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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４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８月１日（水）１０：００～１２：００ 

2. 場 所    市役所本庁舎４階第３会議室 

3. 出席委員   山下部会長、木谷副部会長、熱田委員、常村委員、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 

 お暑いところ、お疲れさまです。資料もたくさんあるが、今日は限られた時間なので、

皆さんの活発なご意見をお願いしたい。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（１） 第３回部会・第 2回全体会について 【資料１】  

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

部会長） （１）第３回部会・第 2回全体会についての説明をお願いする。 

事務局） 資料１－１、第３回部会の概要をご覧いただきたい。７月４日、水曜日に出席委

員７名で行われた。第２回部会、現地調査についての説明後、第２期計画の総括に

ついて説明した。１期計画における課題・目標、１期計画の事業の評価、検証の説

明を行った。 

  委員の皆さんの主な意見は、 

・まちなかににぎわいを作りたいのか、平日に来てほしいのか、休日に来てほしい

のか、それによって手法が異なるのではっきりさせるべきである。 

 ・商店の廃業理由の原因究明が必要である。 

 ・評価・検証したものをどう次期計画に反映させていくのか明確にするべきである。 

  続いて、２期計画策定における考え方について、２期計画基本計画策定における

考え方（案）と２期計画のエリアコンセプトのイメージ図（案）を説明した。 

  それに対して、委員の皆さんの主な意見は、 

・ゾーンの名称について、課題の名称なのか、性格の名称なのか整理すべきである。 

・目標・指標の空き店舗について、新規出店数に限定するのはよいが、空き店舗対

策も強化するという書き方も必要ではないか。 

・ハード事業はソフト事業とパッケージ化し、相乗効果を高めるようにすべき。 

  第３回目の部会については以上である。 

  続いて、資料１－２、第２回検討委員会の概要をご説明する。７月１８日に行わ

れた。１２人の委員に出席いただいた。内容は、第１回委員会の議事概要、これま

での各専門部会の取り組み、１期計画の総括について、２期計画策定における考え
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方（案）の説明を行った。 

  委員の皆さんの主な意見は、 

・鳥取のまちで仕事を作っていくという視点をぜひ入れるべき。 

・エリア毎の課題を整理しないと、その中でこれからどういう活性化事業の落とし

込みをしていくのか分からず、全体がぼやけてしまっている。整理をしてほしい。 

・城跡周辺には観光資源としては素晴らしいものがあるが、飲食店がほとんどない、

観光バスの駐車場が完備されていないという問題がある。インフラを整備すべき。 

  第２回全体会の概要についての説明は以上である。 

部会長）  今の件に関して、ご質問、ご意見があればお願いする。 

 

（２） １期計画の総括（案）について 【資料２】  

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

部会長） （２）１期計画の総括案について説明をお願いする。 

事務局） 資料２、第１期中活基本計画総括（案）、これは前回の部会で提示したものを加筆

修正のうえ、先日の全体会にて提示。さらに加筆修正したものを本日提示している。 

  赤字部分は全体会から加筆修正している部分であり、前回の城跡部会を受けて加

筆修正したものとは異なるものであることをご了承いただきたい。前回と変わった

部分を中心に簡単にご説明する。 

  １ページ目、前回は１つにまとめた総括概要がなかった。環境大学の倉持さんの

ご協力を得て概要を記載している。はじめに、１期計画の果たした役割、１期計画

における課題、１期計画に対する評価という章立てになっている。 

  鳥取の場合、特徴的だったのは、（２）の鳥取市と鳥取市中心市街地活性化協議会

が一体となって１期計画の事業推進を図ったことで、多くの民間事業が実現したこ

と。全国的に見ると、協議会自体が形だけのものになっている自治体もある中で、

鳥取市は両輪のごとくやってこれたと言える。 

  ２ページ目からは前回と変わらない部分がほとんどである。 

  ３ページ、（３）１期計画の検証の表で、住みたいと思わせる主な要素、行きたい

と思わせる主な要素とあるが、この中についても若干修正を入れている。住みたい

と思わせる要素の中で、前回は「にぎやかさがある」を入れていたが、にぎやかさ

というのは行きたいと思わせる主な要素ではないかという指摘もあり、今日お示し

している形で記載をしている。 

  ３、４、５、６ページについてはほとんど修正はない。 

  一番大きなところは、７ページから４として、１期計画推進体制の検証を新たに

加えている。計画を推進する上での体制や進め方はどうだったのかということで、

（１）中心市街地活性化協議会の取り組みを記載している。鳥取市の場合は中活協

議会が機能したことにより、かなりの事業が具体化していった。その下に協議会が

関与した主な事例ということで記載している。 

  ８ページには、鳥取市中心市街地再生本部を挙げている。これは市の内部組織で

あり、全市的に市の各関係部署が情報共有を図りながら進めていった。 
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  次の章の５、２期計画における課題・取り組みで、ここも加筆をした部分。全体

