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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５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２１日（火）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   山下部会長、木谷副部会長、熱田委員、田中委員、常村委員、山口委員、 

         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 

  最近は暑くて、変なところで鳥取が有名になっている。そればかりでなく、今度

はいいまちができたということで有名になるように頑張ってやっていきたい。今日

もご協力をよろしくお願いする。 

 

＝報告・協議事項＝ 

  （１）第４回部会について 【資料１】  

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

部会長） （１）第４回部会について、事務局より説明をお願いする。 

事務局） 第 4回部会は８月１日に６名の出席で行われた。 

  事務局より、１期計画の総括案についての説明をさせていただいた。 

  それに対する委員からの主な意見としては、 

 「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」について、

一定の距離の間隔ではなく、整備された拠点に集中投資することが大切ではないか。

拠点の数が問題ではなく、今ある拠点の魅力づくりやトイレの整備、駐車場の配置

等、歩きやすい環境、歩いてもらえる環境づくりが必要ではないかというご意見を

いただいた。 

  また、それに関連して、五臓圓ビルの拠点整備について委員から話があった。五

臓圓ビルの整備については、来場者の増加等で大きな効果があった。しかし、商店

街としての問題は、拠点整備と同時に周辺の個店の店主の意識改革が非常に大切で

ある。アーケードが老朽化しており、対策が急がれるという話もいただいた。 

  それ以外の委員からのご意見としては、 

・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に挙げて

いいのではないか。 

・近代育成の仕組みづくりが必要ではないか。 

・空き店舗対策として、商店街として誘致のための情報収集を行っているが、なか

なか情報を得られない場合もあるので、行政サイド等の利害関係のない第三者が

調査機関を作るべきではないか。 
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・民間で対応が難しいところでは、パブリックな政策として誘導して取り組んでい

く必要がある。 

 というご意見があった。 

  続いて、２期計画の事業（案）について、事務局から説明した。 

  それに対する委員からの意見としては、 

・課題に対してどういう優先順位で、どのような効果があるのでこういった事業と

なるという説明ができなければならない。 

・２期計画の５年間だけではなく、１０年後、１５年後の姿が見えるものが必要で

はないか。 

・若桜街道のこむ・わかさ、五臓圓ビルの活性化事業、民藝美術館の事業を入れた

ほうがよい。 

・まちなかの不動産の再利用の仕組みがないと、まちの質の向上は難しい。 

・それに対する案として、外に出ている出先機関がまちなかの空いているところに

帰ってきてもらえば活性化につながるのではないか。 

・袋川を利用して何か活性化に取り組めないか。 

 というご意見があった。 

  ４回目の部会については以上である。 

部会長） 今の説明に関して、ご質問、ご意見があればお願いする。 

  これは議事概要なので、一言一句細かいものは必要だろうか。１７ページもある

と目を通すのも大変である。簡潔なものでもいいのではないか。尐なくとも会議に

出してもらうのは簡潔なものでもよい。ご検討いただきたい。 

 

  （２）１期計画の総括（案）および２期計画における重点施策（案）について【資料２】  

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

部会長） （２）１期計画の総括（案）および２期計画における重点施策（案）について、

事務局から説明をお願いする。 

事務局） 資料２－１と資料２－２を使って説明する。 

  最初に資料２－１、第１期中心市街地活性化基本計画の総括（案）ということで、

第３回の部会からずっと議論して、今回３度目になる。だいぶ煮詰まってきた。今

までの議論を踏まえて、赤字で加筆修正したものが今回の資料である。 

  １～７ページは大きく変わっていない。 

  ８ページ、「５、２期計画に向けた課題の整理」と変えているが、前回は「課題の

の取り組み」としていた。中身も、（１）まちなか居住の推進、（２）にぎわいの創

出、（３）地域資源の活用ということで、重点的な課題と、エリアごとの課題に分け

てそれぞれをまとめている。 

  まず、地域資源の活用の部分については、２期計画ではにぎわいの創出の中に統

合していこうと考えている。 

  次に、資料２－２のほうで、全体の総括を説明する。この資料は、１期計画の基

本方針で「住みたいまちの実現」、これはまちなか居住の推進だが、それと、「行き
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たいまちの実現」として、にぎわいの創出、それと「ふるさとを感じるまちの実現」

も統合させた形で、まとめて２本立てで「住みたいまち」「行きたいまち」でまとめ

ている。 

  １期計画の検証として、その効果がどのようになったのか課題を整理している。

１期計画で効果が十分発揮されたもの、効果が不十分であったもの、１期計画で準

備が整わなかったもの、新たに浮上した課題として課題を分類している。また、そ

の課題についても、重点的に取り組む必要があるものについては重点対応というこ

とで赤書きにしている。また、継続的に取り組むもの、完了の仕分けでまとめてい

る。 

  まず「住みたいまちの実現」として、１期計画で効果が十分発揮されもので、「継

続」は、総合病院整備や健康福祉施設整備による医療福祉環境の充実。公園、道路

等の整備による景観や歩行環境の充実。コミュニティ活動による住み続けたいとい

う意識の醸成。公共交通整備による中心市街地エリア内の交通不便地域の解消。「完

了」としては、民間大型集合住宅整備による人口の増加。 

効果が不十分であったものとして、「重点対応」としては、中心市街地への転入・

中心市街地内での住み替え促進施策の実施。「継続」としては、地域活動の担い手育

成。ＵＪＩターンの情報提供の仕組み構築。住み替え情報の提供。空き地・駐車場

等の低未利用地の宅地への転換。生鮮食料品、日用品販売店舗の不足解消、生活関

連商業の充実。「長期課題」として、街路樹等のまちなかの緑不足解消。「完了」と

しては、大規模なコンバージョンや共同建て替え。 

  １期計画では準備が整わなかったものの「重点対応」としては、低未利用地の増

加防止。老朽化した店舗兼住宅の改修支援。「継続」の「長期課題」としてスマート

グリッドの推進を挙げている。 新たに浮上した課題では、「重点対応」として、公

共交通整備による中心市街地居住者の日常生活の利便性の向上を挙げている。 

  次に、「行きたいまちの実現」で、１期計画で効果が十分発揮されたものの「継続」

として、商業、業務、医療等の拠点整備による集客と周辺歩行者通行量の増加。一

定の新規出店数の確保のための開業支援。イベント開催を通じた来街機会の創出。

継続的なまちなか情報提供の仕組みの構築。文化・観光施設の入館者数の増加対策。

「完了」としては、わらべ館のイベント会場としての西町広場整備。 

  次に、効果が不十分であったものの「重点対応」としては、既存公共公益施設の

老朽化対策。空き店舗の商業・業務等の利活用促進。「継続」としては、案内施設、

休憩施設、大型バス、待機施設等の整備による観光客等受け入れ体制の充実。駅北

口風紋広場の活用促進による恒常的なにぎわいの不足の解消。商店街、個店の魅力

向上によるオリジナリティ不足解消。各種イベント開催等を通じた人材育成と新た

なネットワークの構築。中心市街地の施設等の認知度の向上に向けた情報発信。観

光、ビジネスにおけるレンタサイクルの利用促進。空き店舗情報の充実。「長期課題」

としては、建物外壁の老朽化対策、デザイン、色彩等の統一による景観の向上。駅

北口バスターミナルの環境改善。お堀端周辺の修景・景観保全。バリアフリー化の

推進。廃業した店舗がそのまま空き家化することの防止。長期間放置されている空
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き店舗への対応。 

