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第３章 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 

 

第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

２１世紀の山陰の中核都市として本市が発展し、まちのにぎわいを創出

していくためには、特色ある多様な地域資源を活用した市内外との積極的

な交流の推進と、市民の誇りとなる鳥取文化の醸成による、多彩なまちの

きらめきを生み出すまちづくりが必要です。 

 このため、鳥取自動車道※などの高速道路網の着実な整備の促進や、鳥

取空港、鳥取港の機能強化、総合的公共交通体系の確立、幹線道路の整備

など、交流の基盤となる環境を整えるとともに、高度情報通信基盤を活用

した効果的な情報発信を行います。 

 また、滞在型観光の実現のため、鳥取砂丘を核とした地域のあらゆる資

源を魅力ある観光地として再構築し、高速道路開通を見据えた戦略的な観

光振興を推進するとともに、国際化の推進や国内都市との多様な市民交流

を進めることにより、観光都市、国際都市として北東アジア地域での存在

感を高めていきます。 

 さらに、中心市街地の活性化や、交流による農山漁村の振興、Ｕ・Ｊ・

Ｉターン※の受け皿の整備、田舎を活用した定住対策などを進めるととも

に、個性ある地域文化の創出と歴史的街並みの保存整備など、市民が豊か

な心と地域への誇りや愛着を持てるまちづくりを進めます。 

 

 

 

                            
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 鳥取自動車道※、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道の整備を強力に促進するとともに、鳥取空港

の主要国内都市への空路確保、国際チャーター便の充実などに取り組み、高速交通網の拠点と

しての本市の特性を最大限に活かした、人・ものの交流が盛んなにぎわいのある都市をめざし

ます。 

現状 市民の声 

○鳥取自動車道は、平成２０年代前半の開通

をめざし、新直轄方式による整備（通行料

無料）が進んでいます。 

○山陰道の鳥取～青谷間は、平成１７年６月

に都市計画決定され、事業着手していま

す。 

○鳥取空港は、鳥取県東中部の空の玄関口と

して、国際交流の拠点施設としての役割を

果たしています。 

○智頭急行による関西、山陽圏への鉄道での

移動時間の短縮が図られているとともに、

平成１５年１０月には鳥取～米子間も高速

化され、鉄道の利便性が向上しています。 

 

○高速道路の早期開通によって市に活気が出

ると思うので、一年でも早く整備してほし

い。 

○鳥取自動車道の完成は、住民の切なる願

い。情報通信だけでなく人の移動も高速

化されることにより､文化･産業･観光が発

展していく。 

 

課題 

○鳥取自動車道、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道の早期完成を、関係機関と連携して促進する

必要があります。 

○高速道路開通を起爆剤として、観光、経済等さまざまな分野での活性化を推進していく必要

があります。 

○鳥取空港における主要都市への空路の確保や国際化を推進するチャーター便の就航促進が課

題です。 

○本市への集客を推進するためにも、ＪＲの利用をより一層促進していく必要があります。 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 

都市政策課 

都市建設課 

都市交流室 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度  

○３０分以内にＩＣ※に到達できるエリア    ０％        ９５％ 

○東京航空路便数               ４便         ５便 

○年間国際チャーター便数          １９便        ２５便 

施策の展開 

○高速道路等の整備促進 

 ・本市の将来の地域連携、地域活性化の重要な柱となる鳥取自動車道の早期開通を促進しま

す。 

 ・山陰地方の一体的な発展を可能とする山陰道（鳥取～青谷間）の早期開通を促進します。 

 ・因幡・但馬の交流促進につながる鳥取豊岡宮津自動車道の早期開通を促進します。 

○鳥取空港の機能充実 

 ・首都圏域との交流、ビジネスでの利便性向上を実現できる東京路線の５便化を関係機関へ

要望します。 

 ・北東アジア地域を中心とした国外との連携を深める国際チャーター便の就航を促進しま

す。 

 ・国内主要都市との交流促進を図るため、国内チャーター便の就航を促進します。 

○鉄道交通の充実 

 ・市域への集客、円滑な都市間の移動、人的交流を実現するため、山陰本線、因美線（智頭

急行）の利用を関係機関と協調し促進します。 

○鳥取港の活用 

 ・環日本海地域における海の玄関口として、鳥取港と国内外の他の都市・港との定期便就航

を検討します。 

効果 

○鳥取自動車道、山陰道、鳥取豊岡宮津自動車道等の高速道路網の有効利用により産業、観光

の発展が図られ、それによる地域の活性化が期待できます。 

○鳥取空港が首都圏、中京圏との交流促進の重要拠点となり、また、北東アジア地域との交流

拠点として一層の国際化が図られることで、産業・経済・人的交流の活発化により地元経済

が活性化します。 

 

 

 

 

 

 

                             
※ ＩＣ（インターチェンジ） 高速道路の出入り口の称 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 本市の都市構造、交通需要を十分踏まえ、安全で効率的な道路網の整備を計画的に進めると

ともに、交通渋滞の緩和、交通バリアフリー化など安心できる道路の整備を進め、市民や観光

客などの利便性の向上を図ります。また、生活路線バス、鉄道等が適正に運行される交通体系

を確立し、便利で住みやすい交通環境を維持、向上させます。 

現状 市民の声 

○マイカー利用などによる利用者の減少に伴

い、「バス路線再編・路線数の削減」などの

合理化が行われ、一層利用者の減少（バス

離れ）が進み、中山間地域での利用者の少

ないバス路線や公共交通空白地帯も存在し

ています。 

○平成１４年度から１００円循環バスを運行

し、年間利用者２３万人と多くの市民に利

用されています。 

○市道の整備水準は向上していますが、改良

率は５８％、舗装率は８３．２％（H17.4.1

現在）と未整備の路線も残っています。 

 

○バスなどが少ないので、行きたい時間に

行きたい場所に行くことができない。 

○環境への配慮や通学のため、公共交通機関

をもっと充実させてほしい。 

 

 