会で、この部分があっさりしすぎている、課題が見えにくい、エリアごとに課題を

分けてはどうかという意見があったので、加筆修正している。 

  今日、皆さんに見ていただきたいのは、エリアごとの課題。皆さんのご意見をい

ただきながら加筆していきたい。特に今日は城跡部会なので、城跡周辺エリアに重

点を置いて説明する。 

  まず、１期計画の総括を踏まえた課題として、以下の３つを設定する。１つ目は

まちなか居住の推進、２つ目はにぎわいの創出、３つ目は地域資源の活用。１期計

画から引き続きこの３つが、大きな課題としてはある。その３つの中にさらに個別

具体の課題がある。 

  ８ページ、居住について、城跡周辺に着目すると、商業、居住環境の向上。若桜

街道沿いにある防火建築と店舗兼住宅が非常に老朽化している。あるいは玄関等が

別建てになっていない等、第三者に貸しにくい構造上の活用のしづらさがある。 

  ２番、にぎわいの創出では、１０ページに非常にたくさん課題を上げている。全

体、駅周辺、城跡周辺について、それぞれ事業分類を市街地の整備、あるいは都市

福利施設、これは病院とか福祉関係の施設といった公共公益的な施設、それから商

業の活性化、公共交通の整備という４本立てで分けている。 

  城跡については、市街地の整備改善では、観光客等の受け入れ体制の充実、お堀

端周辺の景観向上。これは主に城跡周辺の観光を進める必要があるという意味合い

で記載している。 

  都市福利施設では、総合医療機能の充実、既存施設の老朽化。日赤の建て替え等

が出ている。多くの人に住んでいただくには総合医療機能の充実は必要ではないか。 

  商業では、生活関連商品の充実。これは以前から言われている生鮮食料品や日用

品等の販売店舗が不足しているということで、居住をかなり意識した課題である。 

  １１ページ、（３）地域資源の活用。先ほどの再掲があるので少し省くが、城跡周

辺の部分については、お堀端周辺の景観の向上が必要になってくる旨記載している。 

  以上、駆け足であったが、今日のところは皆さんに課題、特にエリアごとの課題

ということでいくつかご説明させていただいた。 

  関連して、前回の委員会の中で山下部会長から、休日・平日の施設の入り込みの

具合はどうかという質問があった。聞き取りした結果を口頭でお話しさせていただ

く。 

  五臓圓ビルは、薬局を除いた入館者数を見ると、平日が１日当たり平均で９０人、

土日祝日は１００人ぐらい。土日祝日はイベント開催による集客の影響があるので

はないか。 

  パレットとっとりは、平日の方が入り込みが多い。通常時、平日は約１，７００

人、土日祝日は１，４００人である。ただ、土日祝日にイベントを開催すると多く

なる。 

  本通りに新規開業した店舗。ここは１期計画の大型空き店舗再生事業によるもの

だが、１日２３０人ぐらいの方が来ている。ここは、土日のほうが平日よりも１割
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ぐらい多いとのことであり、それぞれに傾向があるようである。 

  パレット鳥取は業務用スーパーやＪＡ等の日常のお買い物、生鮮がメインで平日

の方が多い。 

  わらべ館は、休日は平日の３倍ぐらいの入館者があり、休日が圧倒的に多い。た

だ、平日も団体ツアーや地元の保育園の団体が利用している。 

  仁風閣については、入館者数は休日は平日の２割増ぐらい。わらべ館ほどの差は

ないが、休日のほうが多い。 

  ３月にオープンした若桜街道のパン屋のこむ・わかさは、入り込み客数は、４月

が２２，０００人、５月が２５，０００人。１日平均で７００人から８００人ぐら

いある。今のところ平日、休日の差はあまりないような感じである。 

  駅前のＮＰＣ駐車場、これは１期計画の事業の中で整備された集約駐車場だが、

平日の昼はビジネス利用が非常に多い。金土になると夜の飲み客でほぼ満車である。

駅周辺の駐車場はかなりそういう傾向が強いようで、駐車場を探すのも苦労するよ

うな状況である。休日の昼間については多くないということである。 

  砂の美術館がオープンして、そこと中心市街地とのつながりという部分で、砂の

美術館に来たお客さんを中心市街地に引き込むという１つの取り組みとして、「砂美

でＡＲＵＣＯ」という仕掛けをやっている。砂の美術館の半券を提示していただく

といろんなサービスを受けられる。砂の美術館の４月、５月の入館者数は１２４，

０００人であったが、その中で割引サービスを使われたお客さんは１１１人で、割

合としては非常に少ない。 

  以上、前回の質問であった部分を含めて、説明させていただいた。 

部会長） 今の１期計画の総括について、いろいろ修正されている部分もあるが、お気づき

の点があればお願いしたい。 

委 員） ９ページのにぎわい創出のところの書きぶりで、「なお、１期では歩行者通行量の

増加が集客施設等の近辺に溜まっている傾向が見られることから、一定程度の距離

間隔で拠点を整備することにより人の流れを創出する」という文言だが、多分同じ

内容だと思うが、まず１期のところでいろいろ拠点整備をしたと。そこにお客さん

が集まって、集客数、通行量がかなり増えてきたことが１つの大きな成果。そのお

客さんが他の施設に流れないということが課題だ。波及効果が及んでいないという

ことが１つ大きな課題。 

  その対策として、「一定の距離の間隔で拠点を整備することにより人の流れを創出

する」という文言には非常に違和感がある。一定の距離間隔で拠点を整備すること

によって人が流れるという仮説が成り立つかということ。お客さんは目的があって

拠点に来て、目的が終わったら帰る。悩ましいことだが、一定の距離の間隔ではな

く、逆にある拠点が整備されたら、そこに集中投資をすることが大事なのではない

か。それは今後どのように議論していくかの１つの方針になる。 

  １カ所整備されると、半径何十ｍ以内に次の拠点を整備するというような連担的

な再生を目指していく。そのことによって初めて人の流れがだんだん出てくるので

はないか。その辺は少し議論していただきたい。 
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部会長） 委員から意見があったが、いかがだろうか。 

