
鳥取市の主な取組み事例集
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街なか居住体験施設(鳥取寺町KTハウス)の整備･運用

街なかの居住地としての魅力～利便性や快適性など～を、高齢者やファミリー世帯などに体験し
てもらうため、一時滞在を可能とする住宅を整備。

平成23年4月より供用開始。

“移住定住先として鳥取市を検討している
市外居住者”を対象に行ったアンケート調査

参考】中山間地域の鹿野町（1戸、H20.7～）、
佐治町（1戸、H19.6～）の生活体験施設の実績

→ 129世帯の利用のうち、21世帯が移住
（H24.3月末現在）

→田 舎に住みたい人：約半数（56.4％）
街なかに住みたい人：約３割（34.5％）

（平成２０年度／鳥取市・建築研究所）

中心市街地の居住ニーズも高い！
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鳥取寺町KTハウス



街なか居住モデルプロジェクトの実施
「街なかに住みたいが値段が高い」という需要者側のニーズ、「土地を手放さずに有利に資産活

用したい」という土地所有者側のニーズ、「人口増は歓迎だが高層マンションは困る」という既存住
民のニーズなどを踏まえ、定期借地権･コーポラティブ方式による新しい住宅供給を提案。

千葉大学や建築研究所、民間コーディネータの協力を得、市有地を活用した民間事業者による
モデルプロジェクトを実施。5組の入居が決定し、11月の全戸完成に向け工事を進めている。
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事業者「まちムラの会」の建物配置計画自由な間取りが実現できる

事業地（鳥取市西町）



共同建替えへの支援

1952年の鳥取大火後に我が国第一号の「建築防火帯」として建築された若桜街道商店街は、
いわゆる二戸一、三戸一の共同長屋建て形式が多く、居住部分と商店部分が一体となっている
など、多くの課題。

共同建替えの促進のため、早稲田大学の協力のもと、平成18年度から地元と一緒になって調査
研究。

現在、建替え検討の合意を得られた地権者により建設準備組合を設立、実施設計に向けた準
備中。平成26年度の完成を目指す。

地権者自ら主体となった検討会

全国第一号の建築防火帯

地権者の合意形成に向けた検討資料 4



住もう鳥取ネット ～住まいの情報ネットワーク～

既存住宅の有効活用・流通促進、改修に対する支援制度や性能評価のアドバイス、新たな住
宅供給方式の普及啓発、資金調達を含めた相談などに応じることができるネットワークを構築。

情 報 ・
サ ー ビ
ス提供

街なか居住総合相談窓口
〈委託先：（社）鳥取県宅地建物取引業
協会 相談員を1名配置 〉

１ 物件紹介
２ 情報マッチングシステムの構築
３ 耐震診断・評価
４ 業者紹介
５ 融資相談
６ 不動産に関する相談
７ 福祉面でのサポート
８ 体験施設紹介
９ 新たな住宅供給方式の普及・啓発
10 支援制度の紹介・受付

街なか居住

希望者

物件所有者
(土地や既存
住宅の有効利
用を希望する

所有者)

相談
相談

情 報 ・
サ ー ビ
ス提供

鳥取県

鳥 取 市

金融機関建築、不動産関係機関等

ネットワーク
イメージ図
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駅前賑わい実験

鳥取環状道路開通などにより自動車交通量が減少した街なかの道路空間を見直し、広場空間
を生み出して様々に活用することで賑わいを生み出す社会実験。

平成20･21年度に実施、大きな成果。これを踏まえ「駅前太平線再生プロジェクト」始動。
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駅前太平線再生プロジェクト
平成20･21年度の駅前賑わい実験の成果を踏まえ、駅前太平線（H22に市道移管）を本市唯一

