、賃金という３つの要素の組み合わせを変化させることを通じて、一定の雇用

量をより多くの労働者の間で分かち合うこと。 
※ ベンチャー企業 独創性や新規性を持って新たな事業を行う成長意識の強い起業家に率いられた企業 
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ コミュニティビジネス Ｐ．１４参照 
※ ＳＯＨＯ Ｐ．１８参照 
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間を実現する都心居住促進事業の推進 

 ⑤「温泉」を活用した定住・保養地づくり 

  ・温泉資源を多目的に活用した温泉と医療、温泉と保養地づくり 

 ⑥農村定住の促進 

  ・自然豊かな農村地域での定住を促進する地域コミュニティを核とした、安心し

て暮らせる「田舎居住」の環境づくりと空き家などの田舎暮らしの情報発信 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

人材登録制度へ

の登録者数 
０人 ５０人 

優秀な技術、知識や経験

を持つ人材を登録し、技

能の継承や新たな起業化

をめざします。 

 

５ 子育て・教育先進都市の実現 

 

【めざす方向】 

 地域の「子育て力」を強化するため、子育てに関する情報交換や先輩からの助言、

非常時の助け合いなど、孤立しがちな子育て家庭を地域で支えていくためのコミュニ

ティづくりを支援していきます。 

 教育現場としての学校と子どもたちの住む地域の一体化をめざすため、地域に生き

る活力ある学校づくりを推進していきます。また、知識にとどまらない本質的な知的

能力を身に付けるため、体験型学習を積極的に取り入れ、農村、企業、文化団体、Ｎ

ＰＯ※などの協力を受け、「本物」体験をできる環境を整えます。 

【ビジョンの展開】 

 ①優れた子育て環境の整備 

  ・特別保育※、病後児保育の実施と幼児教育の内容充実 

  ・幼保一元化の推進 

  ・待機児童の解消 

 ②地域コミュニティによる子育て支援 

  ・地域コミュニティの核となれるアドバイザーの育成と人材バンクの設置 

  ・保護者や地域コミュニティが主体の地域内保育活動の充実 

                          
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ 特別保育 時間外に保育を行う「延長保育」、保護者の就労、入院などの理由による一時的に保育を行う「一時保育」、休

日（日曜・祝日）に保育を行う「休日保育」などのこと。 
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  ・ファミリーサポートセンターの活動支援（地域別活動の実施など） 

 ③地域に生きる活力ある学校づくり 

  ・地域の特性を取り入れた、弾力的なカリキュラムの設定と運用 

  ・地域に開かれた学校づくりを支援する体制づくり 

  ・不登校問題解決のための親（家庭）の支援と地域コミュニティとの連携 

  ・「モラルやマナー・ルールを大切にする風土（人）づくり」事業の推進 

 ④地域にある「本物」を体験する体験型学習の推進 

  ・自然体験（エコツーリズム※、グリーンツーリズム※）学習 

  ・文化・伝承体験学習（傘踊り、麒麟獅子舞、和紙等） 

  ・専門的学術体験学習（大学体験、文化財研究、さじアストロパーク等） 

  ・職場体験の推進（小学生：保護者の職場参観、中学生: インターンシップ※） 

 ⑤事業所等との連携 

  ・鳥取市次世代育成行動計画に基づいた男性も女性も育児に参加しやすい環境づ

くり 

  ・育児休業制度の活用等による男性の育児への参画の促進 

  ・参観日等の学校や保育園の行事に出やすくなるよう事業所等への働きかけ 

  ・学校や保育園の活動に協力的な事業所等の表彰 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

待機児童数 ピーク時 ７９人 通年 ０人 

保育環境の整備により待

機児童ゼロをめざしま

す。 

小学校３年 

８０.２％ 
９５％ 「学校が好き

だ」と思う児

童・生徒の割合 

平成

１７

年度 
中学校２年 

７０.７％ 
８５％ 

活力ある学校の施策によ

り１５％増をめざし、不

登校児童、生徒の減少を

図ります。 

 

                          
※ エコツーリズム 生態系や自然保護に配慮し、旅を通じて環境に対する理解を深めようという考え方。またそのような旅

の仕方 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ インターンシップ 学生・生徒が在学中から企業などで就業体験を行う制度 
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６ 生涯健康都市の実現 

 

【めざす方向】 

 市民一人ひとりが住み慣れた地域の中で生きがいを感じながら住み続けられるよう

にするために、生涯を通じた健康づくりの推進、福祉活動コーディネーターの育成に

よる地域福祉ネットワークの拡大、ユニバーサルデザイン※に基づいた生活空間や就

労空間の創出、生涯学習活動の推進や図書館サービス網の充実等により、市民相互が

ふれあい支え合う地域社会を築き、笑顔があふれ元気で楽しく暮らせる生涯健康都市

の実現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①生涯を通じた健康づくりの推進 

  ・育児支援を目的とした５歳児発達相談、親子教室、乳児健診におけるブックス

タート事業など、子どもが健やかに生まれ育つための母子保健事業の充実 

  ・市民体育祭やスポーツ・レクリエーション祭などを通じた市民総参加の健康づ

くり 

  ・健康づくり地区推進員、食生活改善推進員などが主体となった地域での健康づ

くり 

  ・食育アドバイザーの活動など地域で取り組む生活習慣病予防活動の推進 

  ・地域包括支援センターを中心とした介護予防ケアマネジメントの推進 

 ②地域福祉を支えるネットワークの構築 

  ・福祉活動コーディネーターの育成による地域福祉ネットワークの拡大 

  ・市民が安心して暮らせる医療提供体制の整備・充実 

  ・高齢者の生きがい・仲間・健康づくり活動の支援 

  ・ＣＡＴＶ網を活用した在宅医療、介護支援等福祉関連システムの整備推進 

 ③高齢者や障害のある人と一緒に取り組むまちづくり 

  ・ユニバーサルデザインに基づく生活空間・就労空間の創出 

  ・高齢者や障害のある人と子どもとの交流の促進 

  ・地域や職場における高齢者の経験と技術の伝承の促進 

 ④生きがいづくりの推進 

  ・個人の意欲や能力に応じた生涯スポーツ・生涯学習活動の促進 

  ・図書館サービス網の充実による図書との出会い親しむ機会の拡充 

  ・地域で取り組むコミュニティビジネス※の支援 

                          
※ ユニバーサルデザイン 障害のある人や高齢者を含むすべての人が使いやすいように、製品、建物、環境、空間、まちづ

くり等をデザインすること。 
※ コミュニティビジネス Ｐ．１４参照 
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【数値目標】 