  一定の距離間隔で拠点を整備するというイメージがよく分からない。例えばわら

べ館に行く人はいるけれども、その周りに出てこないとか、あるいはほかの施設に

行くにしても、距離があって、車で移動してしまうとか、おそらくそういうことが

課題になっている。 

  さらにこの中に拠点を作っていくという発想がそれを解決するとは思えない。む

しろ歩きやすい環境、歩きたくなるような環境を作るほうがよいのでは。拠点を作

っても、その拠点しか人が利用しなければ、結局商店街に何も波及効果がない。歩

いてもらう環境を整備する。あるいは駐車場の配置の仕方とか。拠点になる施設に

駐車場があれば、そこに止めて、そこだけ見て出ていってしまう。駐車場の上手な

配置の仕方も戦略的に必要かもしれない。 

  書きぶりで気になったところがいくつかあった。１ページの（２）１期計画が果

たした役割で、「活性化に向けた有効な手立てがない中」と言い切っていいのか。「な

い」と言い切ってしまうと、やる必要がないのではないか。もう少し柔らかい表現

のほうがよいのではないか。 

  ７ページの推進体制の検証のところは「鳥取市中心市街地活性化協議会を中心と

して」という書き方になっている。一番最初の説明のところでは「鳥取市と協議会

が一体となって」と書いてあった。推進体制の比重を協議会に移すのかなというニ

ュアンスに見える。「中心として」という表現がいいのか、あるいは１ページ目の書

き方と合うようにしたほうがいいのか、辻褄を合わせていただきたい。 

  ８ページ、（１）まちなか居住の赤字で書かれた文章で、「民間集合住宅の整備は

今後期待できない状況となっている」とある。民間集合住宅というと、普通のアパ

ートを含めて言う。「大規模な民間集合住宅の整備は」とか、大型のマンションはな

かなか難しい状況なので、この辺がニュアンスとしてわかるような表現がよい。 

  その下で、「６年間で７５０人の移住者」というのは、先ほどお聞きしたら市全体

ということだったと思う。ここは「全市で」という表現がないと、中心市街地で７

５０人だったら大成功ではないかという話になる。この中で、中心市街地では何人

か資料の中には書いてあったように思うが、まだ十分な成果には至っていないので、

課題としては認識しておいたほうがよい。 

  ８ページの下の表のまちなか居住の推進における課題のところで、「事業所の誘

致」があるが、中心市街地全体の課題と位置づけてよいのか。ちょっとした店舗み

たいなものも事業所は事業所だが、働く場としてのオフィスを想定しての誘致とい

うことであれば、駅周辺の方が比重としては高いという気もする。城跡地区のコン

セプトとしてそういうものも含むのか、あるいは居住と観光というところに明確に

シフトしていくのか、その辺を確認したい。 

  気づいたところは以上である。 

事務局） 事業所の誘致については駅周辺のほうがふさわしいと思うが、既存ストックとし

て空きビルがあちこちあるので、そういうものの活用を考えれば全体的な話になっ

てくる。 
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部会長） 「事業所」という一括りにするとわかりにくくなってしまう。駅周辺と城跡周辺

とでは同じ「事業所」といっても、少し違ったものを想定して書くとか。「全体」の

ところに全部入れこんでしまうと、それぞれの地区の特徴がわかりにくくなるので

は。 

  「全体」のところに「空き家の活用促進」があるが、これは住居の話である。駅

周辺のエリアのほうに空家のストックがたくさんあるのか？むしろその辺は城跡の

課題としたほうがわかりやすいのではないか。 

事務局） 委員がおっしゃっていた一定間隔は？  

委 員） 歩いてもらうための環境整備も当然必要だし、拠点に目的をそれぞれ持たせると

いうことも必要だし、ソフトで繋ぐということも必要である。私が言ったのは、あ

る意味で投資の考え方ということになる。ここの課題のところに書いてしまうとち

ょっと話がぶれてしまう。方針とか、そういう大きい言葉にしておいたほうがいい

のかなという気がする。 

部会長） 拠点というのは拠点とすべきであって、あちこちに拠点があるというのはあまり

ピンとこない。拠点は、出来ればいくつかの施設が集約したようなのが本来一番い

いのかもしれないが、城跡地区ではどこのあたりなのかとか、あるいは商店街のあ

たりではどのようなイメージで作るのか。「一定間隔で」と言ってしまうと違和感が

ある。 

事務局） イメージとしては、距離感的に歩いてもあまり苦にならないところに次のポイン

トがあれば、その間に人の流れができていく。人の流れができることによって、そ

こに出店してみたいということにならないか。記載の仕方に工夫がなくて、機械的

にやるように捉えられがちだが。 

委 員） 「拠点」の考え方で、課題を整理していて必ず出てくるのは、まちなかにトイレ

がない、休憩場がない、ということ。トイレが一定間隔であるとか、そういうこと

も必要ではないか。高齢者の方と話をしていると、まちなかに来てもトイレに困る

から飲み物を飲まないという話を聞いた。例えば公園の横に公衆トイレがあり、使

いやすいような環境整備をしなければいけないだろう。まちの中の拠点にはユニバ

ーサルのしっかりしたトイレを作って、そこで休憩する。そうなれば、ソフトもハ

ードも含めて拠点が繋がっていく感じがする。 

部会長） 私の「にぎわい」のイメージからすると、拠点となる観光施設が点々とあって、

その間、ただ移動しているだけだったらにぎわいではない。歩く人が周りをきょろ

きょろして、ちょっと足を止めたりとか、お店に立ち寄ってみたり、そういう動き

があってにぎわいになるのでは。もちろん商店街の活性化とか、そういうものと結

びつけてやっていかないと難しいと思うが、拠点だけではなくて、その道中をどの

ようにまちの方に目を向かせるかとか、歩かせるかとか、そういうソフトの仕組み

がよいのでは。 

委 員） にぎわいの創出はどういうことをイメージするか。１つは商店街がニーズに対応

できるような機能。魅力のある商店街を創出できるか。 

  もう１つは、城跡地域を中心にした文化・歴史の宝をいかに磨いて皆さんに発信
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していくか。どうしたらもてなしができるか。場所が提供できるか。それはさっき

