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第２期 鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会 

【第２回 鳥取駅周辺地域・商業交通検討部会 議事概要】 

 

1. 日 時    平成２４年６月５日（火）１０：００～１１：００ 

2. 場 所    市役所駅南庁舎 B－１会議室 

3. 出席委員   １０名 

4. 部会長、副部会長選出 

  〈部会長〉  鳥取環境大学地域イノベーション研究センター講師 倉持副委員長 

  〈副部会長〉 鳥取大学工学部教授 谷本委員 

5. 議事録    部会長挨拶 

資料に基づき事務局より説明、質疑応答。 

 

＝開会＝ 

◎ 部会長挨拶 

今回第２期の計画を立てるが、私は第１期が中心市街地の活性化を国が頑張って支援

してくれる最後のチャンスではないかと思っていた。幸いなことに第２期ということで、

また５年間支援頂けるので、この機会をしっかり活かしていきたい。 

 駅前は、どういう形の中心市街地の基本計画であれ、非常に重要なエリアであること

は変わりない。そこで、従来駅に抱いていたイメージ、人が集まっていて、何かの中心

であるというものを、一回清算する。人口も減るし、交通の利用形態も色々変わるので、

一回ゼロにするくらいの気持ちで、駅について考えていきたい。街の中心であることに

変わりはないので、そういった形で議論を進めていきたい。 

 何より、短い時間で大変恐縮だが、ここでの駅前の議論が、計画には重要な地位を占

めるので、委員の皆さんの積極的なご発言をお願いしたい。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（１） 鳥取駅周辺地域における課題 【資料２】  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

部会長）     ５.報告・協議事項（１）鳥取駅周辺地域における課題の説明。 

事務局）     資料２をご覧いただきたい。 

         当部会では、第１期計画と同様の２核２軸の都市構造を念頭におき、袋川

が鳥取市の中心市街地の概ね中間にあること、町丁目、商店街組合の集まり

などからみて袋川以南の鳥取駅を中心とした区域を範囲の目安として検討

を進めていただきたい。また、袋川以北においても一体的に取り組む必要の

ある商業・交通事業については、範囲をとらわれずに検討する。 

前回の全体会でも話をしたが、鳥取駅周辺地域での取り組みとして、前回

委員会資料の素案を基に袋川以南の事業について抜粋した。（資料２） 

それぞれの事業について、３ページ以降に主旨を出しているが、『現在ま

での主な取り組み①』の、第１期計画での取り組みとして、市民交流ホール

資料２－２ 
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利用促進事業、これは交流ホールでのイベント利用促進により、交流活性化

