
1 

 

第２期 鳥取市中心市街地活性化基本計画検討委員会 

【第３回 鳥取城跡周辺地域・居住交流検討部会 議事概要】 

 

1. 日 時    平成２４年７月４日（水）１０：００～１２：００ 

2. 場 所    市役所本庁舎４階第４会議室 

3. 出席委員   山下部会長、木谷副部会長、熱田委員、田中委員、松本委員、原委員、 

       川木委員 

4. 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 

今回もみなさんに現状・課題をインプットしていただく段階であり、なかなか議論まで

進めれないが、尐しでもみなさんの共通認識が持てればと思うので、本日もよろしくお

願いしたい。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（１） 第２回部会・現地調査について 【資料１】  

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

部会長）     ５.報告・協議事項（１）第２回部会・現地調査についての説明。 

事務局）     資料１をご覧いただきたい。 

前回は城跡周辺地域における課題として、人口、通行量、空き店舗などの

データに基づく中心市街地の現状や、２０年後の人口推計、現状の自然増・

社会増などの人口動態などについて説明させていただいた。議論としては、

資料５ページから。主な意見としては「働く場がないことが人口増につなが

っているが、自分としては非常に落ち着いた静かなまちで、歴史的資源も多

いまちだと思っている。今後の施策として地域に人が戻ってくるような施策

を考えるのか、あるいは外から人が来て交流するのか」「遷喬小学校の２１

名という児童数では学校として成り立っていくのもままならない。学校に見

合うだけの児童を呼び込もうとするなら、市営住宅の誘致など住環境を整え

て若い世代を呼び込まなければならないし、また、小学校が中心市街地に３

つも必要なのか、他の施設への移行も考えなければならないのでは」「歴史

の推移で、賑わいは鹿野街道から智頭街道、若桜街道へとうつっていった。

袋川以北の減尐は歴史的推移であり歯止めはきかない。若者も結婚しないし

子どもを産まない」「高齢化率が厳しいということは、移動手段がますます

重要であり、移動手段の確保の仕方によって人の動きも変わっていく」「コ

ンパクトシティという考え方で、医療・福祉を都市に集中させ、人口を増加

させる。もっとコンパクトにみんなが集まるような生活空間を充実させて

は」「若桜街道は商業や街なか居住の空間がある一方、城跡周辺は観光のイ

資料２－５ 
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メージが強い。それぞれ分けて課題を考え、次期計画の策定に結び付けるべ

きだ」という意見があった。最後に部会長から「国全体の動きとして、人口

が増えることがないというのは動かしようのない事実だ。中心市街地を含め

てそういう傾向があるが、知恵を出して工夫することで、和らげたり尐しは

改善できる部分があるのでは」という意見があった。  

その後現地調査を実施し、アンケートの結果が資料１－３である。６名の

方から回答をいただいた。５つのテーマに分けて整理している。観光につい

ては８項目。おもなものとしては、「旧金田市長邸は活用すべきだ」「五臓圓

から仁風閣までは立派な観光コースだ。解説がすばらしければ良い」鳥取城

跡について「石垣前の樹木を整理し、石垣が一望できるようにした方が良い」

「砂像美術館に訪れた観光客をいかに鳥取城跡周辺へ誘導するのか、休憩用

に食事が出来る施設が必要ではないか」「観光資源として城跡周辺を活用す

るためには、周辺を含めた環境整備と保存・維持のための大胆な施策が必要。

合わせて周辺住民の意識の高揚、連携した施策が重要」とあった。駐車場に

ついては、３項目。「現在城跡には縦列駐車の駐車場があるが、地下に駐車

場をつくってはどうか」「斜めに停めるような区画にしてはどうか」「バスを

停める駐車場があれば観光客への利便性が図れるのでは」。交通に関しては

２項目。「歩道の状態が悪い、ゆっくり歩ける環境整備が必要」「日赤改築に

伴うタクシー待機場の設置を」また防災に関しては、「安心安全のまちづく

りの観点から東町消防署の整備が喫緊の課題である」という意見があった。

その他として４項目出ているが、またご覧いただきたい。（１）については

以上。 

部会長）    （１）についてご意見・ご質問等あるか。 

 

（２） １期計画の総括について 【資料２】  

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

事務局）     資料２－１をご覧いただきたい。１期計画における課題と目標について、

まずは基本方針としてまちなか居住の推進。目標としては、住みたいまちの

実現。人が快適に住み続けられるまちづくり。自家用車に頼ることなく、様々

な世代が暮らしやすい生活環境づくりを展開し、多くの世代がバランスよく

暮らすことで、持続可能なまちづくりをする。建物の老朽化や低未利用地の

増加という問題を踏まえ、既存建物のコンバージョンや共同建替、古い建物、

遊休地等の低未利用地の活用をすることで、居住人口の維持・増加につなが

る。次に、子育て環境や、住民が安全に安心して暮らせる環境づくりのため、

医療、福祉、教育などの都市機能の充実、ならびにコミュニティの充実・強

化を行うこと。達成度を表す指標としては、中心市街地内の居住人口をあげ

ている。目標値は平成 25 年 12,800 人であり平成 19 年 3 月から 4％増とし

ている。 

        次に、にぎわいの創出。活気があり人が集まる仕組み。大学等の若者や周
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辺地域の生活者、合併地域の市民などとの幅広い連携・参画、既存施設や地