のトイレにしてもしかりである。 

  例えば倉吉市の白壁土蔵群の周辺地域というのは非常に人が集まってくる。前の

市長さんがパブリックなことをやって、地域の中を散策していても安心できる場所

が整備されているので非常に人が集まりやすい。 

  課題というのを政策に結びつけていくことを、２期のときに強調してもいいので

はないか。１期ではあまり語られていない。こういう政策でやっていくという方向

性がもう少し打ち出されると非常に有効な事業計画になるのではないか。 

  地域からいろんな人に来ていただくためにはどのような環境整備をするかという

のは政策的に要るのではないか、そのように感じた。 

事務局） 事務局から明確な答えはないのだが、既に五臓圓ビルや因幡の手づくりまつりに

取り組んでいる常村さんが来ておられる。人の流れを作るということで拠点を整備

されて、これからも引き続きやられるということなので、考えをお聞きしたい。 

委 員） 五臓圓ビルを中心にして商店街の３００ｍの街区の中に、五臓圓ビルは商店街の

組織上の括りで言うと端のほうになるのだが、真ん中の川端の交差点のところに新

しい店舗が１つできた。智頭街道エリアではないのだが、その隣に宝林堂さんとい

う書道材料店を誘致した。それが拠点というのかどうかわからないが、空き店舗対

策的なものである。 

  五臓圓ビルはスケールが大きいので拠点だと思う。五臓圓ビルにオープンから１

年間で約３５，０００名の来場者があった。薬局に１５，０００人。この薬局の数

字というのは、薬を買いに来られるばかりではなくて、このビルの整備で交流スペ

ースを作っていて、そこで２カ月に１回、紅茶の会を続けている。漢方薬と紅茶の

話ということで、なかなか奥が深いのでずっと続けている。そういうのを含めての

数字である。ただ、五臓圓薬局に来られる方は、ビルがリニューアルしていなくて

も近い数字は出ていると思う。新しく増えた約３５，０００名という数字、これは

１日１００名近くの平均値になるので、商店街にとってはかなり大きな成果であっ

たと自負している。 

  ただ、組合員さんの声では、その効果を感じてないお店が大半であるということ

が私どもの反省点でもあるし、今後どうしていくかということになる。 

  拠点整備と同時に、近辺の個店の店主の意識改革が非常に大事だと思っている。

近辺を歩く人は増えているので、その方々を取り込む努力をされているかと店主の

方に反論したい。ファザードや、接客、品ぞろえ、そういうものが相まって活性化

につながるのだろう。拠点はいくつか出来つつあるので、組合員さんへの意識改革、

啓蒙運動を商店街として取り組んでいく必要があるだろう。ただ、店主の高齢化も

進んでおり、大きな課題になっている。 

  もう１点は、インフラ、アーケードがかなり老朽化してきている。修繕したいと

いう思いは商店街の中にあるが、アーケードの修繕には億単位の費用がかかる。昭

和５８年にアーケードを作り、借入金も数年前に終わり、組合員さんから集めたお

金を半額に落として、それを維持修繕費という名目で月々集めている。それを原資
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として建て替えができるかというと、心もとない状況である。インフラ整備に関し

ての行政サイドの支援もお願いしないとやっていけない。インフラ的なものと、個

店の経営者の意識改革、これを商店街として頑張って方向づけたいというのが今の

現状である。 

部会長） 今のことに関してどうだろうか。非常に基本的な課題だと思うが。 

委 員） 中心市街地のまちをどうしたらにぎやかになるだろう、どうしたら人が集まって

くるだろうかという話だった。どうしたら人が集まるかということは、楽しいか、

面白いか、嬉しいか。歩いても、止まっても物がいろいろ見えるとか、それには懐

具合、歩く人の経済状態もある。 

  昨今高齢化が進んで、歩くのが億劫だと。さりとて自家用車はない。公共交通機

関も一定の場所しか使えない。その不便さもある中で、非常に人口が少ないという

ことが根本的にある。 

  最初に一定間隔という話があったが、わらべ館、仁風閣、博物館、特に山手のあ

のあたりには自動車を置くところがない。道路に並べている。駐車場がないという

ことが一番問題ではないか。 

  この間も歩いてみたが、こんなところに大きないい空き家がある。 

  今のアーケードの問題で、商店が３０軒並んでいればいいのだが、ご存じのよう

に半分になっている。アーケードを作ってもらうのは通る人にはありがたいが、そ

こに住んでいる人には資金的に大変である。国に整備してもらえればありがたいが。

そういう悪い条件が固まってしまっている。 

部会長） 皆さんもなかなか結論の出る話をしているわけではない。 

委 員） 非常に難しい問題だと思うが、そんなことを言っていても前に進まない。私が思

うには、空き店舗を、何らかの方法で集約できればよいが。 

委 員） まちなか居住の課題整理の中で、地域コミュニティに関することを課題として取

り上げていくべきではないか。今住まわれている方が引き続き住みたい方というの

は、川内や城跡周辺も含めて多いという実態がある。住み続けるために何をしなけ

ればならないか。例えば買い物難民、買い物の不便さをどのようにするかという問

題がある。それから、移動の問題、買い物するところまで移動ができるかどうか。

二次交通も含めてという問題。 

  もう１つは、地域コミュニティがどうあるべきか。これは防災面も含めて、今後、

世代交代が来ているということもあるし、自治会の加入率も低くなってきていると

いうことも聞いている。そういう意味で地域コミュニティのありようと、担い手と

いうことも課題として挙げておかないと、なかなか住み続けることができにくいの

では。新たな人を入れるということももちろん重要なので、それはそれで推進しな

ければいけないが、その２つが文言の中に欲しい。 

委 員） 空き店舗対策で、中活協も情報を求められて、各商店街がそれぞれ出せる範囲の

情報を出して、ホームページに載せている。それはそれとして機能している。智頭

街道商店街は空き店舗対策を１つの旗印にしているので、積極的に空いている店舗

のオーナー、家主に問い合わせて、次の誘致のための状況把握を行っているが、な
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かなか教えてくれないという問題がある。理事長になって６年目なのだが、理事長

