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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 鳥取駅周辺地域・商業交通検討部会 議事概要】 

 

1. 日 時    平成２４年８月１日（水）１３：３０～１５：３０ 

2. 場 所    市役所本庁舎４階 第３会議室 

3. 出席委員   倉持部会長、熱田委員、橋本委員、中嶋委員、藤本委員、松本委員 

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 

１期計画の総括や検証に時間がかかるのはやむなしだが、一方で、次期計画に向けて議

論している時間も十分残っていない。当初から同時並行的で、若干議論が錯綜するところ

もあったかと思う。今日はこれまでの評価・検証には一定の区切りをつけて、その後の第

２期の具体的な事業や、必要とされる項目の議論に十分時間を使っていきたいと思ってい

る。皆さんのご協力をお願いしたい。 

 

＝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、事務局から説明をお願いする。 

事務局） 資料１－１、第３回部会の概要をご説明する。７月２日、月曜日、出席委員１０名

で行われた。協議事項としては、第２回部会、現地調査についての説明をさせていた

だいた。続いて１期計画の総括について、１期計画における課題、目標、１期計画事

業の評価・検証の説明をさせていただいた。 

  委員の皆さんからの主な意見としては、 

 ・商店街のイベントは、人材育成と来街動機につながるためのものである。 

 ・中心市街地に対して、市民がどう思っているかの検証が必要ではないか。 

 ・人材育成のためのまちづくり会社をつくるべきである。 

 ・若者が地元に帰ってくる受け皿づくりを行政側も行うべきである。 

 などのご意見をいただいている。 

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

え方と、２期計画のエリアコンセプトのイメージ（案）の説明をさせていただいた。 

  それに対する主な意見として、 

 ・本通りに福祉タクシー専用乗り場や待機場が必要である。 

 ・２期計画の１つのキーワードは学生のまちなか居住、まちなかへの参画である。 

 ・まちなかにトイレや休憩する場所がない。 

・本通りの生活利便ゾーンと若桜街道の生活利便ゾーンは性格が異なるので、ゾーン

の名前を変えるべきではないか。 
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 などのご意見をいただいている。 

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

第１回議事概要、各専門部会での取り組みについて、１期計画の総括（案）、２期計

画策定における考え方を説明させていただいた。 

  委員から出た主な意見としては、 

 ・鳥取のまちで仕事を創っていくという視点を計画の中に入れていただきたい。 

・エリアごとの課題の整理をしないと、その中でどういう活性化、事業の落とし込み

をしていくのかがわからない。全体がぼやけてしまっている。 

・城跡周辺には観光資源としては素晴らしいものがたくさんあるが、飲食店やバスの

駐車場等の周辺のインフラが整備されていないため、うまくいっていない。整備し

たほうがよい。 

 などのご意見いただいた。 

  ２回目の全体会の概要については以上である。 

部会長） 今のところで何かご質問、ご意見はあるか。 

委 員） これをメールで添付していただいたが、ページ数も多く、見るのが難儀である。今

の説明のように簡潔に、ポイントに線を引くとか、太字にするとかしてほしい。 

部会長） 事務局の資料説明部分は割愛してもよいのではないか。委員の意見を勝手に割愛す

るのは難しいと思う。上手に作成いただきたい。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（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、事務局より説明をお願いする。 

事務局） 資料２は１期計画の総括（案）である。前回から肉付け、加筆修正して今日お示し

している。赤字は全体会でいただいた意見をもとに加筆修正している部分である。前

回のこの部会からの加筆修正という意味合いではないことをご了承願いたい。 

  前回のものに皆さんからのご意見を踏まえて加筆した部分としては、まず１枚目に

総括概要をつけている。 

  １期計画では、目標に達していない部分もあるが、計画を作ったときよりもプラス

になっている部分もある。中心市街地は非常に厳しい状況で、右肩下がりになる部分

がほとんどだが、取り組みよって歯止めが利いているのではないか。 

  特に鳥取市の場合は、全国的に見ても市と中心市街地活性化協議会が一体となって

計画事業を推進していった。これによって、五臓圓ビル、駅前のアーケード改修とい

った民間主体の事業が実現していることが特徴である。 

  ２ページ目から、１期計画での課題と目標を記載している。 

  ３ページ目には、１期計画事業の検証として、少し加筆修正している。 

  ４ページ目以降、それぞれの目標について、具体的な事業をいくつか挙げながら評

価を検証している。 

  特に見ていただきたいのは７ページ、１期計画事業を推進するに当たっての体制の
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検証が必要ではないかという意見を踏まえ、中活協議会や行政の推進体制について記