項  目 平成１７年度 平成２７年度 目標の説明 

運動する習慣の

ある高齢者の割

合 

１８．３％ ４０％以上 

市民ぐるみの健康づくり

により運動習慣化を高め

ます。 

福祉活動コーデ

ィネーター数 
４人（２地区） ２２人（２０地区） 

地域福祉を推進するた

め、市民と行政との橋渡

しとなる人材の育成・支

援を進めます。 

 

７ 人権尊重都市の実現 

 

【めざす方向】 

 市民が心豊かにいきいきと暮らすことができる差別のない明るい社会をつくるため

に、同和問題をはじめさまざまな人権問題の解決や課題に向けて人権施策を総合的・

計画的に推進し、ユニバーサルデザイン※の理念に基づくまちづくりに取り組みます。 

 さらに、女性と男性が共に喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会の実現に向け

て取り組みます。 

 これらの施策を市民と行政との協働により推進し、社会のあらゆる場面において、

すべての人の人権が保障され、尊重される人権尊重都市の実現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①人権施策・同和対策の推進と人権教育の推進 

  ・人権施策基本方針に基づく人権施策の推進 

  ・同和対策総合計画に基づく同和対策の推進 

  ・人権教育基本方針に基づく人権教育の推進 

  ・さまざまな人権問題に対応する総合的な相談窓口機能の整備充実 

  ・人権拠点施設の（財）鳥取市人権情報センターの整備・充実と、人権問題に取

り組む各種団体の育成による市民と行政との協働による人権施策の推進 

 ②男女共同参画都市とっとりの実現に向けた市民啓発、市民活動の促進 

  ・男女共同参画行動計画の推進 

  ・男女共同参画センターを拠点とした各種団体や市民の主体的活動の促進 

 ③さまざまな人権問題に対応するための調査・研究・啓発・相談等の推進 

  ・女性・障害者・子ども・高齢者・外国人の人権問題、ハンセン病元患者などの

                          
※ ユニバーサルデザイン Ｐ．２４参照 
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病気に関する人権問題、性同一性障害者、暴力（ＤＶ※）被害、インターネッ

ト※や職場におけるパワーハラスメント※による人権侵害など多様化するさま

ざまな課題に向けた、調査、研究、啓発、相談などの人権施策の推進 

 ④ユニバーサルデザインの理念に基づいた生活環境等の整備 

  ・すべての人が安心して快適に暮らせる日常生活環境の整備や情報格差の解消な

どの施策の推進 

  ・ハートビル法※などによる公共施設等の整備 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

人権が尊重され

ている社会と思

う市民の割合 

１８．７％ ６０％ 

５人中３人の市民が、人

権が尊重されていると思

う社会をめざします。 

男女共同参画登

録団体登録数 
２１団体 ５０団体 

毎年３団体以上の登録を

増やし、男女共同参画社

会の形成に取り組みま

す。 

市営住宅のバリ

アフリー※化率 
２２％ ４０％ 

市営住宅の４割のバリア

フリー化を目標にして、

安心して快適に暮せる住

宅環境の整備を進めま

す。 

 

８ 地域文化の振興 

 

【めざす方向】 

 地域固有の伝統文化や文化財を次代へと引き継ぐ後継者を、市民や市民活動団体な

どと協働して育成するとともに、歴史的・文化的遺産の保存や有効活用、文化施設や

文化イベントの全国発信により、世代間や地域間の活発な文化活動と交流人口の拡大

を図ります。 

                          
※ ＤＶ ドメスティック・バイオレンス。夫（パートナー）からの暴力をいう。広義では女性、子ども、高齢者、障害者な

ど家庭内弱者への「継続的な心理的または身体的虐待、基本的ニーズの剥奪、性的虐待」をさす。女性問題との関連で

は、婚姻の有無を問わず親密な関係にある男性が女性に対して用いる身体的心理的動力をさす。 
※ インターネット Ｐ．５参照 
※ パワーハラスメント 職場内の人間関係において発生する、いじめや嫌がらせのこと。上司が部下に対して行う嫌がらせ

や、高い職能を持つ者がそうでない者に対して行う嫌がらせなど。 
※ ハートビル法 デパートやホテルなど、不特定多数の人が利用する建築物を、だれもが円滑に利用できるようバリアフリ

ー化を推進する法律「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称 
※ バリアフリー もともとは建築用語でバリア（障壁）を取り除き、生活しやすくすることを意味する。現在では、建物内

の段差など、物理的なバリアの除去だけでなく、社会制度や心理面におけるバリアを除去する意味でも用いられる。 
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 また、文化教育の充実や、身近に文化芸術に親しむ機会の増加による市民の文化芸

術水準の向上など、新たな地域文化を創造する環境を整えていくことで、より高い文

化性を有し、魅力に満ちた香り高い文化都市をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①文化芸術等拠点施設の整備・活用 

