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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 3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 7月 2日（月）９：４５～１１：４５ 

2. 場 所    市役所本庁舎４階 第４会議室 

3. 出席委員   倉持部会長、谷本副部会長、英委員、熱田委員、和田委員、橋本委員、 

       中島委員、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 

先日は何とか天気がもって、街歩きが出来、参加頂けた方、参加頂けなかった方色々あ

るかと思うが、実施することが出来た。実際歩いてみると皆さんから景観から交通に至る

まで、色んな要素など、非常に活発なご意見が出たと思う。 

   本日はその続きで、活発なご意見を賜りたいし、今日の議題の中には、方向性を示す部

分も出てくるので、また違った角度からになるかもしれないが皆さんのご意見をお聞きし

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】  

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

事務局） 前回の議事概要と街歩きの時のアンケート結果を説明させていただく。 

 また、城跡周辺部会の議事概要とアンケート結果も情報共有のために資料をつけてい

るので、後でご覧いただきたい。 

  では、資料１－１をご覧いただきたい。前回は、鳥取駅周辺地域における課題の説

明ということで、現在までの主な取り組みの紹介など中心市街地の現状をデータで示

しながら報告した。また、駅周辺における現状での課題を提示させていただいた。 

  ４ページから意見に入っている。データ関係で「中心市街地の人口１２，０００人

に対して、事業所のデータの中心市街地で働いている人が３，０００人減っている。

この辺を対策していく必要がある」。「パレットの通行量調査でかなり効果が出ている

が、旧物産観光センターまで波及していないので、その辺の周辺への波及効果、回遊

性を高めることが課題」「この１０年の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。駅周辺では、拠点として大丸、イオン、

駅。この３つが大きな拠点で、回遊性をもたせることが必要。もう一つパレットがあ

るが、次に投資出来るようなものを導きだし、連続性をもたせ、回遊性を高めること

が必要。また、市民性なのか鳥取の人は歩かないので、歩きたくなるような環境整備

をキーワードとして、回遊性の向上を高める必要がある」「パレットの前の通行量は

伸びているが、実感としては局地的な賑わいである。本通商店街にコモドがオープン
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し、若桜街道商店街にこむわかさがオープンし、朝子ども連れのお客さん等新たな客

層のお客さんが訪れているけども、それらの方を回遊させる必要がある」「タクシー

の関係で、本通りにタクシーの代行センターをつくり、今は夜本通りにタクシーが停

まっているが、数十年来末広通りで停まっていたので、中々本通りまで足を向けてく

れない。良い環境をつくっても人を呼び込むのは難しい。くる梨が繁盛しているが、

タクシー事業者としては非常に痛し痒しの面がある。またタクシーとくる梨の住み分

けというか。タクシーの利用等も、今の中心市街地活性化に何か参考になるのではな

いか。」 

次に資料１－３のアンケート結果をご覧いただきたい。８名の方から回答いただい

て、その回答を７項目に分けて整理している。 

まず店舗について、内容としては空き店舗についての回答が多い。 

次に景観について、「駅におりて久松山方面についての景観が悪い。」「駅前のアー

ケードを改修したので明るくすっきりした」「横田医院や花見橋通りの空き旅館は活

用した方がいい。」「仙台の『まちかどタイムトラベル』のように街のあちこちに貼ら

れた QR コードにアクセスしてその場所の既に失われた過去の街並みの写真や動画

を見るサービス等が参考になるのではないか」という意見があった。 

次に駅について、「JRの便数を３０分に１本に増やせば活性化するのではないか。」 

そして交通については、「交通量調査は性別年齢など可能な限り属性を把握した方

がいい。」「最近国でも実証実験をしている超小型車を導入してもいいのではないか。」 

次に自転車については、「街歩きをして自転車を停める場所を指定すべき。」「本通

り商店街の電線を地中化にして自転車と歩行者の部分を分け、歩行者が安全に商店街

を歩けるようにするべき」という意見があった。 

最後に駐車場について、「旧たからやの後に大型駐車場が出来ているが、若桜街道

からは進入出来ないので PR看板などで周知が必要。」「さざんか会館の慢性的な駐車

場不足を解消する為に、旧鳥取社会保険センター用地を取得して駐車場として整備す

る」という意見があった。説明については以上。 

部会長） ご意見、ご質問はあるか。 

      書き忘れていることとか、街歩きに参加しなかったがこれだけは言いたいというこ

とはないか。 

 

＝報告・協議事項＝ 

（２） １期計画の総括について 【資料２】  

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

事務局） 資料２に沿って説明をしたい。第１期計画について、話をさせていただく。資料２

－１をご覧いただきたい。 

まず、『１期計画における課題・目標』から説明させていただく。 

     目標としては第１に街なか居住の推進として「住みたいまち」の実現。内容として

は、人が快適に住み続けられる街づくりとして、自家用車に頼ることなく高齢者から

子どもまで様々な世代が暮らしやすい生活環境づくりを展開し、同一地区内に多世代
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がバランスよく暮らすことが出来る効率的で持続可能な街づくりを行う。建物の老朽

化や空き地等の低未利用地の増加に対する問題を踏まえ、既存建築物を活用したコン

バージョンや共同建替によって、居住人口の維持、増加に繋がる取り組み、安心して

子育てできる環境や、地域の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、教育など都市機能の充実並びにコミュニティの維持、強化というものを目標と

している。 

     これらの指標として、中心市街地内の居住人口の目標数値は、平成２５年度の１２，

８００人、平成１９年３月の１２，２６８人の４％増という設定をしている。 

     次に、賑わいの創出として「行きたいまち」の実現。内容としては、活気があり人

が集まる仕組み。これは中心市街地外の大学等の若者や周辺地域の生活者、合併地域

の市民等との幅広い連携、参画が必要であり、加えて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等との連携、民間の活