課題 

○本格的な少子高齢社会の到来を踏まえ、次代に負担を残さないような計画的な道路整備と都

市環境づくりが必要です。 

○最も費用対効果が高く住民のニーズにあった生活交通をいかに確保していくのかが課題で

す。 

○市全域で市民や来訪者が安心して利用できる道路環境の実現が必要です。 

 

都市政策課 

公園街路課 

都市建設課 

道路管理課 
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目標の設定 

                      平成１６年度     平成２２年度  

○１００円循環バス「くる梨」利用者数   ２３０，０００ 人  ２５０，０００ 人 

施策の展開 

○総合的公共交通体系の確立 

 ・市民ニーズや地域の特性にあった公共交通体系を総合的に検討します。 

 ・通勤、通学手段として欠かすことのできない鉄道、バス便数の確保とスムーズな接続を推

進します。 

 ・市街地の利便性を高める鳥取市１００円循環バス「くる梨」の利用を促進します。 

 ・オンデマンドバス※、パークアンドライド※など、新たな公共交通システムの拡充を促進す

るとともに、中山間地域等の交通手段の確保を図ります。 

 ・バスの運行情報の充実など観光客等が路線バスを利用しやすい環境づくりを促進します。 

○国・県と連携した総合的な幹線道路対策 

 ・国・県と連携し、主要地方道、市街地主要道路等を充実させ、市内各地や高速道路とのア

クセスの向上を図り、産業の振興を促進します。 

 ・道の駅「神話の里白うさぎ」「清流茶屋かわはら」で、観光客等利用者ニーズにあった各種

観光情報等を発信します。 

 ・観光用道路標識の充実などアクセス交通網の整備を推進し、鳥取砂丘等の観光地への渋滞

緩和を図ります。 

○生活道路環境の充実 

 ・都市計画に基づきながら、住環境と調和した生活道路、橋梁等の整備を推進し、市民生活

の利便性の向上を図ります。 

 ・道路の維持管理や危険箇所の把握、除雪による安全な道路管理を、市民、企業等との協働

により推進します。 

 ・防災、救急に支障のある生活道路の計画的な改良、バリアフリー化など、歩行者や自転車

も含めて市民が安心して利用できる道路整備を推進します。 

効果 

○市民生活に最も適した生活交通体系が構築されることにより、市民が快適に生活できる環境

が整います。 

○幹線道路、生活道路の充実による交通渋滞の緩和や、利便性の向上によって、豊かで活力あ

る地域社会の形成や安心して暮らせる社会が構築されます。 

○魅力ある「道の駅」の運営により観光客の利便性が向上し、観光入込み客の増加が期待でき

ます。 

○観光客等の来訪者の移動がスムーズになり、市内全域での集客交流が促進されます。 

主な指標・参考資料 

市民アンケート 

 

 

                             
※ オンデマンドバス 乗客のリクエストに合わせて走行経路を変更する方式のバスのこと。 
※ パークアンドライド 郊外にある鉄道の駅やバスの停留場の近くまで自家用車や自転車・原付きバイクで行き、
そこに併設された駐車場に駐車して、鉄道やバスなどの公共交通機関に乗ること。 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 情報通信技術を活用した福祉、医療、教育、防災等の住民サービスの向上を図るとともに、

行政サービスの向上や行政の効率化のための電子自治体化を積極的に進めます。また、高速通

信環境の整備により情報格差の是正を図るなど、総合的な地域の情報化を進め、情報通信によ

る新たな交流を生み出す高度情報通信ネットワーク社会を構築します。 

現状 市民の声 

○全市ＣＡＴＶ※網が平成１８年度末には完成予

定で、地上デジタル放送※の受信や、高速イン

ターネット※回線への接続が可能となります。 

○携帯電話不感地区が市内に現存しています。 

○市のウェブサイトは市民全体の２割程度しか利

用されていません。 

○国においては、ブロードバンド※、デジタル放

送、情報端末等の進展がもたらすいわゆる「ユ

ビキタスネットワーク※」の実現をめざしてい

ます。 

○中山間部にも高速通信を整備して欲し

い。情報社会から取り残されている。 

○家が山間部にあるため携帯電話の電波が

悪くて困っている。 

 

 

 

課題 

○市域内に現存する情報格差を是正し、すべての市民が必要な情報を自由に得ることができる

環境づくりが求められています。 

○情報発信により新たな交流を生み出し、地域の活性化につなげる必要があります。 

○情報通信技術を福祉、医療、教育、防災等の分野で活用し、より便利で安心な市民生活を実

現していくことが重要です。 

○国が推進するユビキタスネットワークへの取組みに対し、地方自治体でも積極的に取り組む

ことが求められています。 

 

                             
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 
※ 地上デジタル放送 映像や音声をデジタル信号に置き換えて送信する方法。アナログ式に比べ高画質、多チャ

ンネル、双方向性などの特徴がある。山陰地区では平成１８年放送開始。平成２３年には現在のアナログ放

送は廃止の予定 
※ インターネット P．５参照 
※ ブロードバンド Ｐ．５参照 
※ ユビキタスネットワーク 生活や社会の至る所で、何ら制約を受けず、自由に、ストレスなく、安心して利用