  また、準備が整わなかったものの「重点対応」としては、駅北口と駅前商業街区

のアクセス改善。駅周辺の低未利用地の利活用促進。「継続」としては、駅前サンロ

ードのアーケードの老朽化対策。駅前太平線でのにぎわい創出として歩行者天国を

実施した場合の迂回道路確保。防火建築帯の共同建て替えモデルの確保（１階の商

業活用）。 

  新たに浮上した課題ということで、「重点対応」として、拠点施設の集客効果の周

辺への波及。観光バスの待機場所の確保。点在する施設等をめぐる公共交通等の整

備による中心市街地来街者の利便性・回遊性の向上。「継続」として、袋川の活用に

よるにぎわいの創出。「長期課題」としては、事業所の誘致による働く場の充実。 

  ３回、４回での課題をこういう表で若干工夫してまとめてみた。 

  資料２－１に戻るが、今読み上げた課題を、８ページ以降に、まちなか居住の推

進とにぎわいの創出ごとに、中心市街地全体、鳥取駅周辺エリア、鳥取城跡周辺エ

リアに分けて書いている。 

  重点的な課題として、鳥取城跡周辺では、中心市街地への転入・中心市街地内で

の住み替え促進施策の実施。低未利用地の増加防止。老朽化した店舗兼住宅の改修

支援。総合病院整備や健康福祉施設整備による医療福祉環境の充実。空き地・駐車

場等の低未利用地の宅地への転換。生鮮食料品、日用品販売店舗の不足解消、生活

関連商業の充実というところを挙げている。 

  にぎわい創出のほうは１０ページにまとめている。鳥取城跡周辺エリアとしては、

既存公共公益施設の老朽化対策。観光バスの待機場所の確保。案内施設、休憩施設、

大型バス待機施設等の整備による観光客等受け入れ体制の充実。防火建築帯の共同

建て替えモデルの確保。お堀端周辺の修景・景観保全。長期間放置されている空き

店舗への対応というところを挙げている。 

  資料２－２に戻る。１期計画の検証を受けて、２期計画策定に当たっての考え方

を矢印で右の表で示している。これは資料３でも説明するが、２期計画の重点施策

として、１期の検証を受けて３つの施策を打ち出している。①まちなか居住を促進

するための既存ストックの活用、②鳥取駅周辺の多機能集積によるにぎわいの再生、

③公共交通等による中心市街地内移動の利便性強化・回遊性の向上。２期計画の基

本方針は重点施策と絡めて、まちなか居住の推進ということで、日常生活サービス

を徒歩圏内に充実させることにより、幅広い世代が自動車に頼ることなく暮らすこ

とのできる中心市街地を形成する。行きたいまちということで、にぎわいの創出と

して、自然、歴史、文化などの地域資源を保全・活用・発信するとともに、多様な

人、物、情報が行き交う拠点や仕組みを整備することにより、にぎわいと魅力が創

出される中心市街地を形成するとしている。 

  資料２の説明については以上である。 

部会長） １期の総括、後半の部分で修正があった。 

委 員） 「行きたいまちの実現」の中で、１期では準備が整わなかったということで、「駅

前サンロードのアーケードの老朽化対策」はアーケードの地区を限定しているが、



 

5 

 

鳥取のまちなかのアーケードはかなりのものが老朽化しているので、「駅前サンロー

ド」に限定しなくてもよいのでは。または「等」と入れるか。 

  ２－２の表の中に長期課題が書かれているが、継続の中にも長期課題があるので

はないか。長期というと大分時間がかかるという話と、５年ぐらいにはできるだろ

うという話と、２、３年でできる話と、そんなイメージ。中期、短期を分ける必要

があるのか、どうだろうか。 

事務局） 駅前サンロードは今ちょうど具体的な事業があるため、それを踏まえて書いてい

る。アーケードは市内に張り巡らされているので、そういう対策は必要にはなるが、

それを挙げることで、市内全域のアーケードに対応しなければならないということ

になると、それは問題があるので、限定的に掲載した。 

  ５年間に入らないものを「長期」としている。５年間に入るものについては「継

続」なり、メリハリをつける意味で「重点」という形で分けている。 

部会長） ５年間に入るか入らないかというのは、事業の目的が５年間で到達できるかどう

かということか。それとも事業に取り組み始められるかどうかということか。 

事務局） 「継続」は５年間の中で尐なくとも着手できるもの。継続なので、行っていると

いうこと。重点については、５年間の間に着手する必要があると思っている。完了

できれば一番よいが。５年間の中で収まるかどうかというのは一概に言えない。 

部会長） ５年間の計画なので、なるべくそれを目指してやっていくということか。 

事務局） （それを目指して）やるというのが本来。 

委 員） 重点対応が２期に対応する具体的な事業になるので、それぞれが重点施策や事業

につながっているかということが問われる。 

  駅前サンロードの事業が基本計画に載せられるかどうかというのは（補助金の関

係から）微妙ではあるが、老朽化した商店街アーケードを全部改修するということ

ではないが、アーケードは社会基盤施設なので、（行政からの支援の）額は別にして、

尐なくとも市の支援がないと対応できないので、具体的な場所を書くよりも、尐し

ぼかして書いた方が良い。 

部会長） その辺は対応をお願いする。 

委 員） 資料２－２の１期計画の検証の中で、左側から１期計画で効果が十分発揮された、

不十分であった、準備が整わなかった、新たに浮上した、これが「重点」、「継続」

という形で出てくると見ればよいのか。効果が不十分であった取り組みについても

継続して取り組む。準備が整わなかったものも整い次第取り組む。新たな課題につ

いても取り組むという考え方で２期計画にこれから入るという解釈でよいか。 

事務局） そうである。 

部会長） 表現のことだが、資料２－２の「住みたいまちの実現」で、「中心市街地への転入・

中心市街地内での住み替え促進施策の実施」とあるが、中心市街地内での住み替え

促進というのはどういうイメージか。人口増加には直接かかわらないが。 

事務局） 例えば単身者だった人が家族を持って郊外に出てしまうことも結構ある。そうい

う人に引き続き中心市街地内に住んでいただく。どうしても部屋の大きさが変わっ

てくるので住み替えなければいけない方もおられる。そのような方を引きとめると
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いうことである。 