載している。鳥取市の場合は中活協議会が全国的に見てもかなり機能している。名ば

かりの組織になったり、行政と中活協議会の関係が良くないケースもある中で、鳥取

市の場合は比較的うまく連携しながらやってこられた。 

  ７ページの下に協議会が関与した主な事例をいくつか挙げている。五臓圓ビル、本

通りのパレット、現在進行中の戎町の共同建て替えプロジェクト、駅前アーケード、

チャレンジショップなど、いろんな事業の中で中活協議会がサポート、支援を行った

ところがある。それが鳥取市の中心市街地活性化の取り組みにおいて、かなり効果的

だったと言える。 

  ８ページ、５番の２期計画に向けた課題・取り組みということで、赤字の部分がか

なりある。これは全体会での意見を踏まえて、エリアごとの課題を、全体に関するも

の、駅周辺に関するもの、城跡周辺に関するものに分けて記載している。その中で、

１期の総括を踏まえ、まちなか居住の推進、にぎわいの創出、地域資源の活用を１期

の引き続きの課題としたうえで、さらに個別具体な課題を表形式にして載せている。 

  居住では、全体の部分として民間集合住宅の整備。これは高層マンション等の建設

が一区切りしている状況で、それに代わる受け皿づくりの必要性を記載している。民

間の高層マンションが居住人口増加に果たした部分はかなり大きい。特に袋川以北、

以南で比べると、マンションが多く建った駅周辺の袋川以南の人口は増加している。

一方、あまりマンションが建たなかった袋川以北は人口が減少傾向である。 

  駅周辺部会の居住に関しての課題は、あえて空欄にしているので、委員からのご意

見があれば聞かせいただきたい。 

  城跡周辺エリアでは２つ課題を挙げている。その中で、２つ目の「若い世代の居住

促進」については「幅広い世代の居住促進」と訂正をお願いしたい。高い高齢化率と

小学校の子どもの減少という部分に着目したための表現だが、我々としても子どもか

らお年寄りまで幅広い世代の方に住んでいただくことをめざしている。 

  ９ページにはにぎわいの創出。これは歩行者通行量や空き店舗の数という目標指標

に関わるもの。１０ページににぎわい創出における主な課題を載せている。事業分類

として、市街地の整備、都市福利施設、商業活性化、公共交通整備、の４つに分けて

課題を整理した。 

  本日は駅周辺部会なので、特に駅周辺の部分を見ていただきたい。まず市街地整備

改善の部分では、駅の北口、南口、駅の近隣の部分に関しての課題がいくつかあると

いうことで掲載している。以前からの懸案である駅北口と駅前商業街区のアクセス改

善。今は地下道のみで、直接的に結ぶ横断歩道はない。そういった部分を改善するこ

とで、駅から来る人を商業街区方面に流せないか。また、バスターミナルの老朽化も

懸案事項。それから、風紋広場の活用促進。使われていないわけではないが、恒常的

な賑わい創出に向けた活用促進が求められている。あるいは、現地視察でもあったが、

駅北口の景観が非常に悪いということ。そして、駅の南口広場の利便性向上。市政懇

話会や中活関係の会議、観光関係者等との意見交換において、観光バス等大型車両の

待機場所が不足しているという意見が寄せられており、課題として挙げている。 
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  都市福利施設の部分で行くと、駅周辺に子育て環境として子ども向け施設や保育園

が不足しているのではないか。駅南公共施設利用者の利便性向上。具体的な例を言う

と、駅南庁舎、さざんか会館の駐車場が慢性的に不足している状態で、苦情もある。

何らかの対策が必要になってきている。 

  商業活性化の部分では、駅前サンロードの環境改善。具体的にはアーケードが非常

に老朽化している。あるいは空き店舗の増加。中活協議会の分析によると、特に駅周

辺の空き店舗の増加率が非常に高くなっているという実態がある。 

  以上、１期計画の総括ということで、特に前回から加筆修正した部分についての説

明させていただいた。 

部会長） 総括の部分と、２期計画に向けた課題についてまとめていただいた。この点につい

てご質問、ご意見をお願いしたい。 

委 員） 小学校の子どもが少なくなったという指摘があったが、日進小学校は１年生が６０

名近く入った。児童数から言えば、日進学区は今増えている。遷喬は減っているが、

明徳小学校、美保小学校は減少に歯止めがかかり、増えている状況になっている。 

事務局） 先ほど袋川以北、以南で分けたが、袋川以南の日進、明徳については減少していた

児童数が反転している。一方、以北の遷喬、久松、醇風は右肩下がりである。 

部会長） 揺り戻しがある。団塊ジュニアのジュニアが、当初の見込みより少ないとは思うが、

若干増えるという傾向が見えている。地域的には袋川の南のほうに集中している。し

かし、これが長く続かないことも見えている。数年経つと、また減少に転じてしまう

だろうと言われている。今のいい流れがあるときに、次のことを考えてどういう手を

打っておくかということだろう。 

委 員） 居住推進に関して、中活協の専門部会の中では、一つ目に子育て世代の居住を促進

しないと、将来的に高齢者を担う世代がいないし、その部分がいないことでますます

活力がなくなる。だから、例えば子育て世代に優先的に入ってもらうようなことを考

える必要があるのではないかという意見があった。 

また、転勤族の人たちが住みやすい環境づくりも必要ではないか。どちらのエリア

かという点は悩ましいが、駅周辺に転勤族や若い世代が住み続けやすいような何かを

するというのも１つの方法。それは全体の中に入れてもよい。 

  もう１つ、城跡周辺のところで高い高齢化率の話があったが、ここの課題というの

はそこに住み続けるためのコミュニティのありようやコミュニティの担い手、買い物

難民、そういうところをどうするかというところが課題になる。 

  だから、同じ居住であっても、駅周辺で言う課題と城跡周辺で言う課題は少しニュ

アンスが違う。どこの分類に入れるかは考えなければいけないが、今、街なかに住ん

でいる人たちがより住み続けやすい、住み続けるための環境づくりは必要である。 

部会長） ほかにはいかがだろうか。 

  総括のところは分量があるように見えるのだが、実はそうでもない。特にご意見が

なければ、１点１点確認する形で案を見てみたい。 

  その前に本日午前中の城跡周辺地域検討部会で、後半の部分の赤字で書いてある部

分については、広がりがありすぎるのでもう少し的を絞るべきという意見が出ていた。
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事務局で何か補足があればお願いしたい。 