できる情報通信ネットワークや通信サービスの環境のこと。総務省「情報通信白書（平成１６年版）」では、

「『いつでも、どこでも、何でも、誰でもアクセスが可能』なネットワーク環境」と定義 

情報政策課 

情報化推進室 
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目標の設定 

                   平成１６年度     平成２２年度  

○ＣＡＴＶ加入件数          ３５，０００件    ４５，０００件 

○ブロードバンド世帯カバー率       ８０％       １００％ 

施策の展開 

○ＣＡＴＶ網の整備活用 

 ・地域の情報格差をなくすとともに、地域のブロードバンド環境を整えるため、高度情報通

信ネットワーク基盤であるＣＡＴＶ網を全市に整備します。 

 ・地上デジタル放送・衛星放送の再送信や自主制作番組の放送、高速インターネットによる

双方向通信などによる市民生活の利便性の向上を促進します。 

 ・高度情報通信ネットワークを活用した市民の自主的な地域情報の発信を促進します。 

 ・放送のデジタル化等を見据え、ビデオ・オン・デマンド※などＣＡＴＶ網を活用した高度利

用を検討します。 

○行政サービスの効果的提供 

 ・在宅や遠隔地での行政手続を可能にする電子申請システムをはじめ、行政手続や事務処理

の電子化などを推進し、電子自治体の構築を図ります。 

 ・高齢者等の健康をサポートする在宅健康管理支援サービスや医療支援サービス、携帯電話

を活用した防災システム、電子投票システム、公共施設予約システムなど、市民の利便性

向上を図る各種システムの導入や拡充について検討します。 

 ・手続の簡素化、ワンストップサービス※につながる住民基本台帳カードの加入を推進しま

す。 

 ・情報通信技術を最大限活用した、国内外への戦略的な情報発信を推進します。 

○携帯電話不感地区の解消 

 ・携帯電話の不感地区解消に向けて、移動通信用鉄塔の整備を推進します。 

○だれもがＩＴを活用できる市民社会の実現 

 ・公民館等におけるＩＴ講習や、高齢者・障害のある人へのパソコン講習等を充実します。 

 ・ウェブサイト※やテレビ会議などの情報通信ツールを活用した市民交流を促進します。 

 ・高齢者や障害のある人などにやさしい情報伝達手段を構築するとともに、適切な情報発信

を行います。 

○市民の自主的な情報施策の促進 

 ・コミュニティＦＭ※やデジタルアーカイブ※など、市民生活を充実させる民間の情報化事業

を促進します。 

効果 

○全市域で情報格差がなくなり、すべての市民が必要な情報を自由に得ることができます。 

○各種情報システムを活用した新たな市民サービスが充実し、市民の利便性向上につながります。 

○情報のスムーズな受発信から地域間交流が広がり、地域が活性化する可能性が広がります。 

主な指標・参考資料 

ＣＡＴＶ加入件数 

 

                             
※ ビデオ・オン・デマンド Ｐ．１８参照 
※ ワンストップサービス オンライン化等により、1か所又は 1回の手続きで、各種の行政サービスを受けられ
るようにするもの 
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
※ コミュニティＦＭ 市町村程度をエリアとした超短波（FM）放送。地域の特性を活かした番組や緊急情報の提
供が可能であり、平成１５年４月現在、全国で１６３局が開局している。 

※ デジタルアーカイブ Ｐ．１８参照 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 鳥取砂丘をはじめとする美しい自然や豊かな特産品、文化・歴史など、本市が有する貴重な

観光資源を再整備するとともに、ネットワーク化や情報発信を充実することで、通年・滞在型

観光の実現による地域活性化を図り、魅力ある「観光都市 鳥取」をめざします。 

 

 

現状 市民の声 

○平成１６年度には「鳥取砂丘整備構想」を

策定し、平成１７年度には地域再生計画、

構造改革特区の認定を受け、鳥取砂丘を中

心とした観光・産業の振興を推進していま

す。 

○鳥取砂丘、白兎海岸、海水浴場、観光農

園、温泉などの観光資源に恵まれ、特色あ

る文化資産も数多くありますが、より一層

観光地としての魅力づくりが求められてい

ます。 

○鳥取自動車道※の開通を観光振興の契機とす

るため、官民あげてのＰＲなどさまざまな

取組みが行われています。 

 

 

○鳥取砂丘や２０世紀梨をアピールして、鳥

取市に来た人が来てよかったと思えるよう

な鳥取市になってほしい。 

○観光地を有効に使っているとは思えない。

引きつけるものが乏しい。 

○観光地を活性化して県外からの人を多く受

け入れ､鳥取の良さを知る一歩にしてほし

い。田舎の良さを前面に出した心に訴える

ような開けた市にしてほしい。 

課題 

○本市の観光形態を通過型観光から通年・滞在型観光に早急に転換する必要があります。 

○高速道路網の整備を契機に、多数の県外客が流入する魅力ある観光地づくりが必要です。 

○観光地の活性化、コンベンション※の誘致などにより地域経済を活性化させ、観光産業の振興

につなげていく必要があります。 

○市民、行政、事業者等が一丸となり協働して、観光客が滞在する「鳥取らしい」まちづくり

を戦略的に行う必要があります。 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ コンベンション 集会、会議、大会、研修会、研究会、シンポジウムなど共通の目的をもって人が集まる催

し 

観光コンベンション推進課 

産学官連携室 

都市建設課 

企画調整課 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

○観光客入込客数             １５１万人      ２００万人 

○コンベンション誘致数           ６８件（50,000泊） １００件(100,000泊)  