に寄与した。また、鳥取生協病院移転整備は、旧日交バスターミナル跡地の

高度利用化により都市福利に寄与した。健康福祉施設整備・運営事業、これ

は移転した生協病院跡の空きビルを再生し、福祉施設が立地することで都市

福利に寄与した。本通り大型空き店舗再生事業、これは空き店舗を活用して

販売店兼飲食店を開設し、商業・交流活性化に寄与している。市道駅前太平

線整備は、道路空間再配分などの整備により、イベントなどでの活用や利便

性を向上することで、交流活性化に寄与する事業。 

『現在までの主な取り組み②』（４ページ）では、第１期計画から第２期

計画に継続する取り組み。市民交流ホール事業は、交流ホールでのイベント

開催などにより交流活性化に寄与するもの。また、パレットとっとり運営事

業は、生鮮や生活用品の販売テナントなどを誘致することにより商業・交流

活性化に寄与するもの。鳥取えぇもん蔵は、地元の特産品や土産物など特色

ある物販により商業・交流活性化に寄与するもの。チャレンジショップ事業

は、空き店舗を活用した商業者育成に取り組むことで交流活性化・商業の活

性化に寄与するもの。いなばのお袋市は、サンロードの歩行者専用道路の空

間を活かし、街なかでの朝市を取り組んで、中山間地域などから生鮮品を取

り寄せて商業・交流活性化に寄与するもの。 

次に、『中心市街地の現状①』（５ページ）と参考資料１を同時にご覧いた

だきたい。 

まず中心市街地の現状として、まず人口について、中心市街地全体の傾向

として平成 19年から平成 22年まで増加しており、その後は減尐傾向。平成

19年は 12,268人、平成 22年は 12,510人、平成 24年は 12,387人。（参考資

料１の 2ページのグラフを参考）その中で、鳥取駅周辺地区では、参考資料

3ページのとおり平成 19年から平成 23年まで増加しており、その後横ばい。

平成 19 年は 6,866 人だったが、平成 23 年は 7,313 人まで増加し、平成 24

年は 7､294人と横ばい。 

歩行者通行量（資料２の５ページ）は、中心市街地 29 地点の合計は、波

があるが減尐傾向。平日は、平成 18年は 55,291人、平成 23年は 51,847人。

休日は、平成 18年は 43,429人、平成 23年は 38,560人。一方、鳥取駅周辺

地区主要６地点では、横ばい傾向。平日は、平成 18年は 12,412人、平成 23

年は 12,381人。休日は、平成 18年は 8,150人、平成 23年は 7,667人。（詳

細は、参考資料の５,６,７ページを参照） 

次に、中心市街地の商店街での空き店舗数。これは平成 19 年から平成 24

年にかけて増加している。平成 19 年 6 月には 55 店舗、平成 24 年 5 月には

66店舗。（参考資料１１ページ参照） 

次に、『中心市街地の現状②』として、まず小売業は、商店数、従業員数、

売り場面積、年間販売額について、平成 16年から平成 19年にかけて全市で

中心市街地共に減尐。（参考資料９ページ参照） 
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次に平成 15 年基本計画エリアの低未利用地は、平成 19 年から平成 23 年

にかけて、空き地、月極駐車場、時間貸し駐車場の合計が増加。（参考資料

12ページ参照） 

また、中心市街地の地価の推移も、平成 19年から平成 23年にかけて一様

に下落傾向である。（参考資料１３ページ参照） 

次に自動車登録台数。認定当時は車社会が進展しているということの裏づ

けとして旧基本計画に掲載していた。平成 19年から平成 23年にかけて一様

に横ばい傾向にある。（参考資料１４ページ参照） 

一方、公共交通は平成 19年から平成 22年にかけて JR、路線バス利用者数

は減尐傾向。しかし、くる梨の利用者は増加傾向。参考資料１５,１６ページ

参照） 

現状としては、以上。 

次に、今後検討する『鳥取駅周辺地域における現状での課題』（資料２の

７ページ）について。 

商業交通検討部会は、『商業に関連する課題』として平日の歩行者通行量

について調査した。地域内の合計は平成 19年から平成 22年まで減尐し、平

成 23 年では増加しているが、箇所毎の傾向が異なるので、分析が必要。ま

た、休日の歩行者通行量が平日に比べて尐ない。 

基本計画でも空き店舗の解消が問題になっているが、中々解消できない。

統計上、空き店舗の定義をする必要がある。現状の確認が必要。また、新た

な店舗が開設されているが、これを周辺の活性化に波及させる方策が必要。 

次に、『交通に関する課題』として、商店街に駐車場所の整備を求める声

が来訪者からも根強い。これは中心市街地の市民アンケートでも出ている。 

くる梨の利用が増加しているが、利用者が特定のスーパーなど目的地が限ら

れている可能性があり、分析が必要。また、商店街で無秩序な駐輪により歩

道を狭めている箇所があり、それは人が集まるとこで生じている。 

『その他の課題』として、居住人口の増加は平成 19年度から平成 22年度

にかけて見られたが、以後横ばい。 

部会長）     只今紹介された、駅周辺地域における課題について意見を伺いたい。 

現状の参考資料１の８ページの③の事業所数の数値で、例えば産業別の従

業員数で、農林漁業がずっと右肩上がりで伸びている。まちがいないか確認

させていただきたい。 

事務局）     これは経済センサスを基に作成している。事業所及びその従業員が増えて

いる。 

部会長）     皆さんも、普段の業務なり日常生活で感じている課題が多いと思われる。 

この後の街なかを歩く現地調査では、気づいたことをその時々でどんどん

言っていただきたい。なるべく多くの皆さんに、商業や交通等の課題をご指

摘していただきたい。 

第１期の計画を動かしてきて、改善された部分、この辺は確かに効果があ
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った、あるいは変わった部分をお聞かせいただきたい。 