  ・文化芸術活動を支える拠点の整備、図書館（室）機能の充実による市民の学習

意欲の高揚と地域文化活動の活性化 

  ・地域文化振興施設等の相互ネットワーク化、文化芸術イベントの共同企画開催

のほか、広域的な情報発信システムの確立 

 ②人材の育成・活用 

  ・時代のニーズにあった生涯学習プログラムの策定 

  ・創造性豊かな芸術家や優秀な指導者の発掘と育成、人材や能力の活用 

  ・先人たちの業績の顕彰や豊富な知識と経験を持つ高齢者等の参加促進による、

伝統文化や生活文化の継承・発展 

 ③伝統文化、歴史資源の保存・伝承 

  ・デジタルミュージアム※による文化資源等の情報発信 

  ・伝統料理、郷土料理などの食文化の保存・伝承 

  ・鳥取・鹿野城下町の再生整備と地域に根ざした観光ボランティア活動の育成・

支援 

  ・文化財の積極的な指定や鳥取遺産登録制度の創設による伝統文化・芸術の保存

継承と市民啓発活動の充実 

  ・鳥取砂丘の世界遺産登録と青谷上寺地遺跡の国史跡指定へ向けた取組みの強化 

  ・鳥取しゃんしゃん祭りを全国的規模の祭りとするための内容の充実と情報発信 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

文化団体への

加入者数 
１１,０９０人 ２０,０００人 

文化活動に取り組む市民

の倍増を目標に、文化芸

術水準の向上をめざしま

す。 

主な文化施設

への入込数 
３６９,０３３人 ４６０,０００人 

文化芸術にふれる市民の

増加を目標に、文化芸術

水準の向上をめざしま

す。 

                          
※ デジタルミュージアム 資料や展示物をデジタル技術で保存し、コンピューターによる閲覧を可能にした博物館・美術館 
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市立図書館年

間貸出冊数 
６１２,５７５冊 １,２００,０００冊 

貸出冊数の倍増を目標

に、市民の学習意欲の向

上をめざします。 

 

９ 新たな農林水産業の振興 

 

【めざす方向】 

 意欲ある担い手の育成を関係機関と連携して強力に進めながら、地域の特色を活か

した農林水産物の生産振興を積極的に進め、鳥取ブランドの確立や地産地消※を推進

します。 

 また、高速道路網を活用した新たな消費地への販路開拓や、都市と農山漁村との交

流・グリーンツーリズム※の確立、市民農園を活用した「農あるくらし」の推進など

に積極的に取り組み、地域に活力と魅力を生み出す生産性の高い新たな農林水産業の

振興を図ります。 

【ビジョンの展開】 

 ①地域を支え、地域に活力を生み出す農林水産業の担い手づくり 

  ・意欲ある担い手の育成、集落営農組織の育成及び法人化の積極的支援 

  ・「（仮称）農業ビジネススクール」を活用した新規就農者の指導・育成 

 ②特産物の生産振興と消費の拡大 

  ・地域の特性を活かした振興作物の生産支援とブランド化、高付加価値化の促進 

  ・関西・山陽・中京圏をターゲットにしたアンテナショップ※の開設と販路開拓

の促進 

  ・環境にやさしい農業の推進とトレーサビリティ※の確立による安心・安全な農

産物の提供 

  ・学校給食、地産地消の店、郷土料理の店などにおける地元産物の使用促進 

  ・農林水産物を一定期間保存する氷温技術※やＣＡＳ凍結技術※の導入調査・研

究 

                          
※ 地産地消 Ｐ．１４参照 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ アンテナショップ 地域の特産品や名産品を試験的に売り出す観光物産店のこと。消費者の反応を探るアンテナの働きを

持つことからいう。 
※ トレーサビリティ 食品の安全を確保するために栽培・飼育から加工、製造、流通などの過程や履歴を明確にすること。

また、その仕組み 
※ 氷温技術 食品にはそれぞれ固有の氷結点があり、摂氏０℃からこの氷結点までの未凍結温度領域を「氷温域」といい、

この「氷温域」で食品の貯蔵や加工を行うこと。 
※ ＣＡＳ凍結技術 磁場環境下で微弱エネルギーを付加しながら、－２３℃以下に一気に凍結させるもの。食材の細胞や組

織が破壊されず、作りたての鮮度や食感を保つことができる。 
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  ・地元産木材の選定から建築まで一貫した木材流通・施工システムの構築 

 ③都市との交流による農山漁村の活性化 

  ・都市と農山漁村との交流やグリーンツーリズム※の確立による新たな農林水産

事業の創出支援 

  ・市民農園の整備などを通じた「農あるくらし」の推進 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

認定農業者※数 １４２人 １９０人 

基幹的な農業者を増やし

経営規模の拡大、農地の

集積をめざします。 

学校給食の地元

産食材の使用率 
３９．１％ ５０％ 

地元産の食材を活用し、

地産地消を進め、食糧自

給率の向上をめざしま

す。 

 

10 地域に根ざした商工業の振興 

 

【めざす方向】 

 先端技術産業や関連産業の集積、中小企業の新分野進出、業種転換、異業種間交流

や連携など新たな企業活動への転換を推進します。また、因州和紙、窯業などの伝統

産業の新商品開発に向けた取組みを支援するなど、高い技術の蓄積を基盤に、力強い

競争力を持った中小企業の育成を促進し、本市の社会経済を支える商工業の振興を着

実にめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①先端的技術開発と起業化の支援 

  ・産学官連携による先端的技術開発と特色ある製品開発に向けた「鳥取発オンリ

ーワン」事業の促進 

  ・新規開業や新分野への進出を求める若者や団塊の世代※の起業化へのビジネス

チャレンジへの支援 

  ・中小企業の連携を強化し、技術提携による共同事業化の支援 

 

                          
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ 認定農業者 農業経営基盤強化法に基づき、効率的で安定した農業経営を目指すため作成する「農業経営改善計画」を市

町村に提出し、認定を受けた農業者をいう。 
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 
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 ②企業誘致の推進と物流の強化 