○観光的経済効果額            １６７億円      ２２０億円 

施策の展開 

【観光資源の再整備と活用】 

○鳥取砂丘の活性化と再整備～砂の王国・鳥取砂丘の実現～ 

 ・鳥取砂丘の景観の保全・再生を図りつつ、砂丘の自然環境の特性、構造改革特区による規

制緩和を活かした地域の活性化に資するイベントを開催します。 

 ・新たな砂丘見学ルートや散策コースの設定などの自然体験・交流型の多彩な集客交流メニ

ューを展開します。 

 ・砂丘商店街の総合的な魅力アップによるにぎわい創出を図ります。 

 ・砂丘の景観を永続的に継続できる市民意識・組織の育成を促進し、砂丘地区内の禁煙、除

草など砂丘の景観保全を図ります。 

 ・鳥取砂丘情報館「サンドパルとっとり」を砂丘観光情報の発信拠点として充実させ、集客

力の高い魅力ある施設運営を図ります。 

 ・鳥取砂丘を拠点とする滞在型観光の実現のため、バンガロー等の簡易宿泊施設整備を検討

するとともに、観光関係事業者、ＮＰＯ※などに対する必要な支援及び砂丘観光の推進力を

高める「(仮称)砂丘倶楽部」の結成を推進します。 

○観光客を引きつける満足度の高い観光地の創出 

 ・市内に点在する観光素材（風土資産）を市民、ＮＰＯ、行政などとの協働により発掘・再

検証するとともに、再整備を推進します。 

 ・鳥取温泉、吉岡温泉、鹿野温泉、浜村温泉等市内各温泉地の連携事業の推進及び温泉施設

の利用促進と、温泉情緒のある街並み景観整備や空き家、空き店舗の利活用を推進しま

す。 

 ・因幡万葉歴史館、河原城、流しびなの館、さじアストロパーク、あおや和紙工房などの既

存の観光施設の魅力を向上させ、リピーター客の確保を図ります。 

 ・多機能なみなと空間を活用し、「鳥取・賀露みなとオアシス」地域の振興を図ります。 

 ・滞在型観光を促進する市内各観光エリアにおける体験交流事業を設定します。 

○観光資源のネットワーク化の推進 

 ・各地域の風土資産を束ねたゾーン化の推進による観光資源ネットワークを構築し、ネット

ワークを活用した情報発信を行います。 

 ・城下町とっとりの歴史文化を活用した市街地回遊観光ルート、史跡歴史観光ルート、食文

化観光ルート、温泉健康観光ルート等観光客ニーズに合わせたさまざまな観光ルートを創

出します。 

 ・ループ麒麟獅子をはじめ、ＪＲ、バス、タクシー等公共交通機関とタイアップした観光交

通の充実や、レンタサイクルの利用を推進します。 

【新たな観光戦略の展開】 

○鳥取自動車道開通を見据えた観光戦略の推進 

 ・京阪神、中京地区をターゲットとした観光キャラバンを官民協働で推進するとともに、市

民の鳥取自動車道開通気運を高揚させ、県内外に鳥取自動車道、鳥取市をアピールする通

年型観光イベントを２００９年度に行います。 

 ・鳥取ブランド商品、地域ブランドのＰＲによる地域イメージの構築と、オンリーワン素材

の活用により、滞在型観光を推進します。 

 ・パーキングエリア・道の駅で特産品、鳥取ブランド商品を充実させるとともに、市内観光

情報の効果的な発信による集客、リピーター客の確保を図ります。 

 ・自家用車で市域を効果的に周遊できる観光ルートの設定・ＰＲを行います。 

 ・渋滞緩和など観光地へのアクセス向上のため、駐車場や観光看板、案内表示を充実させま

す。 

                             
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
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・観光戦略グランドデザイン推進会議の体制を強化し、総合的な観光戦略を実践します。 

○新たな観光産業の創出 

 ・地域の特性や資源を活用した市民による新たな観光産業の創出を支援します。 
 ・鳥取ブランド商品の開発による特産品の魅力アップと販路の拡大を図ります。 
 ・豊かな自然、農業、漁業を体験・交流できる市民観光農園、観光漁業を促進することによ
り、グリーンツーリズム※の取組みを推進します。 

○広域観光の展開 
 ・県内４市共同による観光事業を展開するとともに、大阪事務所を拠点とした関西圏、中京

圏、山陽圏域との連携を推進します。 
 ・山陰における総合的な観光交流の推進のため、松江市と連携した観光事業を展開するとと
もに、近隣県、市町村との広域集客事業を推進します。 

 ・広域観光エリア（新因幡）として鳥取県東部が一体となった事業を推進し、新たな「鳥取
県東部ふるさと市町村圏計画」や因幡ふるさと振興基金を活用した、因幡地域の紹介や人
材育成などの事業を展開します。 

・但馬地域との観光連携の強化のため、因但県境自治体会議（コリドー２１）※等への積極的
な参画や、圏域での観光事業を推進します。 

○多様な文化の活用 
 ・郷土の先人の足跡や史実と、観光が一体化した新しい魅力づくりを推進します。 
 ・豊富な山海の幸と地域の個性あふれる食文化を活用した「食」による新たな観光戦略を促
進します。 

○観光イベントの充実 
 ・鳥取しゃんしゃんまつり、鹿野まつり、貝がら節まつり等各地域の個性や自然を活用した
観光イベントの市民等との協働実施を推進します。 

 ・複数のイベントを連携して実施し、集客における相乗効果を高めます。 
○アウトドア観光の振興 
 ・湖山池周辺の地域振興を図るため、生き物、自然、文化、伝統等湖山池独自の風土を観光

素材として確立します。 
 ・サンドボード、ハング・パラグライダー、カヌーなどのアウトドアスポーツの促進やトレ
ッキングコースの設定など、自然を活かしたアウトドア集客を推進します。 

 ・日本海の魅力と各地域の海岸の特徴を活用した、マリンレジャー等による集客を推進しま
す。 

【受入れ体制の充実と情報発信】 

○観光情報の効果的発信 
 ・ＱＲコード※、ライブカメラ等情報ツールを活用した観光ＰＲや、インターネット※情報を
充実し、国内外への情報発信を強化します。 

 ・旅行業者、旅館、交通事業者などとの連携による新たなパックツアー等観光商品の設定と
共同ＰＲを推進します。 

 ・映画、テレビドラマ、ＣＭ等のあらゆるジャンルのロケーション撮影の誘致をＮＰＯなど

との協働により促進します。 
 ・市内の観光素材を網羅した「（仮称）鳥取のスポット５００選」の作成により観光の選択肢
を広げ、滞在日数の拡大を図ります。 

○コンベンション※の開催誘致 
 ・国内はもとより、国際的な各種コンベンションの開催促進に向け、民間事業者と連携した
積極的な誘致活動を行います。 

 ・コンベンション開催に十分な宿泊先、会議室等の受け皿の整備を促進します。 

                             
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 
※ 因但県境自治体会議（コリドー２１） 県境を越えて自治体の特性を活かしつつ、行政、経済、文化等の連絡

調整を行いながら各自治体の相互発展と圏域の振興を図り、まちづくりに邁進することを目的として、平成

８年に設立されたもの。合併前の国府町が構成町であった。コリドー（corridor）とは、「回廊」の意味。
現在の構成自治体は、鳥取市、岩美町、若桜町、新温泉町、香美町である。 

※ ＱＲコード バーコードが一方向だけに情報を持っているのに対し、ＱＲコード(二次元コード）は、縦、横

二方向に情報を持ち、記録できる情報量が格段に増加したもの 

※ インターネット Ｐ．５参照 
※ コンベンション Ｐ．１２８参照 
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 ・コンベンションの継続誘致のため、民間事業者、行政等による誘致組織を育成し、組織の