の百貨店や商店街の前庭空間として再生。芝生広場やシェルターを設置。

単に道路空間の整備にとどまらず、これに協調した鳥取大丸などの民間投資、地元商店街によ
る広場の管理・運用など、官民共同のプロジェクトとして実施。

★プロジェクトの概念図

鳥取大丸や駅前街区の「前庭

空間」

•芝生広場の整備
•光溢れる全天候型シェル
ター

•鳥取大丸の２階テラスの
再生などのリニューアル

•芝生広場を活用したオー
プンカフェ、キッズパーク

•沿線ホテルなどによる
オープンカフェ

•ジュース・バーやジェラー
ト屋、クレープ屋など日常
的に出店

新鳥取駅前地区商店街振興組合 鳥取市
協定

【定期管理】

・施設の設置

修繕

・植栽（高木）

・除雪

・その他

【演出・イベント等の管理】

・自主イベントの企画運営 ・持込イベントの調整・審査

・イベント時の出店調整 ・その他

【出店管理】

・募集受付 ・出店者の審査 ・その他

【日常管理】

・芝生（散水・芝刈等） ・植栽（低木）

・清掃（歩道中心） ・光熱水費

出店者（使用料）

★活用管理に関するスキーム

鳥取大丸２階テラスからの眺め歩行者天国の定期的実施人々が自然と集まる芝生広場
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駅前太平線再生プロジェクト

国道交差点より鳥取駅方向

スケジュール

Ｈ24.4～H24.5 道路整備、シェルター整備工事入札

H24.4～H25.3 シェルター整備工事

H24.4～H25.5 道路整備工事

H25春 完成予定

百貨店前に芝生広場を設置し、各種イベントの開催、オープンカフェなどによる「くつろぎのふれあ
いスペース」を設ける。

 くる梨のバス停留所や駐輪場を配置し、賑わい空間への乗り入れを行うことにより「集客力」の向
上を図り、来街者の回遊性や滞留性の向上、周辺商店街の活性化をめざす。

ホテルレッシュ前より大丸方向 大丸前よりホテルレッシュ方向

完成イメージ
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街なか交通実験
鳥取環状道路開通などにより自動車交通量が減少した街なかの道路空間を見直し、歩行者と自転車の動

線を分離することにより、「安全に安心して街歩きや買い物が楽しめる商店街」をつくる社会実験。郊外大型店

に劣る買い物環境の改善が主たる目的。

平成22年度に実施した成果を取りまとめ、今年度以降、若桜街道魅力向上協議会（仮称）を設置し、次の展

開を検討していく。

鳥 取 駅鳥 取 駅

末広通り錦通り

袋川

智
頭
街
道

本
通
り

駅
前
通
り

： 中心市街地
： 実験範囲
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街なか砂像の取組み
平成２０年度鳥取駅前・賑わいのまちづくり実証事業

道路空間の新たな活用の提案や、砂像を新たな観光資源として活かすことによる、街なかの賑わ
い再生をめざし、太平線の２箇所でプロの作家による公開砂像制作や、回遊性向上のためのスタ
ンプラリーなどを行なって、賑わいを呼ぶとともに、砂像のＰＲにつながった。

平成２１年度鳥取街なか・賑わいのまちづくり実証事業
サンロード周辺３箇所での市民参加による砂像制作コンテストや、ミニ砂像体験コーナーの設置
を行ない、来訪者の回遊を促進するとともに、砂像に対する市民の親しみを深めた。

今後は、県外者も含めた公募による砂像制作コンテストなど、砂像を活かした取り組みをさらにすす
めることにより、｢砂像のまち鳥取｣のＰＲにつなげ、賑わいの更なる再生をめざす。

平成20年度

平成21年度
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駅前通りアーケード改築への支援

改修前

改修後

本市のメインストリートである駅前通り（県道）のアーケードの老朽化に伴い、新鳥取駅前地区商
店街振興組合が改築。

中活基本計画に位置付けることにより、国の戦略補助金を活用。アーケード改築、防犯カメラ設
置等に対する支援を実施。平成22年3月供用開始。併せて、県も歩道の花壇撤去やカラー舗
装等による環境整備を実施。
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わらべ館リニューアル
平成7年に開館したわらべ館が、展示リニューアル。

