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  第 1 回 第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会 議事概要 

 
【日  時】   平成２４年５月１４日（月）１０：００～１２：００ 

【場  所】   鳥取商工会議所 ５階会議室 

【委員出欠】   出席２４名、欠席４名（委員名簿参照） 

【事 務 局】   都市整備部中心市街地整備課 

【会議概要】 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

  この度第１回鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会が、委員の皆さんのご協力、ご快諾

頂けたお蔭で発足することが出来た。皆様にはお世話になるが、よろしくお願いしたい。 

  第１期の中心市街地活性化基本計画は、平成１９年１１月に政府の認定を得て平成２４年まで

の５年５ヶ月の計画としてスタートした。二核二軸の中心市街地の構造を基に、住んでもよし出

掛けてもよし、そしてふるさとを感じる『住みたい 行きたい ふるさと鳥取』をキャッチフレ

ーズとして、駅中心の核、鳥取城跡中心の核そしてその２つを繋ぐ若桜街道・智頭街道の二軸を

強化する取組みを、市民の皆さん、民間事業者の皆さんと共に推進してきた。 

  しかしながら、この計画の実施は目的を十分に遂げるに至っていないため、我々は２期計画が

必要であると考え、１期計画の中で議論されなかった安全安心な街づくりの観点を新たに加えて

中心市街地の活性化を図り、合併後の鳥取市のさらなる前進を図っていきたい。   

現在、鳥取市では安全安心な街づくりの観点から、市庁舎整備について大いに議論され、この

度住民投票を行うこととなった。今回の住民投票の結果やこれまでの取組みを踏まえて、２期計

画を皆さんの英知を結集して頂き、将来に向け鳥取市が前進する、夢のあるまちづくり計画とし

てまとめて頂きたい。 

  合併し大きくなった鳥取市の中心として、多極型のコンパクトな街づくりの中で中心市街地に

は大きな役割があることを基本認識し、中心市街地の活性化を通じて、山陽・関西・山陰の他の

地域からみても、鳥取市が魅力あり活力のある街になるよう展望しながら、中心市街地の活性化

について力強く取り組んでいきたい。 

 

３ 委員紹介 

  名簿に従い紹介 

 

４ 委員長・副委員長の選出について 

   道上委員長、倉持副委員長、山下副委員長 選出 

 

５ 委員長あいさつ 

  先程、市長からもお話があったが、最近は気候的にも地震や竜巻などの天変地異が非常に多発

している。我々にとっては、安全安心が非常に大切である。これまでは安全安心は役所がするこ
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とと思っていたが、これからは我々自身、市民一人一人が安全安心を考えながら、あるいはリス

クを考えながら色々設計していくことが大切ではないか。 

  市庁舎問題についても賛成反対色々あるが、それはそれとして市の政策も市庁舎問題にしても

街づくりに関係している。その問題について、市民が一生懸命色々な角度で議論されている。こ

れが非常に中心市街地の活性化に大きく貢献しているのではなかろうかと思う。というのが、我々

の街、我々の中心市街地を我々の考え方でつくっていくためには、役所の応援も必要だが、同時

に、我々が参画して議論していくことが大事である。人任せにしておいて、あとでケチをつける、

これが一番ダメである。 

自分たちの街、自分たちの鳥取市を考えていくという我々の習性をこれから養っていきたい。

そのひとつとして、この委員会がこの役割を担っているので、是非皆さんの周辺の方の意見も反

映させながら、検討して頂き、基本計画を立派なものにして頂きたい。 

 

