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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６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９月２０日（木）１５：００～１７：００ 

２．場 所    市役所第２庁舎 ５階会議室 

３．出席委員   倉持部会長、熱田委員、和田委員（代理野口氏）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 

  今日で部会は最終である。これまでの検討内容で足りないところや、これまでの

検討をもう１度改めて見直すというところが今日の主な議題になる。 

  先日、先々日、滋賀の長浜や彦根の街なかを見てきた。長浜は中心市街地活性化

では有名なところである。彦根もお城を中心とした活性化に取り組んでいる。観光

に軸足を置いた活性化を進めている。街なかの暮らしをにらみながら観光をやるの

だが、観光で進めていくと、事業型というか、経営型というか、どこでブレーキを

かけたり強弱をつけたらいいのかがやりにくい。観光は観光で行きつくところまで

行ってから、規模が大きかったとか、そういう反省がちょっとずつ出てきていると

いうお話を聞いてきた。 

  そういう点から見ると、鳥取市の今の中心市街地の計画というのは、観光は柱に

は入ってきたが、どちらかというと生活視点を重視した活性化基本計画になってい

るのではないか。２期を迎える鳥取市は、そういう意味ではいい環境が整っている

という気もする。 

  今日の部会できっちりと議論して、いい計画として国に出していきたい。よろし

くお願いする。 

 

 

＝報告・協議事項＝ 

  （１）第５回部会議事概要【資料１】  

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

部会長） （１）第５回部会について、事務局より説明をお願いする。 

事務局） 第５回部会は８月２２日に８名の出席で開催された。 

  資料１をごらんいただきたい。事務局の説明は省略させていただく。こちらで説

明させていただくところを太字にしてアンダーラインを引いている。それに沿って

説明させていただく。 

  ２ページ、２期計画の事業について、駅前サンロードのアーケードの老朽化対策

はサンロードだけに限定しない。 
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  継続的な街なか居住について、ＩＴ技術を使った仕組みができないか。 

  計画の中で歩行者を含めた安全・安心な部分が欠落しているのではないか。これ

は重要なものなので入れたほうがよいのではないか。 

  ４ページ、２期計画の課題の中で、駅南賑わいゾーンについて記述が少ないので

はないか。駅との連携や、駅南の開発を含めた話については、ある程度書いたほう

がよい。 

  続いて、２期計画策定における考え方について事務局から説明した。それについ

てのご意見として、５ページ目だが、人口の社会増を２期の目標に上げているが、

難しそうなので、社会増に限定するストーリーが要るのではないか。 

  ６ページ、指標の考え方について、目標の指標の向上に資するものが整理されて

いないと後で辻褄が合わなくなって大変なことになるのではないか。 

  賑わいの捉え方として、来店頻度を上げて滞留時間上げるというようなストーリ

ーがいるのではないか。それについて検証してみて、結果的にどのぐらい増えるの

かという結び方ができないか。 

  ７ページ、個店が光り輝いているようなところがありさえすれば、滞留性も回遊

性も増していく。行政がそういう形にするのではなくて、個店が光り輝いて発信す

るような形に持っていく施策が必要ではないか。 

  続いて、事務局から２期計画事業（案）について説明した。主な意見として、８

ページ、太平線の再生プロジェクトは鳥取市が施設を作って、それを駅前商店街振

興会が管理していくということは官民連携の非常に重要な事業ではないか。 

  街なか子育て支援事業というのはよい事業である。商店街に限らず、市全体で取

り組んでいくものと考えるべきである。 

  ９ページ、２期計画の重点施策について、鳥取駅周辺の多機能集積の賑わいの再

生という文言は意味がわかりづらい。 

  １１ページ、バスについて、乗るときはいいのだが、降りるときに足腰に負担が

かかるので、高齢者や体の弱い方には利用しづらい。その点タクシーは乗り降りし

やすいので、街なかに出る人口を増やす方策としてよいのではないか。 

  第５回目の部会についての議事概要は以上である。 

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。 

  特にないようである。 

 

  （２）１期計画の総括（案）、２期計画における重点施策（案） 【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２－１、資料２－２で説明する。 

  資料２－２、第５回のこの部会と、城跡周辺、それと全体会での意見修正を踏ま

えて、前回と変わったところを重点的に説明する。 

  「住みたいまちの実現」の１期計画では効果が不十分であった重点対応として、

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を「継続」から「重



 

 

 