委 員） ９ページの真ん中で、「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と

どまっている傾向から見られることから、一定程度の距離間隔で拠点を整備すること

により、拠点間に人の流れを創出することを念頭に置く」とある。まず、最初の「な

お１期では歩行者通行量が」についての書きぶりだが、これは拠点施設を整備するこ

とによって、その近隣の通行量が明らかに増えた。整備されたどの拠点でも周りの通

行量は増えている。これは拠点整備をすることによっての効果である。一方で、拠点

に集まる人が次の拠点に移動しないことから波及効果が見られない。これが課題だと

思う。拠点を整備することによって集客性は高まるし、滞留性も高まる。しかし回遊

しないことが問題である。 

  その後の「一定程度の距離間隔で拠点を整備することにより」の「一定程度の距離

間隔」は、どのぐらいの距離でどのようにしていくのかが課題。投資をどのようにし

ていくかということと、どうつなげていくかという２つの視点があると思う。投資に

ついては、一定の距離間隔でバランス良くというものではなく、１つの拠点ができた

ときに、そこが賑わったのであれば、連続的にそのエリア近辺に投資をかけて、最初

の投資をより効果を高めるということが必要である。 

  もう１つは、つなげるという意味では、駐車場で間をつなげるとか、二次交通でつ

なげるとか、アーケードの下を歩かせるとか、歩行環境を整備してつなげていくとい

うことが大事である。書きぶりを修正いただくことと、「一定程度の距離間隔で拠点

を整備する」という点については議論していただきたい。 

  最後の「人の流れを創出することを念頭に置く」というのは非常に重要なことであ

る。特に１期の反省点の中でも回遊性に乏しい、つなげる部分が乏しいというのは確

かにある。この部分は非常に重要である。 

部会長） にぎわいの創出の部分で議題を提出していただいた。それはそこにかかったときに

議論させていただきたい。 

  １ページ目から確認させていただきたい。ここでは、１期計画が果たした役割は大

きく２つぐらいあるだろう。それを検討するにあたり、人口とか社会情勢がだんだん

厳しくなったというのは十分踏まえたほうがいいだろうということを述べている。 

  全体を大きく見たときの課題としては、市民目線との距離があったのではないかと

いうところをまず大きな課題としておいて見ているというところがある。例えば回遊

性が乏しいとか、拠点施設間の連携が乏しいとか、そういう課題ももちろんあるが、

１つ大きな課題として挙げるのであればこれではないかということを述べている。 

  最終的な評価という部分では、基本的には社会的な現象などを考えると評価できる

だろうというところに落ち着いているが、この流れについて委員の皆さんで特にご意

見があればお願いしたい。 

  課題の評価の部分で特に異存がなければ、次の確認作業をしたい。 

  「２．１期計画の課題・目標」、これは１期計画のまとめになる。数値がどのよう

に出たかという事実のみを記載しているので評価としては特に問題ない。 

  「３．１期計画事業の検証」は、中心市街地整備課と中心市街地活性化協議会が１
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期計画の事業を眺めてみて、その数値的な効果、人通りが増えたとか、そういったも

のも見ながら、もう一方で質的な評価、例えばイベントが続いてまちがにぎやかにな

ったとか、量で測れないような話を質的な部分というふうに切り分けて、評価を加え

ている。その質的な評価というのが表にあるいくつかの項目である。かつ、それらの

質と量によるクロスをかけた評価が、住みたいまち、行きたいまちという１期計画で

掲げた大きな項目に対してなされている。評価方法そのものに対するご意見もあるか

もしれないが、反面、客観的にやりきるというのも非常に難しい。ここはある程度主

観的になりながらも、なるべく客観的に評価を行えた部分なのではないかというご意

見もあるかと思う。評価のやり方、それぞれの中身、事業成果に対するご意見があれ

ばお願いしたい。 

  特になければ、次に進む。 

  「４．1期計画推進体制の検証」では、進めるための大きな枠組みとして協議会が

あったが、協議会についての評価を行っている。協議会の取り組みが中間支援組織的

な役割を十分に果たしたという評価がある一方で、今後はほかの役割も担うべきとい

う記載もある。これらの点についてご意見があればお願いしたい。 

  （１）の記載については、協議会という大きな組織体に対する課題という位置づけ

でよいのか。 

事務局） ここでは事務局と中活協議会を分けて記載していない。協議会全体としての記述に

なっているが、実態としてはそれなりの事務局体制が取られていて、専任スタッフが

いたからこそ成果が上がっていると考える。 

部会長） 民間部門の旗振り役とか、民間と行政のつなぎ役という表現が中間支援組織的なも

のに対する表現としてよく使われるような気がする。行政も民間も入った協議会が民

間と行政のつなぎ役というよりは、協議会がつなぐ場になっているような気がするの

で、役わりという形ではないか。そのような小さな組織を示しているのか、大きな組

織を示しているのかというところが若干つかみにくいので、文言についてご検討いた

だきたい。 

事務局） 修正したい。 

委 員） 先ほど民間旗振り役とか、つなぎ役とか、情報拠点と言われたが、この５年間の活

動を振り返ると、前半は民間部門の旗振り役というところが強かったが、後半は民間

と行政のつなぎ役という部分が強かったように思う。徐々に事業の幅が広がってきた

というところもあったが、もう少し活発な議論や組織としての求心力といったものが

必要だったのではないか。 

委 員） 商店街としての中活協さんのスタンスは、民間と行政のつなぎ役という形で捉えて

いる。現実的には、中活協議会に相談するべきか、鳥取市に相談するべきかという議

論もあった。 

部会長） 悩まれる分岐点はどこにあるのか。 

委 員） ノウハウとお金の問題である。 

部会長） これは個人の推測でしかないが、国に協議されるときには、協議会の役割は積極的

に評価しているところでもあると思うので、きれいに整理しておいたほうがよいので
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はないか。 