  ・鳥取自動車道※整備を踏まえ、大阪事務所等との連携を強化した企業誘致の推

進  

  ・高速道路網を活用した他圏域との物流の強化と流通団地の検討 

 ③地場産業の振興 

  ・「中小企業商いフェア」の充実と県外で開催される見本市などへの出展の支援

による、地場産品のＰＲと販路拡大の促進 

  ・新商品の開発やブランド化に向けた取組みに対する支援 

  ・既存企業の持つ高い技術力を活かした新たな企業展開への支援 

 ④商業の振興 

  ・インターネット※を活用した「（仮称）因幡ショッピングモール」の設立支援 

  ・誘致人材の知的財産と経験を活用したコミュニティビジネス※やＳＯＨＯ※の

支援（再掲：Ｐ２１） 

  ・商店街が一体となったイベントや商業活動などの取組みに対する支援 

  ・地場産業の伝統技術や商品などを紹介・販売する特色ある個店づくりへの支援 

  ・商工会議所をはじめとする経済団体等との連携の強化 

【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

新・増設企業件数

（企業誘致含む。） 

※平成２７年度は、

平成１７～２７年度

までの合計 

２件／年 １１件 

地元企業の新分野への進

出や企業誘致を進め、産

業の振興を図り、雇用の

拡大をめざします。 

 

                          
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ インターネット Ｐ．５参照 
※ コミュニティビジネス Ｐ．１４参照 
※ ＳＯＨＯ Ｐ．１８参照 
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11 防災・防犯対策の強化 

 

【めざす方向】 

 消防団、自主防災会、関係機関などとの間で、相互の連携・支援体制を強化すると

ともに、各地域において防災対策の中心的役割を担う人材を育成し、地理的な条件や

地域の実情、災害の種類に対応した総合的な防災体制の確立を図ります。 

 また、自主防犯活動の活性化、地域の「子育て力」の強化、交通安全意識の醸成な

どに取り組み、市民、事業者、行政などがそれぞれ役割分担しながら、互いに手をた

ずさえ、一丸となって防災・防犯対策を推進し、市民が安心して暮らせる安心・安全

都市の実現をめざします。 

【ビジョンの展開】 

 ①防災対策の推進 

  ・各地域において防災対策の中心的役割を担う「（仮称）防災委員」の育成 

  ・画像伝送システム、ウェブサイト※、携帯電話等の情報通信技術を活用した災

害情報の把握と防災関係団体等との防災情報ネットワークの構築 

  ・事業所等との連携による避難場所の確保、災害救助物資の円滑な搬送体制と迅

速な復旧体制の整備など災害予防・災害応急・災害復旧対策の推進 

  ・自主防災会等の防災コミュニティの活性化と実践的な防災訓練の支援 

  ・災害ボランティアコーディネーターを核とした災害ボランティアの受入れ体制

の整備 

  ・災害時要援護者※の把握と安全確保対策の推進 

  ・災害時相互応援協定に基づく他の市町村等との協力体制の構築 

 ②防犯対策の推進 

  ・地域・行政・警察の連携による自主防犯活動の支援 

  ・モラルやマナー・ルールを共有するための教育や地域活動の促進 

 ③交通安全対策の推進 

  ・段階的かつ体系的な交通安全教育の実施 

  ・地域・行政・警察・関係機関が一体となった交通安全対策の推進 

                          
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
※ 災害時要援護者 必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全な場所に避難するなど、災害時に

おいて適切な防災行動をとることが特に困難な人々。具体的には、ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、障害者、傷病者、

妊産婦、乳幼児、外国人などが考えられる。 
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【数値目標】 

項  目 平成１６年度 平成２７年度 目標の説明 

自主防災組織数 ７６４団体 ８３１団体 

地域と一体となった防災

対策の推進により全町内

会での自主防災組織の設

置をめざします。 

市内犯罪件数 ２,９２３件 １,５００件 

自主防災活動の活性化、

子育て・教育施策の推進

により市内犯罪件数の半

減をめざします。 

市内交通事故発

生件数 
１,０２０件 ５００件 

地域・行政・警察・関係

機関の協働により市内交

通事故発生件数の半減を

めざします。 
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宅　地

3.6% 農用地

12.2%

林　野

71.5%

その他

12.7%

 第４章 未来をはかる 

 

  第１節 鳥取市の姿・あゆみ 

 

１ 位置・地勢 

 

 

 

 

 

２ 土地利用状況 

 

 

東経 北緯
　極東 １３４゜２６′３７″ 　極南 　　　３５゜１６′６″
　極西 １３３゜５６′５６″ 　極北 　　　３５゜３４′１１″

宅 地 27.53km2 

農用地 93.76km2 

林 野 546.44km2 

その他 97.93km2 

総面積 765.66km2 

（平成１７年４月１日現在） 

資料：平成１６年度農業振興整備計画管理状況地域別概要調書 

平成１６年度（平成１５年版）鳥取県林業統計 

平成１６年度市町村概要調査報告書 
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気温、降水量（鳥取地方気象台）
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（mm）

３ 気温・降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ あゆみ 

時代 西暦 年号 主な出来事 

古代   「鳥取部」と呼ばれる人々が住む。 

中世   因幡国庁が置かれる。 

近世 1573 天正 元 山名豊国 天神山城より鳥取城に移る。 

     天守櫓築城（城下町鳥取誕生） 

 1581 天正 ９ 吉川経家 羽柴秀吉鳥取城包囲により落城 

   亀井茲矩 鹿野城に城主として入城 

 1617 元和 ３ 池田光政 姫路より鳥取城に城主として入城（32万石） 

 1632 寛永 ９ 池田光仲 岡山より鳥取城に城主として入城（鳥取池田家初

代） 

明治 1889 明治 22 市制施行（面積6.61km2、人口27,898人） 

気温（℃） 降水量（mm） 気温（℃） 降水量（mm）
１月 3.9 186.8 4.3 196.0
２月 4.0 164.4 4.2 135.9
３月 7.1 127.4 7.0 121.5
４月 12.9 109.9 11.8 109.5
５月 17.4 126.4 16.3 136.8
６月 21.5 153.6 20.5 164.4
７月 25.6 197.9 24.4 201.9
８月 26.6 126.6 25.6 122.3
９月 22.1 235.4 21.7 233.4