3 

点」に繰り上げしている。 

  「住みたいまち」で新たに浮上した課題の重点対応で、既存公共公益施設の老朽

化対策を「行きたいまち」から「住みたい」へ移動させている。これは具体的には

日赤の建て替えで、居住と関連があるということで「住みたいまち」に入れている。 

  次に「行きたいまちの実現」で、１期計画で効果が不十分であったものの重点対

応で、バリアフリーの推進とお堀端周辺の修景、景観保全、これを「継続」から「重

点」に繰り上げしている。 

  その下の「継続」だが、長期課題の上の２つ、安全・安心な歩行環境の拡充、歩

行者・自転車分離、自家用車による来街者の利便性向上、これを新規で追加してい

る。 

  次に、１期計画では準備が整わなかったものとして、重点対応として、駅前太平

洋線での賑わい創出を「継続」から「重点」に繰り上げている。 

  また、「継続」として、駅前サンロード等の「等」を追加している。 

  次に、新たに浮上した課題の「継続」として、無線ＬＡＮ環境等を活用した情報

発信による賑わい創出を新たに載せている。 

  また、この検証の表により、資料２－１の８ページ、２期計画に向けた課題の整

理とあるが、資料２の課題の整理に従ってこちらも同様に修正している。 

  資料２－２に戻っていただきたい。こういう課題を踏まえて、２期計画の重点施

策として、前回は３本柱としていたが、新たに４番目として「地域資源の活用等に

よる観光交流の促進」を加えている。具体的には城跡観光を目指すということ。 

  １、２、３も文言を少し変えている。①既存ストックの活用等による街なか居住

の促進。②鳥取駅周辺の多様な機能の活用・拡充等による賑わいの再生。③公共交

通の拡充等による中心市街地内移動の利便性強化・回遊性向上。課題と重点施策と

のつながりは次の３番ので説明させていただく。 

  ２期計画の基本方針は、街なか居住の推進と賑わいの創出であり、前回と変わら

ないが、１期計画ではふるさとを感じるまちの実現で、ふるさとを感じる文面とし

て、ふるさとのエッセンスをそれぞれに説明文の中に入れている。街なか居住の推

進としては、「ふるさとの自然、歴史、文化などを身近に感じる」。賑わいの創出で

は「自然、歴史、文化などの地域資源を保全、活用、発信する」ということでまと

めている。 

  以上である。 

部会長） ご意見をお願いする。ぜひご意見をいただきたい。 

  重点施策（案）の中で、表現のところで疑問があるので検討いただきたい。例え

ば「行きたいまち」の「袋川の活用による賑わいの創出」は、それより前の部分の

準備が整わなかったとか、効果が不十分であったという具体的なことに対して、「活

用による賑わいの創出」となってしまうと抽象度が上がってしまうので、例えばこ

れは「袋川の活用」で止めるような表現のほうが周りとレベルが合うような気がす

る。「賑わい」というのは拡散したイメージがある。考えたほうがよい。 

  同じく「無線ＬＡＮ環境等を活用した情報発信」で止めておいて、「による賑わい
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創出」までは飛躍があるような気がするので、削除してもよいのではないか。 

  長期課題の「事業所の誘致による働く場の拡充」というのは、つながりもはっき

りしていてわかりやすい。 

委 員） だいぶ議論されたと思うのだが、解説をお聞きしたい。２期計画の重点施策の中

の「～等」「活用等」の「等」の位置だが、「既存ストック等の活用による街なか居

住の促進」や、「地域資源等の活用による観光交流の促進」ではなく、「等」を後ろ

につけるのは、既存ストックの活用、またはそれ以外のいろんな手法を使って街な

か居住の促進を図るという意味合いに変えたということか。「等」をつける位置によ

って意味が変わってくる。 

事務局） 「地域資源等」とつけるのは、地域資源を使うだけと限定される。「活用等」にす

ると、新たに作ったものも活用するという、広くなるような形にしている。 

委 員） 一瞬「あれ？」と思うような気がするのだが、部会長、どうだろうか。 

部会長） どういう懸念があるのか。 

委 員） イメージしていたのは、例えば観光交流、観光を促進するのだが、地域資源を活

用してやるというのが一般的なのだが、地域資源だけではなくて、いろんなものが

ある。「活用等」とつけると、何かそれ以外の手法も考えて観光交流するというふう

にも読み取れるので、広くなったと言えば広くなったのだが、２期の５年間である

程度ポイントを絞ってやるとすれば、資源に限定してやっていくほうがいいのかな

というイメージがある。そこに違和感がある。「等」の位置は全部そういう形で整理

されたので、お考えがあってされていることだろうが。 

部会長） 「等」の候補位置としては３つぐらいある。 

事務局） ４番の地域資源の活用、城跡観光を進める上で、あるものは活用できるのだが、

駐車場を作るということになると、ここに「等」があったほうがよいのではないか。

そういう経緯で意味を広めに取ったということである。観光バスの待機場所を新た

に浮上した課題の重点のほうに挙げているので、そういったことで「等」を入れて

いる。 

部会長） 今は４番の説明だったが、１番はどうか？ 

事務局） １番は、既存ストックだけでなく、家賃補助とか利子補給という支援もあるとい

うことで「活用等」にしている。 

今、中心市街地への転入促進施策として、賃貸住宅に入っていただくというのも

あるが、街なかに新しく家を建てて移り住んでいただく方のことも考えている。そ

うすると、既存ストックの枞に収まらないし、既存ストック等の活用で新しく家を

建てる転入者向けの居住策が読めるかというと難しい。少し広めの意味になるよう

にしたという事情がある。 

部会長） 今ご説明いただいた限りでは、「等」の位置は説明のとおりであるような気がする。 

委 員） ２番の「等」は納得したが、ほかのところは引っかかる。要するに施策を限定せ

ずに、広めに取ったという意味で「等」をこの位置に持ってきたということだろう。

これ以外の手法があるし、準備しているということだろう。 

事務局） 限定的にならないように、家賃補助なども含まればよい。 
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委 員） 「等」というのは、既存ストックを活用することをメインに置く、地域資源を活