機能強化を推進します。 
 ・コンベンションを開催する組織への支援を強化するとともに、アフターコンベンションの
強化・充実を図ります。 

○観光もてなし意識の強化と人材育成 
・観光大学等観光関連の各種講座、研修会における「おもてなし研修」を充実させ、数多く
の観光マイスター（ガイドタクシー運転手、観光ガイド）を育成するなど、観光関連事業

者の接遇技術の向上を促進します。 
・観光マイスターや観光関連事業者と連携し、「ようこそ意識」高揚のための市民研修を促進
します。 
・市民、観光関連事業者との協働によるおもてなし啓発事業を推進し、市全体で観光客をも
てなす雰囲気づくりを推進します。 

 ・観光客のニーズに合った観光ボランティアガイド、砂丘保安官を育成・支援します。 

 ・観光客のもてなしにつながる観光インフォメーションや、駅前等の主要ポイントにおける
観光案内板などを充実するとともに、地域の観光振興を担う人材を育成します。 

 ・外国人に対する案内表示、パンフレット、宿泊等受入れ体制を整備し、外国人観光客の増
加を促進します。 

効果 

○鳥取砂丘等観光拠点の整備を進め、ネットワーク化、情報発信することで、滞在する観光客

が増加し、にぎわいと交流にあふれたまちになります。 

○観光客の増加が特産品生産者、販売業者、宿泊施設等観光関連産業を活性化させ、地域経済

が活性化します。 

○観光客のニーズに合致した魅力ある観光資源がまちにあふれ、「観光都市 鳥取」が実現しま

す。 

主な指標・参考資料 

地域別観光入込客数の推移（県観光課―観光客入込動態調査―） 

 

（単位：千人） 

地域 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 

鳥取砂丘・いなば温泉郷周辺 1,114 1,224 1,177 1,190 1,510 1,514 

浦富海岸・岩井温泉周辺 487 441 398 494 451 441 

八頭周辺 276 244 270 282 272 239 

とっとり梨の花温泉郷周辺 1,679 1,624 1,686 1,610 1,599 1,733 

東伯耆周辺 610 785 797 797 816 781 

米子・皆生温泉周辺 1,490 1,457 1,517 1,525 1,462 1,277 

境港周辺 1,659 1,451 1,409 1,456 1,660 1,489 

大山周辺 1,601 1,241 1,247 1,321 1,300 1,107 

奥日野周辺 128 131 104 111 105 103 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 姉妹都市をはじめとする幅広い国内外の都市との交流を進め、人・物・情報・資金の行き来

を盛んにすることにより地域の活性化を図るとともに、市民の国際意識のかん養を図り、在住

外国人が暮らしやすく、訪れる人が親しみやすいまちをめざします。 

 

現状 市民の声 

○国内外から本市を訪れる人が増え、在住外

国人が増えている状況であり、より一層の

情報やサービスの提供が求められていま

す。 

○韓国、中国等の環日本海諸国との交流を積

極的に行うとともに、おもちゃ・移住・ス

ポーツのつながりからドイツ、ブラジル、

エクアドル等との交流を展開しています。 

○歴史、文化、風土等でつながりのある国内

都市と、産業、教育、文化、スポーツ等の

分野でさまざまな国内交流を行っていま

す。 

 

○韓国や中国など外国の都市との交流の盛ん

な国際的な都市になってほしい。 

 

課題 

○国際、国内交流とも、市民が主役となる交流機会をより一層増やしていくことが必要です。 

○交流を推進する国際感覚に優れた人材の育成が必要です。 

○在住外国人、観光や仕事で訪れる外国人が安心して生活・滞在し、交流できるソフト、ハー

ド面での受け皿が必要です。 

 

目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

 

○国際交流事業参加者の数      ２４，９００人     ５０，０００人 

○国内交流事業参加者の数       ３，３００人     １０，０００人 

 

 