域資源の活用による集客の取り組みや、中心市街地周辺地域に存在する集客

施設との連携、民間活動への支援により、中心市街地内外の人が多く集まる

仕組み、魅力づくりが必要。次に、来訪者を増加させにぎわいを創出するた

め、交通手段の確保に向けた駐車場や二次交通の充実のほか、回遊性の向上

につながる道路空間の有効活用やたまり場空間の創出などをめざす。空き店

舗の活用や空き店舗を生まない仕組みについては、中心市街地の求心力を高

めるため、これらを活用したまちの魅力づくり及び空き店舗を生まない仕組

みづくりに取組んでいる。これらの達成度を表す指標として、中心市街地の

平日歩行者通行量と、中心市街地の空き店舗数。目標値は、鳥取駅周辺地区

の通行量を 14,400 人、これは平成 19 年の 5％増。城跡周辺地区の通行量を

1,800 人、これも平成 19 年の 5％増。また、空き店舗数は 46 店舗というこ

とで、平成 19 年と比較し 9 店舗減を目標にしている。 

        次に地域資源の活用として、ふるさとを感じるまちの実現を。自然や、歴

史文化を活かしたまちづくりとして、多様な居住者や来訪者を増加させるた

めに、久松山や袋川、都市公園などの環境整備により、身近に自然を感じ、

市民が憩う空間作り。また、城下町の町割を活かし、古くから受け継がれて

いる歴史や文化などの地域資源を活かしてにぎわいを創出し、回遊性を高め

るなど本市独自の中心市街地活性化。指標としては、わらべ館・仁風閣の入

込客数で、目標値は平成 24 年に 169,000 人、これは、平成 18 年度の 12％

増。 

        ２ページの表は第 1 期中心市街地活性化基本計画に掲載されている事業数

を示している。目標として、住みたい、行きたい、ふるさとを感じるまちと

挙げてあり、駅周辺の事業は 34 事業、城跡周辺の事業が 38 事業、全体とい

うのは、どちらのエリアにも関わってくる事業で、41 事業。複数の目標に関

わっている事業があるので、全体としては 73 事業になる。 

        次に、１期計画事業の評価・検証だが、３つの目標のうち「住みたいまち」

「行きたいまち」に着目し、指標である「居住人口 4％増」「歩行者通行量 5％

増」「空き店舗数 9 店舗減」の達成に寄与したかという量的評価の面、また、

「住みたいまち」「行きたいまち」という質的評価の面により、主観的では

あるが評価を行った。ただし、現時点で未完了の事業、計画策定・調査事業

等については評価の対象外とした。そのうえで、これらを「居住推進」「市

街地整備推進」「都市福利施設整備」「商業施設整備・空き店舗対策・開業支

援等」「情報発信」「イベント開催」「交通整備」に分けた上で総括している。 

      質的評価については表にある要素を考慮している。まず、住みたいまちと

いう目標について。評価の対象事業は、UJI ターン促進事業、低未利用地を

活用した民間集合住宅。量的評価の面では、民間集合住宅が平成 19 年度以

降に駅周辺に４棟、城跡周辺に 1 棟建設され、居住人口の増加に寄与してき

たものの、経済状況や用地の不足等により、建設戸数は見込みの半分程度と
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なっている。また、UJI ターン促進事業は市全体では成果を挙げているもの

の、中心市街地への定住者は尐なく、当初見込みの半分程度となっている。

さらに、既存建物のコンバージョンや共同建替えが進まないこと、尐子高齢

化による人口の自然減尐が多いことなどが、人口増加を鈍らす要因となって

いる。一方で、質的評価の面では、中心市街地での定住体験施設の整備や住

まいの総合相談窓口の設置により、市外からの定住希望者に対して中心市街

地の情報を提供することができた。また、コミュニティ活動により、まちの

良好な景観が付加されるとともに、住み続けたいとの意識の醸成につながっ

ている。 

これらのことから、まちなか居住推進のための取り組みは、「住みたいま

ち」の実現に寄与しているものの、それらだけでは目標指標の達成は困難で

あることがうかがえる。 

今後は、人口の社会増加に向けた取り組みを推進するとともに、日常生活

関連業種の導入促進、土地の流動策の検討、および負担感の尐ない値段で入

居できる住宅の供給の取り組みを強化することが必要である。また、間接的

に居住を促進する事業については資料のとおり質的評価を行っている。西町

広場、上町松並線整備については、公園整備により、憩い、楽しさ、おもし

ろさ、緑豊かな景観、親子連れ等による賑わい、人と人の交わる機会が付加

された。また、道路整備により、安心・安全な歩行環境、落ち着いた良好な

景観が付加された。賑わい交流施設整備については、直接地域コミュニティ

の継続につながっているのか判断が難しい。鳥取生協病院移転整備、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）については、地

域住民が安心して住み続けられる生活環境が付加された。中心市街地活性化

イベント支援事業については、直接居住につながっているか判断が難しい。

また、街なかまちづくり市民活動促進事業、まちづくり協議会運営事業につ

いては、住み続けたいとの当事者意識の醸成につながっている。パレットと

っとり運営事業については、中心市街地に尐ない生鮮食料品を販売する店舗

として、居住者等にとって欠かすことのできない施設となっている。１００

円循環バス「くる梨」については、自動車に頼らなくてもよい生活環境が付

加された。 

 続いて、行きたいまちという目標について説明する。市街地整備改善につ

いて。量的評価の面としては、現時点で５事業が未完了のため、全体的な評

価は難しいものの、歩行者通行量の目標指標を達成できる見込みであるとと

もに、西町広場周辺においては休日の歩行者通行量が増加しており、事業の

効果が現れていると考えられる。また、市営片原駐車場の利用台数は年間約

３万２千台に達しており、来街者の呼び込みに寄与していると考えられる。 

一方、質的評価の面では、公園整備により、憩い、楽しさ、おもしろさ、

緑豊かな景観、親子連れ等による賑わい、人と人の交わる機会が付加された。

また、道路整備により、安心・安全な歩行環境、落ち着いた良好な景観が付
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加された。さらに、時間貸集約駐車場の整備により、車利用による来街者の