動への支援などによって、中心市街地内外の人が多く集まる仕組み、魅力づくり。     

来訪者を増加させ、賑わいを創出する為、交通手段の確保に向けた駐車場の整備や二

次交通の充実のほか、安全・安心で回遊性の向上に繋がる道路空間の有効活用や溜ま

り場空間の創出等。そして空き店舗等の活用及び空き店舗を生まない仕組みとして、

中心市街地の空き家や空き店舗、空き地が増加しており、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。 

     具体的な指標としては、中心市街地の平日歩行者通行量、中心市街地の空き店舗数

を減尐させること。目標値としては、鳥取駅周辺地区については平成２４年度の１４，

４００人、平成１９年８月の１３，７３２人の５％増。城跡周辺地区については、平

成２４年度の１，８００人、平成１９年８月の１，７１５人の５％増。 

     中心市街地の空き店舗数については、平成２４年度の４６店舗は、平成１９年６月

の５５店舗の９店舗減らすという目標。 

     地域資源の活用については「ふるさとを感じるまち」の実現としている。 

     自然や歴史・文化を活かしたまちづくりとして、多世代が住み、交流する中心市街

地において、多様な居住者や来訪者を増加させるため、久松山や袋川、都市公園など

の環境整備によって身近に自然を感じ、市民が憩う空間づくり。城下町の町割や骨格

を活かし、古くから受け継がれてきている歴史や文化、温泉などの地域資源を活かし

て賑わいを創出し、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、わらべ館や仁風閣など文化施設の入り込み客数。目標数値は、平成

２４年度の１６９，０００人、平成１８年度の１５０，９８４人の１２％増としてい

る。 

     ２ページ中間部の表が、現在の中心市街地活性化基本計画の中で、掲載事業と活性

化の目標に関係する事業を総括したものとなっている。合計で１１３となっており、

目標が重複している事業もあるので事業数はカッコ内７３事業。 

     次に、『１期計画事業の評価・検証』についてお話する。 

３つの目標のうち、主たる目標である「住みたいまち」「行きたいまち」に関する

事業について、目標指標である「居住人口」「歩行者通行量」「空き店舗数」の達成に
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寄与したかという「量的評価」、「住みたいまち」「行きたいまち」の実現に対して寄

与したかという「質的評価」の両面から、主観的な評価を行った。ただし、現時点に

おいて未完了の事業、および計画策定事業、調査事業等については、評価対象外とし

ている。 

     これらの事業を「居住推進」「市街地整備改善」「都市福利施設整備」「商業施設整

備・空き店舗対策・家業支援等」「情報発信」「イベント開催」「交通整備」に分けて、

統括をした。なお、質的評価のポイントは、２ページ下表にある要素を考慮した。 

     まず、住みたいと思わせる主な要素は、良好な景観がある、日常生活関連の店があ

る、静寂や落ち着きがある、賑やかさがある、医療、福祉関係施設がある、職場・学

校が近い、交通の便が良い等。行きたいと思わせる主な要素は、こちらも良好な景観

がある、何かを得られる、楽しさ・おもしろさがある、交通の便が良い、そこでしか

得られないものがある等。 

     ３ページ、「住みたいまちの目標」について、評価対象事業として、UJI ターン促

進事業、低未利用地を活用した民間集合住宅建設について評価している。 

     量的評価の面では、民間集合住宅の建設が進み、居住人口の増加に寄与しているが、

経済状況や元々用地の不足していることに悩んでいる。また、UJIターン促進事業は

市全体では成果を上げているが、中心市街地への定住者数は尐ないこと、それから、

既存建物のコンバージョンや共同建替が進まないこと、尐子高齢化による人口の自然

減尐が大きいこと等により、人口増加を鈍らせる要因となっている。 

     一方、質的評価の面では、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出来た。また、

コミュニティ活動によって、まちの良好な景観が付加され、住み続けたいとの意識の

醸成に繋がっている。 

これらのことから、「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共に、日常生活関連業種の導入促進、土地の流動策の検討、及

び負担感の尐ない値段で入居出来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（質的評価）があり、これらについては、資料

を確認いただきたい。 

     ４ページ「行きたいまち」の目標について、市街地整備改善の評価対象事業として、

西町広場（緑地）整備、大工町通り整備、片原駐車場整備、駅前駐車場整備。 

     量的評価の面では、未完了の事業があるため、全体的な評価は難しいが、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いる。これは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３２，０００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
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により、安全・安心な歩行環境や落ち着いた良好な景観が付加された。さらに、時間

貸集約駐車場の整備によって、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伺える。今後は、未完

了事業の速やかな推進を図るとともに、西町広場でのイベント開催や片原駐車場の休

日利用促進など、整備施設の活用促進、これらの施設間の連携強化に取り組むことが

必要であると考えられる。 

     次に、都市福利施設整備の評価対象事業は、鳥取産業会館の移転、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ション）、ふれあ

いホール整備（中国電力ホール）鳥取市教育センター事業、お笑い健康道場事業。 

     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ており、利用者についてもそれぞれが相当数の数を呼び

込んでいる。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、質的評価の面ではホールや健康増進施設の整備により、楽しさ、おもしろさ、

人と人との交わる機会が付加され、さらに医療施設の建て替えにより、利用者などに

よる賑わいが付加されたほか、高齢者を中心とする利用者にとっての安全・安心が担

保され、中心市街地の魅力向上に繋がった。  

     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

寄与していると思われ、それが目標指標の達成に結びついていることが伺える。今後

は、整備した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と考えられる。 

     ５ページ、商業施設整備・空き店舗対策・開業支援等の評価対象事業は、読み上げ

は省略する。 

これらの量的評価の面では、歩行者通行量の目標指標を達成できる見込みであると

共に、パレット、五臓圓ビルは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、新規開業店舗数より廃業数が上回る為、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。空き店舗が解消されることにより、良好な景観が付加された。また、新規開業

者は個性的な店が多いことから、そこでしか得られないという唯一性が付加された。

新たな商業拠点等が出来ることにより、人と人の交わる機会が付加される等、中心市

街地に対する関心喚起や魅力向上に繋がっていると考えられる。 

これらから、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

いことが伺える。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、その要因を究明する必要がある。 

今後については、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と考えられる。 

次に、情報発信について、評価対象事業としては、まちなかイベントカレンダー作
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成・運営事業、中心市街地駐車場案内マップ作成、観光ボランティアガイド、小さな

まちのえき事業、一店逸品運動。 

量的評価の面では、歩行者通行量の目的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、幅広い手段によって中心市街