の立場でアタックしても拒否される。しかし、近所の仲のいい方には情報を出して

いる。私も間接的に教えてもらっている。貸すとか、どれぐらいだったら考えても

いいとか、売るとか、そういう情報というのがある。 

  行政サイド等の利害関係のない第三者が調査機関を作って、空き店舗のオーナー

の情報を集め、最終的には商店街にフィードバックしてもらうようなことができな

いか。 

委 員） 私が言った政策的誘導とは、民間レベルではなかなかうまくいかないことでも、

パブリックなものが１枚加わるとスムーズにいく可能性があるということ。 

  例えば空き店舗や空き家をどのように活用したいか。民間だと利害関係が生じる

が、そこに市役所が１枚加わって、うまく調整をして、政策的に誘導していく。そ

ういうことができないか。 

委 員） つけ加えると、なぜ隣の同じ商売人にうちの情報を提供しなければいけないのか、

うちの懐具合を知ってほしくないという感覚の人も結構おられる。 

  もう１つは、ここ数年、土地もどんどん下がってきている。智頭街道も一時の１

／３、ひどいところでは１／４に下がってきている。商店街のメインの通りでは、

以前は７、８０万円／坪という高い時期もあったのだが、今は３０万円台でも売れ

ない時代。３０万円切っているところも出てきている。そのような流れの中で、空

き店舗を持っている方々も、以前は坪５，０００円、６，０００円でないと絶対貸

さないということがあったが、今は、４，０００円でも、場合によっては３，００

０円でも貸すという方もあるように感じる。ただ、それを十分把握しきれないもど

かしさを感じている。 

部会長） いろんな意見が出たのでまとめていただくのは大変だと思う。またどうやってま

とめるかも工夫が必要だ。 

事務局） 一定間隔の拠点の整備について、これから実際球出しをしていく中で、公共がで

きる投資も限られてくるので、ある程度の距離間隔で投資する。あとは誰に対して

も説明できるようにという考え方に基づき、こういう表現になった。今の課題の整

理の中での表現と、今後の方針では少し表現の仕方を変えていかないといけないと

感じている。 

  拠点を整備することと同時に、拠点間のソフト的なものとか、歩きやすい環境と

か、それはまた次の事業の中で政策的に書けるものは書いていくということが必要

だと考えている。 

  アーケードの問題はどこの商店街でもある。これを具体的に、事業として、ある

いは政策として２期計画に入れることにはかなり検討を要する。課題としてあるこ

とは間違いないと認識している。その辺の書き方は検討したい。 

部会長） 中心市街地でにぎわいの拠点の数は問題でない。１つでも集客力のある拠点があ

って、それが有効に働きまち中に出歩いてくれれば、それで十分である。今ある拠

点の魅力をどう高めて、人が広がって出ていくようにする仕組みを考えたほうが生

産的なような気がする。 
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＝報告・協議事項＝ 

（３） ２期計画事業（案）について 【資料３】  

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

部会長） ２期計画の事業（案）について、説明をお願いする。 

事務局） 資料３－１をごらんいただきたい。これはエリアごとの課題整理と、２期の計画

の事業（案）ということで載せている。資料３－２は資料３－１を網羅したような

形で、継続事業なのか、新規事業かがわかるようになっている。資料３－３は２期

事業（案）の位置図的なものを掲載している。 

  資料３－１から説明させていただく。 

  まず、エリア全体で行うべきこととして、市街地整備改善には、全体に関するも

のは今は挙げていない。今挙げている事業についても検討段階で、実施が確定した

ものではない。これから検討していくものもたくさん載っている。 

  居住推進には、継続事業としてＵＪＩターン促進事業、まちなか居住体験施設運

営事業、住まいネットワーク事業。多様な住宅供給方式活用促進事業は、今西町の

ほうで市の公用車置き場を活用して住宅を建てている事業である。新たな事業は、

まちなか若者居住シェアハウスモデル事業で、空き家になっている旅館などを利用

したシェアハウスができないかということで検討し始めているところである。同じ

く新規として、既存ストックの活用支援事業ということで、空き家や空き床の改修

で、大家または入居者に支援してはどうかということを検討している。 

  商業活性化については、ほとんど継続事業である。各商店街の活性化事業は、ま

だ増えていくかもわからない。また、まちなか市民砂像制作実証事業は１期計画で

未着手なものを２期では是非行いたいということで今検討しているところ。 

  公共交通整備には、１００円バス「くる梨」は赤と青があるが、若桜街道と智頭

街道を回るような緑バスを来年４月からする方向で今検討しているところ。 

  鳥取城跡周辺エリアの市街地改善として、観光用の駐車場整備事業、お堀端の市

道である山の手通りの整備事業を挙げている。 

  都市福利施設の整備では、継続としては中電ふれあいホールの運営事業と、ＮＴ

Ｔの隣にある鳥取市教育センター運営事業。新規としては、鳥取赤十字病院の建て

替え事業を挙げている。 

  居住推進には、若桜橋沿いの一角の戎町地区防火建築帯共同建替事業を挙げてい

る。 

  商業活性化では、継続事業としては鳥取城大手登城路復元整備事業。文化活用イ

ベント事業は、高砂屋、仁風閣、わらべ館のイベント事業を挙げている。新規事業

は、まちなか観光拠点整備事業で、部会で現地を歩いてもらった際、金田市長邸な

どを利用した拠点が整備できないかという意見をいただいたもの。また、その下に

新規として、若桜まちなか生活利便拠点整備事業と書いているが、これは戎町地区

防火建築帯の共同建て替え事業の１階を商業の生活利便拠点として整備できないか

ということを今検討しているところである。 
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  それぞれの事業についての位置は資料３－３をごらんいただきたい。 

