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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。 



 27 
 

 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。 