１０月 16.3 142.6 16.3 160.5
１１月 11.3 157.8 11.5 168.4
１２月 6.6 175.2 7.0 172.2

鳥取地方気象台 青谷地域気象観測所

　　資料：鳥取地方気象台（１９７１年～２０００年平均値）

　　資料：青谷地域気象観測所（１９７９年～２０００年平均値）

区分
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 1912    45 山陰鉄道 京都～出雲間（現在の山陰本線）全通 

大正 1921 大正 10 鳥取高等農業学校（現在の鳥取大学）開校 

昭和 1930 昭和 ５ 千代川の大改修完成 

 1943    18 鳥取大地震（Ｍ.7.3 死者1,025人） 

 1952 

 

   27 

 

鳥取大火（焼失面積 1.6km2、罹災者 20,415人、焼失家屋

5,228戸） 

 1953 

 

   28 

 

鳥取市と周辺 15か村が合併（面積 45.12km2から 219.44km2

へ、人口６万３千人から９万９千人へ） 

 1955    30 鳥取砂丘天然記念物に指定 

 1958    33 鳥取砂丘国立公園に指定 

 1964    39 釧路市と姉妹都市提携 

 1967    42 鳥取空港開港 

 1972    47 姫路市と姉妹都市提携 

 1978    53 鳥取駅高架化完成 

 1985    60 第40回国民体育大会「わかとり国体」開催 

 1988    63 流しびなの館オープン 

平成 1989 平成 元 市制施行100年、'89鳥取世界おもちゃ博覧会開催 

 1990    ２ 韓国：清州市と姉妹都市提携 

 1993    ５ 福部砂丘温泉ふれあい会館、鹿野そば道場オープン 

 1994    ６ 智頭線開通 特急スーパーはくと運行（12月） 

  
 因幡万葉歴史館、河原町お城山展望台、さじアストロパーク

オープン 

 1995    ７ 市立病院の新築移転 

   鳥取世界おもちゃ館オープン 

   岩国市と姉妹都市提携 

 1998    10 第22回全国高等学校文化祭開催 

   第22回全国育樹祭、とっとり出合いの森で開催 

 1999    11 鳥取新都市「つのいニュータウン」開発整備事業完了 

 2000    12 歴史博物館「やまびこ館」オープン 

   青谷上寺地遺跡で人骨や「弥生人の脳」が出土 

 2001    13 鳥取環境大学開学 

   ドイツ：ハーナウ市と姉妹都市提携 

 2002    14 第17回国民文化祭「夢フェスタとっとり」開催 

   あおや和紙工房オープン 

 2003    15 山陰道青谷・羽合道路開通 

 
2004 

   16 第15回男女共同参画全国都市会議inとっとり開催 

男女共同参画都市とっとりの宣言 

 
 

 鳥取市と周辺８町村が合併（面積 237.20km2から 765.66km2

へ、人口15万人から20万人へ） 

 2005    17 特例市へ移行 

 

 

 第17回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア鳥取2005」

開催 

郡山市と姉妹都市提携 
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本市の人口目標・世帯数の見通し

190,836
195,707 197,959

200,744 201,727 203,000 202,000

76,200(2.65)75,100(2.70)
72,355(2.79)
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推計実績

資料：国勢調査（昭和60年～平成12年）合併前の９市町村合計
　　　　平成１７年は、鳥取県公表速報値

  第２節 人口等の見通し 

 

１ 本市の人口目標、世帯数の見通し 

 右肩上がりに増加し続けた我が国の人口は、平成１８年をピークに減少傾向に転じ

ると見込まれています。（国立社会保障・人口問題研究所予測） 

本市の人口は、合併した各市町村の人口データをもとに、将来の本市の発展を踏

まえて推計すると、平成２２年には約２０３，０００人、平成２７年には約２０２，

０００人になると予測しており、その後ゆるやかに減少していく見込みです。 

 また、平成１７年の世帯数、世帯人員を平成２７年と比較すると、世帯で３，８４

５世帯増加するものの、１世帯当たりの世帯人員は、０．１４人減少するといった核

家族化の進行が予測されます。（平成１７年国勢調査鳥取県速報値） 

 

２ 年齢階層別人口の見通し 

年齢階層別の人口では、平成１２年は１９．４％であった本市の高齢化率は、平

成２７年には４．５％上がり２３．９％になると予測され、高齢化が一層進展すると

予測されます。 

 

 

 

年齢３階層別人口の見通し 単位：人
昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

０～１４歳 42,009 39,438 35,694 31,995 29,000 29,300 29,800
１５～６４歳 125,412 128,383 128,774 129,843 130,000 129,800 124,000
６５歳以上 23,415 27,886 33,491 38,906 43,000 43,900 48,200

合　計 190,836 195,707 197,959 200,744 202,000 203,000 202,000
資料：国勢調査（昭和60年～平成12年）合併前の9市町村合計

　　　 平成１７年は、現時点で年齢３階層別人口が公表されていないため、推計値を掲載しています。
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年齢３階層別人口の見通し
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資料：国勢調査（昭和60～平成12年）合併前の9市町村合計
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産業別就業人口の見通し
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資料：国勢調査（平成２年～１２年）合併前の９市町村合計

％ 千人

 

３ 就業構造の見通し 

 本市を支える就業人口は、平成１２年に１０３，０３９人であるのに対し、平成２

７年には１０５，２００人に増加することが予測されます。 

特に第１次産業は、合併により全体割合は増加したものの、就業者人口は年々減

少傾向にあり、高齢化、後継者不足が一層進展し、その対策が求められます。 

 

 

 

 

産業別就業人口の見通し 単位：千人

区　　分 平成2年 平成7年 平成12年 平成1７年 平成２２年 平成２７年
15歳以上就業者総数（千人） 99.2 102.0 103.0 105.6 106.1 105.2
第1次産業 11.2 10.2 8.0 7.1 6.0 5.0
第2次産業 32.4 32.1 31.6 31.8 31.5 30.8
第3次産業 55.6 59.7 63.4 66.7 68.6 69.4