  （２）の記述については、市の内部の話なので市以外の我々がどうこう言えるもの

ではないので、このままでよいと考える。 

委 員） 平成１８年度に中心市街地活性化部門と都市計画部門を統合した市街地整備室を設

置したことが非常に大きな推進力となった。もう少し評価されるべきである。それま

での企画部門では、予算も人も少ないという中で非常に動かしにくく、情報もなかな

か入ってこなかったが、まちづくりは市街地をどのように整備して、どう進めていく

かという点が非常に重要であり、２期計画の推進に向けて、より深くということが必

要である。ここを中心とした組織体制になっていたのだろうと思うので、それをより

深めていただきたい。 

部会長） 「５．２期計画に向けた課題・取り組み」で、ここは赤字がたくさん入っている。

委員からも議題提供があった。これがまさに２期につながる要の部分になる。赤字の

部分で、まちなか居住推進の部分はこういった形でいいかどうか、まとめ方も含めて

ご意見をいただきたい。まず（１）について。 

事務局） 補足させていただく。午前中の城跡部会でも指摘があったが、「１期で大きな効果

があった民間集合住宅整備」は、大規模な民間集合住宅、いわゆる高層マンションの

ことを指している。 

  ＵＪＩターン促進事業のところで、「移住者は６年間で７５０人にのぼっている」

とあるが、これは鳥取市全体の数字であるので修正したい。中心市街地のみで見ると

３０人である。転入先としては、マンション等が多いようである。ＵＪＩターンは鳥

取市としてはかなり大きな成果が上がっている。県内でもかなりの移住者を獲得して

いるが、中心市街地に関してはその効果が少し薄い。原因としては、田舎暮らしを希

望して鳥取にこられるので、中山間地の空き家を希望される方がほとんどであるとい

うことが背景にある。 

部会長） ＵＪＩターンにあえて触れられたのは何か理由があるのか。 

事務局） これは１期計画で居住人口増加につなげる取り組みに関する事業という位置づけが

あった。１期計画の中で直接の居住人口の増加につながる取り組みは非常に弱い部分

があった。事業数にしてもかなり薄い。かなり人口は増加していたのだが、その背景

にあるのは、タイミング的に民間の高層マンションの建設時期にちょうど当たったと

いうところである。市が主体となって進めたことによって人口増加につながったとい

うことはあまり言えないというのが実態である。 

委 員） 市街地ではもうマンションの計画はないようだが。 

事務局） １件、久しぶりに着工しているが、基本計画区域外である。 

委 員） そのようなことが影響して小学校の生徒数が増えているという実態をみると、城跡

周辺エリアは、マンションを建てられる土地もなく、人口が増える要素がない。年寄

りばかりになってきている。 

委 員） 確かに高層住宅が建てられないと厳しい。 

委 員） ２階建てぐらいのマンションも土地の関係で建てられない。空き地があるわけでも

ない。 
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委 員） 居住の推進に関しては、新たにどんな人に住んでもらいたいのかということと、今

住んでいる人がどう住み続けるかということがある。住み続けるためには、古くなっ

た家の建て替えが必要。若桜街道の防火建築帯などは長屋方式のため、単独では建て

替えができない。共同で３、４人まとまれば、そこを一体的に建て替えるとか、次の

ことを考えていくことが重要である。ただし、後継者がいないなど、それぞれの事情

がある。 

委 員） 親と同居した場合は、税金を控除するとか優遇するなどの支援策はどうか。 

委 員） 同居して、亡くなって相続する場合は優遇措置がある。 

委 員） 幼稚園を経営しているからわかるのだが、稲葉山地区なども一時は子どもが多かっ

たが、今は高齢者が多い。当時は園児数も多かったが、いつの間にか高齢者ばかりに

なってしまった。今は地価が安くなっているので、街なかの狭い土地に家を建てなく

ても、郊外の広い土地に出ていく。こういうことは見逃してはならないこと。 

部会長） まちなか居住推進の課題を見ていくと、地価の話もあったし、高層マンションなど

の大規模居住施設の話もあったが、住むということは多岐にわたる話である。その中

でどこに焦点をあてていくかだが、課題整理のイメージとしては、民間集合住宅によ

ってある程度増えたが、２期目は期待できないので、別の形で引き続き取り組むとい

う整理がされているが、その点はよいか。 

  次ににぎわいの創出の部分に進みたい。先ほど「一定程度の距離間隔の拠点整備」

という考え方に対しての異論が出たが、私も同意見である。一定程度の距離で施設を

作るよりも、むしろこれまで整備した拠点施設をいかに高めていくかということに焦

点を絞るべきではないか。 

事務局） パレットにしても、五臓圓ビルにしても、ある程度集客効果は上げている。パレッ

トでは６０万人、五臓圓ビルも薬局も合わせると４万を超えている。ただ、それがな

かなか周辺に広がっていかない。いろんな要素があって人は歩くのだが、どこか目的

地が１つあって、その次に歩ける距離、これは個人によって違うと思うが、視界に見

える範囲に次の賑わいがあれば、ついでにそこにも行ってみようということになる可

能性としてはあるのではないか。もちろん、来た人全員が次の場所にも立ち寄るわけ

ではないが、いくらかの人の流れができる。それによって拠点と拠点の間に人の流れ

ができていく。それを見ていて、そこで商売してみようか、そこに投資してみようか

ということにならないかというイメージを描いていた。それに対して、少し違うので

はないかという話があったので、皆さんの意見を聞かせていただきたい。 

部会長） 「一定程度の距離間隔で」という表現で一番引っかかってしまうのは、こういう拠

点整備そのものが、こちらが意図している距離の間隔で実際にはできない。動いてく

ださるところがあれば、そこが拠点として生まれ変えるというイメージがある。例え

ば五臓圓と何かの間のちょうどこの辺に拠点が欲しいとこちらがいくら思っていて

も、そこで何かやろうとしている人がいるとか、適当な物件があるなどの条件が整わ

ないことには実現しない。そういうものを飛び越えて、たとえ万難があったとしても

排してやっていこうとするような強い意志にも読めるし、そうでない、ある種の理想

的な話としてはこうだよというような感じにも読める。表現上の問題だが、もう少し
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現実的な話のほうがいいのではないか。 