用することをメインに置くと読んでいいのか 

事務局） そうである。 

委 員） そこだけがわかるようにきっちり説明しておかないと、変な誤解を受ける可能性

もある。 

委 員） ４番の「地域資源の活用等による観光交流の促進」の部分で、先ほどの説明で城

跡のことを考えているということであったが。 

事務局） そうである。また、民藝美術館などもある。 

委 員） そういうことも踏まえて、本通りの大きな空き店舗である物産館の跡地の問題で

も、観光施策という部分で、切り口を生み出せないかという考えがあった。城跡の

部分と駅前の民藝美術館を含めたエリアの資源活用ということで、総合的に考える

べきではないか。 

事務局） そういう意味もあるし、これはどちらかというと、重点課題に対応した表現にし

ている。今言っているのは観光バスになるが、跡地について重点施策まで上げ切っ

ていないところがあるので、「等」で言えば空き店舗対策という形で読んでいく。空

き店舗対策のほうで読めるということか？ 

委 員） 切り口はいろいろあると思うが、１つの方策として考えられないかということで

ある。 

事務局） ２と４をつなげるということか。 

委 員） 「等」について、これがいわゆる基本的な方針だとか、当初の計画の場合には「等」

を使ってもよいと思うが、重点施策などの場合には、あまり「等」を使うのは適当

ではない。これが第３期、第４期になり、集中的に取り組むことになれば、「等」は

なくなるが、重点施策の場合、あまり「等」を使うと、範囲が広くなり過ぎ、本当

に重点かという感じになる。全部に「等」を使っているが、こういうときは「等」

を使わずに、はっきり書いた方が、すっきりしてよい。 

事務局） 例えば居住の促進とか、回遊性の向上、観光交流の促進も、最終的な施策の目標

のみで、どうしても全部列挙するわけにはいかないので、例えば既存ストックとい

うのはメインであって、それに「等」を含めてやれば、もう少し広がりが出るとい

う意味である。上手に表現できていないが、事業の中で重点事業とする形がよいの

ではないか。２期計画があって、枝の部分で重点事業というのが出てくるので、そ

こでしっかりと言える。 

委 員） 資料３に重点施策に対応した考え方という文言がある。そこで今言っているよう

なことが読み込めるような書きぶりをしていただければ、解決するのではないかと

いう気がする。 

部会長） 確かに「等」が多い。 

委 員） 「等」だといろんな解釈ができる。 

部会長） 表の上の部分を読み込むと、重点施策とは書いてあるが、ここの施策をこの位置

に落とし込むわけにはいかないという表上の事情がある。どちらかというとその隣

にある基本方針の一歩手前みたいなものをここ（重点施策）に書き込むという位置
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づけになっているので、通りの悪さがあるのかもしれない。とりあえずここは進め

させていただきたい。先ほど委員がおっしゃったように、資料３でも、前後を見て、

通りが悪いところがあれば検討したい。 

  ほかにご意見がなければ次に進みたい。 

 

 

  （３）２期計画概要（案） 【資料３】 

  （４）２期計画事業（案） 【資料４】 

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

部会長） （３）と（４）を一括して事務局より説明をお願いする。 

事務局） 資料３と資料４は関連するので、説明が長くなるかもしれないが、一括して説明

する。 

  これまでも議論していただいた部分もあるので、重複する部分もあるかもしれな

いが、今日は最終の部会ということで、確認の意味も込めて一通り説明させていた

だく。 

  資料３はこれまでの議論を踏まえて、今回の２期計画の概要の案ということで作

成した。 

  ２期計画の計画期間は、来年度からの５カ年計画。 

  テーマについては、１期計画を踏襲する形で、「住みたい 行きたい ふるさと鳥

取 因幡国の都市核づくり」。 

  区域については、１期計画を踏襲する形で、計画区域２１０ｈａ。１期計画と少

し違うのは、この区域の中をエリアコンセプト、この部分は１期計画にもあったが、

さらにその中にゾーンの設定を行っている。基本的には２核２軸の都市構造を活か

したまちづくりを踏襲していく中で、この５年間で重点的にやる部分をエリアコン

セプト、ゾーンの設定で表していく考え方である。 

  基本方針・目標については資料２でも説明したが、「街なか居住の推進」と「賑わ

いの創出」の２本柱にしている。 

  目標指標、この計画の達成度合い、成果を測る上での数値目標である。具体的な

数値目標は、今日の時点では決まっていないが、指標としては、居住人口では、転

入人口の増加。すなわち自然増減、社会増減がある中で、新たに何人この中心市街

地区域内に住む人を呼び込めたかを１つの指標とする。 

  賑わいでは、歩行者・自転車通行量の増加。これについては１期計画では平日の

みであったが、２期計画では観光を出してきたので、新たに休日の部分も追加する

ことを考えている。 

  新規出店数の増加は、１期計画であった空き店舗数という数値を、２期計画では

新規出店数に絞って数値目標として設定していく。 

  転入人口と新規出店数については、要は２期計画での施策の効果をより明確にす

るためには、人口であれば５年間の取り組みの中で出生率を上げるとか、あるいは

亡くなられる方を減らすということは難しい。この５年間の施策としてメインにな
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るのは、どれだけ中心市街地に人を呼び込めるかである。そこの成果がより明確に

測れるようにという趣旨。新規出店数も同じく、それぞれの事情で閉店されるとい

う部分は施策の中でどうこうなることは少ないので、５年間、施策的にやれるのは、

どれだけ新しい出店者、商業者の方を呼び込めるかなので、そこに絞った数値目標

としている。 

  文化施設の入込客数は、まだ各施設、あるいは所管課と協議中であるので、今日

の時点では文化施設の入込客数を最終的に入れるかどうかはまだ確定していない。

次の全体会までには決めていきたい。 

  重点施策については先ほどの４本柱である。 

  この重点施策に関連する事業として、いくつか記載している。 

  ２ページ目には、重点課題、重点施策を改めて記載している。重点課題について

は先ほどご説明したので割愛する。 

  重点施策は、今回初めて加筆した部分であるので、読ませていただく。 

  １番の既存ストックの活用等による街なか居住の促進。中心市街地における空き

家、空き地等の低未利用地の増加を踏まえ、これら既存ストックの「資源」として

の利活用促進を図る。そのため、転入促進施策を一層強化し、中心市街地の民間賃

貸住宅への入居や住宅取得のための支援を行うことで、中心市街地への新規定住者

の増加をめざす。また、生活関連商業の不足や総合病院の老朽化等を踏まえ、日常

生活を送るうえで必要な機能を拡充することで、中心市街地の居住環境の改善と多

様な世代の居住地としての魅力向上をめざす、としている。 

  駅周辺の多様な機能の活用・拡充等による賑わいの再生。駅周辺を賑わい創出の

拠点として整備するため、低未利用地や空き店舗の利活用等を促進し、駅北側およ

び南側の商業、交通等の機能を拡充するとともに、市道駅前太平線賑わい空間の積

極的な活用等により、駅周辺の魅力・集客力の向上をめざす。また、駅北口と駅前

商店街区のアクセス改善の必要性を踏まえ、バリアフリー化を含めた駅南北の一体

化を強化することにより、新たな人の流れの創出をめざす、としている。 

  公共交通の拡充等による中心市街地内移動の利便性強化・回遊性向上。広範な中

心市街地に点在する施設等の分布状況を踏まえ、中心市街地居住者・来街者の利便

性・回遊性の向上を図るため、循環バス路線を拡充することにより、二核二軸上の

移動の円滑化を図り、居住環境の改善と来街者の利便性の向上をめざす。また、バ

リアフリー化推進の必要性を踏まえ、歩道整備等を行うことにより、安全・安心な

歩行環境の拡充をめざす、としている。 

  地域資源の活用等による観光交流の促進。お堀端周辺の修景・景観保全の必要性

を踏まえ、城跡の復元整備、道路機能・公園機能の拡充等により歴史的な雰囲気の

醸成をめざす。また、観光客等の受け入れ態勢を一層充実するため、城跡周辺の案

内機能、駐車場機能、商業機能等を整備・改善することにより、観光エリアとして

の魅力向上をめざす。さらに、無線ＬＡＮ環境等を活用した情報発信を推進し、イ

ンターネットを活用した情報発信を積極的に展開することにより、多様な情報発信

による中心市街地への関心喚起や来街者の利便性の向上をめざす、ということで、
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重点施策それぞれの説明を加えている。 