都市交流室 
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施策の展開 

○姉妹都市をはじめとする幅広い都市交流等の推進 

 ・姉妹都市（韓国：清州市、ドイツ：ハーナウ市、釧路市、姫路市、岩国市、郡山市）や交

流都市（交流する地域や分野を特定）との、戦略性･プロジェクト性を重視した、教育、文

化、産業、スポーツ等の交流を推進します。 

 ・サッカー・ワールドカップ大会を契機に始まった、エクアドルとの国レベルの交流を全国

の都市に先駆けて推進します。 

○国際理解の推進と人づくり 

 ・市民の国際意識を高める国際理解講座や交流イベントのほか、韓国、中国、ドイツ語等の

語学講座を充実します。 

 ・姉妹都市等との間で行う児童・生徒、青年、民間団体の派遣受入れを推進します。 

 ・市民が在住外国人（留学生、企業研修生、国際交流員、外国語指導助手等）と直接交流で

きる場を創出します。 

 ・さまざまな分野の民間国際交流団体の活動を積極的に支援します。 

○国際観光への取組みと在住外国人等への支援 

 ・ウェブサイト※、印刷物、案内板、標識等を活用した外国語による情報提供を充実します。 

 ・バス停など公共交通機関における案内表示の外国語標記など、民間企業の各種情報に対す

る外国語標記を促進します。 

 ・外国語で対応できる各種窓口の充実を支援します。 

 ・在住外国人の日本語や日常生活に関する研修を実施するとともに、支援ボランティアを育

成・活用します。 

○国際交流拠点の充実 

 ・国際交流プラザと鳥取県国際交流財団や民間国際交流団体との連携を強化するとともに、

同プラザの国際交流の拠点性を高め、情報提供、生活相談等の機能を充実します。 

○国際連携・協力の推進 

 ・国際化につながる産学官連携事業や、陸海空の交通網・情報通信網の整備を推進します。 

 ・北東アジア地域の拠点都市として、「環日本海拠点都市会議」へ参加し、北東アジア各地域

とのさまざまな分野での交流・連携と、多角的な国際連携・協力を提案していきます。 

○戦略性を持った柔軟な国内交流の推進 

 ・観光キャンペーンの連携実施、物産展の相互開催を推進します。 

 ・豊かな自然環境を活かした農山漁村の体験交流の受け入れ、小・中学生の相互訪問研修、

高校生による都市の歴史や文化に関する研究事業、友好親善のスポーツ大会などを行いま

す。 

 ・交流都市との歴史・文化研究成果を積極的にまちづくりへ活用します。 

 ・有事や災害の際に人、物で支援する相互応援体制を構築します。 

 ・全国各地の県人会とのネットワーク化と情報交換を推進します。 

効果 

○多様な市民交流から自主的な地域活動や団体活動が活発化し、地域の自立が促進されます。 

○異なる文化や価値観にふれることにより、市民自らが「鳥取らしさ」を再認識でき、「新たな

鳥取像」の創造につながります。 

○姉妹都市や産業界、大学等との連携・協力による鳥取独自の「交流によるまちづくり」が進

展することで、「小さな世界都市 鳥取」としての魅力が醸成されます。 

主な指標・参考資料 

鳥取市の在住外国人数の推移（資料：市民課） 
 

Ｈ12 1,181人 Ｈ13 1,238人 Ｈ14 1,260人 Ｈ15 1,333人 Ｈ16 1,557人 
 

                             
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 



 134 

第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 中心市街地、農山漁村がそれぞれの魅力を向上させるとともに、住民同士の交流を促進する

ことにより、地域の自立や市の一体化を図り、「まち」と「むら」が共存共栄できるまちづくり

をめざします。また、鳥取自動車道※開通により関西・山陽圏の都市住民との交流の活発化が期

待できることから、本市の魅力の積極的な情報発信により、交流人口の増加をめざします。 

現状 市民の声 

○自家用車が普及し、郊外に大型ショッピン

グセンターができるなどの社会環境の変化

に伴い、中心市街地は、来訪者が減少し、

経済活動が低迷しています。 

○平成１７年度には「パレットとっとり」が

オープンし、中心市街地のにぎわい拠点と

して順調な集客効果を見せています。 

○農山漁村においては過疎化が進行し、後継

者不足による活力の低下や地域コミュニテ

ィの衰退が見られます。 

○むらの自立をめざして、ワークショップに

よる地域資源の再発見、農産物を活用した

特産品の新規開発など住民主体のむらづく

りの取組みが進みつつあります。 

○娯楽施設、アウトレットモール※などが整備

されれば、若い人が鳥取で楽しめて暮せる

市になる。 

○都会のまねはできない市なので、田舎の良

さを前面に出した心に訴える市にして欲し

い。 

 

 

 

課題 

○中心市街地に魅力ある店舗を増やし、利便性を向上させ、市民や観光客が行き交う市街地と

することが重要です。 

○鳥取温泉、城下町の風情等の地域資源を、市民、商店街振興組合、行政などの協働により磨

きをかけ、また、ネットワーク化させることによって人の周遊を促進することが必要です。 

○農山漁村の特性を活用し、グリーンツーリズム※など都市住民との多様な交流と特産品販売な

どを推進していくことで、むらの元気を創出していくことが必要です。 

 

                             
※ 鳥取自動車道 Ｐ．４参照 
※ アウトレットモール 主にメーカー品や、いわゆる「ブランド品」（通常、百貨店などで高額で売られている

もの）を低価格で販売するショッピングセンターのこと。 
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 

まち・むら活性化チーム 

農業振興課 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

○中心市街地 休日１日当たり通行量   １，６２２人     １，８００人 

○市外との交流に取り組む地域数       ３地域        ９地域 

施策の展開 

○中心市街地活性化の推進 

 ・住民自らのまちづくり活動の推進と、魅力ある店づくり、商店街振興組合等の事業に対して

必要な支援を行います。 

 ・市民の市街地活性化への取組みをサポートする専門家等によるアドバイザー制度を創設しま

す。 

 ・地域の魅力づくりを図るまちづくりアイデア（まちづくりの種）を募集・活用します。 

○市街地拠点のネットワーク化の推進 

 ・史跡、城下町、商店街、市街地温泉、駅前等を結ぶ市街地周遊ルートを整備し、ＰＲしま

す。 

 ・バス、ＪＲ、タクシー等事業者と連携した効果的な市街地観光対策を推進します。 

 ・市民等との協働による市街地の新たな拠点づくりとネットワーク化を推進します。 

○交流による農山漁村の振興 

 ・グリーンツーリズム、交流居住※の促進のため、各農山漁村地域の受入れ体制の整備を進め

ます。 

 ・体験交流を実践するリーダーの育成を進め、地域への啓発や交流へのコーディネートを推進

します。 

 ・都市住民が土と親しむことのできる交流農園、遊休農地等の有効活用を促進します。 

 ・インターネット※等を活用した関西圏、中京圏等への交流ＰＲを推進します。 

 ・都市住民が必要とする具体的情報を提供できる田舎暮らし体験ツアーや、体験イベントの実

施とふるさと会員制度などを導入します。 

○自立する「むら」の育成 

 ・地域の風土、特産品など地域活性化につながる資産の掘り起こしと活用策を検討します。 

 ・地域が元気になる活性化策についての市民、行政などの協働による研究（ワークショップ

等）を推進します。 

 ・むらの活性化につながる自主提案型プロジェクトに対して支援を行います。 

 ・各地域活動者のネットワークづくりの支援と地域間交流から波及する農山漁村の競争力、経

済効果の向上を促進します。 

 ・交流がもたらす新たな農林水産事業の創出による新規雇用機会の拡大を促進します。 

効果 

○中心市街地の地域資源をネットワーク化し、自立した魅力ある店舗が増えていくことで、入込

み客が増加し、市街地の活性化が図られます。 

○まちとむらとの交流が進み市民の自主的な地域活動により、むらににぎわいが戻り、また新た

な経済効果が生まれることで、地域の自立が図られます。 

主な指標・参考資料 

都市住民アンケート―総

務省― 

 

 

                             
※ 交流居住 都市に住む人たちが、都市と田舎の両方に滞在する場所を持ち、それぞれの場所を仕事や余暇・趣

味などのために使い分け、地元の人たちとの交流を楽しみながら生活する新しい生活のスタイル  
※ インターネット P．５参照 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 企業誘致等による雇用の創出を図り、Ｕ・Ｊ・Ｉターン※の促進や若者流出の抑制を図る一