委 員） 「一定程度の距離感」というのは非常に難しい。不動産屋のチラシで「駅より５分」

と書いてある場合、１分が８０ｍ程度である。だから、視認性があるところで言うと

せいぜい２分か３分。それ以上は歩かないと思う。そうすると、１つの拠点の周りに、

ハード整備ができればベストだが、ソフトで何かをつないでいく。何か魅力を発信す

るようなものを連続的に続けていくような。表現だけの違いなのだが。 

  ただ、ここを何とかしたいという場所は念頭に置いておくことは必要だろう。何か

あったときにはすぐ動けるように準備をしておくことが必要である。 

委 員） 中活協議会の専門部会でも鳥取駅は人の湧き出し口だという話があった。例えば鳥

取駅から５，０００人程度人が出てくる。今度できる太平線シェルターや鳥取大丸が

１つの拠点になる。パレットはパレットで集客するのだが、１日平均して１，７００

人程度の入館者数がある。パレットには来るのだが、その後の流れがない。２、３分

程度の歩く距離にあまりない。たがら、線としてのつながりが非常に薄いし、面とし

ての広がりもない。 

部会長） 「一定程度の距離間隔」というのは、エリアマネジメントのやり方の話に踏み込ん

でしまっているのではないか。施設間の連携とか人の流れの創出に向けた戦略は難し

い。例えば、街なかで大丸に行ったお客さんが同じような商品を求めて次に行く場合、

パレットに行くということは多分しない。同じような商品の比較ができるお店に行く

のではないか。戦略として、そういうマネジメントが的確に行われることが必要であ

り、大きなポイントである。ここでは、拠点を整備するというよりも、むしろ拠点を

整備するまでに至る、実行してもらえる、あるいは考えて引っ張っていってもらえる

マネジメント組織、あるいは方法を確立することが第一であり、そのマネジメントさ

れた中身をきちんと支援する体制を確立することが結果としてにぎわいの創出につ

ながるのではないか。そのような記述にしてもらったほうが逆にいろいろな可能性が

生まれると思う。 

  そのほかに何かあるだろうか。次のページににぎわい創出におけるおもな課題が羅

列されている。こういったまとめ方でよいだろうか。 

委 員） 市街地整備改善のところで、駅南口広場の利便性向上は、広場の利便性を上げる話

と、観光バスの待機所の不足と、ニュアンスが違うような気がして違和感がある。広

場の利活用の話と観光バスの待機の話は別の話なのか。 

事務局） 駅南口広場というのは交通広場、ロータリーである。 

委 員） 芝生広場は駅南広場ではないのか。 

事務局） ここで指しているのは交通広場である。 

委 員） 駅南口広場は１００円バスが通っているが、違法駐車があって危険である。また、

バスの駐車場と言いながら現実にはタクシーの待機スペースになっている。広げるこ

とは良い。待機スペースを広げようとしているのか。 

事務局） バスに併せて一般乗用車とタクシーも併せて考えている。 

委 員） 真ん中の緑地帯を減らせば対応できる。北口は、自家用車と営業車を分けたことに

より事故の危険性が低くなるとともに利便性も高まった。 
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委 員） 駅南ロータリーは、車の出入り口がローソン前の１カ所しかない構造となっている

ためにバス、タクシー、自家用車が集中することが問題。 

委 員） 市街地整備改善に関して「２軸上の緑化推進、街路樹等の不足」とはどういうこと

か。 

事務局） アーケードがあるので実際はなかなか難しいのだが、鳥取市が策定している「緑の

基本計画」の中で、軸になるところ、ここで言うと若桜街道や本通りにおける緑化の

イメージを示している。今、商店街の皆さんの努力により、植栽やハンギングバスケ

ットによる緑化が図られている。一方で、以前から中心市街地は緑が不足していると

の指摘もある。 

委 員） １０ページの商業活性化の中の「観光客等の受け入れ体制の充実」に関して、鳥取

駅構内の観光案内所が狭くお客さんが座る場所もない。もてなしの１つで非常に重要

なポイントであり、観光に力を入れていくとすれば、改善が必要である。 

部会長） （２）にぎわいの創出のところで、にぎわいの創出におけるおもな課題があるが、

もう少し絞ったほうがいいのではないか。特にそういう必要を感じないということで

あればこれでよいが。 

  にぎわいの創出といったときに、わかりやすい商業の活性化がなされると、にぎわ

いと非常によくリンクするのではないか。公共交通の整備も必要な条件ではあるもの

の、ちょっと距離は遠いのではないか。にぎわいの創出を捉えたときに、２期計画に

向けておもに注力していくべきポイントはどこかとなると、１つは商業の活性化。そ

の方向でよければ、まとめ方をこちらで工夫させていただきたい。 

委 員） 賑わいに関して、空き店舗の多い、少ないが市民の視覚に訴える部分は大きい。大

前提は空き店舗がない中心市街地をつくるということではないか。それに伴ってくる

のが公共交通機関だと思うし、人が流れてくれば、必然的に交通機関も必要になって

くる。根底は商店街の空き店舗対策だと思う。 

部会長） （３）の地域資源の活用のところについては、このような記載でよいのではないか。

具体的に西町広場が挙がっているのはなぜか。 

事務局） １期計画策定時、西町広場を整備することによる効果として、通行量の増加と入館

者の増加を見込んでいた。通行量に関しては増えているが、入館者に関しては効果が

表れていない。イベント等の舞台として十分活用されていないことが課題である。 

委 員） 西町広場の活用に関しては、誰が動かすのかというところが一番のポイント。誰が

動かしているのか見えない。子どもがあそこを走り回っても面白いだろうし、後ろに

あるわらべ館も楽しい。利用者の声を聞きつつ、うまく活用すればわらべ館の入館者

数も増えると思う。誰がどう動かしていくかさえ決まれば、そんなに難しい話ではな

い。 

  さきほど部会長が言われたように、にぎわい創出に関しては、誰が動かしていくの

か、誰が担っていくのかという人の問題。次世代商業者の育成ということではなくて、

こういうことを動かしていく、仕掛けていくというか、そういう団体、事業主体にな

り得る人を育成する必要がある。そういう部分の記述が抜け落ちている。４番目に、

支援体制とか、人材育成とか、そういう課題整理が必要であろう。 
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部会長） 課題として、人の問題、具体的に動かす問題を位置づけることにより、他の項目が