  ３ページ、エリアコンセプトということで、これまでも見ていただいていたが、

５年間で目指す中心市街地の姿という注釈を入れている。 

  基本的には以前と変わっていない。それぞれ居住交流の舞台、都市機能が集中集

積する舞台と位置づけ、その中でこれまでの商店街等の取り組み、行政としての取

り組みを踏まえた上でのいくつかのゾーンを設定している。 

  本通りエリアの部分で買い回り・生活利便ゾーンとしている。これはこれまでの

議論であった意見として入れているが、一方で、「買い回り」という表現が一般市民

の方に馴染みがないということもあり、わかりにくいという意見もいただいている。

ここについてご意見をいただきたい。 

  ４ページには計画事業５３事業を記載している。市街地を整備改善するための事

業が９事業、都市福利施設を整備するための事業が４事業、街なか居住を推進する

ための事業が９事業、商業を活性化するための事業が２７事業、公共交通機関の利

便性増進、その他の事業が４事業ということで、計５３事業が今挙がっている。 

  ５ページには、計画事業の実施箇所図をつけている。緑で表している事業につい

ては、エリアを限定しない全体にかかる事業、赤字は駅周辺地区に関連する事業と

いうことで色分けしている。 

  資料４で、今申した事業をご説明したい。 

  資料４－１は資料２で説明したエリア別の課題である。それに対応する事業番号

ということで、４－１と４－２が対応するような関係にしている。 

  ４－２で説明する。表の中に、事業番号として、城跡、駅、全体と記載をしてい

る。駅の部分について説明する。 

  まず、市街地の整備改善の中では、事業番号２、駅南口の交通広場整備事業、３、

市道今町３号線の道路整備事業が新たな新規事業を追加している。 

  ７～９番は継続事業だが、太平線の空間整備事業、扇町駐車場（仮称）の整備事

業、市道扇幸町１号線整備事業を掲載している。 

  都市福利施設の整備では、１１番、街なか子育て支援事業として、本通りと地域

サポートネットワークの共同事業を新たに２期事業として記載している。パレット

とっとり市民交流ホール運営事業についても継続事業として掲載している。 

  居住については全体にかかわるということで割愛する。 

  商業活性化の部分では、２４番、市道駅前太平線賑わい空間活用事業、現在整備

を進めている太平線賑わい空間をしっかり活用していく、それによって賑わいを創

出するということで、ソフト事業を記載している。 

  ２５番、駅前サンロード活性化事業、老朽化したアーケードの改修等を中心に、

現在事業計画の策定を進められているので記載している。 

  ２６番は、駅南賑わい創出空間事業として、駅南側の平面駐車場活用による商業

活用の事業を記載している。 

  ３０番、本通り商店街活性化事業、３１番、民藝美術館運営事業を新たに記載し

ている。 
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  ３６番のパレットとっとり運営事業も継続事業として入れている。 

  ４０番のチャレンジショップ事業も継続事業ということで入れている。 

  公共交通の利便性向上、その他として、市営駐輪場運営事業も継続事業というこ

とで記載している。 

  資料４－３は、今申し上げた事業の中で、４つの柱の重点施策に関連する事業を

抜き出して記載している。後ほどお読みいただきたい。 

  説明は以上である。 

部会長） 新しく追加された部分がある。この辺を中心にご意見をいただきたい。 

  これは方法論というか、ストーリーのようなものを補足的に書いたという形にな

るのか。 

事務局） そうである。これまでの理念の中で、重点課題と事業をつなぐ部分として、重点

施策のタイトルを解説するようなものが要るのではないかということで加筆した。 

委 員） もう少し見直されるのだろうが、地域資源の活用等による観光交流の促進という

ことで、街なかの観光として今回城跡に力を入れていただくのは非常にありがたい

が、温泉とか、民藝もだが、街なかの景観、まちなみ、こういうものが鳥取の１つ

の重要な資源であるし、他県から見たときに、観光としての要素は非常に高い。 

  駅からまちなみを見ると、久松山が見え、そこにお城があるという１つのストー

リーがあるので、街なか観光等とか、温泉等とか、言葉を入れていただきたい。城

跡だけでなくて、まちのなか全部が観光資源としての要素があるというところが欲

しい。 

事務局） 温泉に対する中心市街地関連事業は、現在具体的な話が無い。山白川は次の５カ

年のうちには整備する方向であり、市道弥生橋通り整備事業が決まっている。どう

しても５年間の事業が見えないものについては書きづらいというところがある。温

泉は難しいのではないか。 

委 員） お城に来ていただいて、ぐるっと見ていただいて、温泉に入って、食事をして帰

るというパッケージを組むのはどうか。また、事業の中にもボランティアガイドが

あった。これはまちの中を回って、それぞれの歴史を紹介するもの。書きぶりだと

思うので、考えていただきたい。 

委 員） 資料２－２と資料３、重点施策の挙げ方が個人的にしっくりこない。特に２つ目

の鳥取駅周辺の多様な機能の活用・拡充等による賑わいの再生のところで、資料３

のほうでは言葉で表現してあるのだが、多様な機能というのは何を意味するのか。

言葉で行くと、駅周辺ということで交通結節点機能がパッと浮かんでくるのだが、

その下に公共交通の拡充という重点施策があるし、公共交通の拡充を読む限りは循

環バス路線の拡充にスポットを当てた表現しかしていない。１つは多様な機能とい

うのは何を意味するのかというのを重点施策の言葉で上手に表現されたほうがよい。

また、公共交通の拡充というところを、循環バス路線の拡充にスポットを当てるの

であれば、そういう表現に変えたほうがよい。また、交通結節点機能は駅周辺に必

ずなければならない。そこの表現が不足しているのではないか。 

  多様な機能というのはどのように読めばいいのか。 
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事務局） 駅周辺の基本構想をつくるときに、多様な機能の表現の中で、駅周辺には交通結