６ 報告・協議事項 

（１）中心市街地再生の取組みの進捗状況 

（次のとおり資料に基づき事務局より説明） 

①現行計画の概要と進捗状況 【資料２・街なかえぇなぁパンフレット】  

  ②鳥取駅周辺地域の再生 【資料３】 

  ③鳥取城跡周辺地域の再生 【資料４】  

〔委員長〕   （１）についてご感想やご意見をお願いしたい。 

資料２－１の２ページ目の「２.目標達成の見通し」で評価された表に①～⑤

までの番号があるが、評価として①の方がいいのか⑤の方がいいのかわかりに

くいので、説明して頂きたい。 

〔事務局〕    国の指定様式によるものだが、①は取り組みの進捗状況が順調であり、目標

達成が可能であるとの見込みなので、①が１番良い評価。その次に良い評価は

③であり、取り組み進捗状況は予定通りではないが、目標達成は可能と見込ま

れ、引き続き最大限努力していくとなる。 

〔委員長〕    同じ表の中の「行きたい街の鳥取駅周辺地区の今回の見通し」で目標値を最

新値がオーバーしている。評価が③になっているが①ではないのか。 

〔事務局〕    ６ページにこれまでの推移のグラフがある。平成２２年には１３，４３２人

だったのが平成２３年には１４，６０６人と一気に目標を突破している。原因

を精査すると、調査実施日に大きなコンベンション、いわゆる学術会的なもの

が開かれていたという要素もあったようだ。今年、最後の調査を行うが、一時

的なものかもわからないため、③の評価にしている。 

（２）中心市街地活性化に関するアンケート結果 

（資料５に基づき事務局より説明） 

〔委員長〕    ご感想やご意見をお願いしたい。 

〔委 員〕    鳥取市の中心市街地の活性化については、もう随分長い間議論されていると

思うが、現状を踏まえたことが第１期の検討会で検討され、結果がでてきてい
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る。これは、非常にいいことだと思う。中心市街地におられる商店街あるいは

住人の方が本気になって、中心市街地を元気にしていこうと思っておられれば、

若桜街道商店街や他の商店街も、寂しくなっていくということはなかったので

はないかと思われる。それがアンケートの結果にあらわれているのではないか。 

まず、アンケートに「若い人の関心度が非常に低い」とでている。２ページ

目の配布回収結果の合計欄を見て頂くと、関心度が高い方は高齢の方で、いわ

ゆる１０代２０代３０代という方の回収が少ない。ということは、それだけ関

心が薄いということになるのではないか。それと、中心市街地の衰退している

理由がよくあらわれているのが、７ページ以降だが、特に７ページの『娯楽施

設が充実しているか』『住んでみたいか』『買い物に満足か』『県外から人が訪れ

る魅力があるか』『公共交通機関が便利か』という質問に対して、「そうは思わ

ない」という回答が圧倒的に多い。ということは、商店街にそういう魅力がな

いということが言える。次の『住んでみたいか』 についても、「そうは思わな

い」 というのが非常に多い。理由は何かと言うと、９ページに『駐車場の整備

がよくない』『若者の働く場がない』とか色々ある。『今後の事業の関心度』は、

「非常に高い」。高いことはいいことだが、実行しないと意味がないので、その

地域に住んでおられる方はもちろんだが、この委員会でも取り組みを推進、応

援する気持ちが必要だと感想をもった。 

〔委員長〕    今のご意見、「若者の関心がない」とかはそうだと思うが、ただ８ページの『居

住地別で住んでみたいか』で聞いた時、中心市街地に住んでいる人は「住みた

い」と満足している。しかし新市や旧市の中心市街地以外の人は、「中心市街地

に住みたいと思わない」と分かれている。これを解釈すれば、住むことに関し

ては、中心市街地に住んでいる人は「かなり満足している」。ただ、商業のこと

を議論していくと問題がでてくるというような感じを受ける。その辺を皆さん

方に活性化や問題解決のためのプロジェクトに繋がっていけばいい。たくさん

プロジェクトを実施しているが、事業数はいくつか。 

〔事務局〕    ７３事業。 

〔委員長〕    ７３やっていることが、ある意味功を奏している。皆さんがそれぞれ関係さ

れて、よくやっても１００点は取れていない。１００点にするための議論を展

開して頂きたい。 

〔副委員長〕   アンケートについて気になる点が２つある。１つは、資料２にあるように、

全体の国の評価に照らすと、まあまあ基本計画は進捗していて順調だという評

価も一定程度出来る。しかし、中心市街地の魅力的な部分に対する国の評価と

アンケートの評価に差がみられるという気がする。先程委員長からも似たよう

なコメントがあったが、本当にいい活性化の計画になって、実際の施策も行う

ことで、評価もよくなる。そこをきちんとリンクさせていくと、第１期に比べ

良い計画になるのではないか。 

         例えば、アンケートの７ページに色んな評価方法がある。『娯楽施設が少ない』
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とか『公共施設が充実している』とか。そういう結果は、ある程度予想も出来