昭和の路地裏を再現した「ゆうやけ広場」や、乳幼児にも安心な靴を脱いで遊ぶ空間「あそぼう広
場」の新設で、より幅広い世代が楽しめる施設に。

平成23年４月リニューアルオープン。

ゆうやけ広場

あそぼう広場
ドレミランド



わらべ夢ひろばの整備

年間11万人を集客するわらべ館の前庭空間として、主として子どもたちが裸足で思い切り駆け回る
ことのできる広場を整備。わらべ館で製作した竹トンボなどで実際に遊べる、外遊びができる広場と
して一体的活用。

平成23年7月供用開始。
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真教寺公園のリニューアル

以前より、動物公園として幅広く市民の方に利用されており、特に幼い子供を連れた親子連れに
人気が高いことから、リニューアル。

安全・安心に遊べる噴水広場は平成22年4月より供用中。

ヤギ・ウサギ舎、トリ舎は平成23年4月より供用開始。

親水
広場

ト
リ
舎

ヤギ・
ウサギ舎

スクスクめいと 2010年夏号
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市営片原駐車場の再整備

鳥取駅周辺に比べて鳥取城跡周辺には時間貸し駐車場が殆どなく、商店街や観光客等のニー
ズに充分に応えきれていない現状を踏まえ、老朽化が進んでいた市営片原駐車場を再整備。

民間企業のノウハウを 大限活用するため、本市初のＤＢＯ（Design-Build-Operate）による発注。そ
の利益の４割は中心市街地活性化のために活用するよう民間企業と協定。

民間企業が独自にレンタサイクル事業も実施。平成23年4月14日供用開始。

【施設概要】

○形 式 自走式立体駐車場（４層５段構造）

○駐車台数 １３６台

（うち車椅子２台、軽自動車２２台）

１階 ２０台 ２～５階 各２９台

○施設景観 壁面緑化（一部）鳥取砂丘をイメージした配色

○敷地面積 １，２３９．８４㎡

○建築面積 ９９５．９７㎡

○延床面積 ３，８７１．４０㎡
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街なか駐車場無料開放デーの実施
民間の駐車場経営者にとって、街なか再生は自らの事業経営に直結することから、平成２１年度

に、民間を中心とした駐車場経営者の協議の場として「街なか駐車場協議会」を設置。

平成21年度は、駐車場と商店街の協力により、街なか駐車場の料金を無料にする試み「街なか
駐車場無料開放デー」社会実験を実施し、関係者の協力に基づく仕組みづくりを検討した。

平成22年度は、実験結果を踏まえ、商店街を主体とする仕組みを構築（補助金制度創設）。

今後は、商店街のイベントと合せた定期的な実施により、事業の浸透・定着化を図る。

平成21年度 （9月20日（日）、21日（祝））
街なか駐車場無料開放デー社会実験を実施

「街なか駐車場無料開放デー
補助金」制度を創設

実験の成果を踏まえ
平成２２年度には・・・
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五臓圓ビルの再生・活用への支援
市内に現存する 古のＲＣ造建築物で国の登録有形文化財でもある「五臓圓ビル」を、

街づくり会社「いちろく」が取得・改築し、文化・芸術をテーマとした拠点施設としての再
生・活用を計画。
中活基本計画に位置付けることにより、国の戦略補助金を活用。県の協力も得て、改

修等に対する支援を実施。平成23年3月オープン。

改修前

改修後
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鳥取産業会館の移転・改築への支援
テナントビル「鳥取産業会館」の老朽化に伴い、鳥取商工会議所が交流ホール等を備

えた新たな賑わい拠点として、移転・改築。
中活基本計画に位置付けることにより、国の暮らし・にぎわい再生事業補助金を活用。

県とともに、改築等に対する支援を実施。平成20年12月完成。
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移転改築前