地の魅力向上に繋がっている。但し、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

と共に、それらが目標指標の達成に結びついていることが伺える。 

今後は、既存の媒体の浸透・普及や、SNS（＝ソーシャルネットワークサービス）

例えばツイッターやフェイスブック等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と考えられる。 

６ページ、イベント開催について評価対象事業について、読み上げは省略する。 

     量的評価の面では、中活イベント支援事業で年間１８イベント、わらべ館、    

仁風閣も年間を通じたイベント開催により、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、楽しさ、おもしろさ、人と人が交わる場所が付加される等、中心市街地の魅力

向上に繋がっている。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

組み担う人材育成に繋がっていると考えられる。しかし、必ずしも商店街の売り上げ

増に繋がっておらず、その後の来街動機に繋がっているかどうかは明らかでない。 

     これらのことから、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、目標指標の達成に結びついていないことが伺える。 

     今後は、中心市街地の情報発信、来街機会の提供、休日集客対策として引き続きイ

ベント開催に取り組むと共に、集客効果の周辺への波及に取り組むことが、必要であ

ると考えられる。 

     次に、交通整備については、評価対象事業としては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。 

     量的評価の面では、循環バスの利用客数が年間３０万人に達しており、他にレンタ

サイクル利用台数、駐輪場利用台数とも千台を超えており、計画当初からみた歩行者

通行も増加していることから、中心市街地における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、来街者及び居住者にとって

の交通の便の良さが付加されている。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

上に繋がっている。 

      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伺える。 

     今後は、レンタサイクルステーションの増設、循環バス路線の増便等と併せ、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
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ると考えられる。 

     資料２－１については以上。次に資料２－３をご覧いただきたい。 

     今の説明の中心市街地基本計画には７３事業が位置づけられており、右端の評価対

象の所に黒丸がつけてある事業が、資料２－１の評価対象事業となっている。 

     そして、個別事業ごとの評価対象事業として、資料２－２をご覧いただきたい。先

程の評価対象事業について、事業概要や検証・評価について整理をした。黒枠の囲み

で、灰色の網掛けをしているものは、実績、量的に効果が明らかと考えられるものを

事務局で抽出したもの。 

      まず生協病院の移転整備事業実績は、利用者の方が今２００，０００人前後に上っ

ている。パレットとっとり運営事業は年間６００，０００人程度の入館者があり、来

街者の呼び込みには繋がっているが、周辺への波及効果が今後の課題となっている。 

     次に、大型空き店舗再生事業（本通りビルの活用）だが、空き店舗だった所に年間

５０，０００人の来店者があり、歩行者通行量は指標に表れてはいないが、多くの人

が訪れている。 

     その他、６ページの五臓圓ビルの再生事業で、平成２３年に４６，０００人訪れて

いる。元々薬局だけだったのが、カフェ・ギャラリー等集客施設の機能も備わって、

文化財とすることで、中心市街地としての魅力向上や歩行者の通行量に寄与している。 

     最後になるが、９ページの一番下の１００円循環バス「くる梨」運行事業について、

平成１９年には２５５，０００人だった利用者が、平成２３年には３００，０００人

の利用者になっている。これらにより、まちなかの利便性に大変寄与している。その

他にも事業ごと評価を行っている。 

     次に、資料２－４。先程の評価を含め、エリアごとに事業効果を出した。 

     駅周辺では１３事業あり、事業効果の高いもの（高い＋中）が１３事業。城跡周辺

では、１９事業ある中で、事業効果が高いもの（高い＋中）が１２事業となる。次に

３行目の全体だが、これは駅周辺、城跡周辺の両方に関連している事業、エリアがま

たがっている事業になる。これらは１９事業あり、効果が高いのが、１５事業。 

     この表から見て、評価対象の５１事業のうち（高い＋中）が４０事業あり、全体の

７８％を占めている。また、実施中であって対象外の事業は駅周辺が多いことが分か

った。資料の説明は以上。 

部会長）  第１期計画に対する評価を事務局が整理した。どこかで皆さんが関連した事業や

携わっている事業等が多いと思うので、この点についてご意見をいただきたい。 

委員）  資料２－１について、総括の中で目標数値、課題等がどう挙がってきたかという評

価はこれで良いが、運営体制などの評価があっても良いのでは。 

      ２ページ目の質的評価のポイントの文言の中で「住みたいと思わせる主な要素」

の中の上から４つめの「賑やかさがある」とあるが、どういう賑やかさを指してい

るのか。住みたいと思わせるための賑やかさとはどういうものなのか。読みように

よっては、矛盾しているようにもとれる。逆に、「行きたいと思わせる主な要素」

の中に、「賑やかさがある」が入るのでは。 

      ５ページ目の「商業の施設整備・空き店舗対策・開業支援等」 の中で、３行目
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の「計画初年度からの新規開業店舗数が補助金による支援分だけで３９店舗に上る

もので、廃業数はそれを上回る」というところがあるが、これは当初の５５店舗が

どういう風に推移してきたのかという細かい部分を見ないと廃業数が新規開業を

上回ると一概に言い切れない部分があるので検証する必要がある。 

      ５行目の、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」と

あるが、この良好な景観というのは、空き店舗からシャッターが上がってお店にな

ることによって、街並みが商業景観として良くなったと表現した方が良い。 

      ６ページの「イベント開催」で、５行目の「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繋がっている」という記述は私もそう