るのではないか。下から５つ目の『イベントや催事などが盛んである』という

のが、「青（思う）」と「赤（どちらでもない）」を足すと５０％を超えるという

見方も出来なくはない。こういう点が少なくとも他の指標に比べると、やや上

向きな評価、「思わない」が少ないというのが一つの見方だが、上向きの評価が

されているというのが、基本計画でイベントやソフト的な部分を仕掛けてきた

結果だと思う。ただ、これが評価にはいまいち反映されていないようなので、

各商店街さんが取り組まれている色々なイベントがきちんと反映されるような

ものが必要ではないか。 

〔副委員長〕   私自身鳥取に住み始めて１４年目になる。委員長が最初に、このアンケート

で中心市街地に「住みたい」という人がまあまあいるではないかと言われてい

たが、私は逆の印象をもっている。中心市街地に住んでいる人でも「住みたい」

と思っている人は半分ちょっとなのかと。６割弱なのかと逆に思った。本来、

住んでいればもっと愛着をもって「ずっとここに住み続けたい」と思う人がも

っといるのではないかと思ったら、「そう思わない」人が２割いて、「判断に迷

う」人が２割いて「住み続けたい」「住んでみたい」人が半分ちょっと。そんな

観点でみると、他の点についても課題がまだまだ見えてくるのかなと思った。

もう一つ、質問させて頂いて、５ページのところだが、『出かける機会が増減し

た理由』というのがあるが、一番多いのが、「その他」ということ。これは、項

目とは違うものが多かったということ。色々含まれているとは思うが、分かれ

ば記憶の範囲で教えて頂きたい。 

〔事務局〕    今調べて、わかりしだい回答する。 

〔委員長〕    では、調べてもらっている間にもう一方お願いしたい。 

〔委 員〕    アンケートの結果はだいたい予想どおり。出来ることは拠点の努力かなと思

っているが、そのこととインフラ整備、公共事業の対応などをしっかり仕分け

して、自分たちが何をすればいいのか考えないといけない。 

〔委員長〕    今言われた中で公共サイドがするべきことと民間レベルでやるべきこと、こ

の辺の仕分けをきちんとして、そういうことを計画に載せていきたい。こうい

う意味か。 

〔委 員〕    はい。仕分けが出来ているようで、いまひとつ曖昧な部分があるというよう

な感想。 

〔委員長〕    では、もう一方あればお願いしたい。 

〔委 員〕    中心市街地活性化は、街の取り組みということがよく分かる。         

けれども、丁度このアンケートを見たように若い方の場合、２０代の方の回収

が少ないように、若い方にとっては中心市街地活性化＝（イコール）商店街活

性化みたいに思っておられる方が多い。そうすると、若い方にとっては「それ

は自分たちのことじゃないんじゃないの？」ということになってしまうような

気がする。この１０数年間ずっとやってきた中で、中心市街地活性化というこ
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とが、商店街活性化ではなく本当に魅力ある街にして、憩い集える街にすると