節点の機能があるし、その周辺には商業施設、都市福利施設、居住もある。そうい

った意味のことを含めて多様な機能と言っている。この中では、書き込みが足りな

いかもしれないが。 

委 員） 交通結節点はもちろんだが、大丸とか、市役所があったり、商業施設のイオンが

あったり、公園、住宅、マンションもあり、総合的な意味で多様な機能という表現

にしているのだろう。 

事務局） そうである。基本構想を作るときに議論して多様な機能という打ち出しをしてい

る。 

委 員） 一般的にまちづくりのときには「都市機能」という表現をよく使う。都市にとっ

て必要な機能を全て包含する意味合いなのだろうが、多様な機能ということで、一

般市民がどこまで理解いただけるのかというところがある。何か工夫が要るのでは

ないか。 

委 員） 都市機能の定義はあるのか。 

委 員） 都市福利、住居、商業も含めて、すべての機能を指して一般的な総称として言う

のだが、それが世間に広がっているのか。 

委 員） 例えば城跡であれば、久松山のお城のあたりでは多様な機能とは言えない。鳥取

駅周辺だからそういうものが集積されているという意味で「多様な機能」とされて

いるのではないかと察する。 

委 員） 駅周辺に来れば大体のものが揃う。福祉の面でも、行政サービスの面でもそれが

都市機能ではないか。 

事務局） 解説的に文章の中に具体的な機能のいくつかを、居住とか、商業とか、そういっ

たものを加筆してわかりやすくしたい。多様な機能の部分は具体的に何かわかるよ

うな加筆をしたい。 

  交通結節点は、交通機能の中に交通結節点を含めていいのではないかと判断した。

広い意味での交通という意味である。例えば南口の整備も広い意味では交通機能の

拡充ということが言える。 

委 員） テーマに「因幡国の都市核づくり」という言葉がある。都市核ということをここ

の部分で指していると理解している。そういう文言と絡めて入れるというのも１つ

の手である。テーマとの関連性で、都市核という言葉はなかったようである。都市

の核、要するに因幡国、鳥取県の東部の因幡地方の１つの核をつくっていくという

意味合いでここがつながっていけばいいのではないか。 

事務局） 加筆できるか考えたい。 

  循環バスまで落としてしまうと交通が弱いのではないか。バスだけではなく、二

次交通の自転車、タクシーなどがあるので、そこら辺を含んだ表現がよいのではな

いか。もう１度整理する。 

部会長） 読めば読むほど変えたくなる。 

事務局） １つを立派にしようと思うと、ほかのところが痩せてきたりして難しい。 

部会長） 公共交通の拡充のところは、「等」を取ってもよさそう。施策内容から見ると、確
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かに緑のくる梨。それ以外の重点に近いところに位置づけられるものがそれほど多

くない。 

事務局） 公共交通だけでなく、歩道整備、安全・安心な歩行環境ということも含めて「等」

で補いたい。回遊性向上というよりは、移動手段、歩きやすい環境を整備するとい

うことで、移動手段である、くる梨だけでなく、安心して歩ける環境整備というこ

とを加えてみた。 

委 員） むしろ環境整備の方を文字として表したほうがよいかもしれない。環境整備の中

に、バリアフリーもあれば、公共交通、循環バスも環境整備の中の１つである。 

事務局） 交通環境の整備によるということか。 

委 員） 公共交通というと、くる梨を含めた路線バスのイメージである。タクシーやバリ

アフリーは関係ない、公共交通という狭い範囲になってしまう。 

部会長） 表現を考えてほしい。場合によってはこの文言で変わらないということもあり得

るかもしれないが、１度そういう方向に振ってみることも必要である。検討をお願

いする。 

  もう少し表現がシンプルな方がよいのではないか。例えば「空き家・空き地等の

低未利用地の増加を踏まえ、資源としての利活用･･･」、ここは多分促進を図るとな

ると思うが、「そのため転入促進施策を一層強化し」と書いてあるのだが、これは例

えばこれらの既存ストックを資源として主に転入促進施策に活用するとか、一本化

した表現のほうがよいのではないか。 

  この文章の特徴だが、「～のための」というのがある中に手法があって、目標とす

る方向性が書いてあるのだが、表現の仕方はいろいろあるが、何かをしなければい

けない、「～するため」というところがものすごく大きな内容であるわりには、以下

がすごく具体的で、支え切れないような感じになってしまう。あるいはその逆も出

てきてしまうので、表現を統一感のある感じにしたほうがよいのではないか。これ

は今一言一句細かく言っていても仕方がないので、文章を練り直すときにご意見を

言わせていただきたい。 

委 員） 本通りのエリアコンセプト、「買い回り・生活利便ゾーン」が市民にわかりづらい

という話があった。どうだろうか。 

事務局） そういう意見もあった。 

委 員） これは言っていいかどうかずっと悩んでいたのだが、このエリアコンセプトは５

年間で目指す中心市街地の姿と言い切っているので、逆に「買い回り」ではなくて、

「本通り生活利便ゾーン」でもいいのではないか。そこを中心にいろんな事業を動

かしていこうというイメージであれば、それが適切ではないか。例えば若桜街道生

活利便ゾーンでもいいかもしれない。同じ生活利便ゾーンなのだが、本通りと若桜

では課題も全然違うし、客層も違うということから分けたほうがいいという提案だ

が、いっそのこと地名をエリアの名前に入れてもよい気がする。それは未来永劫と

いうことではなくて、この５年間の中でのエリアとして、ここを中心に動かしてい

くという意思表示にもなる。 

委 員） 生活利便という表現の根本は、本通りの場合はパレットとっとりが核になるので
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恐らく生活利便という位置づけをされたと思うが、本通りの目指す方向性が、パレ