すっきりするので効果的である。 

委 員） 人材育成に関して、チャレンジショップがあるが、かなり厳しい状況である。商売

しても儲からないという風潮が市民に漂っている。商売は楽しいし、それなりに儲か

るという形で、若い商業者を育成していく。後継者不足という問題がある。後継者が

なければ空き店舗が発生する。長期的な対策も考えていかなければ空き店舗は解消し

ない。 

委 員） 本通りがタクシーの待機場所になっているが、末広から本通りに人を動かそうとし

てもなかなか動かない。本通りに人を集めようと思えは、店が次々に、切れ間なくイ

ベントをやらなければならないのでは。 

  飲食店で一番よくあるのは、開店５日間ぐらいは人がワアッと行くが、ぱったりと

来なくなる。あの辺も本当に難しさがあると思う。 

部会長） 商売の話は非常に難しい。課題を整理していくと、どうしても市の方が商売に踏み

込んだような表現になるが、本来市は商売に対しては側方支援というところが正しい

位置づけだと思う。きちんと整理された、わかりやすい書きぶりがいいと思う。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（３） ２期計画事業（案）について 【資料３】  

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

部会長） 時間も迫ってきたので、先に進めたい。今の話の中にも次の議題の部分が入ってき

ていたので、２期計画事業（案）について、簡単に説明をお願いする。 

事務局） 資料３－１、３－２、３－３があるが、資料３－１を中心に説明したい。課題は総

括の中で示したので、２期計画の事業（案）を説明していきたい。まだ検討段階のも

のであり、確定したものではない。資料３－２に実施主体が書いてあるが、これも確

定したものではない。 

  資料３－１で、全体の部分から説明したい。まず居住推進については、継続事業と

してＵＪＩターンの促進事業。まちなか居住体験施設運営事業は、寺町に体験施設を

整備して、運営しているところ。住まいネットワーク事業は、住まいに関する相談を

宅建さんに委託して行っている。多様な住宅供給方式活用促進事業は、西町の公用車

置き場を活用して、定期借地でコーポラティブの方式で住宅を５棟建設している。そ

のような方式で建てられる方に対する支援事業。新規は、まちなか若者居住シェアハ

ウスモデル事業。これは空き家などを改修した後に、大学生などにシェアハウスで住

んでいただけないかというものである。既存ストック活用支援事業も新規事業だが、

空き家、空き床を改修して、大家さんや入居者に支援してはどうかと考えている。 

  商業活性化については特に目新しいものはない。まちなか市民砂像制作実証事業は

１期事業の中で計画していたが、未実施、未着手ということで、２期の中で再度取り

組んではどうかということで挙げている。 

  公共交通整備については、１００円バスは今赤と青が２ルートあるが、４月から緑

バスを走らせようということで、バス事業者さんと協議させていただいている。若桜
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街道、智頭街道を回るルートを新設しようというものである。レンタサイクルステー

ションは駅の高架を利用したものと、片原駐車場にあるし、市営駐車場も駅の高架下

にある。 

  次に、鳥取駅周辺エリアということで、市街地整備改善としては、現行計画に載っ

ているものはサイン整備事業。これは観光案内や看板などである。扇町駐車場と市道

扇幸町１号線整備というのは、駅南側の駅周辺再生整備計画に位置づけた事業である。

次の２つは新規で、鳥取駅南口交通広場整備事業は、交通広場自体を真ん中の植栽も

含めて、バスの待機場、駐車場と、自動車、タクシーなどの輻輳をなくすような整備

ができないかということで挙げている。 

  市道今町３号線道路整備は、ニューオータニ横に市道があるが、今は太平線を整備

していて、そこを歩行者天国にすると、日の丸パーキングという駐車場に駅側から入

れなくなるので、１ｍほど拡幅して対面交通にしようという計画。 

  次に、都市福利施設整備として、まちなか子育て支援事業、新規としているが、今

現在あるコモドのこと。継続だが、パレットとっとり市民交流ホールの運営事業。 

  商業活性化としては、パレットとっとり運営事業、物産観光センタービルの再生事

業を継続で載せている。駅前サンロード活性化事業は新規で、アーケードの改修、空

き店舗対策等を検討されているようである。 

  資料３－３に事業の位置を示している。 

  資料３については以上である。 

部会長） ２期計画の事業、課題との対応を整理していただいている。先ほどの話と関連する

ところでは、１つはロータリーの話があった。あとは都市福利施設整備、駅周辺エリ

アの中での駐車場の不足への対応というのはさざんか会館の話になるのか。その話と

いうのは具体的ではないのか？ 

事務局） まだ具体的ではない。 

部会長） 城跡部会でも話が出ていたが、こちらの課題と計画事業の対応が見にくい。お互い

番号や記号で関連づけると、課題に対してはこの事業ということがわかりやすいとい

う意見があった。こちらの会からもそういう提案をさせていただきたい。 

  個人的に気になるのは物産観光センターの跡の話。ああいうところに対してどうい

うアプローチができるのか。最新の情報、動きがあれば教えていただきたい。 

委 員） 具体的に言うと、８月の土曜日、日曜日にかけて移転をする。日交旅行センターは

８月６日より雲山で営業を開始する。あそこの角は旧物産観光センターと日交旅行セ

ンターが空き店舗になる。 

部会長） あそこは大変重要なところである。 

委 員） 本通商店街の生命線である。 

委 員） これはあくまで民間である。大型空き店舗の補助金もあるが。 

委 員） あれは大型空き店舗になるのか。 

委 員） 十分なる。中活協さんも相談に乗っていただいて、日交さんについていろいろ考え

ていきたい。 

委 員） 民間だけでは無理だと思う。ビルが大きいということと、地権者がいくらか負担し
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て整備してくれればまだその可能性もあるが、あれは難しい。あそこに合う業種は限