部会長） 中心市街地へ住んでもらうという施策に一本化してよいのではないか。逆にそう

いう人たちだけを限定して支援すると、他所からまちなかに住む人よりも優遇され

るのかということになる。検討いただきたい。 

委 員） 資料２－２、「行きたいまちの実現」の新たに浮上した課題で、「点在する施設等

をめぐる公共交通等の整備による中心市街地来街者の利便性・回遊性の向上」と書

いてあるが、これはくる梨やレンタサイクルのことを意味されている。それ以外に、

私どもの子育て支援施設に来られる方は、まちに来てみたら歩きにくいと言われる。

歩道の中は自転車との境界線が無くとても危険である。来てほしい、回遊してほし

いという割には、整備されていない。歩道の改善を重点課題に加えていただきたい。 

部会長） 物理的な条件もあるが。 

事務局） 社会実験をやり、歩道から自転車道を外に出すという声は聞いている。必要性は

わかる。長期になるかもしれないが、重点の中でできる部分についてはやっていく

ことになるのではないか。今は具体的な事業はないが、考え方としては理解できる。 

部会長） 継続して検討してもらいたい。 

事務局） 具体的には本通り商店街だろう。 

委 員） 歩道の中に自転車道が設置されている。あれの有効性は検証されているのか。 

事務局） 若桜街道では歩行者と自転車を白線で区分している。国交省が設置当初に１回ア

ンケートを取られたと。詳しくは覚えていないが、レーン指定になったというぐら

いのことは書いてあった。それが実際に生かされているかどうかについては、今詳

しくはわからない。 

委 員） 有効性が、健常者の視点からではなく、子どもとか高齢者等の、交通弱者と言わ

れる人たちの視点に立ち、本当に安心して通れる道なのかを考える必要がある。た

だ自転車があるから、アーケードの中に自転車道を設けるというのは、確かに若い

人たちは良い。自転車に乗らない人の立場から言うと非常に危険ではないか。いろ

んなことが報道されている。委員のご指摘は確かに必要な観点である。 

事務局） 自転車道は商店街からは不評だった。具体的に進めるに当たっては商店街の皆さ

んと話をする必要がある。 

委 員） せっかく道路の線引きをやっている。自転車専用のレーンを設けるのがよいので

はないか。 

部会長） 商店街の人にどういう点で不評なのか聞きたくもあるが、人の安全とどちらを優

先するかということは検討してもらいたい。 

委 員） 確かに自転車もうまく共存しなければいけないので、長期的課題として挙げてお

くべき。 

部会長） 長期課題に「バリアフリー化の推進」という言葉が入っている。そこの中に含ま

れるのか、具体的にここを膨らませるのか、検討していただきたい。 

  子育て支援がどこかに挙がっていたが、この表の中には入ってこないのか。 

事務局） この中には入っていない。 

部会長） 「行きたいまち」のほうにだけ書いてあった。「住みたいまち」の施策としても子
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育て支援は重要。両方にあってもいい。 

委 員） 「住みたいまち」は、安心して暮らせるまち、安心して育てられるまち、安心し

て学べるまち。そういう環境を整えることによって、人が再転入する。人が生活し

やすい地域として転入してくるという流れにつながってくるのではないか。 

部会長） 資料２－２に入っていないのは、今のところ事業の計画がないからということか。 

事務局） 事業としてはＣｏｍｏｄｏさんを挙げているが、それは空き店舗等を活用したほ

うで挙げている。 

部会長） 空き店舗等を活用したのだが、その中身としては、子育て支援をやっている。重

複してもいいから、挙げてもいいのでは。 

委 員） ２期計画の重点施策の１番として、まちなか居住を促進するための既存ストック

の活用ということで、空き地とか空き家、空き店舗の重点施策で文言が入っていて、

それを「既存のストックの活用」としているが、今回、中活協でもいろいろと部会

を開いたときに、まちなか居住に対する期待というか、２期計画に対する施策に期

待している声が多い。その中で、既存ストックの活用だけでまちなか居住を促進す

るのかと言われると、もう尐し幅を広げて欲しい。もう尐し広がりのあるまちなか

居住にしたい。例えば「既存ストック等の活用によりまちなか居住を促進する」と

か、そうすれば「等」の中で尐しプラスアルファが読み込める。 

事務局） 最初はかなり具体的な案を書き過ぎていたので、尐しトーンを揃える意味でこう

いう形にしている。「等」というやり方もあるし、適当な表現があれば考えたい。 

部会長） もう尐し欲しい。別に新しいことがあるということではないので。後で２期計画

の具体的な事業も出てくるので、とりあえず資料２－１、２－２のところでほかに

お気づきの点はないだろうか。 

  「スマートグリッドの推進」というのはかなり違和感がある。浮き立っているよ

うな気がする。 

事務局） 後で説明するが、アーケードのＬＥＤ化とか、智頭石油さんが電気自動車のカー

シェアリングをされるとか、今はその程度である。今後徐々に増えていくのではな

いか。 

部会長） 多分表現だけだが、「スマートグリッドの推進」だけだと住みたいということがイ

メージしにくい。例えば「スマートグリッドの推進によるエコな居住空間の実現」

とか、住みたいとかにぎわいに結びつくような表現にしないと、スマートグリッド

は別に中心市街地だけの話ではない。表現をひとひねりしてほしい。 

 

  （３）２期計画策定における考え方（案）について 【資料３】  

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

部会長） （３）２期計画策定における考え方（案）について、説明をお願いする。 

事務局） 資料３－１、３－２、３－３を配っている。これは以前の部会でもお示しして説

明している。これを修正して、改めてご提示している。 

  これは２期の計画策定における考え方ということで、改めて簡単にまとめた資料

である。今日の部会、明日の駅周辺部会を経て、最終的には次の全体会で議論して
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いただく資料として考えている。その前段として、部会の委員の方々にも見ていた