思うが、次の、「しかし必ずしも商店街の売り上げ増に繋がっていないと共に、そ

の後の来街動機に繋がっているかどうかは明らかではない」という記述については

確かにそうである。しかし、ここの評価は、中活で行うイベント補助の目的は、集

客や売り上げ向上に寄与するためのものではなく、活動団体の育成を支援するもの。

確かに結果として売り上げ増に繋がればいいが、人材育成に繋がっていくことを主

力にしていくものなので、評価として売り上げ増に繋がっていないと書いてしまう

とどうなのか。「来街動機に繋がっていないというのは明らかではない」というの

は検証しようがないので、これは良い。 

部会長）  今の点で何かあるか。 

事務局）  運営体制などに関しては、もう１ピースつくってもよい。 

      質的なところで、「賑やかさ」は事務局の中で議論したものだが、「良好な景観」

が２つあるように両方にあっても良いかもしれない。「賑やかさ」がどういう定義

か説明が必要。 

委員）   「賑やかさ」はどこかに定義していなかったか。 

事務局）  今の委員からの質問で、「賑やかさ」の定義として事務局で考えているのが、「人

とか店などが多く集まって活気がある様」というのが、賑やかさがあるいうイメー

ジで資料を作成している。もし委員の方からこういう意味合いのもののあるのでは

というのがあれば、随時出していただきたい。 

 また、５ページの中の廃業数は我々も分析しきれておらず、結果的に見たらこう

かというのを挙げているので、また調べさせていただく。 

 良好な景観というのはその通りで、分かりづらいので、皆さんに通じるように例

えばシャッターが開いて街並みが見栄えが良くなるなどと記述する。 

 ６ページの、イベントの目的というのは、委員が言われるように人材育成が主で

あるが、商店街の方から、イベントをしても商店街の売り上げと直接結びつかない

というご意見をよくいただいているので、問題意識としてここに挙げているが、別

の項目に書くのかどうかも判断していただきたい。 

委員）   イベントをしても必ずしも商店街の売り上げ増にはならないというご指摘である

が、確かにその通り。商店街としては、イベントは街なかを賑やかにすると捉えて

いて、はっきり言って売り上げとかは期待してない。人材育成という部分もあるが、
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一番期待しているのはその後の来街動機につながる部分で商店街のことを知って

いただくということ。はっきり言って、人が来ても売れない。だが、商店街ここに

ありということで市民に周知することによって、例えば買い物が目的ではなくても、

来ていただくだけで、その後の来街動機につながる。ここにかばん屋さんがあるな、

今度入ってみたいという形になれば良いと思って、賑わいイベントを実施している。 

      本通商店街も開業される方もおられるし、新規店舗を出店される店もあるので、

店の存在を市民に分かってもらう為にイベントを実施している。 

委員）  １期の総括で、根本的に分からないことがある。まず評価と検証の意味合いだが、

これは全て数字に基づいてまとめられたということか。市民に、この５年間の中で

アンケート等意見を求め反映したものもあるのか。 

事務局）  まず書いていた主観的というのは、あくまでも事務局あるいは中活協にご協力い

ただいて全部の事業を主観的な評価をした。正副部会長とも議論して、指標数値目

標で量的なものは数字で評価し、質的なものは主観的な評価になるが、それを合わ

せて各自で評価した。 

委員）   その結果として、来街者いわゆる市民の立場から見て、可視的にどう変わったか、

どう思っているかというのが一番大事になってくる。我々がこういうことが出来て、

数字が増えて満足している、こういう問題点がある、というだけでは、第２期をや

っていくのに問題があると思うので、そういう部分をどんどん発信してことが必要。

つまり、市民が思うことと資料で出た評価との検証をして欲しい。 

      それから、商店街全体のことで言うと、人材育成というのが大事。後継者問題の

考え方が中々出来ていないため、色々なことをしても廃業になってしまう。自分の

子どもに対してずっと経営してきた商売の楽しさややりがいを教えていくことが

出来ないと、街が活気づかない。 

      しかし我が身になって考えると、自分の子どもでもどうせダメだろうということ

でなかなか継がない。広い意味で人材育成、後継者育成に対する店主の考え方が後

ろ向きになっているので、そこまで繁栄されるようにならないと中心市街地活性化

という意味の商店街の活性化にはならないのではないか。それが２期の大切な所。 

      先程の比較・検証について、先程言われた廃業数が上回っているということでは

なく、そこは評価をして、差引きマイナスになればマイナスという考えはおかしい。

それまで突っ込んだ評価の仕方じゃないといけない。 

事務局）  市民に対するアンケートについて、中心市街地活性化に関するアンケートとして

平成２４年２月に約１０日間、４０００人に対してしている。 

委員）   それと今回の事務局の内部で評価したものを比較していただきたい。 

事務局）  施策をやらなかった場合、もっと酷かったということはよく言われるが、その検

証をどうしたらいいのかということがある。 

委員）   差引きマイナスだから失敗というわけではなく、突き詰めていくことが大事だと

いうこと。 

事務局）  難しいので、良い知恵があればお願いしたい。 

委員）   空き店舗の問題で、日本交通が旧物産観光センターのビルで日本交通の旅行セン
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ターをしているが、夏頃には、物産観光センターと共に、雲山の本社に移転する予