方、「田舎暮らし」などの新しいライフスタイルや団塊の世代※の受入れ等を踏まえ、恵まれた

自然風土を積極的に活用した生活環境を提案し、県外者が移住したいと思うまちづくりを進

め、にぎわいのある地域の創出をめざします。 

 

 

現状 市民の声 

○中山間地域においては過疎化が進行してお

り、特に生産年齢人口の減少が顕著となっ

ています。そのため産業の担い手不足や伝

統芸能等の後継者不足など地域活力の低下

が問題となっています。 

○いわゆる団塊の世代の退職等、熟年者の人

口移動が見込まれます。 

○余暇時間の増大や豊かで充実した生活を求

める傾向の中、「田舎暮らし」への憧れな

ど、「交流居住・二地域居住」等の新たなラ

イフスタイルが提起されています。 

 

 

○団塊の世代が退職した後の社会全般が心

配。２～３年の間に２０代､３０代の人にす

べてのものを教え指導したいが､肝心の若い

人が鳥取県には少ない（優秀な人材が県内

で働く所が無い。）。若い人を定住できる

ようにしてほしい。 

○優秀な人材がふるさとに戻って住みたいと

いうまちにしてほしい。いくら教育に力を

入れても､県外大学に進学して戻って来な

い。何よりも地域のつながりが良くなるよ

う各々の自治会が努力すべき。長期展望を

持ってじっくり進めなくては､高齢者ばかり

になってしまう。 

課題 

○恵まれた自然風土の積極的な活用などにより、新たなライフスタイルに対応した施策を積極

的に取り組む必要があります。 

○若者が流出しないための雇用創出、大学生等の就職支援、住み良いまちを実現するためのイ

ンフラ整備や教育、福祉の充実など、にぎわいを生み出す総合的な定住対策が必要です。 

 

 

 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
※ 団塊の世代 Ｐ．２参照 

まち・むら活性化チーム 

農業振興課 

産業振興課 

建築住宅課 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度  

○宅地情報、空き家情報を活用した 
市外からの中山間地定住世帯数        －         ４０世帯 

施策の展開 

○田舎を活用した定住の促進 
 ・各地域での都市住民受入れ可能調査の実施と受入れ可能地域のデータベース化を推進しま
す。 

 ・交流居住体験イベント、モニターツアー、キャンペーン等の実施による田舎の効果的ＰＲ
を行います。 

 ・宅地情報、空き家情報などの田舎不動産登録制度の創設と紹介業務を推進します。 
 ・都市住民受入れのための空き家屋、古い民家の修繕や補修に対する支援を検討するととも
に、廃校等公共施設の効果的な活用を検討します。 

 ・田舎生活における就業、生活相談サポート、バックアップ体制を確立します。 
 ・定住先として必要な魅力づくり、自立した地域づくりのための取組みを支援します。 
 ・都市住民受入れの市民意識を醸成するとともに、各自治会等の受入れに係る取組みについ

て支援を行います。 
○都心居住の推進 
 ・市街地における建築物の民間との共同建替の検討や、利便施設の充実など、中心市街地再
開発を推進し、都心での居住環境向上を図ります。 

 ・中心市街地の公共性をより高めるとともに、空き家情報の提供など中心市街地での居住を
促進するための施策を検討します。 

○雇用創出と人材の誘致 
 ・産学官連携による新たな産業分野での雇用機会を創出します。 
 ・企業誘致活動による雇用の創出や、若者の就職支援により、定住化を促進します。 
 ・新規特産品開発など新たな農林漁業事業における新規雇用を促進します。 
 ・県外で活躍する地元出身者の地元企業での雇用など人材誘致型Ｕターン※を促進します。 
 ・団塊世代の受入れ体制の充実のため、都会でのキャリアを鳥取で活かせる職業紹介など、

きめ細かい雇用対策を推進します。 
 ・Ｕ・Ｊ・Ｉターン登録バンクを設立し、登録者に対する積極的な情報提供とコーディネー
トによる定住の促進を図ります。 

○住みやすい環境の整備 
 ・利用しやすい公共交通の促進と、道路、下水道、高度情報サービス網等のソフト、ハード
両面の住環境整備を推進します。 

 ・やすらぎを与える公園・広場などの交流空間の創出や、歴史的街並み整備、温泉を活用し
た住宅供給を促進します。 

 ・学校教育、社会教育、福祉等の諸施策の充実により定住を促進します。 
 ・Ｕ・Ｊ・Ｉターンの受け皿となる公的賃貸住宅（都市型・農村型）の整備を検討します。 

効果 

○Ｕ・Ｊ・Ｉターンや若者、団塊の世代等の定住により定住人口が増加し、地域ににぎわいが

創出されます。 

○新たに流入する人材の知的財産や経験を活かして、新しい産業の創出、人材の育成、教育・

文化の向上、地域コミュニティの活性化が促進されます。 

主な指標・参考資料 

 

 
                             
※人材誘致型Ｕターン 県外で活躍する地元出身の高度技術者などの有為な人材のＵターンを促進し、産業や地

域文化の発展を担う人材確保を図るもの 
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第３章 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 
 

 第１節 交流と文化によるまちのにぎわいづくり 

 

  第１ 交流を促進する高速交通網等の整備 

  第２ 便利で快適な交通基盤の整備 

  第３ 新たな交流基盤としての情報通信網の整備 

  第４ 地域資源を活かした観光交流の振興 

  第５ 市民が主役の国際交流・国内交流の推進 

  第６ 交流による「まち」と「むら」の振興 

  第７ にぎわいを創出する定住対策の推進 

  第８ 地域魅力の再発見と新たな地域文化の創造 

 

めざす方向 

 市民すべてが自由に文化芸術活動を楽しみ、また、歴史的街並み、文化財等を保存整備して

いくことで、個性ある地域文化の創出とまちのにぎわいづくりを図り、市民が豊かな心と地域

への誇りや愛着を持てるまちづくりをめざします。 

 