だき、意見をいただきたいということでお出ししている。 

  資料３－３は資料３－１の修正前の見え消しのものである。参考までにつけてい

る。 

  資料３－１を簡単に読むと、２期計画の基本的な方針ということで、（１）テーマ

については１期計画のテーマを踏襲する。「住みたい、行きたい、ふるさと鳥取、因

幡の国の都市核づくり」。 

  （２）基本方針は、先ほど説明した部分を踏まえたものとなっている。これまで

１期計画では３本柱ということで、「住みたいまち」「行きたいまち」「ふるさとを感

じるまち」としていたが、２期計画では「ふるさとを感じるまち」を「行きたいま

ち」に統合する形で２本柱としたい。その中で、１つは「まちなか居住の推進」、２

つ目は「にぎわいの創出」ということである。「にぎわいの創出」の文言の中にふる

さとを感じるまち、地域資源の活用という部分を含めている表現にしている。 

  （３）目標は、１期計画の目標を踏襲する。「住みたいまちの実現」「行きたいま

ちの実現」ということで引き続き掲げてはどうか。 

  （４）目標指標は、最終的には全体会で議論していただくことになるが、今の時

点で以下の点について検討する。目標指標としては居住人口、空き店舗数、文化施

設の入り込み客数、歩行者通行量ということである。これについては１期計画と変

わらない。 

  その中身として、居住人口については特に社会増化の部分に着目してはどうか。 

  空き店舗数は、今は商店街区域全域となっているので、さらにそこの対象区域を

絞り込むとか、あるいは新規出店数に着目する、そういったことを検討してはどう

かと考えている。中心市街地活性化協議会のほうでも議論を続けていただいている。 

  文化施設の入り込み客数は、現在のわらべ館、仁風閣施設にさらに民藝美術館、

高砂屋を追加していってはどうか。 

  歩行者通行量は、これまで平日のみに限定していたが、新たに休日、調査箇所、

地点数も見直しをかけてはどうかということ。 

  （５）重点施策は先ほどの説明のとおり。ここは先ほどの議論の中で若干文言の

修正がかかるようなので、それに合わせて修正したい。 

  計画区域も１期計画を踏襲する。特に現在のところ変える必要性はないとの考え。 

  エリアコンセプトは、資料３－２をごらんいただきたい。２期計画に当たっての

エリアコンセプトとして、目指す方向性、目指す姿、そういったものをイメージし

て、案として提示している。特に城跡周辺部会なので、青丸のほうに着目していた

だきたい。基本的にはこれまで１期計画の考え方を踏襲しながら、駅周辺について

は、駅を中心に様々な機能が集積しているエリアという位置づけのもとに、駅北、

駅南のそれぞれのにぎわいゾーン、あるいは駅南庁舎周辺にいろんな公共公益施設、

福祉関係の施設が集まっている。そういった部分で市民サービス集積ゾーン、本通

り周辺については買い回り、生活利便ゾーン、このエリアの中にそういったゾーン

を設定して、メリハリをつけながら取り組んでいくというのはどうか。一方、城跡
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については、これまでの議論でもあったように、基本的には居住、そして交流。特

に交流については城跡周辺を中心とした観光交流という部分。居住と交流の２本立

てで袋川以北、城跡周辺エリアを考えていってはどうか。城跡周辺の観光、若桜街

道商店街を中心にして生活利便ゾーン、智頭街道界隈についてはふるさと文化・芸

術ゾーン。若桜街道、智頭街道の商店街は今それぞれ方向性を持って取り組んでお

られる。若桜街道については生活利便、日常生活を支える身近な商店街を目指して

おられる。智頭街道はアート、芸術といった部分を中心とした商店街という方向性

を持って取り組んでおられる。既存の取り組みを十分踏まえて、こういったゾーニ

ングを考えている。 

  資料３－１に戻る。計画期間としては、来年度からの５カ年計画。具体的事業の

検討方針については、１期計画事業に対する評価・検証を踏まえて、以下の点を基

本として検討を行うということにしている。 

  （１）重点施策に合致する事業を優先的に取り組んでいく。 

  （２）単独で効果を上げている、あるいはほかの事業と連携することにより効果

を上げている事業を、１期計画を検証する中で効果が持続する方策について検討す

る。１期計画で効果が上がらなかったものは、しっかり検証した上で、見直し、あ

るいは思い切った廃止も考える。 

  （３）１期計画期間中に準備が整わなかった課題、新たに浮上した課題について

は、長期的な課題もあり、費用対効果を検証しながら取り組んでいく。 

  考え方ということで今の時点で整理している。以上である。 

部会長） 前回のところから大きく変わっているところとして、目標を３本柱にしていたも

のを２つに集約したということである。 

  「ふるさとを感じるまち」を地域資源として考えて、「行きたいまち」に吸収する

という説明があったが、資料３－３の「ふるさとを感じるまちの実現」のところに

は「誰もが住みたくなる、行きたくなる、ふるさとを感じるまち」と書いてある。

それを全部「行きたいまち」にしてしまうよりも、むしろ中心市街地に住むメリッ

トというか、魅力としては文化的なものを身近に感じながら暮らせるというのが郊

外との大きな違い。施設面だけのことならよいが、「住みたい」という部分も反映で

きるようなものにしたほうがいいのではないか。 

  それを考えると、資料３－１の基本方針の①「まちなか居住の推進」のところの

文章は「日常の生活サービスを徒歩圏内で充実させることにより、幅広い世代が自

動車に頼ることなく暮らすことのできる中心市街地を形成する」という、ただ利便

性がいいというだけの表現になってしまっている。文化的なものも含めた豊かな暮

らし、そういうイメージのほうがよいのではないか。 

委 員） 私もそこが気になっていた。「幅広い世代が自動車に頼ることなく暮らせることが

できる中心市街地」は目指したいが、先般、軽自動車の保有台数が鳥取県は全国で

ナンバーワンになっていた。そういう状況があるなかで、鳥取市はどうするのかと

突っ込まれると返事しづらい。もう尐し先なのではないか。入れないのなら入れな

いということでいいかもしれないし、文化的な豊かな暮らしという表現に変えてし
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まえば、その部分はオブラートに包むのかと。 

部会長） 私はこの文章にふるさとの部分を書き込むという意味で言った。「自動車に頼るこ

となく暮らす中心市街地」というのは目指すべきものではある。 

委 員） ２期の基本方針としてそれを挙げるのか、それとももう尐し長いスパンで考えて

いく話なのか。実態とこれが沿っていない。５年間でできるのかと言われると返事

がしにくい。 

副部会長） ここは明確に、長期的な視野に立ち「自動車に頼ることなく」ということにし

てもいいのではないか。自動車の部分に関しては５年では実現できないだろう。 

部会長） 「形成する」と言い切っているからそのように受け取られるかもしれない。 

副部会長） 自動車に関しては尐し長い目で見る。 

部会長） 「中心市街地の形成を目指す」とか、そのような表現ではどうか。 

副部会長） 「ふるさとを感じる」というのは、文化と歴史を積み重ねていくのが中心市街

地の住み方。住まいもそうなので、文化と歴史を積み重ねていくような居住空間、

あるいはそのような中心市街地を形成するという文言が居住にも必要。 

部会長） それが鳥取のまちなか居住の魅力になる。現時点で利便性云々といっても、本当

に便利なのかと言われてしまうところがある。そっちのほうが今の時点ではよい。

５年間でということを考えると、「形成する」と言い切ってしまうとしんどい部分が

ある。「中心市街地の形成を目指す」とか。 

副部会長） 方針なので「目指す」でよいのでは。「形成する」まで言わなくても。 

事務局） 今は強い口調になっているが、その中で柔らかい表現というのはつけ加えたい。 

部会長） 検討いただきたい。 

  「住みたいまちの実現」「行きたいまちの実現」というが、「実現」というのは何

か。住みたいまちとか行きたいまちというのは個人によってもニュアンスが違う。

「実現」というのはすごく強いのだが。１期でも「住みたいまちの実現」「行きたい

まちの実現」とあった。１期でそれに関してどこまで実現したのかということを逆

に聞かれたときに、言葉ははっきりしているのだが、いいのだろうか。 

事務局） 我々もこれに慣れ切ってしまって、改めて考えたい。基本的には計画の達成度を

測る１つの目安として指標があるが、指標を達成したからといって本当に実現した

かどうかというのはそれぞれの主観に頼るところがある。 

部会長） テーマがあって、基本方針があって、その中で第２期の目標としては何をするか

ということ。「まちなか居住の推進」とか「にぎわいの創出」で、「行きたいまちの

実現」「住みたいまちの実現」、言葉を入れ替えただけで、あまり目標になっていな

いような気もする。その目標指標が下にあるわけだが、「住みたいまち」であれば居

住人口、「行きたいまち」では空き店舗、歩行者通行量、そこのところの指標と目標

とがかなりギャップがある。基本方針と目標はほとんど変わりがない。この目標が

設定されている意味があまり見えてこない。 

副部会長） 「住みたいまちの実現」とするから話がおかしくなってしまう。「住みたいまち

並びに行きたいまちを形成するための施策の実現」とすればよいのではないか。施

策を実現していくことが、住みたいまちを形成するための具体的な施策を実現する
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んだと。実現していくことが目標だと。 