られる。もちろん郊外型で車を止められるような場所があればいいのだが。 

委 員） 建物の裏に４、５台置けるが、狭い。軽自動車でないと難しい。 

委 員） 歴史的なデザインであの当時を彷彿とさせるような造り方をされている。ああいう

ものがうまく使えると面白いと思う。活用というのが、団体さんとかが２階、３階の

上のほうを面白がって使うという意味で言うと可能性はあるような気がする。ただ、

１階を普通の商業のテナントでと言われると、かなり業者が限られる。 

委 員） １階が問題である。 

委 員） 視覚に訴える部分で、観光客もあそこが空いていたらこのまちは何だと思うだろう。 

部会長） これを中活の計画とかこういう大きな計画に載せておく意味は、例えば１階なり２

階なり、こうあってくれたらいいなと思う市民とか利用者の声をいかに反映した建物

にするかとか、反映できるような形で事業を組めるという位置づけにすること。マネ

ジメントの話になるかもしれないが、うまい関係を使ってやっていただきたい。 

委 員） せっかく身障者福祉協会さんも来ておられるが、お年寄りに対してとか、障害者に

対してのまちづくりとか、道路の作りをどうするか等が全く課題の中に見えていない。

そのあたりはどうなのか。全く配慮がないのか。お年寄りは駅前の交差点の青信号を

渡り切れないという人が多い。 

事務局） まだ書いていないのだが、駅周辺の計画の中で、駅から商店街側に渡ろうと思えば

地下道がある。それと、２年ぐらい前につけた横断歩道がある。 

委 員） 私が言いたいのは、せっかくメンバーに入って頂いているのなら、もう少し配慮し

てもらいたい。意見の出しようがない。 

事務局） おっしゃるとおりで、決して無視しているわけではないが、しっかり文言でわかる

ようにしたい。 

事務局） 実際に歩いていただいて、放置自転車の問題などがあった。 

委 員） 点字ブロックが全然合っていないものがあった。それは市の責任ではないのか。国

交省なのか、県なのかわからないが。 

委 員） 関連したことだが、タクシーから見ていると、吉田一陽堂さんのあたりに車が１台

入る切り込みがある。あれが若桜街道にバス停のような形であるとよい。タクシー利

用はお年寄りが多いので、後ろから車が来るとせかされる。乗り降りするときに、ち

ょっとしたくぼみがあると、そこで十分時間を取っていただいてもいい。 

  前にもこれは駄目だと言われたが、歩道と車道の間に垣根のあるということに違和

感を持つ。県道と車道があって、歩道を歩く方が車道側に倒れることも考えられるだ

ろうが、もう少しスマートにできないか。 

委 員） タクシーも、ガードレールがあるところは止めてもお客さんが出られない。 

委 員） もう１つ、切り込みがあるとゆっくり降りてもらえる。ゆっくり乗り降りができる

とありがたい。もう１つ、旧横田内科前に駐車場ができたが、一方通行で若桜街道か

らは入れない。もったいない。 

委 員） まちなか子育て支援事業は期限つきの事業で、３年間の補助事業ということで、今

年で３年目である。２期計画事業ということになったら５年間ということだが、果た
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してこの事業はどうなるのか。 

事務局） 担当課としては、Ｃｏｍｏｄｏを拠点として、隣に保育園ができて、またその保育

園と連携して、河原に保育園を作られた。いろんな事業展開を図られる中で、利用者

も大変多い。これは財政との協議にもなるが、２期計画に当たっても、中活の１つの

事業ということで、継続を考えている。 

委 員） 資料３－３に事業の追加として書かれているが、まず１つは民藝美術館の環境整備、

ファザード整備であるとか、こむ・わかさの記載、五臓圓ビルの記載等、既に実施さ

れている事業について、活性化していくということをぜひ入れておいていただきたい。

１期との連続性、連担性を強調する図面にしておいたほうがいいだろう。 

  もう１つ、鳥取駅の駅舎耐震補強工事がもうすぐシャミネさんのところに入ってく

るが、駅の環境がかなり変わってきている。中心市街地の入り口の部分のイメージが

変わりつつある。そういう意味からも、そこは入れるべきではないか。 

  もう１つは、シャミネさんの改修は今から２年後ぐらいになるようなので、それを

入れ込む必要があるだろう。当然商店街との連携とか、住み分けであるとか、そうい

うものを捉えた上で改修計画を立てられるだろうから、それを１つ明確にする。大き

な投資をするものがないので、非常に見栄えが良くなると思う。 

  もう１つは、商業活性化の部分で、同じく太平線の芝生広場の管理運営について、

商店街が委託を受けて、イベント等、にぎやかしをする事業というのは全国でも非常

に珍しい事業なので、ぜひ入れておくべきだと思う。 

パレットとっとりの運営事業について、リニューアルだとか、改修だとか、中の補

完強化であるとか、そういうことも踏まえた事業としてやっていくという言い回しに

して、もう少し幅を持たせたほうがいいのではないか。ただ運営するということだけ

ではなくて、次のステップに向けての言い回しを入れたほうが、核としての位置づけ

が明確になっていいのではないか。 

  もう１点、今日、新聞に出ていたが、ベロタクシーはどうするのか。入れるのか。 

事務局） 今のところ我々の中で、働く場所、観光振興、居住推進、この３つが２期計画の柱

になるのではないかと話をしている。その観光の部分で、シクロポリタン、いわゆる

電動アシストつき三輪自転車、それについても新しい観光の受け入れ体制の１つとし

て考えている。 

  今聞いているところでは、今年は実験事業として行い、来年度から本格的な運行を

目指しておられるようである。我々としてもそういった思いがあるのであれば事業と

してこの中に入れていくということも考えているところである。 

委 員） それに絡めて、エリアとのちょうど間にあるものをどうするかというのがあって、

私としては関連エリアという言い回しで、将来のエリアの中に入れるということで、

事業を育てていく場みたいな言い回しで整理をしておいたほうがよいと思う。基本は

この２１０ｈａでよいと思うが、中心市街地の中に大きく影響を及ぼすような事業に

ついては何らかの形の書き込みをしておくべき。エリアだけに限定してしまい、エリ

ア外のものはいくらよい事業をしても関係ないと、結局担い手が損なわれてしまう。

そこから波及して、次の担い手が生まれてくるのであれば非常にメリットもあるし、
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シクロポリタンも同じようなことが言えるのではないか。 