利便性が高まった。 

これらのことから、市街地整備改善の取り組みは、「行きたいまち」の実現

に寄与していると考えられ、目標指標の達成に結びついていることがうかが

える。 

今後は、現時点で未完了事業の着実かつ速やかな推進を図るとともに、整

備施設の活用促進、および施設間の連携強化に取り組むことが必要である。 

次に、都市福利施設の整備について、産業会館の整備や中電ふれあいホー

ルの整備などが主な事業としてある。 

量的評価の面では、鳥取産業会館、鳥取生協病院、ふれあいホール周辺に

おいて、平日の歩行者通行量が増加したほか、鳥取生協病院、ふれあいホー

ル、鳥取市教育センターなど相当数の利用者があり、来街者の呼び込みと人

の流れの創出に寄与している。 

一方、質的評価の面では、ふれあいホール等の整備により、楽しさ、おも

しろさ、人の交流の機会が付加された。さらに、医療施設の建替えにより、

高齢者を中心とする交通弱者の利用者にとっての安全安心が担保されるな

ど、中心市街地の魅力向上につながっている。 

これらのことから、都市福利施設の整備の取り組みは、「行きたいまち」

の実現に寄与しており、それらが目標指標の達成に結びついていることがう

かがえる。 

今後は、整備完了施設のさらなる活用促進、および集客効果の周辺への一

層の波及に取り組むことが必要である。 

続いて、商業施設整備・空き店舗対策・開業支援等について、複数事業はある

が、特に城跡周辺としては五臓圓ビル再生事業などがある。 

量的評価としては、歩行者通行量の目標指標を達成できる見込みであると

ともに、五臓圓ビルも約４万６千人の入館者を数え、パレットとっとりと並

んで相当数の入館者数があり、来街者の呼び込みに寄与している。しかし、

空き店舗数については、補助金等による支援を行なってきたものの、廃業数

はそれを上回り、結果的に空き店舗数の減尐に至っていない。 

一方、質的評価の面では、新規開業に対する支援により、楽しさ、おもし

ろさが得られたほか、空き店舗が解消されることによる良好な景観が付加さ

れた。また、新規店舗は個性的な店が多いことから、そこにしかないという

唯一性が付加された。さらに、新たな商業拠点等ができることにより、人と

の交流機会が付加されるなど、中心市街地に対する関心喚起や中心市街地の

魅力向上につながっていると考えられる。 

これらのことから、商業施設整備・空き店舗対策・開業支援等の取り組み

は、「行きたいまち」の実現に寄与していると考えられるものの、目標指標

の達成に結びついていないことがうかがえる。特に、歩行者通行量が増加し

ているにもかかわらず空き店舗が増加していることについては、その要因を
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究明する必要がある。 

今後は、さらなる新規開業者の呼び込みや、エリアごとの商業拠点整備の

取り組みを強化することが必要である。 

続いて情報発信について、まちなかイベントカレンダー作成・運営事業など

が挙げられる。 

量的評価の面では、歩行者通行量の目標指標を達成できる見込みであるこ

とから、来街者の呼び込みと人の流れの創出に寄与していると考えられる。 

一方、質的評価の面では、インターネット、紙媒体、ヒトによる案内と、

幅広い手段により、継続的な中心市街地の情報提供の仕組みが付加されたこ

とにより、中心市街地に対する関心喚起や中心市街地の魅力向上につながっ

ている。ただし、情報が総合的なものでないため、効果が限定的であると考

えられる。 

これらのことから、情報発信の取り組みは、「行きたいまち」の実現に寄

与しているとともに、それらが目標指標の達成に結びついていることがうか

がえる。 

今後は既存の媒体の浸透・普及や、ＳＮＳ等、フェイスブックやツイッタ

ーなどの新たな媒体の活用も含め、情報提供の一層の充実に取り組むことが必

要である。 

続いて、イベント開催について、以下のとおり、まちなかまちづくり市民活動促進

事業、鳥取しゃんしゃん祭、仁風閣イベント事業、わらべ館イベント事業な

どを評価している。 

量的評価の面では、中活イベント支援事業、わらべ館・仁風閣のイベント

開催等により、相当数の集客があり、来街者の呼び込みに大きく寄与してい

る。 

一方、質的評価の面では、多様なジャンル・テーマのイベントが開催され

ることにより、中心市街地の魅力向上につながっている。また、主催者に対

する支援等を通じて中心市街地活性化の取り組みを担う人材の育成につな

がっている。しかし、必ずしも商店街の売り上げ増につながっていないととも

に、その後の来街動機につながっているかどうかは明らかではない。 

これらのことから、商業活性化の取り組みのうち、イベント等開催事業について

は、「行きたいまち」の実現に寄与していると考えられるが、それらが目標指標の達

成に結びついていないことがうかがえる。 

今後は、中心市街地の情報発信、来街機会の提供、休日の集客対策として引

き続きイベント開催に取り組むとともに、集客効果の周辺への波及に取り組むこと

が必要である。 

続いて、交通整備として、100円循環バス「くる梨」運行事業、レンタサイクルステ

ーション整備、市営駐輪場運営事業を評価している。 

量的評価の面では、循環バスの利用客数が年間３０万人に達したほか、レ

ンタサイクル利用台数、駐輪場利用台数も相当数あり、計画当初からみた歩
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行者通行量も増加していることから、回遊性向上に寄与していると思われる。

一方、質的評価の面では、循環バスの定期運行により、来街者および居住者

にとっての交通の便の良さが付加された。また、レンタサイクルの設置によ

り、県外客を中心とする来街者にとっての交通の便の良さが付加されるなど、

中心市街地の魅力向上につながっている。 

これらのことから、交通整備の取り組みは、「行きたいまち」の実現に寄

与しており、そのことが目標指標の達成に結びついていることがうかがえる。 

今後は、レンタサイクルステーションの増設、循環バス路線の増設等と併

せ、県外客向けの新たな２次交通の導入検討により、さらなる交通の充実に

取り組む必要がある。評価としては以上である。 

資料２－２については、資料２－１より詳しく個別の事業について評価を

している。そのなかでも特に実績、目標数値の達成等がはっきりしていると

考えられる事業について、黒枠で囲んでいる。これらについて説明させてい

ただく。 

１ページの生協病院の移転整備については、市内外より年間 19 万人程度

の利用者があり、歩行者通行量も増加している。高齢者の多い中心市街地の

利便性向上につながっている。 

また、パレットとっとり運営事業については、60万人程度の入館者があり、

来街者の増加につながっている。整備後のパレットとっとり前の歩行者通行

量は増加しているが、周辺は減尐・横ばいであり、周辺への波及効果は乏し

い。また、本通りビルの大型空き店舗再生事業については、年間約 5万人の

来客があり、数字には表れていないが歩行者通行量は増加していると思われ

る。6ページの五臓圓ビル再生事業についても、年間 34,000人程度の入館者

があり、城跡周辺地区の来街者増加につながっていると考えられる。また、

2 度にわたる大災害をくぐりぬけてきた建物であり、地元の歴史・文化の発

信につながっている。続いて 9ページの 100円循環バス運行について、運行

開始した平成 15 年度には約 19 万 7 千人だった利用者数も、平成 23 年度に

は約 30万 2千人となり、中心市街地での移動手段として定着するとともに、

来街者、居住者の利便性向上につながっている。おもに着目した事業として

は以上であるが、全ての事業について検証・評価しており、特に良い面につ

いて下線で強調している。二重線については良くない要素としている。 

続いて、資料 2-3 をご覧いただきたい。掲載事業 73 事業全てを一覧とし

たもの。右端の欄に、今回評価対象とした事業はしるしをしている。以上が

第 1期計画の総括に関する資料である。 

 