いう皆の共通のテーマであるということを、再度徹底しておくということがも

のすごく大事なような気がする。 

       そうしないと何を言っても「それは中心市街地のことだろう」、「それは商店

街の店のことじゃないか」我々は関係ないとなる。是非この根底のところを考

えていかないといけない。商店街の活性化は、あくまでもその一段だと。もち

ろんそこの住民も関わり、本当に「皆の財産なんだから」「街の財産なんだ」と

いう気持ちになってもらわないと活性化は難しい。そういうところが大事じゃ

ないかなと改めて思う。６０代７０代の方はその意味を分かっている方がおら

れる。もし２０代の方が後ろにおられたら「色んな方がきておられるな」と、

「中心市街地活性化委員会というのは街のことを考えるところなんだな」と、

こう思ってもらうだけでもだいぶ違う、それを徹底することが一番大事じゃな

いかなと、この１０数年の中で改めて思っている。 

〔事務局〕    「その他」がわかったので、回答する。「出掛ける機会が増えた理由」の「そ

の他」の主なものは、『子どもが出来た』『幼稚園や小学校への送迎』『図書館を

利用する機会が増えた』『免許を取って車をもった』『公共施設の利用』という

ような理由。一方、「出掛ける機会が減った」の「その他」の主なものは、『加

齢のため外に出る機会が減った』『交通手段がないため』『子どもが大きくなっ

て出掛けなくなってしまった』『体調が悪くなってしまい行動範囲が狭くなって

しまった』など。 

〔委員長〕    どうして若者の関心度が低いか、今の中心市街地の中に住んでいる人の人口

分布なども今度は調べてほしい。 先程「その他」のところで言われたが、「子

育てが忙しい」とか「なかなか連れて出にくい」とか、色んな状況があると思

う。その辺を含めて、これからどうしたらいいか検討していきたい。 

（３）第２期計画（素案） 

（資料６に基づき事務局より説明） 

〔委員長〕    只今、事務局の方から第２期計画の素案、これは平成２５年度からの５ヵ年

計画になる。先程最初の方で話があったように、両副委員長に鳥取駅周辺部会

と鳥取城跡周辺部会をやって頂き、色々な意見交換をして、それから提案をま

とめて頂く。その中でプロジェクト的なものも議論して、それを全体で統一化

していく。このようなことをやっていくのが次の作業。素案について何かご意

見があれば是非お願いしたい。何か最初にご意見頂くとそれぞれの副会長さん

が助かる。 

〔委 員〕    先程、事務局からあったように資料６の４ページの『④商業活性化のための

事業』については、各商店街さん等のご意思を書かせてもらっているというよ

りも、私の「こうなればいいなぁ」という思いで書いているところもある。そ

の点は少しお詫びする。今後、具体的な基本計画を伝えしていく際に詰めてい

きたい。 
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この２期の基本計画を考える際に議論して頂きたいと思っていることだが、