委員）      これまで中心市街地とはこの辺りだなという概念で捉えていたが、北は何

町までか、南は何町までを中心市街地と捉えているのか、東西南北の範囲が

分かっているのなら、どこまでが中心市街地の範囲なのか説明してほしい。  

事務局）     資料３の現地調査の工程表の２枚目に図面をつけている。駅の南側は産業

道路まで。東側は、こぜにやの通りをずっと行って、大工町まで。北側は旧

国道の若葉台東町線を通って県庁を含んで、城跡辺りを含めて鹿野街道。西

側は、鹿野街道を入って行って、トスクを含む近辺のエリア。 

基本計画に記載の境界は、東側の境界は、大工町通り叶線という都市計画

道路。南側は県道秋里宮下線、環状道路～ジャスコ鳥取店。西側は鹿野街道

～トスク～明徳小学校の辺。北側は久松公園～鳥取西高北～県庁北～若葉台

東町線。 

委員）     きちんとラインがひいてあるのか。 

事務局）    そのとおり。ラインを決めてその中で計画をつくっていくということ。 

委員）     了解した。 

副部会長）   先程指摘のあった事業所数の下の従業員数では昼間中心市街地で働いてい

る人が、3,000 人減っている。中心市街地の人口 12,000 人に対して 3,000

人減はすごいインパクト。 

昼間働いている人が尐なくなっており、足を引っ張っている。中心市街地

に住んでいる人の人口は減っていない。その辺を対策していく必要がある。 

委員）     休日の通行量調査量が出ているが、パレットはすごいと思った。本当は旧

物産観光センターの所に波及して回遊性が高まればいいが、パレットのみに

なっているという問題が非常に大きい。いかに回遊性を高めるかが問題。 

部会長）    パレットの効果が出てきている部分を分析し、これを減らさないことも必

要。通行量が増えてきている所を大切にしなればならない。 

委員）      課題の整理をもう尐し詳細にしたい。ここ 10 年は、課題は拠点整理で終

わってしまっている。連続して次のところへ繋がっていないのが課題。 

         今回、２期の基本計画の中でエリアを連携して繋げていくのは、特に駅周

辺の場合、今ある資源として拠点性の高いものに大丸がある。駅南にイオン

がある。もちろん中心は駅、この三つが大きな拠点である。次に投資出来る

ようなものを導きだし、連続性をもたせる。 

もう一点はパレットのところ。ここも拠点整理は出来たが、パレットの近

くに次の投資を行い、連続性をもたせ、回遊性を高めることが必要。 

もう一つは、回遊性の向上。市民性なのか中々歩かない等々あるが、歩き

たくなるような環境整備がキーワード。これは中活全部のことが言えるが、

20 年 30 年の期間でどのような街並みをつくるのかを整理しながら、その街

並み再生を出来るところから順次固めていく方向性をもって、次の５年間を

考えていかないと、単発的なことでは中々連なっていかない。 

委員）     パレットの前の通行量が結構伸びているという指摘だが、実感としては局
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地的な賑わいというのが本通り商店街で商売している私の思い。 