部会長）    まず資料２－１から見ていきたい。最初に私からお伺したい。１ページの

下の部分に、にぎわいの創出の目標値として「平日の歩行者通行量」という

指標で評価しているが、鳥取市でにぎわいを創出して行きたいまちをつくる

のに、平日に来てほしいまちをつくりたいのか、休日に来てほしいまちをつ
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くりたいのかで手法が随分変わってくる。先ほど施設の利用者数等が出てき

たが、それは休日平日をトータルしたものである。そうであると利用者数の

平日・休日の内訳が分からないと評価の指標に結びつかないのではないか。

そもそも鳥取市は平日に来てほしいのか休日に来てほしいのか、どのような

考え方か。尐なくとも私のイメージは、にぎわいの創出というと休日に人が

出歩いてくれないと賑わいというイメージには結びつかない。おそらくそれ

ぞれの施設のイベントも週末が中心だろう。平日に増やしたいのであれば、

イベントより事業所を増やす方が直接的であるだろうし、そのあたりのズレ

がありはしないか。 

事務局）    指標を平日としているのは、既存のイベント開催等では多くの来街者があ

るが、波及効果が出づらいため、定常的なにぎわいとして平日にしている。

他都市の指標においては休日の通行量増をかかげているところがあったが、

あえて平日ということにした。普段のにぎわいにつなげたい、波及させたい

という思いもあった。 

部会長）    鳥取市の大きな課題は、平日は通勤通学でそれなりに人通りがあるが、休

日に商店街が閉まってしまい閑散としていることである。他都市は鳥取とは

違うのでそれでも良いと思うが、問題はいつにぎわいをつくりたいのかであ

り、2 期に向けて意見調整をさせていただきたい。2 点目は 2 ページ下部の

表で、住みたいと思わせるおもな要素に静寂、落ち着きがあるという一方で

にぎやかさがあるという要素が挙がっている。これが並んでいると違和感が

あり、むしろにぎやかさがあるというのは行きたいと思わせる要素なのでは

と感じた。 

4 ページ市街地整備改善の 3 行目で片原駐車場の利用台数が来街者の呼び

込みに寄与しているとあるが、駐車場を目的に来る人はおそらくほとんどい

ないので、呼び込みというよりも利便性に寄与とかの表現の方が良い。 

行きたいまちの指標で生協病院が挙がっているが、病院は喜んで行く施設

ではない。周辺の歩行者通行量という観点で入れていると思うので、病院周

辺の通行量など、病院の利用者数を行きたいまちの評価に加えるかどうか、

別の場所の方が良いのではないか。３点目、5 ページ本文４行目の廃業の数

が上回っているというところで、その理由が明確にならなければ総括になら

ないのでは。その下の方に、「その要因を究明する必要がある」というとこ

ろをしっかり調査していただきたい。例えば、経営者が高齢で、単純に店を

閉めたというだけなのか、あるいは経営状態が厳しく廃業せざるを得なかっ

たのかは大きな違いであり、それによって対策も異なる。 

6 ページ目のイベント開催の下から 2 行目の休日の集客対策、先ほどの意

見と重複するが、平日に呼びたいのか休日に呼びたいのか、鳥取市の戦略を

はっきりさせる必要がある。 

みなさんもお気づきの点があればご意見いただきたい。 

委員）     部会長と同感で、2 ページの住みたいと思わせるおもな要素ににぎやかさ
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があるというのは違う気がすると指摘していた。おそらく事務局の言いたか

った「住みたいと思わせるにぎやかさ」というのは、コミュニティ活動の活

力感があるという意味でのにぎやかさで、行きたいと思わせるにぎやかさと

いうのは、単に人が多く集まっているというにぎやかさ。にぎわいの前段の

言葉で尐し補足してはどうか。もう 1 点、5 ページ目に「廃業数がそれを上

回る」というあっさりとした記述にしてあるが、これは 5年前と比較して今

の方が空き店舗が増えているからといって廃業数が増えたからということ

にはつながらない。もう尐し詳しい分析をしてみるべき。空き店舗にはずっ

と空き店舗のまま動いていないところ、廃業して空き店舗になったところ、

空き店舗から一度入居されたが、経営が厳しく廃業し、ふたたび空き店舗と

なったところの３つが考えられる。それと同時に、「特に、歩行者通行量が

増加しているにもかかわらず空き店舗が増加している地点」という記述につ

いては、通行量調査地点と空き店舗がある場所というのは明らかに異なり、

問題のある表現だ。通行量は事業の成果を見るために、事業のある場所で調

査し、増加している地点もある。一方で、空き店舗数は全ての商店街エリア

で調査しており、動きのないエリアと、増減のあるエリアとがあるので、こ

れらを結びつけるのは問題がある。６ページのイベント開催本文５行目の

「イベントの主催者に対する支援等を通じて中心市街地活性化の取り組み

を担う人材の育成につながっている」とある。これは、中活協のイベントも

それ以外の商店街イベント等もそうだが、にぎわい創出という目的のほかに、

イベントを通じてまちづくりの担い手を育成しているという目的があるの

で、ここにつながっているというのは非常に評価できる。ただし、その次の

「しかし、必ずしも商店街の売り上げ増につながっていない」は、商店街の

売り上げ増がイベント開催の目的としてあるのか疑問。イベント開催の目的

は、将来の売り上げ増に向けた種まきである。これを「売り上げ増につなが

っていない」と書かれるとつらい。もうひとつは、冒頭部会長が言われた、

目標指標が平日の通行量になっているのはなぜかという点について、実は 19

年の策定のときに、休日・平日両方掲載すべきではという意見や、鳥取市の

第９次総合計画策定においても休日・平日両方の通行量を増やすべきという

意見もあった。平日のみにした理由は、５分野を総合的に活性化することが

基本計画の方針だった。市街地整備改善、都市福利、街なか居住、商業活性

化、交通をバランスよく実施していこうというのが基本計画の目的にあった。

休日の交流人口だけでなく居住人口も増加させるためにも、平日に絞って、

住む人にとって住みよいまちづくりをしていこうと議論がまとまった経緯

があると記憶している。２期計画策定に向かっては、部会長が言われたよう

に平日も休日もという視点が必要。 

委員）     ３ページの間接的に居住を促進する事業のところで、賑わい交流施設整備

が地域コミュニティの継続につながっているのか判断できないとあるが、交

流施設を利用することで、街なかまちづくり市民活動促進事業では住み続け
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たいとの当事者意識の醸成につながっているとある。これらは連動するもの