資料：国勢調査（昭和60年～平成12年）合併前の9市町村合計
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  第３節 産業・経済の見通し 

 

１ 農業産出額の見通し 

 本市の農業産出額は、合併により２倍以上となりましたが、農畜産物の輸入自由化

による価格の低迷や、担い手の高齢化による耕作放棄地や遊休農地の増加などの要因

により年々減少しており、今後もこの傾向は続くものと予測されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

農業産出額の構成

米

40.5%

野菜

19.2%

果実

16.9%

畜産

15.4%

その他

7.9%

資料：第52次（平成15年）鳥取農林水産統計年報

　　　　（合併前の９市町村合計）

農業産出額の主要品目の内訳
単位：百万円

米 4,590
野菜 2,180
果実 1,920
畜産 1,750

その他 900
計 11,340

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（合併前の９市町村合計）

資料：第52次(平成15年)鳥取農林水産統計年報

農業産出額の見通し
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推計実績

資料：第51次（平成14年）鳥取農林水産統計年報

平成2年～平成12年（合併前の9市町村合計）
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２ 製造品出荷額等の見通し 

 本市の製造品出荷額等は、約８割が電気機械器具製造業で占めています。近年、海

外への工場進出や景気の低迷などにより厳しい状況にありますが、今後も同様の傾向

で推移していくものと予測されます。 

 製造品出荷額等の構成

情報通信機械

20.8%

電子部品・デバイス
42.8%

その他

5.2%
家具

1.4%

パルプ・紙
3.5%

一般機械
4.0%

食料品

2.5%

金属

2.1%

飲料・飼料・たばこ

0.4%

衣料
2.3%

出版・印刷
1.1%

窯業・土石
1.0%

電気機械
13.0%

資料：平成１５年工業統計調査（秘匿は除く。）
　　　　（合併前の９市町村合計）

単位：百万円

電気機械
情報通信機

械
電子部品・
デバイス

一般機械 パルプ・紙 金属 食料品 衣料 出版・印刷 窯業・土石
飲料・飼

料・たばこ
家具 その他 計

65,361 104,089 214,263 19,896 17,327 10,429 12,410 11,522 5,661 4,831 2,007 7,151 26,113 501,060
資料：平成１５年工業統計調査（合併前の９市町村合計）
合計は秘匿を含む。

製造品出荷額等の見通し

390,491

425,422

485,090
465,000

478,000 475,000
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500,000

600,000

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

単位：百万円

資料：工業統計（平成２年～平成１２年）

　　　　（合併前の９市町村合計）

推計実績
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３ 商品販売額の見通し 

 本市の商品販売額は、交通網の整備やモータリゼーションの進展、市民のライフス

タイルの変化、郊外型ショッピングセンターやコンビニエンスストアなどの進出によ

り、購買範囲や形態は多様化していますが、今後も緩やかな伸びで推移していくもの

と予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卸売業・小売業別の商品販売額の推移

353,294349,828
417,662

367,713 337,710

258,937239,289 243,579 246,184 229,121

600,063593,407610,312

667,726

580,788

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

平成6年 平成9年 平成11年 平成14年 平成16年

単位：百万円

資料：商業統計調査
卸売業 小売業 計 合計は秘匿を含む。合併前の９市町村合計

平成16年商業統計調査結果（鳥取県）速報より

商品販売額の見通し

569,496

610,312

593,407

623,000
628,000624,000
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450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

昭和６３年 平成６年 平成１１年 平成１７年 平成２２年 平成２７年

単位：百万円

推計実績

資料：商業統計調査（昭和６３年～平成１１年）

　　　　（合併前の９市町村合計）
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  第４節 財政の見通し 

 

 本市の財政は、非常に厳しい状況に置かれており、市税をはじめ税外収入を含めた

収納率の向上、受益者負担の適正化など財源の確保に努めるとともに、市町村合併に

よるスケールメリット※を活かして人件費、物件費等の経費の一層の削減を進め、長

期的展望のもと、できる限り基金に頼らない持続可能な財政基盤を構築していくこと

が必要となっています。 

 これらのことから、現行の行財政制度を前提に、平成１７年３月に策定した第４次

行財政改革大綱に基づくさまざまな取組みを考慮し、限られた財源の効率的・効果的

な活用により、健全財政を堅持することを基本としました。 

 また、「新市まちづくり計画」に盛り込まれている事業のうち、本市の夢ある発展

のために取組みを強化すべき施策や住民生活に必要な施策に重点を置いて、財政の見

通しを次のとおり試算しました。 

 なお、基本計画期間（平成１８～２２年度）は年度別に表示していますが、平成２

３～２７年度の５年間は歳入、歳出ともに不明確な部分が多いため、概算による総額

で表示しています。 

 

○歳入 

１ 市税 

  平成１８年度税制改正を反映するとともに、現行の税制度を基本に、固定資産税

については評価替えによる減額を、法人市民税、固定資産税については平成２２年

度から均一課税となることを見込んでいます。この結果、市税の総額は、平成１８

～２２年度では１,１９１億円、平成２３～２７年度では１,１８２億円となり、ほ

ぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

２ 地方譲与税※・交付金 

  現行の制度を基本に、国の三位一体改革に連動して徐々に増加すると見込んで

います。 

３ 地方交付税※ 

 

                          
※ スケールメリット Ｐ．７参照 
※ 地方譲与税 徴収の便宜などの理由から国が国税として徴収し、一定の割合により地方公共団体に譲与するもので、地方

道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税等がある。 
※ 地方交付税 地方公共団体間の税源の不均衡を調整し、一定の行政水準を維持できるよう財源を保障するため、国税のう

ち、所得税、酒税、消費税等の一定の割合を、国が地方公共団体に対して交付する税をいう｡ 
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  現行の制度を基本に、普通交付税の算定の特例（合併算定替※）等の合併に係る