定であり、角の旅行センターも空き店舗になる。 

 一方、生協病院は、元々日本交通の本社のビルを生協病院に提供させていただい

ており、良い評価を受けることは非常に良かった。 

部会長）  先程委員からのご指摘にもあったが、総括をしていく上で人材の部分でペーパー

がプラスα必要。商店街の後継者や現在事業されている方や委員の皆さんなど、活

性化を担う人材は色んな所におられる。例えば、中活という組織があってタウンマ

ネージャーがおられて色んなことを仕掛けてきたという事実がこれまでにある。五

臓圓ビルにしても、ビル単体では事業が成り立っているが、あそこを成立させるま

でに動いている人がいる。街なかをみても、動ける人、専門的な人が足りないので

はないかという議論が常に付いてまわるし、商店街にしてもエリアマネージメント

的なことをしたら良いのではないかという議論も常に出てくるが、では誰がすれば

いいのか、というところで止まってしまう。広く捉えて人という所も何かしら総括

に加え、２期計画で拾い上げることが出来ればいいと個人的には思う。 

委員）   今、部会長が言われた点について、本通商店街の現状を話させていただく。色ん

な方が入って商売をしていただくのは良いが、我々の商店街に対する思いと、新し

く入って来られた若い方の思いのギャップがすごくある。このギャップのまま商店

街の活性化に取り組んでいっても、どうしようもないような活性化にしかならない。

いかにこのギャップを埋めるかということが問題。本通商店街も青年会組織を新し

く再度立ち上げるが、何とかギャップを埋める方策になればと思っている。行政で

も中活協でもこの検討委員会でもいいので、人材育成という部分で具体的にどうい

う風にすれば、若い経営者が商店街の活性化についてきちんとした形で考えていた

だけるのかということと、ギャップを埋める方策ということを話し合って、こうす

ればギャップが埋まるという方法を伝授していただけたらと思う。 

委員）   似たようなことで、駅前の方はもっと酷くて全国チェーンの店がどんどん入って

きているが、商店街組織というのに絶対入らない。唯一入ってくるのは、補助金が

もらえる時だけ。昔（１５年位前）は、皆が仲間で色んなことをしていたが、全国

チェーン、それも飲食業が入ってくると、組織が成り立たない。今は半分以下にな

ったが。というなかで広い意味での育成が大切だと思う。 

      先程自分の子どもの例を出したが、それも含めて同じ経営者でも意識が変わって

いるので、そのなかで色んな新しいことをしようにも大変というのが現状。そこで

ブーイングがある場合には若い人を巻き込んでそういう仕組みをつくっていかな

いといけない。 

      今朝の日本海新聞に米子ではどんどん若い人が参画しているという記事が大き

く載っていたが、それと比べて、鳥取は全くダメだなと思った。鳥取もそういう形

をつくっていかなければいけないと。育成という部分がある一方で、参画というの

も、もっと強烈に仕掛けていかないといけない。 

委員）   先程、総括のところで、運営体制などを足したらどうかという話をしたのは、加

えて欲しい意見というのは、１０年位前は商店主は５０代６０代位だったと思うの
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だが、１０年後になると６０代７０代位になる。６０代の頃は意外に決断出来るが、

７０代になると決断がしにくくなる。そう考えるとこの街を再生していくにはこの

１０年はものすごく貴重な時間。その時に並列している大きな課題はというと、街

をつくっていくのに行政に支援をしてもらって建物や施設は出来るが、そこをマネ

ジメントする人材が育っていないこと。この１０年の中で並行していかないといけ

ないのは、将来２・３０年先のハード整備の検討と、人材が育っていくマネジメン

ト会社をつくっていくということ。作り方としては、商店街組織がそういうものに

転換していくやり方と、商店街組織がいくつかあったものが合体して一つのものを

つくっていくやり方と、先ほどの米子の例もあったように街づくり会社をつくって

いくということになるだろう。 

      事業を一つのきっかけとして、そこで街づくり会社をつくってその事業を動かし

ていくという風に一つ大きな転換点にきている。我々はそういうところに支援出来

ればということで、街づくりをしている。その課題を抜きにして、２期の計画をど

うするかという効果が出てこないものを一概に挙げないといけない、と大変な作業

になっていくだろう。そういう所を総括の中では整理していかないといけない。 

委員）   今、委員が言われたように、それぞれ後を継いでもらいたいと思っている人間が

いる。彼らに対して鳥取に帰って来ないか、こういう受け皿があるという組織づく

り、帰ってくるような呼び込みを、県や行政が絡んでする必要がある。 

      あともう一つ、量的評価に数字がたくさん出ているが、評価が良いのか悪いのか

分からない。たとえば１日平均の数字にするとか、もっと身近に見える数字をつく

っていただきたい。 

前回初めて comodoに行ったが、いっぱい人がいた。我々も幼稚園をやっている

が、幼稚園も暇なわけだなと正直思った。生の実際の現場を見ることによって、あ

あしよう、こうしようという熱心な協議が出来るのではないか。 

 部会長） 総括の数値の所は、私も何点か気になる所があった。 

      例えば、レンタサイクルの利用台数は、利用率の方が、年間何台かというよりは

目論みと結果の関係が見やすい。勿論、現場を見た方が良いが、現場を皆さんに見

ていただく機会をつくるのも難しいので、何とか数値も工夫しながら立体的に見せ

ていく必要がある。では資料３の説明をお願いしたい。 

 

＝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『２期中活基本計画策定における考え方（案）』資料３－２『２期計

画のエリアコンセプトのイメージ（案）』 、参考資料としてこれは中活協議会のタ

ウンマネジメント会議で現在議論されている関係資料を抜き出したものをお配り

している。 

      簡単に説明をさせていただく。総括については、今日も皆さんにたくさんの意見

をいただいているので、引き続きそれを加筆修正しボリュームアップしていきたい。
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総括を踏まえながら次の計画の考え方があるので、資料３－１で今日お話する内容