ットはパレットで独立したような形になっている。パレットに毎日 1,600 人のお客

様が来るが、そのお客様がどこに流れるかというこれからの課題がある。今の本通

りの目指しているところとパレットのお客様はちょっと違うという感じがしている。

本当は整合性が取れればいいのだが、取りにくい部分がある。 

委 員） 毎日 1,600人来るのか？ 

委 員） 年間約 60万人である。空き店舗が埋まったり出て行ったりしているが、ある部分

では非日常的な、例えば飲食の店舗ばかりが入る。生活利便というのはあくまでも

最寄り品という捉え方を私はしている。 

部会長） 事業としてある程度挙げられているものがパレットとっとりの運営事業と市民交

流ホールと子育て支援。 

委 員） もう１つは、うちの大きな課題の物産館跡地についても、生活利便とは整合性は

ないような形の事業になるのではないか。 

委 員） 買い回りゾーンというのは錦通りよりも本通り商店街に重きを置いている。駅は

入っていない。 

委 員） 物産館からこちらが本通り商店街である。 

委 員） そこだけが生活利便ゾーンなのか。 

委 員） 本通りは本通りの生活利便があるし、若桜街道は若桜街道としての生活利便があ

るから、このうたい文句は「本通り生活利便ゾーン」「若桜街道生活利便ゾーン」で

よい。「買い回り」という表現をしても、確かに一般市民にはわからない。 

委 員） むしろ逆に、エリアを示す全体の円の赤いところ全部、さざんかもイオンも含め

て全部が生活利便ゾーンであって、特に本通りは買い回りでもいいし、何かほかの

ゾーンでも。本通りだけで利便ゾーンというのではなく、赤丸がみんな含めて利便

ゾーンになるのではないか。 

委 員） 利便があり、賑わいがある。 

委 員） 本通りは本通りでの買い回りゾーンでもいい。イメージとしてであるが、全部で

生活利便ゾーン。 

委 員） 事務局が指摘されたのは、あくまでも買い回りという表現が市民にはわかりづら

いのではないかということ。 

事務局） 例えば「本通り賑わいゾーン」でもよいかもしれない。飲食という部分も生活利

便と言えばそうだが、広い意味ではそこに全部入ってくる。 

委 員） 買い回りは生協も入るし、総合的にあるわけである。それこそ利便である。買い

物だけでなく。 

事務局） 何かよい表現があれば。 

委 員） 「生活利便賑わいゾーン」とか。 

委 員） 駅南の賑わいゾーンがあり、駅北の賑わいゾーンがあり、本通りは本通りの賑わ

いゾーンがあるということで、本通り賑わいゾーンでもよい。それぞれの賑わいは

質が違うということである。 

委 員） 本通りの賑わいゾーンとつけるとすれば、それぞれのところに核があるので、そ
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の核を中心に動かしていくという意味合いからすると、コンセプトとしてはそうい

う形になる。もともと賑わいを作り出していくゾーンである。 

事務局） 今の議論に先行して、市報の１０月１日号で中活の計画の概要を出している。現

時点では「買い回り・生活利便ゾーン」という表現にして、買い回りの注釈を付け

ている。これからパブコメを行うので、表現を変えることはできる。注釈では、「電

気製品、家電、靴など、客が比較して、そのことによって買い求められる商品」と

いう形で注釈をつけている。 

部会長） 今の買い回りの注釈でいくと、注釈の中身を期待されてしまう。 

委 員） 宝飾屋、かばんも買い回り品である。服屋もある。ないのは靴と家電である。 

事務局） 買い回りの定義を書いたということである。駅南から駅を超えて駅北で袋川のと

ころの本通りまで１つの賑わいゾーンが袋川以南。 

委 員） 本通り賑わいがいい。１０月号は仕方がない。 

事務局） 本通りの意思があるので、違うと言われると難しい。 

委 員） 市民にはわかりづらい。 

部会長） 修正候補としては、「本通り賑わいゾーン」。 

委 員） 駅南は駅南で色がある。駅北は駅北の色がある。本通りは本通りの色がある賑わ

いゾーンである。 

委 員） 賑わいの創出だとか、地域資源の活用、観光の交流の促進にも関係するのだが、

観光バスの待機場の確保について。砂丘はたくさん駐車場があるが、鳥取市内に食

事の場所があり、また観光地もあるが、駐車場がないから、食事場所の近くまで行

って、そこでお客さんを下ろして、どこかに行って、また迎えに来るということに

なる。観光バスが入れないホテルもある。お城の駐車場はバスが２台しか置けない。

そのような状態で、鳥銀文化ホールの駐車場も自家用車が点々としていたらバスが

置けない。こういう状況で、観光バスの待機場について、今後５年間でどうすると

いう目処はあるか？ 自家用車の駐車場はいろいろあるが、バスの駐車場はそうは

ない。バスは長さだけで１２ｍある。それが回転しようと思うと、相当な広さが必

要である。 

事務局） 城跡周辺にも月極めの駐車場はたくさんある。空き地もある。それらを一括して

借り上げる形。ある程度広さがあるところを探して、何件か聞き取りをしている。 

委 員） 毎日バスの専用の駐車場として確保していたら、経営が成り立たないのでは。例

えば１週間に１回しか使わないのに、ほかの自家用車だったら日々何百台か入るの

に、来るのか来ないのかわからない観光バスのためにスペースを空けておけるのか。 

事務局） 場所は確保しておかないと駄目なのではないか。 

委 員） 例えば城跡のところにもっとスペースを設けるとか、市街地に１カ所でよい。待

機するのに砂丘まで行って待機するということではなく、どうしても街なかでなく

てもよいので、周辺にスペースを設けるとか。 

事務局） 今は、市立病院跡地の幸町を使ってもらっている。 

委 員） よく県外のバス会社から、当社の駐車場を貸してくれという話がある。 

事務局） 市長が、市民美術展の表彰式に行ったときに、観光ボランティアガイドから、観
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光バスを置く場所がないという話を聞いたとのこと。それを踏まえて、今までも検