  資料３については以上である。 

部会長） 私のほうからリクエストしたいのは、資料３－１で、課題と２期の計画事業がそ

れぞれの枠の中では書かれているが、例えば２期の計画事業がどういった課題に対

応しようとしているのかがよくわからない。１つの課題だけでなく、複数の課題に

対応する事業もあると思うが、それがわかるようにしてほしい。例えば課題にそれ

ぞれ番号を振って、それぞれの事業はどの課題に対応するかがわかるように、後ろ

のところにカッコで番号をつけたりしたほうがいいのではないか。 

  あるいは、課題にはないけれども事業が挙がっているところもある。城跡地区の

都市福利施設整備のところで、総合医療機能の充実という課題が挙がっていて、事

業に赤十字病院整備事業、ふれあいホールの運営、教育センターの運営がある。ふ

れあいホールの運営、教育センターの運営が医療機能の充実という課題とどのよう

に結びつくのかわからない。とりあえず放り込んでいるような印象がぬぐえない部

分がある。きちんと説明がつくようにしていただく必要がある。 

  もう１つは、事業がずらずらと並んでいると、まだこんなにしなければいけない

のかというのが第一印象である。まちを作りかえるぐらいの勢いのものがわずか５

年間の事業で出ている。あるいは中心市街地にそこまでしなければいけないのかと、

私ですらそういう気になってしまう。今回の市役所の建て替えのことを考えると、

これを市民に出していいのかという疑念すら思ってしまう。これだけのことをやる

説明がつかないといけない。この中で最重点は何なのか、どういう優先順位でする

のか、これをすることによってどういう効果があって、それがその次の５年間にど

のように繋がっていくのかとか、この５年間だけの話ももちろん必要だが、その次

の５年、さらにその次の５年とか、これがどのように種になって、どのように育っ

ていくのかというのが見えてこないと、全部やるぞという勢いだけでは、パブリッ

クコメントに出すことが怖い。出し方も考えなければいけない。この一覧表をぽん

と出せないのではないか。 

  私の感想を先に言わせていただいたが、皆さんはいかがだろうか。 

委 員） 課題に対して１個の事業という見方になってしまう。そうではなくて、この課題

の中で今回優先的にしなければいけない方針があって、その方針に対して、この事

業とこの事業を今回やるんだと。この事業とこの事業をやることによって、目標の

この部分とこの部分がクリアするという流れ。課題からいきなり事業というのはち

ょっと早いのではないか。その間にワンクッション、こういう方針で行くんだとい

うところが必要。５年間で全部できるのかと言われると、そのほうが怖い。５年間

で出来ないことも書いておかなければならない。５年、１０年、１５年かかる部分

もあることを、方針で示す必要があるのではないか。 

  それから、２期の事業は誰がするのかというところがないといけない。事業主体

別に書いてもいいのではないか。全部市がするのかという話になるとまた誤解を受

ける可能性がある。 

事務局） 資料３－２に事業主体の欄を作っているが、まだ確定したものではない。このよ
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うな形で示していくということで理解をお願いしたい。 

部会長） 今日はこの事業計画の気づいた点でご意見をいただきたい。 

  私が気になったのは、資料３－１の商業活性化のところの、「まちなか市民砂像制

作実証事業」。砂像は鳥取市が力を入れていることだと思うが、砂丘エリアで施設（砂

の美術館）を作って、まちの中でもそういうことをするということがプラスに働く

のか、あるいはバッティングという形になるのか、その辺がよくわからない。どう

いう実証事業なのかこれだけではわからないのでコメントのしようがないが、中心

市街地がよければいいというだけでなくて、中心市街地はよくなったけれど、砂丘

エリアのほうの足を引っ張る、ということではよくない。城跡地区を観光拠点とは

言っているが、砂像をエリア全体の中でどのように位置づけるのかよくわからない。

どういうところからこれが出てきたのかご説明いただきたい。 

事務局） まちなか市民砂像制作実証事業は、実証事業という名称なので少しわかりにくい

印象があると思う。以前駅前で、平成２０年、２１年ににぎわい実験事業をやった。

道路空間の活用の１つの方法ということで、道路空間を上手に活用してにぎわいを

創出するための実験事業を行った。その成果が、大丸前の太平線のプロジェクトに

繋がっている。その実験の中で、砂像を鳥取の新たな観光素材として発信したらど

うか、それをまちなかでもやってみたらどうかということで、２カ年にわたって、

主に駅前の商店街エリアに砂像をいくつか作った。特に平成２１年には公募して、

地元の方々がグループを作られて、制作してもらって展示した。それを定例的に、

まちなかにおけるイベントの１つとして行うというのがこの事業である。 

  部会長からあったとおり、砂の美術館ができて、砂像は鳥取砂丘ということがあ

る。整理の仕方として、芸術としての砂像を見ていただくのは砂の美術館に行って

いただく。一方で、まちなかの砂像は、地域の盛り上げとして、地域の方々に作っ

てもらい、砂像を鳥取市の新しい文化として発信していくものにつなげたいという

思いもあるし、地域の方にもそういう意識を持っていただき、地域の盛り上がりに

つなげていただければと思っている。 

  さらに発展させて、地元の方々だけでなく、全国的に砂像を作られる団体がある

ので、外からも参加していただいて、がまちなかを舞台にコンテストを開催し、地

域経済の活性化につなげたいという思いもある。 

部会長） 私は、なにか苦しいと思う。この事業は計画の中での優先順位はどうか？ 

事務局） １期計画で挙げてはいるが、なかなか具体化に向けての話が進んでいないという

ことがある。我々としては、何とかしなければという思いはあるが、一方で皆さん

から見て、一刻も早くやらなければいけないということには見えないのではないか。 

部会長） １期計画を作ったときには砂の美術館はまだなかった。砂の美術館を砂丘に作っ

たという判断をした時点で、セットで考えられるべき課題だったと思う。結局どっ

ちつかずのような印象を与えてしまう。中心市街地の活性化で城跡観光をやりたい

のか、砂像をやりたいのか、あれもこれもやりたいというようなことが今までの取

り組みの総花的というか、欲張っていろんなことをやるが、なかなか鳥取のまちな

かのイメージができない。何かやれば人は来てくれるのかもしれないが、それは短
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期的な話で、それを続けることでまちなかのイメージアップに結びつくのか。まち