移転改築後



子育て支援施設「コモド」への支援
子育て支援機能の付加による商店街の新たな賑わい創出をめざし、県の協力も得て、

初期投資及び運営に対する支援を実施。商店街振興組合と子育て支援活動団体の
共同運営施設として、平成22年8月オープン。
遊びの広場、キッズカフェ、託児サービス、各種教室、子育て相談、手づくり品販売等

の機能を完備。商店街との連携イベント等も実施。
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生協病院の移転・改築への支援
中心市街地繁華街に位置する鳥取生協病院の老朽化に伴い、鳥取医療生活協同

組合が移転・改築。
移転用地確保のため、地元事業関係者に協力を要請し、中心市街地区域内での移

転を実現。併せて、「ふるさと融資」による財政面での支援を実施。平成20年3月オープ

ン。

移転改築前

移転改築後
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空き店舗への新規出店に対する支援

中心市街地の空き店舗活用による新規出店者に対し、店舗の家賃、改装費、広告宣伝費の一
部を補助（補助率2/3・上限50万円）

35坪以上の大型空き店舗を活用する場合、支援を拡充。（補助率3/4・上限300万円）

商店街が家主と取り組む空き店舗への誘致に必要な改修費用に支援（補助率3/4・上限200万円）
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多世代交流拠点「こむ・わかさ」への支援
地域が抱える社会的課題や地域ニーズに応じて、買い物弱者・少子高齢化対策に取り組むとと

もに、地域コミュニティ機能の強化、商店街の活性化をめざし、若桜街道商店街振興組合が整
備。「中小商業活力向上補助金」を活用し、国、県、市が支援。

地域に不足していた惣菜、農産品の販売や、ニーズの高かったコミュニティカフェ＆ベーカリー、
各種教室が開催できる交流スペースを設置し、平成24年3月オープン。
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鳥取駅北口広場リニューアル

平成20年度より、県・市共同により検討を重ねてきた、鳥取駅北口広場のリニューアルが実現し、
北口広場が新しく生まれ変わった。

平成22年10月30日～11月7日の間、駅北口広場のリニューアル完成と駅高架化に伴う都市改
造事業から３０周年を迎えるにあたり「鳥取駅周辺都市改造３０周年記念事業」を開催。記念式
典が開催されるとともに、「鳥取駅周辺の未来を考えるシンポジウム」が開催され、駅周辺の今後３
０年を見据えた活発な意見交換が行われた。

都市改造３０周年記念式典

鳥取駅周辺の未来を考えるシンポジウム

アトラクション

リニューアル後の鳥取駅北口広場
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鳥取駅周辺再生①（鳥取駅周辺再生基本構想の策定）

24

多極型のコンパクトなまちづくりの実現に向け、鳥取駅周辺の再生を図ることを目的として、平成22
年12月に「鳥取駅周辺再生基本構想策定検討委員会」を設置。

検討委員会における議論、市議会等への説明を経て、平成23年9月、「鳥取駅周辺再生基本
構想」を策定。

人が集い 交流し 魅力あふれる街

『鳥取ＯＡＣＩＳ（オアシス）』の創造

基本理念

（趣旨）

駅周辺地区では、市の広域交通の起点（Origin）として
魅力的（Attractive）で人々集い・交流（Communication）
が進み、また新時代に対応した各種情報（Information）が
ますます集積する、持続可能（Sustainable）なまちづくり
をめざします。



鳥取駅周辺再生②（基本構想におけるめざすべき将来像）
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（１）多機能を高度に集積した

広域商圏対応型拠点の形成

（２）回遊性と滞留性をもたせた

人が行き交う交通結節点の形成

（３）低炭素社会の実現に向けた

都市環境の形成

（４）便利で安心、住み続けたいと思える

快適な生活空間の形成



鳥取駅周辺再生③（基本構想における将来像のイメージ）
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