財政措置や地方債の元利償還金に対する交付税措置を見込んでいますが、国の三位

一体の改革による地方交付税総額の縮小の影響を考慮し、徐々に減少すると見込ん

でいます。 

４ 国庫支出金・県支出金※ 

  現行の制度を基本に、普通建設事業等に係る一定の補助金等を見込んでいます。 

５ 市債※ 

  主に普通建設事業等に対する市債（合併特例債※を含む。）の発行を見込んでい

ますが、地方交付税の不足分を補う臨時財政対策債※は徐々に減少するため、市債

総額も減少すると見込んでいます。 

６ 繰入金※ 

  行財政改革により歳出の抑制を図り、平成２２年度以降は基金からの繰り入れに

頼らない財政運営ができると見込んでいます。 

７ その他 

  公共工事等に関係する地元からの分担金や負担金、公共施設の使用料、各種証明

手数料などについては、わずかに減少すると見込んでいます。 

 

○歳出 

１ 人件費 

  合併後の職員数の削減、議会議員数等の減員による減少を見込んでいます。 

２ 物件費※ 

                          
※ 合併算定替 合併に際しての財政支援制度。合併市町村の財源不足を防ぐため、合併後の１０年間は普通交付税の算定に

おいて、合併しなかった場合の算出方法を認めるもの。その後５年間で段階的に優遇措置が縮減される。 
※ 国庫支出金・県支出金 特定の事業を行うために、その経費として使用することを条件に国や県から交付される資金をい

う｡ 
※ 市債 地方公共団体が地方自治法に基づいて公共施設の整備や拡充等に必要な資金調達のために行う長期借入金で、地方

債ともいう。世代間の負担の公平を図る役割も担っている。 
※ 合併特例債 合併に際しての財政上の支援措置。合併後１０年間に限り「新しいまちづくり」のため特に必要と認められ

る事業や地域振興等のための基金造成について、その事業費の概ね９５％の借入れが認められ、元利償還金の７０％が

後年度の普通交付税の算定の基礎に算入される。 
※ 臨時財政対策債 国の地方財政対策の制度改正により平成１３年度から新たに設けられた特例地方債で、地方交付税の財

源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として借入れするもの。この臨時財政対策債の元利償

還金相当額については、その全額を後年度地方交付税に算入されることとなっている。なお、臨時財政対策債は、通常

の地方債とは異なり、一般財源として取り扱う。 
※ 繰入金 歳入に不足が生じた場合に、財政調整基金（地方公共団体において年度間の財源の不均衡を調整するために積み

立てられる基金）、減債基金（地方債の償還及び地方債の信用を維持するために設けられる基金）を取り崩して財源補

てんしたり、特定の目的のために積み立てられた基金から、その目的達成のための事業の財源として繰り入れるもの。

なお、基金は、一般家庭においては貯金に相当するもので、使途が特定されている基金（特定目的基金）と使途が特定

されていない基金（財政調整基金、減債基金等）がある。 
※ 物件費 消耗品、印刷製本費等の需用費、郵便料等の役務費、賃金、委託料などをいう｡ 
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  指定管理者制度の導入をはじめ、行財政改革による経費の節減に伴う減少を見込

んでいます。 

３ 扶助費※ 

  合併によるサービス水準の向上に伴う増加を見込んでいます。 

４ 補助金、負担金等 

  補助金整理合理化方針等に基づく減少を見込んでいます。 

５ 投資的経費※ 

  「新市まちづくり計画」に示された事業をもとに、緊急性、効果、熟度、地域の

実情などを考慮して必要な事業量を見込んでおり、平成２３～２７年度は、やや増

加すると見込んでいます。 

６ 公債費※ 

  既に借入れた地方債の償還額と、新たに借入れる通常の地方債及び合併特例債の

償還予定額を見込んでおり、市債の借入総額に連動して減少すると見込んでいます。 

７ 積立金※ 

  基金に積み立てるための額を見込んでいます。 

８ 繰出金 

  公営企業会計(病院事業、水道事業)と特別会計（下水道事業、国民健康保険費

等）の収支状況に応じて、一般会計から支出する額を見込んでいます。 

９ その他 

  維持補修費などについては、ほぼ横ばいで推移すると見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※ 扶助費 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づいて交付する義務的経費をいう｡ 
※ 投資的経費 道路、学校、公営住宅等の公共施設の建設に当てる経費をいう｡ 
※ 公債費 地方公共団体が借入れた地方債の元金及び利子の償還費をいい、義務的経費の一つである。 
※ 積立金 財政運営を計画的に行うため、年度間の財源変動に備え積み立てる資金をいい、地方自治法上は基金として処理

される。 
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  一般会計歳入歳出の見通し             （単位：億円） （参考） 

区 分 平成
18 19 20 21 22 18～22 

小計 
23～27 
小計 合計 平成

17 

市税 239  239  240  236  237  1,191  1,182  2,373  236  

地 方 譲 与
税・交付金 

53  55  56  58  60  282  331  613  50  

地方交付税 212  207  199  194  190  1,002  912  1,914  198  

国・県支出
金 

106  107  107  107  107  534  547  1,081  104  

市債 97  86  82  76  72  413  385  798  108  

繰入金 19  7  2  1  0  29  0  29  42  

その他 92  95  94  91  98  470  443  913  103  

 
歳 
 
 
入 

歳入合計 818  796  780  763  764  3,921  3,800  7,721  

人件費 
133  
(103) 

133  
( 99) 

131  
( 96) 

131  
( 95) 

128  
( 91) 

656  
(484) 

605  
(422) 

1,261  
(906) 

130  
(107) 

物件費 108  103  103  102  102  518  475  993   120  

扶助費 81  83  84  86  88  422  455  877  74  

補助金、負
担金等 

77  76  74  73  73  373  427  800  83  

投資的経費 97  93  86  82  82  440  480  920  110  

公債費 129  118  121  117  115  600  541  1,141  128  

積立金 6  6  6  0  1  19  5  24  0  

繰出金 121  118  111  106  108  564  477  1,041  123  

その他 66  65  64  65  63  323  313  636  73  

歳 
 
 
出 

歳出合計 818  795  780  762  760  3,915  3,778  7,693  841  

収支差引 0  1  0  1  4  6  22  28  

 