本通り商店街にコモドがオープンし、若桜街道商店街にこむわかさがオー

プンされ、朝は子ども連れのお客さんが多くなり新たな客層の掘り起こしは

出来たが、果たしてそれらの方が回遊されているか。 

結局は、周辺に波及させる効果があるかどうかという問題だが、本通り商

店街も家賃も安くなってきたので、表通りに出店するということもあるかと

思う。駅前もそうだが現実的に、きちんと取り組みが行われなければ、飲食

店の街になるので、一般の方も含め出店出来やすい環境にしていただきたい。 

委員）     実は、我々本通りにタクシーの代行センターというのをつくり、数年前に

本町の会議所にあった店舗を、本通りに移転した。これにより、確かに代行

のお客様も倍くらいに増えていることも現実。ただ、代行は飲んだ方になる

ので夜中心になる。 

今本通りにタクシーが停まっているが、これは公安委員会のご協力により、

午後９時から午前４時まで停めることが出来るようになったもの。しかし、

数十年来末広通りでお客様が乗っていたので、中々お客様が本通りの方に足

を向けてくれない。 

良い環境をつくっても人を呼び込むのは難しいと実感している。 

もう一つ、くる梨が非常に繁盛しているということを聞いている。市の持ち

出しも尐なくなったということで我々市民としては大変喜んでいる。反面、

タクシー事業者としては非常に痛し痒しの面があり、くる梨はいいけどタク

シーは動かんという結論。 

やはり潜在的にドア to ドアで、例えば鳥取にはご存知のように鳥取大火

があった辺りもかなり古い民家も残っており、道路は狭い。そういうところ

の年配の方に、街の中心まで出ていただこうとすると、バスだけでは私は無

理だと思う。 

潜在的にタクシーの利用者は非常に高齢者が多い。くる梨にも乗れない方

もたくさんいらっしゃる。この現状が中心市街地活性化に何か参考になるの

ではないか。 

部会長）     いくつか重要なご指摘があった。短い距離でも実はあまり動かない。各施

設があっても、その周辺に意外と波及していかない。あるいは身近にタクシ

ー乗り場があってそこまで移動してくれない。 

短い距離が結構問題だというご指摘があった。この点については、もうち

ょっと課題の議論が必要だが、重要なご指摘としてお預かりしたい。 

それでは、皆さんのご意見をお伺いしたいので、このあとの現地調査でも

お伺い出来ればと思う。アンケート用紙にご記入をお願いしたい。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（２） 現地調査の概要 【資料３】  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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事務局）     駅の改札口の前から出発して現地調査を行う。 

まず駅北口、そして駅前アーケード、その後駅前通りを本通りの方へ入っ

ていき、旧物産観光センタービル、これは今空き店舗になっている。 

そしてパレットとっとり、すぺーすコモド、本通り商店街の取り組みを見て

いただく。 

そして旧横田医院。実は平成８年に廃業され、その後空きビルになってい

る。円形の非常に珍しい鉄筋コンクリート３階の建物だが、鳥取大学の野田

先生や学生がアート系のイベント場所として活用されている。 

ここを何か活用できないか我々も注目をしているので、今日は外観のみにな

るが、見ていただきたい。 

その後、民藝美術館、旧吉田医院。ここは今策定を進めている２期計画に

おいても、民藝美術館を中心とする民藝館通り周辺を再生し、環境整備等を

行い、太平線からこの民藝館通り、そして本通りに人の流れを作りだそうと

考えているので、そういった部分も見ていただきたい。 

その後駅前サンロード、それから太平線。今これからシェルター設置にか

かるが、太平線プロジェクト事業の予定地。 

そして駅の方を南側に行き、現在検討段階の、扇町駐車場、あるいは駅南

にぎわい創出事業の場所を確認いただきたい。 

最後に駅の南口に行き、そこで解散と予定をしている。 

今日の議論、この後の現地調査で皆さん方が感じられたことを事務局の方

にお寄せいただき、それを踏まえ今策定中の素案に活かしていく。 

部会長）     歩いている時に「これは！」と思ったことがあった場合は、どう対応すれ

ばいいか。 

事務局）     事務局がいるので、誰でも対応する。 

部会長）     では、６.その他の説明を。 

 

＝その他＝ 

● 第３回部会について 

７月２日（月）～６日（金）の間で調整 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

事務局）     第３回部会について、７月２日から６日の週の中で開催したいので、皆さ

んの予定をお聞きしたうえで、日程を決める。 

 

＝閉会＝ 