委 員） この間、駅前の大丸の前の広場を見て、こんな広い土地がどこにあっただろうと

一瞬とまどった。考えてみれば、分離帯が取ってある。これだけで目の錯覚という

か、ハッと晴れやかという感じ。この感覚は素晴らしいなと。あまり道が広いのは、

お客さんが左から右に行こうと思っても行かれないという意見もある。浅草は道が

狭くて満員。あれでもいいのかなと思ってみたりする。この会に入ってから、そん

な景色ばかり描いている。 

  文化的な面を見ると、県庁前のとりぎん文化ホールの前あたりを見ると、大都会

ではないかというイメージである。あれは広いからである。ケヤキが植えてある。

緑、そういう感覚から物を考えてこの会議に参加させていただいている。 

  にぎわいのあるまちとふるさとという感覚のことでどうしたらいいだろうか。帰

省客がふるさとを感じられたかを参考にすることは必要ではなかろうか。 

事務局） 方針と目標指標をつなぐような、イメージが浮かぶような言葉にしないといけな

いというご指摘だと思う。考えたい。 

委 員） 「住みたいまちの実現」とか「行きたいまちの実現」という言葉で終わってしま

うのではなく、具体的に何を目指すかということだが、「住みたい」というのは、今

住んでいる人が外に出るのではなくて、このままずっと住み続けたいという思いに

なるまちだろうし、そんないいまちなら、外からも中に入りたい、住んでみたい、

そのようなことを具現化していくことだろう。 

  「行きたい」というのは、何度でもあそこのまちなかに行ってみたい。今まで行

ったことはなかったが、みんなが面白いと言っているからぜひ行ってみたい。気軽

に行きやすい。そういう言葉が実現されると、「行きたいまちの実現」というキーワ

ードに収まっていく。それを説明した文が入ってくると広がるのではないか。 

部会長） 確認だが、（１）テーマは中心市街地の基本計画を作る上で、１期、２期、恐らく

これからも継続するこのまちのテーマである。基本方針というのはそれを実現する

ための考え方で、目標というのは、第２期の目標ということか。 

事務局） そうである。 

部会長） だから、必ずしも１期と同じである必要もない。「住みたいまち」「行きたいまち」

というのはテーマにも出てくる言葉なので、あまりこの言葉に縛られずに、第２期

としては何を目標にするのかを明確にすればよいのではないか。 

副部会長） 第２期の目標としては、「住みたい」という部分は居住人口の増加であるし、「行

きたい」という部分も交流人口の増加であるわけだから、増加を目標としていくと

具体化してくる。あくまで「住みたい」というのは居住人口の増加、「行きたい」と

いうのは交流人口の増加、目標指標もそのようにしていけば当てはまりやすい。 

部会長） 数値の部分を目標にするのか、居住人口が増えるような環境を整備するというこ

とを目標にするのか。 

副部会長） 目標は居住人口と交流人口を増やすこと。そのときに、質としての「ふるさと

鳥取」を感じるというのは何なのか。「ふるさと鳥取」を感じるために目標にする部

分がないと、単に人口増とか交流人口増だけでは具合が悪い。ふるさとを感じると
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いうことは、文化や歴史が積み重なったまちづくりをしながら居住人口の増加、交

流人口の増加を図るということが目標になるのではないか。 

事務局） 最終的には目標の表題がついて、そこに若干解説がつく。今意見をいただいてい

る部分を整理したい。 

部会長） あくまで第２期の目標なので、１期を踏まえてということに縛られずに、わかり

やすくしてもいいのではないか。ご検討いただきたい。 

委 員） 人口を増やす、交流人口を増やすという目標は明確。そうすると、それに対して

どういう対応策が必要かというのが見えてくる。増やすことは単純明確でよい。 

部会長） その辺を踏まえて検討いただきたい。 

事務局） 智頭街道に関するゾーニングのご意見をいただきたい。 

部会長） 名称か？ 

委 員） いいと思う。 

部会長） イメージ図で気になったのは、居住推進ゾーンというのは端のほうにあって、特

に城跡地区においては中心になるものであるから、ふるさと文化・芸術ゾーンと城

跡観光ゾーンの間ぐらいに文字があってもよいのではないか。 

委 員） これは全体を指している。 

部会長） 全体にかかっているということがわかりにくい。ほかのゾーンと同じ字の大きさ

である。字や色を変えるなどしてもらいたい。 

 

  （４）２期計画事業（案）について 【資料４】  

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

部会長） （４）２期計画事業（案）についてご説明をお願いする。 

事務局） 資料４－１～４－４まで４種類資料を配らせていただいている。簡単に説明する。 

  資料４－１は具体的な課題をエリア別に目標ごとに分けて、さらにそれを中心市

街地全体、駅周辺、城跡周辺という形でエリア別ということで分けている。それぞ

れの課題に対応する事業番号が右に入っている。それは資料４－２に２期計画にお

ける事業の現時点での案ということで３９番まで事業を並べている。資料４－１と

４－２は対応させている。 

  資料４－１で重点課題については赤で色分けをしている。 

  「住みたいまち」では１番から４番まで、中心市街地への転入。ここは先ほどご

指摘があったので、表現は変わっていく。２番、低未利用地の増加防止、３番、老

朽化した店舗兼住宅の改修支援、４番、公共交通整備による中心市街地居住者の日

常生活の利便性向上。 

  「行きたいまち」では１６番から２２番である。既存公共公益施設の老朽化対策、

空き店舗の商業・業務等の利活用促進、以下駅周辺の関係の事業等を重点課題とい

うことで挙げている。 

  今日は城跡部会になるので、特に全体に丸がついているものと合わせて、城跡周

辺のほうに黒丸がついているものに着目していただきたい。「住みたいまち」の１番

から４番では、１２番、１３番、１４番、３７番という番号が入っている。これを
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わかりやすく抜き出したものが資料４－４である。 