今回１期２期という表現をしているが、この先３期４期もあるのだろうか？と

思う。中心市街地活性化という法律に基づいて基本計画はつくっていくわけだ

が、我々鳥取市の街づくりで進めていくにおいては、５年１０年の話ではなく

て２０年３０年先を踏まえながら、どのような街を「つくっていくのか」「つく

りたいのか」「なってほしいのか」そういうイメージをこの全体会の中では共有

すべき。 

過去に議論してきた中で、例えば『活性化』という言葉があるが『活性化』

というイメージはどういうイメージなのか、例えば通行量が２０年前の通行量

になって欲しいのか。それとも５年前の通行量になって欲しいのか。そういう

点について共通の認識をもって取り組む必要があるという気がする。 

それから私も県外から来て、約１０年近くになるが、その中で感じているの

が、鳥取市の中心市街地には、鳥取大火、地震等によってなくなったものもあ

るが、地域の資源として活用すべきものが多々あるということ。それを活かし

ていくためのそのエリア、それを繋げていくための連携策が今後必要。だから、

今ある資源をいかにブラッシュアップして、そして活性化の方に向けていくこ

とが出来るか、そういう点を少し着目して頂きたい。 

〔委員長〕    その他、どうぞ。 

〔委 員〕    事務局に質問がある。２ページの『（３）計画目標の達成状況』で、歩行者の

通行量が過去の分は平日の２日間にされているが、どこか買い物に行こうと思

うと土日に行く場合のケースが多いし、３ページの『（３）第２期計画事業一覧』

を見ると、イベントなんかは土日にからんで計画されていると思うが、通行量

の調査は、国の方から平日でないといけないとか、日曜日は参考にならないと

か基準は決まっているか？ 

〔事務局〕    通行量調査は、鳥取市が商店街連合会に委託して、平日２日間と休日１日や

っている。ただし、平日２日間のうちの１日は調査の地点数は少なくなってい

る。かなりの地点を調査しているが、そのうち国に報告する地点はその中から

絞り込んだものとなっている。平日の１日は全地点、そしてもう１日は絞り込

んだ地点のみ調査をしている。休日は全地点の調査をしている。 

          鳥取市は、現行計画では平日の歩行者通行量と決めているが、国より平日、

休日の指定はない。それぞれの自治体の考え方で、例えば「うちは休日にもっ

と人に来て欲しい」場合は、休日の通行量を国に報告してもよい。 

〔委 員〕    資料２－１に平日１日ずつの計２日間１０時から１９時までのみ調査してい

ると書いてあるので、全く平日のみだという風に理解していた。おそらく、土

日と全く違うような結果がでるのではないかと思い聞いた。 

〔委員長〕    その他、ありますか。 

〔委 員〕    街の中心地というのは、川が大きなイメージを与えるのではないかと。川の

綺麗な所はいいなぁと思う。環境の美化として、河川敷の掃除を必ず年に２回
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している。私も以前、商売をしていたが、お客さんが来ないからやめた。北ジ

ャスコやカインズには、お祭りのように人がたくさんおり、広い駐車場に自動

車がたくさん止まっている。なぜ中心市街地の商店にはお客さんが来ないのは、

駐車場の問題がある。商業が活性化するにはどうしたらいいか。駐車場が店か

ら遠いと歩いていくのが大変だと言い、また、駐車料金がかかることに非常に

ナーバスになっている。だから、タダで置けるところで買い物が出来ればと思

う。 

〔委員長〕    環境の美化あるいは河川環境の問題、これもこれから議論して頂かないとい

けない。 

（４）今後の検討スケジュール（案） 

（資料７に基づき事務局より説明） 

〔委員長〕    スケジュールについては、最後のページにあったように、進めて頂きたい。

その他、何かありますか。 

〔副委員長〕   次回から、部会に分かれて話を進めるということなので、ここの皆さんが部

会に分かれるわけではないし、部会も２つに分かれてしまい皆が一度に会う機

会はそうそうないのでご意見を伺いたい。 

          今日の資料を見ると、例えばこれまでの取り組みに関しても、基本的な数値

目標に関しても、概ねいいんじゃないかと見てとれるし、色んな取り組みに対

してもよく頑張っているという感想を持たれる方が多いと思う。 

          そういう今までの取り組みだが、実際に商売をされ、住まれている方はどう

いう風に思われているのか。今の素案、方針を維持するとか、こういう方法で

やっていけばいいとか、次回以降これに則って意見があれば言ってくださいと

いうスタイルでいいのか、今のままじゃまだまだと思っているところがあると

か。その辺皆さんはどう思われているのかという質問である。 

〔委員長〕    委員長として時間がないので申し上げる。 

          それは、部会でそれぞれ自由にやって頂いたらよい。先程言われた素案につ

いても、このとおりやっていく必要はないと思う。これは、内閣府に第２期素

案の提出を求められて作成したもの。最終的には、今年度末くらいに出したら

いいので、これから議論して変更していけばよい。 

          最後になるが、それぞれの部会で街歩きをして頂きたい。私も出来るだけ参

加していきたい。具体的に現場で見てもらって、どうしたらいいかと街なかを

歩いて考えて頂きたい。もし時間があって、事務局が予算的な余裕があれば、

例えば高松の方でいい店があるとか、どこそこにいい店があるという先進地の

事例調査をやって頂きたい。全体会でやってもよい。少なくとも、それぞれの

部会の方には街のお宝を探して頂きたい。その中で色々なヒアリングなどをも

ってきてもらいたい。 

          ということで、副委員長には是非そのように創意工夫をされながら色々な取

り組みをお願いしたい。 
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７ その他 

〔委員長〕    事務局から何か。 

〔事務局〕    皆さんに最初にアンケートを配っている。先程の副委員長の考えもあるので、

この中の質問にイメージや考えを含め書いて頂きたい。それを集約し情報共有

を図っていきたい。今回皆さんに示したたたき台に、これから肉付けしていき

たい。 

 

８ 閉会 