なかでそれをやりたいのなら、なぜまちなかに美術館を作らなかったのかという気

もする。 

委 員） 資料３の事業に、若桜街道のこむ・わかさと五臓圓ビルはぜひ入れておいてほし

い。こむ・わかさはコミュニティを醸成する拠点であるし、五臓圓ビルは歴史文化

等の拠点でもあるから、ここの活性化事業を検討いただきたい。 

  もう１つは、参考資料の中で、第２期をどのような方向で考えていくかというと

ころの目標数値に、文化施設の入り込み客数に民藝美術館も入れようということが

あったよう記憶している。民藝美術館も事業に入れたほうがいいのではないか。 

  もう１点は、通行量について、平日と休日と両方入れ込みましょうという話が出

てきて、どうするかによって事業の組み立てが変わってくる部分もあるのではない

か。平日も休日もバランスよくというのが多くの市民の皆さんが求められているこ

とだと思うので、バランスをどう考えていくか。１期と２期の大きな違いは通行量

の話が、平日だけと、平日・休日と、変わってくるので、組み立ても変わってくる

のではないか。 

委 員） 済んでしまった事業だから入れないというのもおかしい。こむ・わかさ、五臓圓

は今後していかなければいけないことがたくさんあるので、入れ込む必要があるだ

ろう。 

  資料３－１では具体的な２期計画が出ているが、活性化の部分に関しては従来の

継続事業がほとんどであり、事業数が多いという指摘があったが、そんなに多くな

い。第１期ではハード事業が華々しかったので、それとの差が逆に大きいのではな

いか。 

  ではソフト事業をもっと入れ込めるかというと、特に不動産の再利用が一番大き

な問題になるだろう。不動産屋に任せていても駄目だし、かといって民業圧迫で鳥

取市が不動産業をやるのもいかがなものかと思うが、まちなかの不動産をどうする

かということを真剣に考える仕組みがないと、まちの質の向上はできない。１つ１

つの拠点を整備するのはいいのだが、全体的にまちなかの質を上げていくというこ

とは、不動産をどうするかという問題に大きく絡んでくる。 

  鳥取市文化財団ではまちなかに出ようということで、中心市街地に帰ることをず

いぶん考えているのだが、あちこちに出ている出先をまちなかに帰したらどうかと

思う。そうすればまちなかはずいぶん元気になる。もっと言えば、市役所は若桜街

道の空き店舗に移ればよいのではないか。第２庁舎は地震が危ないのだから、教育

委員会は空き店舗に移ればよいのではないか。夢みたいな話かもしれないが、そう

したほうがいいのではないか。安価で、にぎやかになるのではないか。 

委 員） 鳥取市は温泉が出るというのはご存じだろう。若桜橋のたもとで個人が約１，０

００ｍ掘って湯が出ていた。個人がお金を出して作った。最近あそこで湯が流れて

いない。もったいない。今になってみれば活用すればよかった。 

委 員） 一時、足湯にしようかという話があった。 

委 員） 今の鳥取市をアピールする。一番簡単にできるのは足湯だろう。しかし、１日中
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モーターを回さないといけないので費用が大変。 

部会長） 宝が眠っている。 

委 員） 日本全国、掘れば出るのだが、経費がかかるというだけのことである。 

部会長） 商業の活性化のところで次世代商業者の育成とある。チャレンジショップなどは

出ているのだが、人材を育てるような仕組みづくりというか、ソフトの部分で、要

はイベントをしたり、物を作ったりということではなくて、もう少し根本的なとこ

ろから取り組む仕組みがあってもいいのではないか。 

  あるいは委員が言われた商店街の情報がなかなか集めにくいということも考える

と、組織的にというか、委員がパブリックなものという言い方をされたが、事業の

中できちんと位置づけながらやっていく。それぐらいしないと、住まわれている方

にどこかに移っていただいて、お店として活用するというようなところまで、今の

事業計画だけではたどり着けないのではないかという気がする。もう少し足りない

部分の隙間を埋めるようなソフトの取り組みが必要ではないか。 

委 員） 中心市街地をいかに活性化するか。活性化してきていない原因は何なのか。結局

中心市街地に人が集まってこない、あるいは住めない。その地域で十分なニーズに

対応できるような魅力がないから人は外を向いてしまう、という繰り返しになって

いる。 

  それを呼び戻すためにはどうするか。この地域に魅力的な商業ゾーンを作る。も

ちろん駐車場が足らないとか、店舗を確保するための土地とか、そのためには空き

家、空き店舗、空き地をどのように流動化して、きちんとした再開発に誘導するか、

政策に乗せるかということもあるだろう。 

  居住地域についても、高齢化してきて、若い人が外に出ている。若い人たちは中

心市街地に家を建てたいが土地がない。高齢者は住みにくい。足の確保、移動の確

保で買い物に困っている。だんだん住みづらくなり、離れていき、駐車場化してい

く状況の中で、若い人も帰ってきて、年寄りも安心して暮らせる地域を新たに作り

上げるのは難しい状況。パブリックな政策で手を打っていかないと、民間の活力を

導入してというのは、難しい。民間で難しいところは市が誘導して、再開発事業を

するということだろう。 

  ただ単に人口を増やしても地域の活性化にはならない。周辺地域からいろんな人

が魅力を感じて中心市街地に来られるようにすれば、活性化につながる。ほかの地

域から来て、鳥取の魅力楽しむことのできる環境をどう作るか。 

  そういう流れを皆さんが頭の中でイメージされていると思うが、１つ１つをどう

有機的、効果的につなげていくか。 

委 員） 中活協では鳥取市とどういう事業をどのように乗せていくかということをいろい

ろ議論している。資料３－３を見て、市民がこれでまちが活性するとはなかなか思

いづらいと見ている。 

  資料３－３に書かれていない、今後事業になり得る、事業にしていこう、実はそ

ういう掘り起こしをされつつある事業がいくつかあって、それをこの基本計画の２

期のところに書いていくかということが重要だと思う。２期の５年間で事業の熟度
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の高いものがここに載ってきている。ただそれ以外のものも順次やっていけば全体