  まちなか居住を促進するための既存ストックの活用については、事業としてはま

ちなか居住推進事業、戎町地区防火建築帯共同建て替え事業、ＵＪＩターン促進事

業。 

  重点施策の２番目の駅周辺の多機能集積によるにぎわいの再生では、鳥取駅南口

交通広場整備事業、駅南にぎわい創出空間事業、扇町駐車場（仮称）の整備。まち

なか子育て支援事業、これは１期計画には記載していなかったが、以前から既に始

まっている事業になる。鳥取市商業振興補助事業、これは空き店舗補助の事業であ

る。チャレンジショップ事業、これらが重点の部分にかかわってくるものである。 

  もう１つ、公共交通では、１００円バス、特に現在検討中の新規の緑バスがかか

わってくる事業で、重点施策に関連する事業ということで抜き出した資料である。 

  資料４－３、それぞれの事業を地図に落としている。それぞれ見ていただき、お

気づきの点、あるいはこういった課題があるのに対応する事業がこれだけでは弱い

のではないかとか、いろんな意見をいただきたい。以上である。 

部会長） 資料の情報がたくさん出て、なかなか整理できないが、何かあるか。 

  資料４－１はエリア別の課題と書いてあるが、課題ではない。個別の事業を念頭

に置いて書いているので、例えばにぎわいの創出、にぎわい不足の解消は、２９番

の駅北口風紋広場、３８番の袋川の活用とか、同じにぎわいを持たせたいものにつ

いても、場所を１つ１つ変えていくと４５になってしまう。場所の問題はともかく

として、にぎわいを出すために事業で出てくるわけである。あまりこれを個別に課

題にしてしまうと整理がつかない。 

  例えば１７番の空き店舗の商業業務等の利活用促進が重点課題だが、３４番には

空き店舗情報の充実と出ている。これは二人三脚でやらなければいけないこと。整

理して課題を大きくまとめないと、細かすぎて、これでは事業計画の裏表でしかな

いような感じになっている。課題を整理して、それと場所をどこでやるのかという

ことを踏まえて、事業がこれだけあるというほうがいい。逆に課題がこんなにある

のかと思うと、やる気がなくなってしまう。 

委 員） 資料４－４をいかに充実させるかという話ではないかという気がする。資料４－

１の赤字の課題があって、それが資料２－２では重点施策に移行して、その重点施

策が資料４－４に来て、その次に事業が来るという話である。資料４－４を議論い

ただけばよいのではないか。 

部会長） 資料４－１はこの形で残しておく必要があるのか。個別の地区のそれぞれの形は。 

事務局） もともとは資料２－２が元になって資料４が出てきている。 

部会長） 資料が多すぎる。 

事務局） 大もとは資料２－２なので、２－２を簡素化するといいのか。 

部会長） 資料２－２は大体よい。資料４－１が個別の場所と課題とがクロスしているから

こんなに多くなる。資料を減らしてわかりやすくしてほしい。 

事務局） 資料２－２はそれとして、資料４のほうではもう尐し課題を整理する。 

部会長） チャレンジしてほしい。 
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委 員） 説明するときには、資料２－２があって、その次に資料４－４がいきなり来ても

いいような気がする。 

事務局） アナログ的に、これがあって、これがあってというふうにしかできない。見せ方

として整理したい。 

部会長） 素材は４－２で整理されている。今日意見を出してもらいたいのは４－４か？ 

事務局） そうである。 

副部会長） 城跡部会で話すべきことではないが、私は駅前のほうに参加していないので、

関係者なので一言だけ申し上げる。 

  ４－２の２６番、鳥取民藝美術館のことだが、事業主体は民藝協会ではなく、財

団法人鳥取民藝美術館と直していただきたい。 

  ８月１３日で正式に登録文化財になった。財団法人鳥取民藝美術館が中心になっ

て他の周辺の方々にも声掛けして、旧吉田医院を考える会を具体的に立ち上げるこ

とを財団法人の役員会で決めた。４－４まで上がる内容かどうか、重点施策かどう

かわからないが、駅前の話で申し訳ないが、８月１３日以降、急にそういう話が動

いているので、ご報告する。 

部会長） 資料４－４で、城跡地区のところでは①、③が大きくかかわってくる。 

  気になるのが、①の「まちなか居住推進事業」で、シェアハウスモデル事業、体

験施設運営事業、要は今まで鳥取市が得意だったモデル事業を行うので民間は続い

てやって欲しいということだが、今までで新しく民間につながっていった話という

のは、まちなか居住では十分なかったような感じがする。ほかのところでも挙がっ

ていたが、まちなか居住促進の支援が無いとモデル事業だけでは難しいのでは。そ

の下のにぎわいには具体的な整備が挙がっている中で、これでまちなか居住を第一

にというふうにはなかなか厳しいのではないかという感想。 

  これでは５年後に表を作ったときに、十分に成果が上がらなかった事業として挙

がってしまいそうである。全部が全部うまくいくのは難しいかもしれないが、まち

なか居住のところでも５年後にこれは効果があったというものが何か１つでも見込

めるものがあればよいのだが。 

委 員） 手前味噌になって申し訳ないが、まちなか居住を促進するための既存ストックの

活用ということで具体的な事業名が挙がっているが、ここに挙がっている基本的な

ものは住民が居住していただくための住居の環境、人口増のための施策が中心にな

っているが、同時に、安心して暮らせる居住地域、学校とか福祉とか、そうした環

境整備というものももう１つ前面に出したほうがよい。そうした環境を受けてさら

に居住環境も整備され、皆さんが引き続き住んでみよう、あるいはこの地域に帰っ

てきて住むという流れで人口増につながるという点で、安心安全の教育環境とか医

療環境とか、そうしたものが整備されるというところをもう尐し強調されてもいい

ような気がする。 

部会長） 大切なことである。今回の計画の中でまちなか居住のところは居住のところだけ

がここに入って、それ以外はにぎわいのほうに持っていかれてしまっている。例え

ばこの表の②のまちなか子育て支援は居住のほうにもぜひ入れていただきたい。 



 

15 

 