はあくまで今日の時点での考え方の案ということでお考えいただけたら。なお、こ

の部分については明後日ある城跡周辺部会、その次に予定している検討委員会でも

随時提案させていただく。 

      では、資料３－１について説明する。まず、１．計画区域ということで現時点で

は、１期計画区域を踏襲することを基本とする。しかし、今後具体的事業について

実施箇所の確定により、エリア箇所を修正する場合もある。 

      次に、２．エリアコンセプトということで、基本的には２期計画の２画２軸の都

市構造を土台としつつ、袋川以北、袋川以南をそれぞれ以下の通りに位置づける。

資料３－２と併せて聞いていただきたい。 

袋川以北、城跡周辺地区は、「歴史・文化等を有する豊かな居住・交流の舞台」。

居住・交流の部分では、城跡周辺の観光にスポットを当てたような考え方が出来る。

幅広い世代が自動車に頼ることなく、安全・安心で快適に住み続けることが出来る。

そして城跡等を中心とする歴史・文化、久松山を背景にした良好な景観等の資源を

有する居住・交流の舞台という言い方をしている。 

      一方、袋川以南、鳥取駅周辺地区については、「因幡の都市核として駅を中心に

都市機能が集中・集積する舞台」。様々な機能がこのエリアの中に駅を中心として

集積しているというイメージで捉えている。交通結節点であり、人の湧き出し口と

表現しているが、駅を中心にバスターミナル・オフィス・ホテル・商業施設あるい

は住宅、色んな機能を集積するというコンセプトとして位置づける。 

      そして、３．ゾーンの設定は、基本的方針を踏まえながらこの計画区域内（２１

０ｈa）において、その特性やこれまでの商店街での取り組みや方向性、あるいは

中活協議会を中心とした様々な議論を踏まえながら複数のゾーンを設定して取り

組んで行くのはどうかということで考えている。 

      そして、各ゾーンの機能を充実していく。さらに、役割分担的に相互の連携を図

っていくことにより、中心市街地全体の回遊性の向上を目指していくという考え。 

      資料３－２に、各ゾーンを入れている。久松公園側からいくと、袋川以北につい

ては、城跡観光ゾーン。それから、若桜街道中心に生活便利ゾーン。智頭街道中心

に生活文化・芸術ゾーン。一方、袋川以南については、本通りを中心とする生活便

利ゾーン。駅北を中心とする駅北賑わいゾーン。駅南を中心とした駅南賑わいゾー

ン。市役所駅南庁舎を中心とする市民サービス集積ゾーン。これは税務署や市民図

書館等を中心に組み立てをしたらどうか。そして、それぞれのエリアにポイントと

なる施設、商業施設や業務施設を文化・観光施設、医療施設を記載している。 

      資料３－１に戻って、４．目標指標。居住人口については、これまでは最終的に

自然増減、社会増減を合わせた、最終的なプラスマイナイスの数値だが、これを社

会増加分いわゆる転出、転入、転居によって郊外あるいは市外から入ってくる所に

スポットを当てていったらどうかと考えている。 

空き店舗数については、既存のある空き店舗を闇雲に埋めるのではなくて、例え

ば新規参入してもらうところにスポットを当ててみたらどうか。 
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文化施設の入込み客数については、今わらべ館、仁風閣。エリアに偏りがあるの

で、これに袋川以南で、鳥取民藝美術館、城跡周辺になるが高砂屋など、新たな施

設を追加することで、中心市街地全体という視点で入り込み客数を捉えてはどうか。 

      歩行者通行量については、現行の基本計画の中で、国に報告するのは現在袋川以

南に７地点、袋川以北に３地点の１０地点。２期計画に予定されている事業との絡

みもあるが、この見直しを検討していくのはどうか。 

 最後に、５．具体的事業で、１期計画事業に対する、評価・検証。今日も様々な

ご意見をいただいたので、更に色んな視点から検討を加える必要があるが、その検

証等を踏まえて、官民いずれの場合も以下の点を基本として検討を行ったらどうか。 

 （１）単独で効果を上げている、あるいは他の事業とリンクすることにより効果

を上げているものは、効果が持続する方策を検討し、継続するか判断していく。そ

して、１期計画で弱かった部分を補強するための事業を新たに追加していく。効果

を上げているかの判断については、先程からの議論があるので、なるべく複数の

方々から色んな視点から評価を加えていくことが必要になっていくが、評価・検証

等を踏まえたうえで、継続するもの、あるいは見直すもの、追加していくものを打

ち出していきたい。 

      （２）については、大型、ハード事業に頼るのではなく、ソフト事業を中心とし

た既存ストックの利活用を上手にしていく。例えば空き屋、空きビルを、上手に活

用していくというのはどうか。 

      （３）として、再生エネルギーの導入、省エネルギーの推進。次世代を見据えて、

新たな部分を２期計画の中で、きっかけとして打ち出していければと考えている。 

      先程もお話したが、資料３－２のエリアコンセプトのイメージで、いくつかのゾ

ーン設定をしている。このゾーンの意味合いとしては、今のところ行政としてはエ

リアごとの方向性を更に伸ばしていくことで全体的に活性化に繋げていけたらと

考えている。 

      一方、参考資料で、中活協議会でも同じ様に、各エリアの特性を伸ばして上手に

連携していくことで中心市街地の活性化に繋げたいという議論がされているので、

後ほど委員に補足していただきたい。どちらにしても、中活協議会等の意見も含め

てエリアコンセプトのイメージも固まっていくのではないか。 

部会長）  では、委員から参考資料について補足等があれば説明していただきたい。 

委員）   資料は３枚用意している。参考資料１は、平成１９年５月１１日、１期の基本計

画をつくる時に、加筆修正して整理したもの。方針のところに、「住みたい」「行き

たい」「ふるさとを感じる」という３つの課題をそれぞれ整理したものになる。方

向性の最後に、「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

いうことで、これが後ほどのエリア特性の連携図にも繋がっていくが、因幡の都市

核というのを尐し意識した街づくりを考えていく必要があるだろうという方向性

に整理している。 

      方針の所で、「住みたい」というキーワードの中で、「学生が街なかに居住する」

と環境大学、鳥取大学の学生が街なかに住んでそこで消費をし、歩いて頂くという
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様なことで、学生に視点を置いたらどうかということがある。同じく赤い部分で、

一番下に「ふるさとを感じるまち」ということで、地域の資源として民芸がある。 

      それから、まちづくりの目標の所に、「スマートグリッド等により人と地球に優

しい」 というキーワードを入れている。 

      その次の、目標の成果を図る指標は、鳥取市が整理しているものと関連している。 

      一番右に主な事業ということで、まだ実現出来るというよりも、こういうことが

あればいいなという書きぶりが多いが、居住のところでは「学生コーポラティブハ

ウス」とか「居住マスタープランの作成」５年、１０年後に鳥取市の居住者の構成

がどういう風になるのかを明確にして欲しいとの書きぶり。真ん中には、大学と連

携したところが鳥取の特色なので、強化していく。 

一番下に多極型コンパクトなまちづくりと書いているのは、中心市街地活性化と

いうのは今２１０ha としているが、合併後の町村にも中心市街地というものがあ

るので連携を図っていくというのが今後の課題。 

      参考資料２については、商業系の色合いが強いので街なか居住独自の観点から見

た時に違和感があるかもしれないが、商業の活性化の中で今回大きく変更した点は、

一番上のタイトルの下に赤で、「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）」と定義をしたところ。これも過去５

年間の中で意見は何度も出てきたが、明確に定義をして駅の周辺に必要なものが他

のところとは大きく違うということを打ち出してもいいのではないかとの提案。 

      それから、駅の人が湧き出す、動き出す起点というところの上に、因幡の都市核、

賑わい交流エリアということで、都市の核としての顔づくりということもあるが、

機能を集約したらどうかと。それに対して、それぞれのエリアが連携をしていくと

いうことで整理をしている。 

      参考資料３は、駅周辺の拠点とどう連携をしていくかを整理している。まず駅が

中心にあって、横にシャミネ、大丸、真下に駅南庁舎をはじめ公共公益ということ

で、それぞれの施設がある。国の出先機関やマスコミの報道機関もあるので、上手

く連携していくということでエリア設定している。それから、南側にはイオンがあ

り、西側にはトスク、北側にはパレットとっとりがある。それぞれの拠点で全体的

に連携を図りながら活性化していこうというテーマに尐し書きぶりを変えた。 

部会長）  市が説明した案と中活側からみた案というような形で、オーバーラップしている

部分もあり、違う部分もあり、という様に２つお示しいただいた。この点について

も、自由にご意見いただけたら。 

委員）   先程からご説明いただいた、「鳥取駅は因幡国の交通結成機能を担い」と鳥取駅

をターニングポイントとして捉えているが、問題は乗降客数だと思う。前回のアン

ケートに書かしてもらったが、例えば岩美から末恒区間でも鳥大駅の間でも、本数

を増やして３０分に１本位にしたら JR の利便性が高まって JR を利用する方が増

えるのではないかと。鳥大のある先生からご指摘を受け、言わせていただいた。JR

の方で大編成を考える余地はないか。 

委員）   鉄道の使命というのは大量高速輸送である。鳥取以西については、朝夕の時間帯
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は多分ご提案の、３０分に１本レベルのものが走っていると思う。基本的には鳥取