部会長） 松本さん、バリアフリー関連のことでご意見はないか。私も抜けていたなと反省し

ている。新しい事業に対してはバリアフリー的な視点は当然含まれるものだという意

識があった。我々が気づきにくいところ、日常生活の中で見えにくいポイントがあれ

ばご意見をお願いしたい。 

委 員） 今まで道路とか、そういったことばかりに目をかけてきたが、日交旅行センターに

車いすの人が入ろうと思っても段差があるから入れない。担当者を呼んで頼まないと

いけない。事務所を雲山に移されても、車いすで入っていけるように、段差を無くし

ていただきたい。 

  街なかから物産館もなくなる、日交旅行センターもなくなるというと、雲山まで障

害者が行くのも難しい。車いすが乗せられる車を持っているところは少ない。車いす

を乗せるバスは鳥取県に１台しかない。今は津山や岡山から頼んでいる。料金のこと

もあるが、障害を持った人は旅行に出にくくなる。安い、高いよりも、隣の県から頼

まなければいけないということでは我々も都合が悪い。車いすの人も多くなった。元

気な人だけ旅行に行って、車いすの人は待てというわけにはいかない。 

  今までは点字とか段差問題について取り組んできたが、バリアフリーで、若桜街道

にもさっと入れるようにしてほしい。大きい建物は対応されているが、そういったと

ころに目が行っていない所が多い。公共施設はそういう規格になっているが。本当に

障害者の人のことを考えておられるのだろうかという気持ちはたくさんある。私もこ

ういった会議に出させてもらうのはいいが、発言しても話が進まないという気持ちが

あるからあまり言わない。 

  どこにトイレがあるという看板を設置してほしい。倉吉に行くとトイレがどこにあ

るのかということはすぐわかる。鳥取市もそのようにしてほしい。 

部会長） こういう意見を言う場はそんなにないのか。 

委 員） 市長との対話集会のときにしゃべるぐらいである。ほかのこともたくさんあるので、

トイレのことまでしゃべらないが。 

委 員） １期のときに交通社会実験をやったが、そのことについての課題と、２期に向けて

の何かを入れる必要があるのではないか。二次交通は、資料３－１だと公共交通整備

のところの、２核２軸の回遊性向上の公共交通の不足になるのだろうが、ここに自転

車の問題をぜひ入れておいていただきたい。歩行環境を整備するという意味において

自転車道をどのように整備していくか。日常の課題だろうと思う。自転車による二次

交通もあるし、ベロタクシーもあるので、二次交通との関係を課題のところに載せて

おいていただきたい。 

また、観光というのは中活法の中には特に定義されていない。表に出すときは商業

と観光にしていただくとか、配慮いただきたい。観光を推進するにしても、商業の部

分が必ず出てくるので、その辺とどう連携を図っていくか。 

事務局） 基本的にはこれまでの１期計画では観光という視点が非常に薄かった。砂の美術館

もオープンして、砂丘に年間１８０万人ぐらい来るはずだが、その１割でも５％でも

来てもらえるための魅力づくりと受け入れ体制を整備していく中で、１つの素材とし
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て上がってくるのが城跡周辺。ここにテコ入れをしていきたいというのが市としての

考え方である。当然民藝美術館も観光素材として十分にポテンシャルはあると思って

いる。 

委 員） 城跡だけでなく、午前中も出ていたが、温泉の問題もある。中活のまとめ方として

は、地域資源、観光資源を活用するということで、そこと商業がうまく結びついてい

かないと、なかなかにぎわいには繋がっていかないだろう。 

部会長） 外貨獲得というか、交流人口を増やす、そういうイメージだと思う。かつ商業で言

うと、従来の生活に関連するような商品を売る商店街もあるし、一方で外から来た人

が観光するような商店街もあるし、そういう方向づけが前回それほど強く出ていなか

ったので、広く外からお金を集めるというか、人を集めるというところに重きを置き

たい。そういう解釈でよろしいか。 

事務局） そこも力を入れていきたい。 

部会長） ほかに特になければ、時間を若干オーバーした。進行を事務局にお返ししたい。 

 

 

＝その他＝ 

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

事務局） 意見募集のチラシを参考資料としてお配りしている。「中心市街地活性化に向けた

取り組みを進めています、ご意見をお寄せください」という趣旨である。裏には２期

計画で考えている各エリアのコンセプトを入れている。これを各地区公民館に資料等

を配布して、幅広い方々からご意見をいただきたいと考えている。我々としても、こ

の基本計画を作るにあたり、この会議等の資料も各公民館に設置して、今検討してい

る過程を皆さんにオープンにさせていただき、見る機会をたくさん増やしていくこと

で少しでも皆さんに関心を持っていただき、ご意見をいただきたい。これは期限を切

っていない。寄せられた意見は随時会議の中で紹介していきたい。皆さんからも声掛

けしていただきたい。 

  次回部会は、８月２２日、１時半から行う。第６回部会についても日程調整させて

いただきたい。 

  明日以降、次の部会までに、各委員を個別に回って意見交換させていただきたい。

会議では言いにくかったり、時間がないこともある。じっくり皆さんの話を聞く中で、

今の事業内容を肉づけしていきたい。そういったものを踏まえて、次回の会議のとき

にはもう少ししっかりした資料をお見せできればと思っている。 

事務局） 今日は、午前は城跡部会、午後は駅周辺部会をさせていただき、いろいろ意見が出

た。１つは関連エリアという位置づけがいいのかどうか、しっかり議論しなければい

けないと思う。２期計画でいろんなものが挙がっているが、これからどんどんブラッ

シュアップしていき、具体的な事業として掲載できるものは限られてくると思う。今

日は長時間にわたりありがとうございました。 

＝閉会＝ 