討してきたのだが、具体的に動いているところである。城跡周辺の中で適当な土地

がないかということで検討している。 

委 員） 幸町の跡を専用にしては。 

事務局） 現在は時間貸し駐車場と定期駐車場になっている。観光バスの大型バスも置ける。

あの駐車場は次の利活用が決まるまでの暫定である。 

委 員） 都会では大きいビルを建てたら人が集まってくる。 

事務局） 幸町については、とりあえずは庁舎の候補地でなくなり、暫定的には駐車場は活

用されている。今後の活用については、また別途議論なり検討されていく。 

委 員） 目標指標のところで、歩行者通行量の平成２４年度分の数字を見ると、全体的に

はかなり落ち込んでいる。場所によっては増えているところもあるし、かなりガタ

ガタと落ち込んでいるところもある。極端な数字が出ている。 

  今回、目標指標について、下げ止まりであるとか、そういうところも今後考えて

おかないといけないのではないか。確かに増加を目指して頑張るのだが、基本計画

の認定を受けるときには、下げ止まり程度で認定を受けておいて、あわよくば増加

を目指す。５年間で通行量を上げるのは非常に大変である。この５年間の反省を踏

まえて考えると大変だなと。理想を書けとも言えないし、下げ止めると書けないの

もよくわかるが、事業との書きぶりは今後配慮していかないといけないだろう。 

部会長） これは純粋に過去からの推移をグラフで表して、増えた、減ったという話にして

しまうと、確かにすごい厳しさばかりが目立ってしまう結果になる可能性がある。

どこかこれまでの傾向から踏まえる基準みたいなものを設定して、そこを中心に上

下の動きを見るとか、そういうやり方もあるかもしれない。その辺は検討が必要で

ある。 

  関連して、新規出店数の増加はどのように把握をするのか。 

事務局） 経済・雇用戦略課が調査をしている。それに基づいて行う。 

委 員） 空き店舗のカウントは、商店街エリアの中の空き店舗のカウントとしている。そ

れ以外の場所をどうするのかとか、事業所の出店はどうするのかというところは何

点か出てくるので、その定義をどう捉えていくかというのはある。少なくとも、今

まで空き店舗で何もなかったところに新たな事業所なり商業なりが入ることによっ

て通行量の増加やお客さんの増加が見込めるというカウントの１つだろう。そうい

う捉え方でいいのかどうかということである。 

  商店街エリアではないところに出たい人が増えた場合にどうするかということも

悩ましいところである。 

部会長） そうはいっても結構広いので、それこそ商店街から外れたところに２、３店舗出

ると、結構な数になる。そういうのもうまく行けば押さえられたらよい。 

事務局） 今考えている新規出店数は商店街に絞る形である。それ以外のエリアに出られた

店舗はカウントしない。空き店舗対策は商店街エリアに限定している。政策に合わ

せてエリアを限定する形にしている。 

部会長） 私は車を使うので、使いにくいと思うところがいくつかある。歩行者目線とか、
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自転車目線でも使いにくさとか、おかしいなと思うところはまだまだある。大きな

道路整備ではないにしても、線を書き直すとか、そういうたぐいのことで改善する

例はいくつかあるのではないか。そういうのをどこかに文言で入れられたらよい。

これまでの部会でも出ているバリアフリーの話とかもそういうところ。事業にしな

いまでも、日々のちょっとした改善でよくなっていくというところの積み重ねはと

ても大切だ。それをどこかに入れるというか、含みがあったらいい。 

委 員） 駐輪する場所もそうである。歩道に無造作に置いてある。点字ブロックのところ

まで押し寄せるような止め方をしている人もいる。歩行者の安全とか、実証実験で

もやったように、分離するのが、分離といってもなかなか浸透するのに時間がかか

るのだが、やはり住みやすい、生活しやすい、買い物しやすいまちにしようと思う

と、そういう細かいことも必要である。 

部会長） 無線ＬＡＮ環境による賑わいの創出もあるが、それもさることながら、その一歩

手前に今あるものをよくするという事業がないと、置き去りにされてしまう課題が

増えてしまうような気がするので、考えたい。それで中心市街地の活性化になるの

かと言われると大変難しいところだが、非常にベーシックな部分としてどこかで取

り上げないといけないという気がしている。ここで取り上げるのが妥当かどうか判

断できないが、一市民の声的な意見だが、よろしくお願いしたい。 

委 員） 鳥取市が資料を公にされるときに注意をしていただきたいのは、この図を見なが

ら、今回、これだけしか活性化しないのかという感じに思われると困るので、下に、

事業の熟度が高まってくればどんどんこれに書き加えていくとか、そういう文言を

どこかに書き加えていただきたい。２期だから今回はここ、３期は次はこうすると

いうことがわかるが、より多くの市民の皆さんにわかってもらうという意味合いか

ら、その辺がわかるようにしていただきたい。 

事務局） 今回、資料にはないが、１０月１日号の市報に中心市街地の２期計画を載せてい

て、その中にも、今後具体化する事業計画は、必要に応じてその都度計画に乗せて

いくということを明記している。 

部会長） ほかにご意見はないか。今回が最後なので、今まで施策の中身とか、進め方、重

点施策に書き込まれていた戦略的な部分によって、最終的には街なか居住や賑わい

の創出を目指すというようなストーリーだが。 

  賑わいの再生にしても、街なか居住にしても、もっとわかりやすさが欲しい。例

えば街なか居住であれば、空き家を再生して住んでいただくというのもさることな

がら、ある程度まとまった形で入居があったとか、新たに郊外の若い子育て世代が

何世帯入ってきたとか、そんなことが実際にあったときに、さらにそれを上手に政

策効果として打ち出していくという部分が必要だろう。これまでもいろいろな事業

をされて、いろいろな効果があるのだが、結局中心市街地活性化として何をやって

いるのか、という話にどうしても戻ってしまったり、効果は上がっているが、それ

以上の社会経済的な動きが上回ってしまい、結果的には動く前よりひどくなること

も多々ある。上手に切り分けて活性化の政策効果の情報発信をやらなければ、政策

を行うときの市民合意が得られにくくなってくる。特に駅前は、おそらく公共投資
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も少なからず必要になってくるので、何よりも住民合意を得ることが中活を進めて