としてはこういう活性化が達成できる、というところを匂わさないと、これだけだ

と難しいのかなということがある。 

  もう１つ、１期の総括をして、それに基づいてさらにパワーアップしていくもの

と、新たに入れ込むことということで資料３－２の整理で、新規、継続という書き

ぶりにしているのだろうが、新規をなぜ入れ込んでいったかというシナリオ、スト

ーリーが必要なのではないか。１つのシナリオを作って、流れができて、それにさ

らに水面下で予備軍がずっと待っているんだよと。それがうまくピタッピタッとは

まっていけば、５年後、もしくは１０年後はこんなふうになりますというような流

れがないと、なかなか見てくれない。今後ＰＲしていく方策として考えていく必要

があるのではないか。 

部会長） この表だけではなかなか説明しきれない部分がある。今言われたストーリーとい

うか、この５年間でどんなことを目標に種をまいて育て、５年間でやることと、１

０年後、１５年後につながることとしてどんな種をまいておくかとか、その辺のこ

とを見通しを持って整理していただくと、パブリックコメントのときに説得力のあ

るものになるのではないかと思う。 

  私自身が今日の議論を含めて、話を聞いていても、なかなかゴールが見えてこな

いというか、よしこれで何とか行けそうだという計画の見えてくるイメージができ

てきていないので、自分自身で歯がゆいところがある。 

  次回が今月後半、しばらく時間が空くという話である。それまでに作業しておい

てほしいことなど、事務局に課題として依頼すべきところがあればお願いしたい。 

委 員） 資料３－２、袋川環境整備の欄に袋川をはぐくむ会として黒丸がしてあるが、こ

れは継続だろうか。花見橋のところで老人が毎朝パンの切れ端をまいていた。いつ

の間にかたくさんのコイがあそこに集まっていた。その人が亡くなってからパタッ

と魚がいなくなった。奈良は鹿のせんべいの売り場がある。ああいうことを袋川は

できないだろうか。活性化になるかわからないが。 

委 員） 袋川は下に降りていくのに深い。中は草地になっている。あれでは市民は親しめ

ない。 

委 員） 橋の上から見ればよい。観光には使い物にならない。倉吉の白壁のところも今は

よくなったが、ああいう格好ではない。 

委 員） 下に降りて、水に手がつけられるように環境整備できればよい。水の浄化もだい

ぶされてきた。 

委 員） 階段が急で、以前イベントをしたが、機材の上げ下ろしが大変だった。 

委 員） 川に落ちると危ないということもある。コンクリートの浅い川ではない。下は泥

なので、ずぶずぶと入ってしまう。 

委 員） 今までに防火帯建築の登録文化財の話はないか。登録文化財の制度を活用して外

壁改修するとか。防火帯建築としては日本で第１号である。登録文化財に持ってい

けばほぼ認められるだろう。これは文化庁の見解だが。ＲＣの建物はたくさんある

が、既存の建物の１つの活用の方法として、登録文化財という手もあるのではない
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か。 

事務局） その議論はしていない。 

委 員） 登録文化財は５０年経過したものであることが条件。１０年前では、そんな話す

ら起きなかったが、６０年たったので、もう十分に起こせる。日本初の防火建築帯

の建造物なので、おそらく登録文化財としての価値は十分ある。全部は全部できな

いかもしれないが、できるところは結構あると思う。 

事務局） 個人の所有者が申請するのか。 

委 員） そうである。 

事務局） その方がどのようにこれから使いたいかというのもある。 

委 員） 壊して建て替えたいというところもあるだろうし、このまま使いたいというとこ

ろもある。登録文化財にすると相続税は地面も含めて１／３控除になるので、メリ

ットが大きい。登録文化財として活用していくというのも１つ手ではないか。 

事務局） そういう発想は出てきていない。 

委 員） 今まで議論されているかと思った。 

委 員） 個別の話なのでどうしようかと思ったが、戎町の共同建て替えのところをモデル

的にして、その街区、あそこは東西で１０街区あるが、それぞれの中で、全然燃え

てないところとか、何もないところもあるのだが、登録文化財で進むものと、少し

改修をかけていくものと、建て替えするものと、地権者の意向を聞いて、どのよう

な整備の仕方をするかというのがやっと緒に就いたばかりである。ご指摘いただい

たように、登録文化財になるものは、全部が全部ではなく、数は限られているだろ

う。今から調査に入って、具体的にやっていく。 

 

 

＝その他＝ 

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

部会長） そろそろ時間も来た。その他をお願いする。 

事務局） 次回については、８月２１日、１時半から。場所は市役所４階の第３会議室で予

定している。その次については別途調整する。ご協力をお願いしたい。 

  もう１つは、「中心市街地活性化に向けての取り組みを進めています」、裏は基本

的な考え方に基づいたエリアコンセプトという絵的なものがある。これを各公民館

等に設置して、意見募集を開始した。 

  今後、これまでの会議を含めて、会議資料についてはすべて各区の公民館等に配

置させていただいて、そこで見ていただけるような形を取った。我々としても、可

能な限り見ていただける機会を提供していくことで、極力市民にオープンな形でこ

の議論を進めていきたいと思っているし、いろんな知恵をいただきたいと思ってい

るということでご報告させていただく。 

  次回の８月２１日までに委員さんを個別に回らせていただき、意見交換させてい

ただきたい。その趣旨は、今日議論していただいたが、時間が限られているし、会

議の場で言いにくいこともあるかもしれないので、我々のほうで出向いて意見を交
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換する中で、ヒント、アドバイスをいただきたい。それを踏まえて、次の会には、

今日ご指摘いただいた部分を含めて修正した資料を出していきたい。我々としては、

総括についてはそこで何とか終結をしたいと思っている。もちろん総括を踏まえた

上で、２期の事業も今日の議論を踏まえて肉付けして、改めて提示させていただき

たい。 

部会長） 部会はあと２回と伺っている。実質的に意見を資料に反映してもらえるのは次回

までか。 

事務局） 極力皆さんから聞き取りをして、資料を提示させていただき、それを踏まえて、

まださらに何か出てくるかもしれないが、あと２回ぐらいである。 

部会長） ２回目はそれの確認になるだろう。 

事務局） それを踏まえて、全体会に行くことになる。 

部会長） 次回、到達点までたどり着けそうかどうか。たどり着けということだが、いかが

だろうか。個別に意見徴収されるということだが、お盆休みもある。大丈夫だろう

か。 

事務局） 日程は皆さんと調整させていただき、回らせていただく。 

部会長） 今日は今までに出なかった意見もずいぶん出た。事務局のほうでじっくり対応し

ていただき、次回、ある程度終結できるような資料づくりをお願いしたい。 

  資料を前日の夕方にいただいても全部に目を通すことはできない。総括のところ

はこれでそんなに大きくは変わらないと思うが、計画のところは全然見通しが立っ

ていない。次回はそこのところを集中的に意見交換できるような形で、資料はその

部分だけでもいいので早めにいただきたい。 

事務局） 欠席された方のフォローも含めて回らせてもらう。こういう議論になっていると

いうことを説明させていただく。 

事務局） ８月１日の市報にも計画を策定中ということを載せている。いろいろ課題がある

ので、何とかご意見をいただきながらまとめていきたい。今日はありがとうござい

ました。 

 

 

＝閉会＝ 