副部会長） 歴史文化、観光ゾーンの関係が抜けているのではないか。 

部会長） 観光は②のにぎわいに入っているのではないか。 

副部会長） 重点施策をゾーニングで分けてしまうからこうなるので、本来なら重点施策も

今までどおり「行きたいまち」と「住みたいまち」に分けたほうがわかりやすいの

ではないか。居住というのは全体に網がかかっている話である。 

部会長） 観光をどこかに入れるとなると②になる。 

副部会長） ただ、駅周辺は何もない。 

委 員） 一貫性からすると、「住みたいまち」と「行きたいまち」が柱として貫いていて、

それに重点事業がつく。そのほうがすっきりする。 

部会長） ②の「鳥取駅周辺の」を取ってしまう。 

委 員） 観光という別の視点を、ふるさとを感じるというところも含めて重点施策の中に

入れてもいいのではないか。４本柱でもいいのではないか。 

部会長） 独立させるだけのインパクトのあるものが欲しい。 

事務局） なかなか具体的に弾が出てこないので、重点の中で挙げるにはちょっと苦しいと

いう整理。 

部会長） 必ずしも重点施策の中に全部を盛り込まなければいけないということではないか

ら、それでもよいが。 

委 員） 資料４－４は基本は行政のものになっている。基本計画はあくまで民間と行政が

バランスよく連携を図りながら活性化を担っていくという視点から言うと、これに

民間の事業が膨らんでこないと、ただ単にこれだけで終わりかという話になる。 

委 員） 確かに行政の誘導施策である。 

事務局） 本来は方針や目標に沿った形で、民間がそれに沿った事業をやっていただければ

いいのだが、それがなかなかない状況では、どうしても行政主体でできそうなもの

を挙げているのが実態である。そのバランスが非常に取りにくい。日赤の話を入れ

るとバランスが取れてくる。具体的な弾が必要である。 

副部会長） 民藝美術館の話も、具体化していないが、目標の方向だけははっきりしたので、

挙げていただいても構わない。 

事務局） そういうのが出てくれば。 

副部会長） 実現できるかはわからない。やっとスタートを切ったばかり。 

委 員） 本来課題から進んできた重点施策に合わせて事業を作り込んでいくというのがあ

るべき形だが、そこが鳥取の弱い部分である。もう尐し民間事業を入れ込まないと

いけない。 

委 員） 行政が持ってきた事業であるかのようにまちなか子育て支援事業が書かれている

が、私ども民間もすごく頑張っている。本通り商店街が事業主体になって、運営主

体にうちの名前がないのが残念。最初は子育て支援をやってくれということで始め

た事業だが、ほとんど私たち民間力で頑張っている。３年目になって、１５％、２

０％と集客を増やしている。利用者は今年度３万５，０００人を超え、どんどんと

充実している。加えて隣で空き店舗を利用して保育園も開園し、そちらのほうも大

変うまくいっている。 
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  うちは、子育て支援というのはただ子どもと親が遊んでいるだけの施設ではなく

て、学びということを大きな柱としている。学びというのは必ずまちに来なくては

いけない。何か学ぼうとするときに人は遠くからでもやってくる。だから兵庫県、

倉吉からもたくさんの方がお越しいただいている。必ず週に１回学びの場として来

てくださる。今は場所も狭くて、広げていきたい。 

  まちなかのよさというのは、子育て中の親御さんが一番思っておられる。子ども

を預けるにしても大変利便性がいい。利便性がいいところに子どもを預けたいとい

う思いがあるために、うちの保育園でも定員を超えて、待ちの状態が出ている。行

政が作った子育て支援事業だが、民間力と子育てという親たちのパワーでどんどん

と事業が膨らんでいるという形で書いていただけると嬉しい。 

委 員） 観光イコール商業活性化である。文化や歴史、あらゆる施設、食、歩く形、歴史、

すべてが観光資源である。これをいかに結びつけて、中心市街地を核として、そこ

に来たいという形に促していくというのが観光的な考え方としてはお願いしたい。

特に今、動線が駅から砂の美術館となっている。中心市街地はそっぽを向かれてい

る。いかに中心市街地の歴史的観光資源を見ていただき、滞在できる時間を十分取

っていただけるかというのが、我々観光の大きな課題である。 

  重点施策の３点の問題だが、課題の抽出からするとやむを得ないが、さびしい感

じがする。尐し膨らませてほしい。 

  すべて社会的資本、公共施設は中心市街地から投資している。中心市街地の出来

上がった社会資本を再開発してでも住みたいとなるような形の都市計画をお願いし

たい。夢だけは基本計画として表してほしい。 

部会長） １つは観光の部分だが、どうだろうか。 

副部会長） 観光では、私は両方とも絡んでいるのだが、城跡で具体的には仁風閣の入り込

み客数をという話があった。駅前では民藝美術館という話があった。仁風閣、文化

財団が頑張れ、民藝美術館が頑張って人を増やせやということではなく、中心市街

地活性化の中に位置づけるべき。例えば仁風閣のバス駐車場の整備等がないと、頑

張れよと言われてもなかなか頑張れない。民藝美術館も同じである。そういったこ

とをやっていかないと、中心市街地の観光というのは難しい。 

  鳥取駅前に観光バスを止めることは重点施策の中に入れるべき。４－２にあるか

もしれないが、観光も入れないといけないのではないか。 

委 員） イベントや催事をするにも駐車場がない。 

副部会長） 仁風閣にしても、民藝美術館にしても、人が来ないと力がなくなってくる。イ

ベント事業も縮小気味になってくる。それを励ましていただくような施策をしてい

ただきたい。それぞれの事業者が努力するのは当然のことだが。 

部会長） 例えば砂丘に県外、大阪方面などから観光バスで来る。そういうバスはまちなか

に立ち寄らないのか。 

委 員） バスは通ったためしがない。 

部会長） 資源の問題なのか、あるいはバスが止める場所が不足していのか、どの辺が課題

になってくるのか。 
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委 員） 観光のエージェントが日帰りコース、あるいは１泊２日コース、さまざまな過程

で商品化をされる。そうすると、砂の美術館に来た後は西のほうに行ってしまう。

昼の時間帯の一部に経済波及効果がある位ではないか。 

部会長） たまに子どもを連れてわらべ館に行くと、バスが止まって、団体のお客さんが入

ってきて、小一時間見て出ていく。資源に魅力がないのか、資源は十分あるのだが

ＰＲが不十分なのか、あるいはそもそもよそから来てもらうバスを止めるスペース

が十分それぞれの施設にないということなのか。その辺がポイントである。 

委 員） 今分析している最中である。残念ながら、砂の美術館が、そこの施設だけの部分

しかない。逆にわらべ館は砂の美術館ができたおかげで目玉でなくなった。情報提

供が、不十分なところがある。 

部会長） にぎわいの再生を重点施策に入れている中で、観光という部分を取り除いてしま

うと、ショッピングと、働きに来る、勉強しにくるという日常的な来街者だけにな

ってしまう。にぎわいを重点施策に挙げるのであれば、観光の要素は資料４－４の

中に必要ではないか。 

委 員） 県内から人が増えることは予想されない。できたらビジネスで人を呼び込みたい。

それが一番活性化になる。 

部会長） Ｂ－１グランプリをやればかなりの人が来る。イベントだけに限らないが。 

委 員） 課題があって事業があるのか、事業があって課題があるのか、どちらが先かわか

らないが、その両方に対応し進めていかないとなかなか難しいのではないか。例え

ば１つの拠点があって、それを観光という視点で整備をしていくときに、ターゲッ

トはどうする、どういう環境整備をするのか、土日は観光客が来るけれども、平日

は地元の人の利活用をどう対応するかとか、このような課題をそれぞれの事業の中

で順次整理しフォローしていく必要があるだろう。 

  今言われている課題への対応は各事業を円滑に進めるために非常に重要なことで、

それをどう具体的に目に見える形にしていくかという作業が事業を推進するという

ことだと考える。この点は我々もご支援させていただきながらやっていかなければ

いけないだろうという気がする。 

部会長） 観光というと、既に箱が何かあるという感じだが、去年だったか、別の会議で聞

いた話では、ガイナーレに県外からビジターの応援の人が数百人とかそういう単位

でやってくる。そういう人たちがまちなかに泊まり、食事はしてくれるのかもしれ

ないが、そういう人たちにどれだけお金を落としていってもらうかということも、

恐らくこういうところに入ってきてもいいのではないか。実際にお客さんが来てい

るわけである。そういう人たちに対してどうやってまちの中を歩いてもらうか。 

  観光のことは宿題で、アイデアをお寄せいただきたい。 

 

 

＝その他＝ 

  （１）１００円循環バス「くる梨」路線再編計画（案）に関する意見募集について 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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部会長） その他について、事務局からお願いする。 