0  

 ※人件費については、退職手当や特別職等の報酬が含まれているため、職員給与を( )で掲載しています。 

 

参考（基本計画等における目標数値） 

平成１７年度当初予算編成後 平成２０年度末 財政調整基金、減債基金 

の合計額 １億１，５８０万円 １０億円 

平成１７年度当初 平成２２年度当初 
職員数 

１，５５１人 １，４４０人 
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  第５節 土地利用 

 

  私たちの日常生活や生産活動の基盤となる土地は、私たち共通の限られた資源で

す。 

  合併により広大な市域となった土地を十分に活用していくには、自然環境や歴史

的風土の保全について適切な規制・誘導に努めることが大切です。また、それぞ

れの地域の特色を活かし、市民生活の安全性、快適性、機能性の向上、社会経済

情勢の変動などに十分配慮しつつ、適正かつ効率的な利用を市民と一体となって

進める必要があります。 

 

１ 都市的土地利用 

  多くの産業、行政、情報が集積している市街地では、効率的な土地利用を展開す

ることにより、コンパクトな市街地を形成し、山陰の中核都市にふさわしいにぎ

わいと活気のある都心の再生と、都市緑化や良好な景観形成を図るなど、自然と

人とが共生するうるおいのある市街地の形成をめざして、次のとおり計画的な土

地利用を進めます。 

 

 ⑴ 住宅地 

  宅地需要の変化に的確に対応するとともに、だれもが安全・快適に暮らせる住宅

地の形成をめざし、都心部では、周辺環境と調和した土地の高度・複合利用によ

る都市アメニティ※の向上に努め、住みやすくゆとりのある都心居住を推進します。 

  また、戸建てを中心とした周辺市街地では、都市基盤の整備と併せ、土地の細分

化を防止するなど、緑豊かでうるおいに満ちた居住環境の形成に努めます。 

  さらに、豊かな自然に恵まれた田園地域では、周辺の自然環境や営農環境との調

和を図りつつ、計画的な都市機能の補完施設整備や、地域の魅力を活かした住宅

地の供給、交通ネットワークの強化による交流の促進を図り、生活環境の維持・

向上に努めます。 

 

 ⑵ 商業・業務地 

  にぎわいと活力を生む商業・業務地は、人々の交流が活発に行われる魅力ある地

                          
※ 都市アメニティ 都市における生活環境を構成する自然や施設、歴史的・文化的伝統などが、互いに他を活かし合うよう

にバランスがとれ、人間との間に真に調和が保たれている場合に生じる好ましい環境、都市の快適性のこと。 
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域となるよう、自然や歴史と調和した再開発事業の導入や商業機能の集積、文

化・集客・居住施設との複合化、安全・快適な歩遊空間の整備などにより、回遊

性があり個性的で魅力的な商業・業務地の形成を図ります。周辺市街地の大規模

小売店舗等の立地については、周辺環境との調和を図るよう、適切な規制・誘導

方法を検討します。 

また、総合支所周辺にある商業地は、地域のにぎわい創出の拠点として、地域

の生活に密着した商業地となるよう努めます。 

 

 ⑶ 工業地・流通業務地 

本計画の期間中には鳥取自動車道※の開通が見込まれ、関西圏や山陽圏との所要

時間が大幅に短縮されることにより、企業誘致や新産業の創出が期待できること

から、新たな工業地・流通業務地の整備・促進に努めます。  

また、既存企業の高度化や先端技術型・研究開発型企業の集積を促進するため、

地域社会との調和、自然環境の保全や回復に配慮した工業地・流通業務地の形成

に努めます。 

 

２ 自然的土地利用 

  本市は、緑豊かな中国山地、千代川をはじめとする多くの河川、はるかに広がる

紺碧の日本海など、四季折々に変化する豊かな自然に恵まれ、また特色ある歴史

的・文化的資源を有する、全国的に見ても自然環境、生活環境、都市機能のバラ

ンスのとれた地域です。 

  これらの多くの自然が残された地域は、本市の特色ある景観や地勢を形づくると

ともに、農林水産・観光などの産業の基盤、また市民の憩いの場、さらには国土

の保全といったさまざまな機能を有しています。 

  これらの地域においては、次のとおり土地利用を進めます。 

 

 ⑴ 農用地 

  本市の基幹産業である農業を振興すべき優良な農用地は、砂丘地から山間部まで

の豊かな自然を活かして特産品を産出し、安全で新鮮な農産物を供給する機能と

ともに、国土や自然環境の保全などの多面的機能を持っています。 

 これらの機能が、十分発揮されるよう配慮しつつ、その利用の高度化や農業経

                          
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
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営の合理化・近代化を進め、魅力ある産業として発展するような農用地の保全・

活用を図ります。 

 

 ⑵ 森林 

  市域の７割を占める森林は、林産物の生産だけでなく、災害防止や水源かん養、

生態系維持などの多くの機能を持っており、林業の振興とともに、これらの多面

的な森林機能の保全に努めます。さらに、森林体験交流施設、森林レクリエーシ

ョン施設などにより、人々が自然にふれあえる場としての活用を図ります。 

 

 ⑶ 自然公園等 

  本市には、山陰海岸国立公園、氷ノ山後山那岐山国定公園、西因幡県立自然公園

をはじめとする豊かな自然公園が数多くあります。この自然公園は、観光資源と

しても貴重な資源であることから、その自然や景観の維持・保全に努め後世に継

承するとともに、それぞれの地域にふさわしい公園施設などの適切な管理に努め

ます。 

  また、千代川、湖山池、日本海などの豊かな水辺空間については、水質の保全と

回復や関連施設の整備を進め、市民の憩いの場として、さらには自然に親しめる

身近な観光・レクリエーションの場として整備します。 
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