で交流施設を利用することでまちなかの活性化にもつながるという風に考

えられるため、表現がどうなのか。その上にも、中心市街地活性化イベント

支援事業も、かなりにぎわいに貢献しているにも関わらず居住につながって

いるか判断が難しいとあり、住みたいまちというのであればこのへんの表現

を考えられた方が良いのでは。他の評価の内容から考えると、せっかく評価

しているのであればもうすこし表現を変えてはどうか。イベントも色んな内

容でして良い傾向になっていると評価されているのであれば、もうすこし表

現を考えてはどうか。 

事務局）    今の点に限れば、目標の住みたいまちに関しての質的な評価になっている

ので、交流施設の整備のみで住みたいまちの形成につながっているのか事務

局では判断できなかったという書き方にしている。イベントも住みたいまち

につながっているのかという質的な評価が分からないというかたちで書い

ているのが現状なので、もうすこし工夫ができるか検討してみる。 

委員）     資料２－３について、次の策定に向かって、現在実施中の事業が 39事業で

あるので、単純に計算して完了した事業が 34 事業ということか。実施中の

事業のうち、第 2期計画に持ち込む事業は何で、今年度中に完了する事業は

何かという見通しを出していただきたい。また、それ以外に何をしなければ

ならないのかということが出れば、事業のボリュームが出てくる。また、か

なり大型のハード事業が完了している。来年度からの事業に、大型の事業が

盛り込めそうになければ、どのようなことをしていくのかが重要。そのよう

に捉え直して、質の問題、方向性の問題も重要だが、具体的な球出しが無い

と、あるいは球が出てくる仕組みづくりが無いと計画策定することは無理だ。

事業数の評価もそうだが、事業の結果をどのように評価して、どのように計

画に反映するかという資料が見たい。特に、年度末の状況はどうなのか。 

事務局）    資料２－３は 24 年度末の見込みなので、25 年度以降にも実施するものは

水色になっている。この事業を次期計画にそのまま載せるかどうかは今後の

議論。 

委員）     実施中というのは、見直しも含むということか。 

事務局）    継続の事業もあれば廃止の事業もあると思うが、それを基本計画に掲載す

るかどうかを目標指標と合わせてどのように判断していくかで決まるので

はないか。 

事務局）    最初の通行量の指標が平日なのか休日なのかという議論だが、総合計画の

中では平日ではなく休日の指標を挙げていて、おかしいなという話を内部で

もしていた。ただ、言われるように居住なども含めた５つの分野の中での目

標ということで、休日ではなく平日を設定したという経緯があったが、もう

尐しはっきりとした考え方を持たなければ説明がつかないと改めて認識し

た。それ以外にも色々ご指摘いただいたので検討していきたい。 

部会長）    色々な施設やイベントの利用者数の年間のトータルの数字は出ているが、
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例えば休日と平日とを分けてカウントされていないのか。 

事務局）    イベントは比較的可能。施設はそれぞれ施設の方に問い合わせをしてみた

い。 

部会長）    もし分かるとかなり実態が分かるので出来れば整理していただきたい。 

事務局）    各施設に聞いたうえで、可能な分をまとめたい。 

 

委員）     評価の仕方は色々手法があり、きちんとした評価基準を持って全てを量的

にも質的にも評価することは大変な作業だなと思った。その中で特に問題提

起がされている箇所がある。そこを次の計画にどのように反映させていくの

かがもっと明確な表現になると良い。 

事務局）    評価については事務局でも苦労していた。あらかじめ部会長・副部会長と

も議論した中で、量については数値目標をもとに判断、質については行きた

いまち、住みたいまちという目標のなかで、事務方で主観的な判断をおこな

った。それを踏まえて我々からも問題提起をしているし、皆さんからもいた

だいている。そうしたものを次の計画につなげていけるような書きぶりを検

討したい。 

委員）     資料２－２で、検証・評価のところに課題も追記してはどうか。良かった

悪かったはもちろん必要だが、この課題をクリアすればこの事業はもっとパ

ワーアップするし、この課題をクリアするためにこの事業をくっつけるとい

うことにしておけば、2期の事業の説明も非常に分かりやすい。 

部会長）     資料２－１の１ページの中ほどの活気があり人が集まる仕組みのところに、

「…周辺地域の生活者、合併地域の市民…」という書き方がしてあるが、合

併してもう随分経つので分けて書く必要も無いのではないか。 

事務局）    これは 1期計画にあるのをそのまま引用してきたもの。 

事務局）    1 期計画を策定した当時は合併して間もなかったのでこのように書いてい

るが、今はこのような使い方はしない。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（３） ２期計画策定における考え方について 【資料３】  

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

事務局）    資料３－１、３－２をご覧いただきたい。総括を踏まえて、次の 2 期計画

の策定における考え方が資料３－１。あくまで現時点での案の段階であり、

月曜の駅周辺部会、本日の城跡部会、来週の全体会にもお諮りするもの。ま

ず、１計画区域。現時点では 1 期計画の区域を踏襲してはどうかと考えてい

る。しかし、先ほど委員からもあったように今後具体的な事業の玉出しをし

ていくなかで、区域を若干変更することも現時点では視野に入れておく。２

エリアコンセプト 資料３－２と合わせてご覧いただきたい。基本的には今

の 1 期計画にある 2 核 2 軸の都市構造を基本とする。そのなかで、袋川を中

心として以北、以南をそれぞれ次のように位置付ける。以北を歴史・文化等
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を有する豊かな居住・交流の舞台。いかに居住者を増やすかと、また、おも