以西の通勤・通学の時間帯は、ほぼいっぱいの状態で動いている。中間の時間帯だ

とあと数本であれば入るが、かなりのレベルで動いている。鳥取以東については、

中心となる通学のお客様が一番良い時間帯に列車を動かすような編成にしている。

昼の時間帯というのは、お客様はかなり希薄なので、その時間に列車を動かすとな

ると、当然ながら企業にとっては大変厳しい状態になるというのが現状。 

委員）   本数が尐ないから乗らないのか、乗らないから本数が尐ないのかという問題。例

えば、素人判断だが、２両編成の列車を１両編成にして効率化を図るとかいうこと

も考えられるのではないか。 

委員）   実は、今でも通学時間帯は２両編成だが、昼間の時間帯は１両編成。 

委員）   何にしても、鳥取駅で乗り降りされるお客様が増えることが、その周辺の波及効

果というか、活性化に繋がる。 

      東京の新宿や池袋はターミナルビルの波及効果で街が成り立っている。 

委員）   他の都市と比べると、鳥取市を中心としたエリアというのは、かなり鉄道依存度

が高い都市だと思っているし、その期待に応えるだけの列車本数を提供させていた

だきたいと思っている。 

      真ん中になるのは倉吉、米子になりますけども、鳥取が、当然一番乗降人員が多

い所になる。 

委員）   よろしくお願いします。 

委員）   今日の資料でもあったが、ベロタクシー的な小さな車でドア to ドアということ

が企画されている。 

      タクシー利用者の年齢は非常に高いので、家の玄関まで車をつけなくてはならな

い。それが、タクシー業界の生きる一つの道かなという思いもあり、駅の中にバス

ターミナルがあるが、タクシープール的なものも書き込んでいただくと、皆さんの

頭の中からずっと離れない様な格好にしていただけるとありがたい。 

      今、特則が９月３０日に切れる。政権が変わればどうなるか分からないが、民主

党政権であれば、先々３年に１回というタクシーの見直しという制度が出てくると

思う。最近全国的に福祉タクシーが多くなっている。障がいをもっておられる方は

ドア to ドアとか、前回も久松地区での買い物難民とか、そういうような話も出て

いるが、やはりそこまでタクシーを持っていかないと中々解決しづらい。くる梨が

あったりしても、そこまで通っていかない。 

      そう考えると、本通り辺りにも福祉タクシー専用の乗り場や待機場をつくってい

ただきたい。これからのタクシー事業というのは隙間的な商品を開発していかない

と事業が成り立たない。 

委員）   中活協のまとめた資料を見て、第２期の一つのキーワードというのが学生の街な

か居住であったり、街なかの参画であったりということが今までと違う大きなこと

ではないか。 

      私も環境大学を支援する会長をしていて、今までは定員に満たない部分がありそ

ういうことまでは難しい状況だったが、公立化され定員いっぱいになり、これから
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も続くと思う。今、津ノ井地区も受け入れ態勢はこれから徐々に整備されるが、街

なかにもということもある。 

      鳥大の場合はある程度まちが形成されているが、環境大学ではこういったことを

２期のキーワードにする。今だから出来る、今期こそ大事という言い方も出来る。

これは２期のキーワードとして挙げないといけないし、自分自身もこういう視点で

働きかけないといけないと思った。 

委員）   資料３－１、２ページ目の目標数値に関する件で、概ね良いと思うが、１点気を

つけておかないといけないことは、社会課題になりつつあるところで（２）の空き

店舗数について、新規出店数に限定するというのは空き店舗に入った新規出店者な

のか、空き店舗ではないところへの新規出店者なのかということが問題になってく

る。新規出店者数の問題だけでなくて、空き店舗が今７０店舗位あり、残りの分を

どうするのかという問題が出てくる。仕方ないので何もしなくていい、新規出店を

一生懸命すればいいと捉えられてしまうと問題があるのではないか。空き店舗の改

善を諦めて、新規開業数だけに特化したものではなく、新規出店の増加を促進する

のだが一気に空き店舗の改善が進むものではなく、時間はかかるが長期的な改善を

狙って確実に進めていこうとするものであり、新規出店の改善だけを書くと、社会

課題である空き店舗対策がなおざりにされていると誤解を受けるので、書きぶりに

注意が必要である。 

      もう一つ、５．具体的事業（３）再生化のエネルギー等の話というのは、非常に

鳥取の売りにもなってくるし、先般も他県の事業者の方が鳥取市に移って来られる

という非常に有難いお話もあった。エネルギーの問題だけでは大きい問題になって

くるので、もう尐しソフト的に小さい話の中で、環境や地球に優しいという文言を

取り込んで、それぞれの事業の中に上手く入れていくという風にしたらどうか。 

事務局）  空き店舗でもテナント誘致しようと努力されていない店舗についてまでカウント

する必要はないので、空き店舗の定義を整理しながら今後の空き店舗対策について

も必要があればしていきたい。 

委員）   今までの資料２の話を聞きながら思っていたが、検証にせよ新たなアイデアをだ

すにせよ、誰を対象としてやっているのかを前面に出して頂きたい。私は鳥取市の

行財政の委員もしていて、常にちゃんと検証しているのかという話が出る。もっと

もな意見だが、やはり委員の皆さんが思っているのは商店街のための営みではない

かという意見がある。市民全般に関する営みだということを分かってもらおうとす

ると、誰を対象にしたものなのかという整理が必要。 

      先程から聞いていると、担い手の話が出ていたが、イベントが担い手育成だとい

うことを知らなかった。また、公共交通の話も、公共交通を使っている人に対して

何か寄与しているのか。例えば、待てる場所がない。そう意味で、足りないところ

十分なところの整理が必要ではないか。足りないところ十分なところも人のお金、

情報の観点でどうだったのか、今後どうなのかという話があると思う。 

     そういう整理や検証をする時には、人や物という複数の軸でもってしてほしい。

全体の整理の仕方や今後の進め方に関してそういう視点でお願いできればと思う。 
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部会長）  同じようなことを考えていたが、事業をやるにしても評価するにしても、誰が何