現状 市民の声 

○心の豊かさを求める傾向の中で、文化芸

術、郷土の歴史や文化財に対する市民の関

心が高まっています。 

○戦前戦後の自然災害、都市施設の改造、高

度成長期の改変などで個性豊かな伝統的な

街並みが少なくなっています。 

○現存する歴史的街並みを保存・活用しよう

と市民主体のさまざまな活動が展開されて

います。 

○平成１６年度に「鳥取市文化芸術振興に関

する基本方針」を策定し、総合的な文化振

興に取り組んでいます。 

 

○地域の歴史や文化を大切に残してほし

い。 

○都会から帰省した人が、昔と変わらない

郷土の風景に安心し、地元の祭りで自分

達たちより上手に、楽しそうに踊ってい

るのを見て、古いものを大切にして、残

していかなければならないと思った。 

○市内各地区の芸能に取り組み、自分達の

新しい息を吹き込み、育てることで、自

信と活気にあふれ、人と人との心がつな

がった鳥取市となると思う。 

○歴史館、博物館を充実させ、歴史にふれ

あえる都市にしてほしい。 

課題 

○郷土の文化芸術、文化財を積極的に保存活用し、貴重な財産として次代に継承することが重

要です。 

○市民の誇りと活力の醸成を図るため、歴史的街並みを大切にし、まちづくりの資源となる優

れた都市基盤や建築物を保全することが必要です。 

○市民の文化芸術の享受へのニーズに応えながら、魅力ある鳥取文化を創造していくことが必

要です。 

○各地域の文化施設を、観光的集客効果がある施設としてより魅力を高めていくことが重要で

す。 

 

 

 

 

文化芸術推進課 

文化財課 

都市計画課 
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目標の設定 

                   平成１６年度      平成２２年度  

○主な文化施設への入込数       ３６９，０３３人   ３９０，０００人 

○文化芸術イベントの鑑賞者数      ８１，２６５人   １２０，０００人 

施策の展開 

○文化振興のための情報収集・情報提供の推進 
 ・市民の文化振興に役立つ、文化芸術に関する市内外の情報の集積化を図ります。 
 ・市民が芸術にふれる機会を促進するため文化芸術情報を積極的に提供します。 
 ・文化資源をデジタル保存して情報発信に活用するデジタルアーカイブ※を推進し、デジタル
ミュージアム※構想を検討します。 

○地域の文化活動、文化団体に対する支援、育成 
 ・地域において気軽に文化活動ができる場を確保・提供し、市民が自主的に行う文化芸術活
動を支援します。 

 ・創造性豊かな芸術家や優秀な指導者の発掘・育成を推進します。 
 ・地域に根付いた祭りや伝統芸能の促進を図るための支援を行います。 
○文化財の掘りおこし・保存・伝承による魅力ある地域づくり 
 ・史跡池田家墓所、栃本廃寺の計画的な復元整備を推進するとともに、青谷上寺地遺跡や美
歎水源地など文化財調査を進め、遺跡等の文化財指定を促進します。 

 ・市民等との協働により文化財の保存活用を推進します。 
 ・有形・無形の文化財、埋蔵文化財を観光素材として活用できるよう情報発信を行います。 
○史跡鳥取城跡の整備推進 
 ・「史跡鳥取城跡附太閤ヶ平保存整備基本計画」に基づき、櫓などの構造物の復元的整備を含
めた総合的な鳥取城跡整備を推進します。 

○文化芸術イベントの促進 
 ・市民が主体となる地域の個性あふれるイベントを促進します。 
 ・各地域で催される文化芸術イベントなどの情報発信を行います。 
○市民の郷土愛や誇りを醸成する城下町の保存・再生 
 ・鳥取地域の中心市街地、鹿野地域などに残る歴史的建造物の再生整備と、歴史的街並み景
観の保全を推進します。 

 ・歴史的な街並みと現在の街並みの融合による新たな魅力ある街並みを創出します。 
 ・歴史的街並みを活用した各種文化事業を促進し、情報を発信します。 
○文化施設の充実 
 ・鳥取世界おもちゃ館（わらべ館）、鳥取市歴史博物館（やまびこ館）、あおや郷土館・青谷
上寺地遺跡展示館等各地域の資料館などを充実し、県内外の観光客にとって魅力的な施設
運営を推進します。 

 ・各文化施設を戦略的にネットワーク化し、効果的な連携によるＰＲと集客を推進します。 
 ・市民に親しまれる施設となるよう、施設運営に一層の市民参画を促進します。 

効果 

○市全体で多種多様な文化芸術活動が営まれ、市民生活に心のゆとりを与えます。 

○各地域の歴史的街並みと美しい環境が市民生活を豊かにし、市民に地域への誇りや愛着が生

まれます。 

○文化財、文化施設が魅力ある観光素材となり、その活用による集客効果と地域活性化が図ら

れます。 

○地域の歴史ある伝統文化が次世代へと着実に継承され、文化の薫り高い鳥取市が未来へと受

け継がれます。 

主な指標・参考資料 

・主な文化施設入込客数 

 

                             
※ デジタルアーカイブ Ｐ．１８参照 
※ デジタルミュージアム Ｐ．２７参照 

主要施設入館者数等 

施 設 名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

鳥取市歴史博物館（やまびこ館） 40,063 38,105 29,463 33,984 32,861 

鳥取世界おもちゃ館（わらべ館） 110,115 121,676 127,633 126,910 134,208 

仁風閣 32,265 30,134 30,530 29,529 35,299 

鳥取市文化ホール 60,581 64,563 54,454 54,365 60,192 

鳥取市民会館 67,313 77,594 119,710 76,181 80,081 

福部歴史資料館 1,226 1,864 1,041 663 712 

河原歴史民俗資料館 320 270 382 469 386 

用瀬郷土歴史館 315 308 302 295 288 

佐治歴史民俗資料館 622 635 1,236 962 510 

あおや郷土館 15,313 14,350 12,566 10,339 10,101 

青谷上寺地遺跡展示館 ※20,561 20,022 27,072 20,758 14,395 

計 348,694 369,521 404,389 354,455 369,033 

※Ｈ１３～１６の平均値 
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