に城跡周辺に来られる観光客の観光交流という部分を視野に入れた。居住と

交流という 2 本立てで袋川以北を位置づけ、今後取り組みをやっていっては

どうか。袋川以南については、商業や居住だけでなく色々な機能が集積して

いる。鳥取市だけでなく、県東部における都市機能が集積されている舞台と

いう位置づけで今後取組んでいってはどうか。この位置づけを踏まえ、さら

にゾーンを設定し、計画区域の特性や、既存の取り組み、中活協をはじめと

した様々な方々の議論を踏まえて、複数のゾーンを設定してはどうか。その

ゾーンを重点的に取組んでいく部分として位置づけ、機能の充実、ゾーン間

の相互の連携を図ることにより、中心市街地全体の回遊性をめざすという考

え方。以下、各ゾーンの名称等ならべているが、本日は城跡周辺部会という

ことで、城跡周辺を中心に話をさせていただく。まず、城跡周辺については、

交流を重視するなかで、城跡観光ゾーンという位置づけをしている。一方、

今の若桜街道を中心とするエリアを生活利便ゾーン。智頭街道を中心とする

エリアについては、ふるさと文化・芸術ゾーン。これはあくまでも仮称であ

る。また、袋川以北・以南全体を示して、これは緑で表しているが、居住推

進ゾーンとしている。城跡観光ゾーンは市の内部の関係課で集まり、城跡観

光推進計画の素案をつくっている。これは、今後民間事業者と連携しながら、

正式な計画として策定をし、それにもとづいて事業を進めたい。若桜街道の

生活利便ゾーンについては、若桜街道商店街の今の方向性として、住む人に

使ってもらえる商店街、日常生活に密着した商店街という方向性に向かって

おられる。先般も、その流れにそって、こむ・わかさというベーカリーカフ

ェがオープンし、閑散としていた休日に、かなりの入込がある。これらの取

り組みを踏まえ、生活利便ゾーンとした。一方、智頭街道商店街は、業種と

して画廊や楽器屋などの芸術関係が多いという点に着目され、文化･芸術と

いう方向性を出しておられる。こうした既存の取り組み等を踏まえたゾーン

の設定としている。居住推進ゾーンについては、どこということではなく、

中心市街地全体の取り組みとして全体的にかけている。先ほど部会長からあ

ったどのような目標指標を立てるのかということに関わってくるのが４目

標指標。これは、1 期計画の総括や今後の人口推計等の分析を踏まえ、次の

ようなことを検討してはどうかと考えている。（１）居住人口については、

社会増加分に着目した目標設定としてはどうか。（２）空き店舗数について

は、新規出店数に限定し、空き店舗に対して新しい担い手を呼び込むことに

着目するという設定にしてはどうか。（３）文化施設の入込客数については、

現在のわらべ館・仁風閣という２施設では城跡周辺に偏ってしまうため、基

本的には中心市街地全体という見方が必要なのでは。今新たに追加を考えて

いるのが、民藝美術館、高砂屋というところ。（４）歩行者通行量について

は、先ほどからの議論も踏まえ、平日で良いのか、休日の必要は無いかも踏

まえ、調査箇所や地点数も含めて検討する。次に、５具体的な事業であるが、
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現時点の考え方として、事業を玉出ししていく、事業を構築していく前提の

考え方として挙げているもの。先ほどから皆さんにご意見いただいている、

1 期計画の事業に対する評価・検証等を踏まえ、官・民事業いずれの場合も

次の点を基本として検討を行う。（１）今の計画を検証する中で、単独で効

果を挙げている事業、あるいは他の事業と連携して効果を挙げている事業、

あるいはなかなか効果が挙がっていない事業、取り組みが弱かった場所等を

踏まえて具体的事業を構築していってはどうか。（２）既存ストックの利活

用をはじめとしたソフト事業を中心とする。既存ストックというのは、既に

中心市街地にある空き家、空きビルなど、中心市街地にはすでにある程度の

インフラ整備がされているので上手に活用していく。大規模ハード事業等で

はなく、ソフト事業等を中心とする、あるいは既存の建物等を上手に活用す

るということを中心としてはどうか。（３）再生可能エネルギーの導入、省

エネルギーの推進、EV の導入促進等にも積極的に取組む。例えば、アーケ

ードや施設の改修において、太陽光発電を取り入れ、コスト面で優位さを考

えている。また、例えば、中心市街地内での二次交通の手段として、環境に

優しい方法での手段を考えるなど。これにより、住む人にとっても来る人に

とっても利便性が高まるし、環境にやさしい。クリーンなイメージを発信し、

中心市街地のイメージを上げていくことで、住む人、来る人を増やすことに

つなげていけたらという考え方。以上、これから具体的な事業の玉出しをし

ていくにあたっての基本的なスタンスを説明させていただいた。 

参考として、街なか居住のアンケート調査結果概要版を配っている、これ

は平成２１年３月のアンケートの概要版。アンケートの種類は３種類あり、

居住に関するアンケート調査、鳥取暮らしに関するアンケート調査、土地利

用に関するアンケート調査。袋川以北は基本的には居住、観光交流に力を入

れていきたいということで、このうち居住に関するアンケート調査について

紹介させていただく。記載してあるとおり、市内の居住者、家屋所有者、住

宅展示場来場者の合計１，７００人に配布している。回収率は４割弱。内訳

は中心市街地以外の方が６割。住み替える場合に希望する場所とその理由と

いう項目をご覧いただきたい。住み替え希望場所としては、中心市街地は２

割。理由としては、病院や公共交通機関、日常の買物の利便性を過半数が重

視している。中心市街地以外の居住者は特にその傾向が強い。また、住み替

えるきっかけとしては、住宅の狭さや老朽化など、また転居希望者では利便

性の割合が高い。中心市街地の居住促進のために必要なこととしては、手ご

ろな値段の住宅供給、日常生活の利便性を満たす店舗などが必要とある。以

下、２つアンケートの結果があるが、土地利用に関するアンケートで中心市

街地の駐車場用地の所有者の方を対象としたアンケートを行なった。このな

かで、駐車場にしている理由として、「維持管理に手間がかからないから」「資

産として残しておきたいから」が約５割と多い。これまでの議論の中でも駐

車場が増えているということがあり、できれば、現在駐車場となっている土
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地でも、これから住宅地などに転換していきたいと考えているので説明させ