の為にというところが必要。これまでも散々議論されてきたが、事業を考えるのは

良いが事業者がいない。事業者がいないのに事業を考えてしまっているという時点

で、論理的には破綻しているが、現実には、そういう風にせざるを得ない側面もな

くはない。どうしても担い手がいないから担い手なしで出来る、例えば鳥取市が単

独で出来る事業をどうにか入れ込んでいって、出来るところからしていくという視

点があったと思うが、それはそれとして、区別された形、整理した形で動いていく

必要がある。担い手や目的、抽象的度が高いなど、色々な視点があると思うので、

副部会長のご指摘と共に検討していきたいと個人的には思う。 

委員）   いずれにしても、作戦のための資料、オペレーションの資料だと思っているので、

自己満足に留まって欲しくない。 

委員）   各県など色んな中心市街地に出掛けていって、この間も駅前を見て歩いて、トイ

レや休憩する様なところがないと思った。障害者だけでなく、老齢からするとちょ

っと腰をかけるところが必要。色んな面で見たが、本来は点字ブロックから７０ｃ

ｍ以上離したところに看板を立てないといけないが、点字ブロックの近くに看板を

出していたり、色んなところが目についた。鳥取市外も段々良くなってきたが、空

き店舗になってから障がい者の方も市内に出にくくなってきたと言っていた。障が

い者の方の会員をもっていると、雤降りの日の水溜りや段差、点字ブロックの捲れ

たところなどの小さいところが目につく。なぜ中心市街地が寂しくなったのかとい

うことを他の県からも聞く。今度障害者の中・四国大会で１１月１６日に鳥取に２，

５００人程集める。段差の問題等もあり、若桜街道を歩かせるわけにもいかず、大

型バスが９０台位入るが駐車場もなく、色々模索している。 

委員）   今職場がなくなり、鳥取の中心市街地の人口が尐なくなっている。そういった中

で、学生を街なかに居住させることはこれからの街づくりにとって大きなこと。 

委員）   トイレについて、駅前の大丸が閉まってしまうと困る。本通にはパレット、駅前

は駅にあるが、これから色んな意味で困る。地下道を通って向こうの駅まで行って

もらうというのも、言いにくい。安心して街に来られるというのは一番の大前提。 

委員）   資料３－２のエリアコンセプトのイメージ（案）について、本通の生活利便ゾー

ンと、若桜街道の生活利便ゾーンというのは、性格的に生活利便のターゲットとか

中身が違うので、名前を変えた方がいい。 

委員）   恐らく、本通の生活利便ゾーンというのは、パレットを意識して書かれた文言で

は。実際、パレットが核になっているが、商店街の業種構成を見ると買いまわり品

が多い。それが複合された商店街ということで捉えていただきたい。地域密着とい

うのが商店街で走っていて、地域密着のゾーンと買いまわり品の品揃えしたゾーン

の文言を考えていただきたい。 

部会長）  では、宿題として検討してもらう。 

委員）   若桜街道と本通というのは確かに若桜橋があって区別した様な感じになっている

が、我々からすると、市役所のある片原通りまでは一体で、同じ商店なのにそんな

に意識して別々の名前をつけるのか。確かに県庁前までになっているので多尐は違
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うかとは思うが、尐なくても片原通りの中電のところまでは同じで良い。 

委員）   １０年先のコンセプトイメージを考えるか、２０年先を考えるのかで変わってく

ると思うが、尐なくとも基本計画の認定を受ける５年というところで答えを言うと、

本通の抱えている地域の社会課題と若桜街道の抱えている課題は明らかに違うの

で、その課題をクリアにしてまちづくりを行おうとしている。だから性格付けを分

けないと事業とゾーンの性格付けとは関連してこなくなる。確かに一般市民の方か

ら見ると駅からずっと一緒だと、どこからどこまでが若桜街道でどこからが本通か

分からないということを私もよく聞くが、基本計画を進めていく上では、そういう

ことを配慮して分けているということでご認識いただきたい。 

委員）   空き店舗の所有者が２階や奥に住んでいるというパターンと、いわゆる会社がビ

ルを持っているパターンで２種類あるとする。空き店舗となっている原因として、

例えば応募者があっても、持ち主の方が息子があと３年位で帰ってくるから仕方な

いという様な場合と、住んでおられて部外者を拒否するという場合があると思うが

その比率はどうか。 

委員）   今は、全然住んでおられない空き店舗がほとんど。もう一つは、場所は確保して

いるが、どこからか帰ってこられて事業をされるまでは空き店舗という店もある。 

      我々は、空き店舗は地権者の情報や居住者の情報など全て情報を取るようにして

いるが、中活協に情報として提示する様な体制はとっていない。 

部会長）  空き店舗や空き家は、第３者が行くと真実を掴めず帰ってくる場合が多い。やは

り、身近な町内会や商店街が正確情報をお持ちになる場合が多いし、そういうとこ

ろから情報を集められるというのは大変重要なこと。本通でも、モデル的に動くこ

とが出来れば非常に未来があるなと思ったので、検討課題にさせていただきたい。 

    

＝その他＝ 

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

事務局）  第４回、第５回部会について、今日の時点で大体この辺りでということをお伝え

しておきたい。第４回については７月３０日の週のいずれか、第５回については８

月２０日の週のいずれかの日で開催したいと思うので、また皆さんの予定を伺った

うえで、日程を決めたい。 

事務局）  また今日いただいたご意見を基に資料を作成していきたい。 

 

＝閉会＝ 