交通政策室） １００円循環バス「くる梨」の利用者が増加している中で、中心市街地の利

便性の向上、活性化を目的に、二核二軸の緑コースの路線再編計画（案）を策定し

ている。意見募集を８月１０日から９月１０日までの１カ月間行う。中心市街地活

性化の観点からご意見をお寄せいただきたい。 

  概略だけ説明する。背景とねらいとしては、１００円循環バスくる梨は中心市街

地の利便性向上を目的に、平成１４年１０月１日から実験運行を行っている。その

後、平成１６年１月から本格運行に移行している。現在の赤コース、青コースの２

コースを運行して、昨年度は利用者が過去最高の３０万１９１６人に達した。まち

なかでの買い物、通院、観光のためになくてはならない乗り物として定着している。

本格運行から２３年度末までの利用者数については２１６万人になっている。 

  ３ページはくる梨の基本データを挙げている。赤コースは日本交通、青コースは

日の丸自動車が運行している。赤コースについては南町経由と聖神社経由で、２コ

ースに分かれている。青コースは１コースである。現在青コースは利用が増えたた

めに遅れがちになっている。鳥取バスターミナルを２０分間隔で出発している。運

賃は１００円。バス停間隔は約２００ｍ間隔で設置している。 

  ルートについては、下の図が現行のルートで、赤コース、青コースの２ルートを

運行している。 

  ４ページ、５ページに、利用状況、収支状況、各バス停の利用状況を挙げている。

利用については、赤コース、青コースとも同じぐらいの人員の方が乗っておられる。

昨年度が過去最高の３０万１９１６人ということで、右肩上がりに利用が増えてい

る現状である。収支については、利用者が増えたこともあり、バスは４台、全部新

しい車を購入されるので修繕費が尐なくなったこともあり、収支比率は５８．９４％

ということで、収支もだんだん改善されている。 

  ５ページは各バス停の利用状況である。青コースは一番多いのが鳥取駅、次に仁

風閣、県立博物館、鳥取県庁、さざんか会館が多い順番になっている。赤コースに

ついても一番多いのが鳥取駅、新品治、トスク本店となっている。 

  ７ページは緑コースの導入基本方針を挙げている。智頭街道、若桜街道と２核、

城跡、鳥取駅を運行することで、新しい人の流れを目指し、中心市街地の活性化に

つなげていくということを目的としながら現在やっていきたいと考えている。 

  ８ページは、今度３ルートになるので、各運行ルートの考え方ということで挙げ

ている。緑コースについては、２軸を結ぶということで、中心市街地の回遊性を高

め、市民の利便性と商店街の活性化を図ることを目的としている。 

  また青コースについては、緑コースを運行することにより、城跡と駅南が緑コー

スになるので、そこは空いた時間のほうを、今現在運行していない鹿野街道なり、

玄好町、材木町、相生町のほうも運行していきたいということで進めている。また

この地域にはスーパーなどがあり、買い物の更なる利便性向上を図っていきたいと

考えている。 

  また、赤コースについては、年々利用者が増えている関係上、今回の路線再編計
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画では、コースの変更はしないということで進めている。 

  ９ページはバス停設置箇所の案を挙げている。若桜街道、智頭街道については既

存のバス停、プラス新たなバス停を新設していきたいと考えている。バス停の位置

等についてご意見があればお寄せいただきたい。 

  １２ページ、利用促進策ということで、高齢パスの有効期間が１カ月以上残って

いる方にはくる梨の１カ月定期券を１５００円で販売することにより、中山間地域

の高齢者の利便を図りたいと考えている。また、現在、１日乗車券は３００円で青

と赤２路線が乗り放題になっているが、緑コースを導入することにより、３コース

が３００円で乗り放題になることから、このメリットをＰＲすることにより１日乗

車券の利用者を増やしていきたいと考えている。また、現在、１日定期券が３９０

０円だが、これを３０００円で販売することにより、定期券の利用者も増やしてい

きたいと考えている。商店街とも連携して、くる梨の１カ月定期券利用者には商品

割引等を行うことにより、利用促進を図ることも進めていきたい。 

  運賃の支払いを、くる梨のほうにも電子マネー、エディ、ワオン、ビザタッチ等

を導入していきたいということで進めている。これにより支払のわずらわしさを解

消し、利用者の利便性の向上を図っていきたいと考えている。電子マネーについて

は来年４月から進めていきたい。 

  スケジュールについて、今現在意見募集を行っている。その次にはバス停の設置

場所の調整。９月補正で車両の購入費を要求しているところである。路線再編につ

いては来年４月から進めていきたいと考えている。以上である。 

部会長） 支払いを電子マネーにするということだが、全面的にそうするのか。 

交通政策室） くる梨だけである。 

部会長） コインでは支払えなくなるのか。 

交通政策室） コインでもできる。併用である。 

部会長） そもそも青ルート、赤ルートというのは交通空白地帯を解消するということだっ

たが、実際に乗っている利用者は中心市街地の方が多いのか。結構駅を乗り降りさ

れる方が多いが、よそから来た方が多いのか？ 

交通政策室） 中心市街地の方が多いと考えている。私も乗ったが、沿線沿いから乗り、駅

やショッピングセンターで降りられている。 

委 員） 麒麟獅子バスとは関係ないのか。観光協会が持っているから。 

交通政策室） 麒麟獅子バスとの競合は、こちらのほうは中心市街地だけを運行している。 

  案をごらんいただき、交通政策室にご意見をお寄せいただきたい。 

 

 

  （２）第６回部会について 

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

部会長） 次回についてお願いする。 

事務局員） 第６回部会は９月２１日、金曜日、２時から、場所は駅南庁舎である。予定で

は、次回が最終の部会になる。それまでに事務局のほうも今日いただいた宿題を頑
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張りたいと思っている。 

  もう１つ、９月３０日に、時間は決まっていないが、中心市街地活性化に関して

市民の皆さんと１つのテーマで語り合うような会を開いていきたい。一般に広く声

がけさせていただく。心当たりのあるところにも声がけさせていただく格好になる

と思う。まだ中身はしっかり詰まっていない。いろんな場を設けて皆さんの意見を

聞いていく中で、その意見をすべて取り入れることは不可能だが、我々もヒントを

いただき、参考にしたいと思っている。 

部会長） ３０日に出た意見は、我々の議論に変化を与えるのか。 

事務局） 中身、テーマをどういうものを設定するのか、大雑把に中心市街地活性化につい

てという大きなテーマなのか、それとも駅周辺、あるいは城跡観光など、テーマを

絞り込むのか、そういうところもまだ検討しているところである。 

部会長） 我々の会議が終結した後にされるので、何を目的にされるのかわからない。それ

によって我々の議論が変わってしまうことがあるのでは。 

事務局） ９月末を目標に、１０月上旬にこの計画を作って国に申請するし、またパブリッ

クコメントもやっていく。市民の意見をいただくというのはパブコメの１つのご意

見という形になると思うが、もう尐しこれは詰めさせていただきい。 

  長時間にわたり審議をいただいた。これから宿題をやっていきたい。よろしくお

願いしたい。ありがとうございました。 

 

 

＝閉会＝ 