ていただいた。細かい点はお読み取りいただければと思う。 

部会長）    資料３について、まだ 1 期の総括が途中の段階であり、2 期計画について

考えるというのも曲芸のようなことだが、叩き台ということなので、細かい

表現等も含め、ご意見あるか。 

ゾーンの名称がイメージとうまく結びつくかというのが悩ましいところ

ではある。 

事務局）    月曜日にあった駅周辺部会では、生活利便ゾーンが若桜街道と本通りの２

箇所にあるが、差別化を図った方が良いのではという意見をいただいた。も

ちろん部会長からあったように、名称についてはみなさんの意見を聞きなが

ら、もっと文章的な名称のほうが分かりやすいという意見もあると思う。な

お、エリアとゾーンという言葉の使い方が分かりにくいというご意見もあり、

事務局でも辞書を引いてみた。基本的には同じような意味合いではあるが、

どちらかといえば、エリアははっきりと区域が決まっているような意味合い

がある一方、ゾーンはエリアより尐し曖昧な意味合いがあるようだ。事務局

としてはそのように整理している。 

部会長）    今、生活利便ゾーンの話があった。私はなんとなく逆にエリアが２つに分

かれているから生活利便ゾーンも２つに分断されているが、袋川以北と以南

で商店街の性格が違うという印象は特に無い。エリアの問題で二分化されて

いるのであり、むしろ駅周辺のにぎわいと袋川南北の身近な商店街と、城跡

周辺に近づいてきてかなり商店街の性格が薄まっている部分と若桜街道で

いえば３つくらいのゾーンのくくりになっており、赤のゾーンと水色のゾー

ンを分けること自体無理があるのでは。ここで分けて違う名称をつけると、

計画のためにわざわざ商店街の中身を変えるような話になるのもどうか。技

術的にもう尐し解決する方法があるのではないか。 

委員）     先日の駅周辺部会で、鳥取市がまちづくりのコンセプトとして２０年、３

０年後にこんな風にしていきたいという資料であればこのような考え方も

あるかもしれないが、二期の５年間で考えたときに、そこのゾーンに課題が

明確にあり、課題をクリアにするための方向性としてこうした考え方でいく

のであれば生活利便ゾーンと違う言葉になるのではという提案をした。５年

間で若桜街道が解決しなければならない課題と本通が解決しなければなら

ない課題は異なるので、それは名称も分けても良いのではと申し上げた。 

部会長）    課題の名称なのか、性格の名称なのかを整理しなければならない。今のと

ころは性格で名前をつけている。事務局で知恵を絞っていただきたい。 

委員）     資料３－１の４目標指標（２）空き店舗については新規出店数に限定する

とあるが、これは私も賛成。ただし新規出店数を目標とするが、注記として、

具体的な対策として、空き店舗対策も強化するというような文言をどこかに

入れておく必要がある。 

部会長）    資料３－１の１～５の順番は決まっているのか。４目標指標と５具体的事



15 

 

業の順番が逆な気がする。目標指標というのは、さまざまな事業を実施する

なかで一部を取り上げたものであり、目標指標が先にくると、これを達成す

るための事業を行うような印象となる。 

事務局）    民間は目標のためにやっているわけではないが、事務局としては、5 年後

にこの計画がどうなっているかというフォローアップをするという頭で作

成している順序になっている。 

部会長）    目標と目標指標とは違う。１期計画でも課題目標として街なか居住の推進

とかにぎわいの創出とかいうところが挙げられていた。そのあたりの言葉が

ここには盛り込まれていない。それがまず目標として出てきて、ゾーンの設

定があって、具体的な事業があって、それとは別に目標指標というのがある

べき。目標と目標指標とは分けるべき 

委員）     PDCA で考えると、目標指標とはチェックのためのものさし。３，４，５

と同じように並べるのではなく、チェックのためのものさしがこれだという

こと。もちろん目標指標がプランにも出てきて、チェックのときにも出てく

る。順番が違うといえば違う。 

部会長）    まだ叩き台の叩き台ということなので、エリアコンセプトはあるが、中心

市街地全体の目標が最初には出てくると思うので、詰めていかなければなら

ない。 

事務局）    基本的な目標、方針は１期計画を踏襲する考え方だが、整理したい。 

委員）     目的があって目標がある。 

部会長）    目的は活性化だが、活性化の中身。 

委員）     ５具体的事業の（１）（２）について、（１）がハード事業を指して、（２）

がソフト事業を指しているように感じるのだが、ハード事業とソフト事業は

互いに密接な関係をもって相乗効果を高めていくものなので、書きぶりの工

夫が必要。既存ストックの活用方策についてはソフト事業を中心に考えるが、

ハード事業のときには必ずソフト事業をミックスして効果を上げていかな

ければならないというような言葉があっても良い。計画策定の際にも補助申

請の際にもこれが問われてくるので、言葉の書きぶりを配慮した方が良い。 

部会長）    先ほど委員からご指摘のあった（１）について、効果を上げているものは

継続するとあり、弱いところは補強するとある。弱いところほど、なぜ効果

が上がらなかったのかを検討するという部分が、当然のことではあるが言葉

として必要。また、（３）について最近市の計画には必ず最後にこのような

ことが記載してあるが、このようなことをまちづくりと結びつけて、１期に

も色々事業が出てきているが、まちに来る人に、この先車で来て欲しいのか、

車で来るが、まちのなかで歩いてもらいたいのか、だとすればまち歩きのア

ンケート結果に施設ごとに駐車場が必要だとあったが、本当にそういう施設

毎に駐車場が必要なのか、もっと具体的事業の中で、５年間の計画ではある

が５年間の積み重ねでまちづくりはできていくので、まちのなかのにぎわい

や歩行者通行量を増やしたいのであれば、車で来る人、あるいは駐車場を利
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用しようとする人を、これまで通りの方向性でいくのか、長い目で見ながら

尐しずつスタイルを変えていってもらうのか、そのあたりの基本的な方向性

がなければいけない。 

委員）     具体的事業としては（３）で挙げられているような事業もあるかもしれな

いが、基本的な方針として、地球や環境にやさしい事業に取組むとか、二次

交通を強化するとかいうことだと思うが、要は歩いて暮らせるまちなかを目

指しますということが１期の時にもよく出てきた言葉なので、２期計画の考

え方の方針のなかにでも、更に強化しますというようなことを入れ込む。そ

のなかで、駐車場や二次交通について議論されていく。 

事務局）    1 期で説明したとおり、そのような考え方を盛り込んで計画をつくってい

るので、二期でも必要。 

部会長）    色んなところから要望が上がってきて、それが単純に７３事業並んでいる

だけでは活性化には結びつきにくい。どのようなまちにしていきたいか、目

指すまちづくりという考え方があって、それに沿うものには投資していくと

いう考え方。 

委員）     この具体的事業の（３）は唐突間があり、なぜこれがここに出てきている

か考えていた。鳥取の自然環境の良さを持続させたいという思いがあるので

はと考えたがどうか。景観や環境の良さが保持されているまちというのはな

かなかない。中小都市の環境に癒しを求めて人が集うということを想定して、

こういうことをしながら、維持・発展させたいという思いがあるのでは。 

部会長）    指摘いただいた点を整理して尐し肉付けをしていただきたい。 

 

 

