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事　業　分　類 事　業　名 実施主体 進捗状況 基本計画掲載頁

西町広場（緑地）整備  (地域生活基盤施設） 鳥取市 完　了 62

サイン整備事業  (地域生活基盤施設） 鳥取市 未着手 62

市道駅前太平線空間整備事業（高質空間形成施設） 鳥取市 実施中 62

扇町駐車場（仮称）整備 鳥取市 未着手 63

市道扇幸町１号線整備 鳥取市 未着手 63

上町松並線（大工町通り）整備 鳥取県 完　了 64

片原駐車場整備 鳥取市 完　了 64・96

市道駅前太平線道路整備事業 鳥取市 実施中 64

駅前駐車場整備 日本パーキング（株） 完　了 65・97

市道駅前太平線修景事業 鳥取市 実施中 65

街なか市民砂像制作実証事業 鳥取市 未着手 65

市民ふれあい広場整備  (地域生活基盤施設） 鳥取市 未着手 66

にぎわい交流施設整備（鳥取産業会館移転） 鳥取商工会議所 完　了 68

鳥取生協病院移転整備 鳥取医療生活協同組合 完　了 68・73

健康福祉施設整備・運営事業（生協病院跡ビルのコンバージョン） 鳥取医療生活協同組合 実施中 69・87

ふれあいホール整備 中国電力 完　了 69・89

鳥取市教育センター事業 鳥取市 実施中 69

お笑い健康道場事業 鳥取市社会福祉協議会 完　了 69

ＵＪＩターン促進事業 鳥取市 実施中 72

住宅市街地総合整備事業 鳥取市・地域住民 実施中 72・85

戎町地区防火建築帯共同建替事業 若桜街道戎町地区建設準備組合 実施中 72

低未利用地を活用した民間集合住宅建設 章栄不動産（株）、（株）東栄、（株）穴吹工務店、（株）マリモ 完　了 73

まちづくり協議会運営事業 日進地区まちづくり協議会、遷喬地区まちづくり協議会 実施中 74

新鳥取駅前地区商店街（まちづくり計画）通り環境整備事業 新鳥取駅前地区商店街振興組合 完　了 76・79

大規模小売店店舗立地法の特例区域の設定 鳥取市 実施中 76

大型空き店舗再生事業（物産観光センター跡ビル） 鳥取商工会議所 実施中 79

大型空き店舗再生事業（本通りビル） 鳥取本通商店街振興組合 完　了 79

中心市街地活性化協議会タウンマネージャー設置事業 鳥取商工会議所 実施中 80

鳥取市商業振興補助事業・鳥取市新規創業・開業支援事業 鳥取市 実施中 80

チャレンジショップ事業 鳥取市・鳥取商工会議所 実施中 81

市民交流ホール事業 鳥取商工会議所 実施中 81

中心市街地活性化イベント支援事業 鳥取中心市街地活性化協議会 実施中 81

まちなかまちづくり市民活動促進事業 鳥取市 完　了 82

桜まつり・お城まつり 鳥取市観光コンベンション協会 実施中 82

花のまつり・木のまつり 花のまつり・木のまつり実行委員会 実施中 82

鳥取しゃんしゃん祭 鳥取しゃんしゃん祭実行委員会 実施中 83

五臓圓ビル再生事業 街づくり株式会社いちろく 完　了 83

鳥取駅周辺エリア連携に関する基礎調査事業 鳥取市 完　了 83

鳥取駅周辺再生基本構想策定事業 鳥取市 完　了 84

市道駅前太平線再生基本計画策定事業 鳥取市 完　了 84

駅前アクセス改善 鳥取市 完　了 84

鳥取駅周辺再生基本計画策定業務 鳥取市 完　了 85

鳥取城跡大手登城路発掘調査一般公開 鳥取市 実施中 85

市民交流ホール利用促進事業 鳥取市 完　了 86

中心市街地空家空地駐車場調査事業 鳥取市 完　了 86

まちづくり会社設置事業 鳥取市 完　了 85

パレットとっとり運営事業 鳥取本通商店街振興組合 実施中 87

鳥取えェもん蔵 鳥取えェもん蔵ＬＬＰ 実施中 88

地域特産品販売事業 鳥取市 実施中 88

高砂屋（城下町とっとり交流館）運営事業 （財）鳥取市文化財団 実施中 88

古地図・写真歴史資料館 古地図・写真歴史資料館 実施中 88

まちなかイベントカレンダー作成・運営事業 鳥取中心市街地活性化協議会 実施中 89

中心市街地駐車場案内マップ作成 鳥取市 実施中 89

観光ボランティアガイド 鳥取市観光ボランティアガイド友の会 実施中 89

小さなまちのえき事業 小さなまちのえき協議会 実施中 89

いなばのお袋市 いなばのお袋市実行委員会（新鳥取駅前地区商店街振興組合） 実施中 90

２００９因幡の祭典 ２００９因幡の祭典実行委員会 完　了 90

まち元気イベント事業 鳥取ガス 実施中 90

仁風閣イベント事業 （財）鳥取市文化財団 実施中 91

わらべ館イベント事業 （財）鳥取　童謡・おもちゃ館 実施中 91

袋川環境整備 袋川をはぐくむ会 実施中 91

因幡の手づくりまつり 鳥取大学・鳥取環境大学・鳥取短期大学・智頭街道商店街振興組合 実施中 92

二階町コミュニティアート 鳥取二階町商店街振興組合 実施中 92

一店逸品運動 若桜街道商店街振興組合 実施中 92

新町ふれあい朝市事業 新町ふれあい市実行委員会 完　了 92

土曜夜市 鳥取商店街連合会 実施中 93

大型空き店舗対策事業 鳥取市 実施中 93

行灯まつり事業 鳥取商工会議所 完　了 93

智頭街道商店街活性化事業 街づくり株式会社いちろく 実施中 94

街なか交通実験 鳥取市 完　了 96

100円循環バス「くる梨」運行事業 鳥取市 実施中 96

レンタサイクルステーション整備 鳥取市 実施中 97

市営駐輪場運営事業 鳥取市 実施中 97

■完了：25　　■実施中：43　　■未着手：5　　■着手率：93.2％

鳥取市中心市街地活性化基本計画　掲載事業一覧（73事業）　

８．上記事業と一体的に推進する
事業

５．都市福利施設を整備する事業

６．公営住宅等を整備する事業、
中心市街地共同住宅供給事業その
他の住宅の供給のための事業及び
当該事業と一体として行う居住環
境の向上のための事業

７．中小小売商業高度化事業、特
定商業施設等整備事業その他の商
業の活性化のための事業

４．土地区画整理事業、市街地再
開発事業、道路、公園、駐車場等
の公共の用に供する施設の整備そ
の他の市街地の整備改善のための

事業

資料２－２