＝その他＝ 

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

事務局）    参考資料１、２、３をお配りしている。これは、二期計画策定にあたって、

この委員会もそうだが、中心市街地活性化協議会にも議論いただいている。

最終的には様々な議論を合体していくイメージだが、中活協議会で議論され

ている資料をつけている。本日の議論に関連がある資料をつけているので、

委員からご説明いただければ。 

委員）     ６月 22 日にタウンマネジメント会議で整理した資料。まず参考資料１は、

1 期の基本計画を策定した際の平成１９年５月に作成した資料に、平成２４

年６月に加筆修正を加えたもの。課題、方向性、方針、まちづくりの目標、

成果を確認する指標、市の事業という整理をしていたものに加筆した。赤字

は意見が出てきたものを加筆したもの。方向性の部分に、因幡地方の核とな

る魅力的な生活文化デザイン都市を目指すというのがひとつある。「住みた

いいきたいふるさとを感じるまち」という方針のなかの住みたいまちで、学

生街なか居住というのを方向性として掲げている。具体的な事業として右の

方に、学生コーポラティブハウス、学生シェアハウスということで、学生を
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街なかに住まわせるという方針も考える必要があるのではないか。特に環境

大学が今年公立化し非常ににぎわったという話も聞いているので、住む場所

も必要であろう。学校の近くではなく、街なかにもそういうところを民間に

目を向けてもらいたいという気持ちもあるが、行政がそのような施策を考え

てはどうかということで書いている。また、ふるさとを感じるまちとしては、

民藝を感じるまちということで、鳥取は民藝という言葉を非常に重要視しな

ければならない言葉ということで、入れている。目標の成果を計る指標とし

ては、先ほどご説明のあった通りのことを入れている。参考資料２は、エリ

ア特性による連携図ということで、資料３－２と同じようなことになるが、

この連携図の中では商業に特化したような部分もあるので、言葉尻として全

体活性化図とは尐し違う部分もあるかもしれないが、そのような含みを持っ

て読んでいただきたい。特に今回この連携図を書いたときに、今まで定義と

してあげていなかった「鳥取駅は因幡国の交通結節機能を担い、「人が集ま

る（人が湧き出る）」賑わいの起点（源泉）」と定義し、だからここに都市機

能を集約するという書きぶりを明確にした。ちょうど駅の上が「因幡の都市

核 賑わい交流エリア」ということで、ここに集中して投資を図っていくべ

きだし、活性化を考えていく必要があると整理している。参考資料３は、駅

周辺の関連事業で、袋川の南にはパレットがあり、駅の南にはイオンがある

ということで、1 期計画でも出てきていた駅南庁舎の公共公益施設と国の出

先機関などを含めての活性化が非常に重要というイメージ図を整理した。月

曜の駅周辺部会で指摘いただいたこととしては、駐車場バスターミナルとい

う言葉はあるが、今福祉タクシーなどが注目されているし、タクシー業界と

しても今後そういった方向性を考えているので、地域コミュニティを醸成す

るという意味でも、タクシーとか福祉タクシーということを入れてはどうか

という指摘があった。以上、参考資料について説明させていただいた。 

部会長）    生活文化デザイン都市というのはどのようなイメージか。 

委員）     なぜ生活文化という言葉が出てきたかというと、鳥取のなかで議論したと

きに、川内エリアの生活文化スクエア構想というものを検討した。そのなか

で、鳥取の良さとして、資料の中にもあるように「多様な地域コミュニティ

の連鎖と新たな生活文化の情報発信によるスローライフな活力を再生」とい

う方針を共有した。鳥取にはいろいろな住まい方や地域資源がある。特定の

テーマにしばられたものではない、多層的多様的なものをうまくミックスし

たかたちで活性化を考えていかなければならない。これは生活のスタイルと

いうより文化ではないか、そこに鳥取らしさが表現されるのではないかとい

うことで、生活文化を活かした、デザイン的な、意匠的なまちの魅力を高め

ていくということが、ひとつの核になりうるのではないかというイメージで

整理しつつある。 

部会長）    これは我々のところと関連してということなのか、あくまでも参考程度で

何かあれば聞かせてほしいということなのか。 
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事務局）    検討委員会、部会で議論していただくなかで、中活協議会の中でこうした

議論されているという情報提供なので、この資料のなかで不明な点や意見が

あれば、それをまた中活協にフィードバックしていくというやり取りを相互

にしながら最終的にすり合わせができれば。あくまで参考。 

委員）     中活協は何をするところなのかという点を補足する。基本計画を策定する

のは鳥取市。最後に市が策定した案を中活協にいただき、効果があるないな

ど議論して意見書を添えて市にお返しする。中活協からの意見書を添えて市

が内閣府に提出し、認定をもらうという作業になる。最後に方向性が全く違

っていれば認められないということになってしまうので、そういうことを意

識するということがひとつ。また、参考資料の書きぶりで市と違うところは、

中活協は基本計画に掲載された７３の事業を一体的総合的に推進していく

支援団体なので、事業を推進していくため、補助金を獲得するためのキーワ

ードを整理するということがある。ある意味で市が大きい枠組みを決め、そ

のなかに具体的に動いていくために必要なものを補完・補足していくという

資料のつくりかた。そこに大きなブレがあっては問題なので、ブレがあるか

どうかというところをチェックしていただければ。 

部会長）    むしろこっちの方が進んでいて我々の議論の方がまだざっくりとしている

ので、これも勉強しながらつくっていければ。 

 

事務局）    次回以降の日程についてみなさんのご予定を伺いながら決めていきたい。

第４回部会については７月３０日の週。第５回については８月２０日の週を

予定している。次回は、いただいた意見を踏まえて 1 期計画の掘り下げと、

意見を踏まえて二期計画の考え方を整理したものをお出ししたい。また、具

体的事業の玉出しにも入っていきたい。とっかかりとして、委員のみなさん

と個別に話してヒントをいただければ。 

部会長）    総括と考え方はずっと平行してやっていくのか。早く総括を終えてしまわ

なければなかなか頭の整理が難しいのでなるべく早くお願いしたい。 

事務局）    このペースで進めば９月の素案提出が厳しいので、部会の回数を増やすか

もしれない。また、情報提供として、中活基本計画の策定で環境大学と連携

しており、環境大学の方で街カフェという催しを７月５日、１０日に行う。

これはまちなかについての若者の意見交換会。またいただいた意見はみなさ

んにお示ししながら、検討の参考としていただければと思う。 

 

＝閉会＝ 