いく上では非常に重要なポイントとなる。中活の事務局発のメールなり情報発信だ

けでなく、何か時に応じてやっていかないと、一般に浸透していかないのではない

か。そこら辺は考えていきたい。 

  賑わいの創出にしても、一般の方が賑わいに資するとされる政策なり、事業なり、

あるいは新規出店の店なりを体験することで、活性化しているという思いと実感が

伝わるような気がする。５年間の短い間ではあるが、皆さんがよく使われるところ

の変化というのを重視していきたい。駅のシェルター（大屋根）をかけて大丸が外

装工事をされるとか、中身が変わっていくというのは非常にわかりやすい例なので、

もきちんと政策効果として位置づけていくとか、既にシェルターの話で、空き店舗

が埋まったという話もあるわけだが、そういうものを上手に発信するためのマネジ

メントが必要になってくるのではないか。 

委 員） 賑わい創出について、商業の活性化だけではなかなか賑わいが生まれない。もう

少し総合力を持ってやらなければいけないという議論をしてきて、いろんな改善案

が出た。商業統計の数字から見てみると、中心市街地での販売力は落ちている。今

後５年間の中で、これは政局がどうなるかわからないが、消費税が上がる。そうす

ると、当然消費購買力は落ちるというのは想定できる。だから、集客はできるが、

販売額、経済になかなか貢献しないということが当然考えられる。そうすると、販

売力を強化する１つの核が必要だろう。その中では、多分これは後ほど駅周辺の再

生基本計画の案のところでも、コンセプト図の中にもあるが、大丸のリニューアル

とか、シャミネのリニューアルであるとか、ＪＲの鳥取駅もかなりきれいになって

きたので、そういう基本的な商業の基盤を誘導していけるような、今回の中では書

き込みはできないのだが、そのことによって賑わいを作り出す。これは王道だが、

やはりこれは外してはいけないのではないか。 

  今回の鳥取駅再生基本計画の中に明確に書き込んでいただいているというのは非

常にありがたいことだし、この部分も推進していきながら、賑わいを創出していく

ということでうまく連携を図りながらこの５年間やっていかなければいけない。 

委 員） うちの会員にこの会議に出ているということを話したら、各商店にも、段差を無

くしたり、すべり止めをつけたりしてもらうよう、お願いしてほしいとのことであ

った。よろしくお願いする。年を取ってくると、足元も悪くなる。歩きにくくなる。

どの商店にしても入りやすくしてほしい。 

部会長） こういうダイレクトな声というのは非常に重要である。うまくフィードバックし

て、商店街連合会に伝えるような形で、それを会員に伝えていただけるような仕組

みを事務局でお願いしたい。 

委 員） 看板も見やすくしてほしい。 

部会長） 道路の話に共通するのかもしれないが、ユニバーサルデザインという視点から全

体的に進めていくのも１つの手である。違う切り口でもいいのだが、ちょっとした

改善というのは有効である。そういうことで愛着が湧いてくるような気がする。考

えていきたい部分である。 
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＝その他＝ 

  （１）鳥取駅周辺再生基本計画（案） 

  （２）まちづくりミーティング「まちカフェ」 

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

部会長） その他について、事務局からお願いする。 

事務局） 鳥取駅周辺再生基本計画（案）を説明させていただく。駅周辺の再生基本計画（案）

だが、平成２４年９月改訂版と書いている。改訂版の前のバージョンは５月の委員

会でお配りしてご説明したが、その後、状況の変化もあり、内容を修正している。 

  今回、こういう形で改訂版を作った。今後、市民の皆さんからも意見をいただき

ながら、１０月には案をまとめようと考えている。 

  内容をご説明する。 

  １ページ目は前回の鳥取駅周辺の基本構想に基づいて、この基本計画を決めてい

くという内容の説明である。 

  ２ページに駅周辺の基本構想の整備のコンセプト図として、３ページに施設整備

の概要及び事業費を書いているが、先ほど委員からお話があったが、鳥取大丸のリ

ニューアルの動きもあり、そういう部分も鳥取駅の耐震改修、シャミネリニューア

ル、そういう拠点となるような施設をつないでいくためのコンセプト、それに合わ

せて基盤整備を行っていくことによって新たな賑わいを生み出していくという考え

方でこの計画をつくっている。 

  ３ページのコンセプトでの旧市立病院跡地について、前回はここを庁舎建設候補

地というような表現にしていたが、有効活用に向けて議論していくことが必要とい

うことにしている。 

  基本計画の具体的な内容としては、４ページ、前回といくつか変えている部分が

ある。１つは市道を拡幅し５ｍから 10.5ｍとするところについて。シャミネの駐車

場の関係があるが、ここは交通量も結構多い。駅近くで人が集まってくるのに歩道

もなければ、１車線しかないので 5.5ｍ拡幅していくのだが、まずはＪＲのシャミ

ネの駐車場の部分を第１期、国道側に延ばす部分を第２期、ロータリー側に第３期

ということで、前回は、第１期、第２期、第３期という表現がなかったが、新たに

付け加えた。 

  第１期の整備時期は、若干早めて、本年度から設計して、できれば来年度に工事

したいと考えている。駅南の市道の拡幅については、2期事業となる。 

  それから、今回新たに駅南口の自動車交通アクセスの改善として、今回の中活計

画の事業にも載っているが、駅南ロータリーの改修を基本計画の中にも入れている。 

  駅の公共駐車場、駐輪場の整備も前回から入れているものだが、若干整備時期に

ついては調整する。ＪＲにも賑わい空間の検討状況、そのあたりを見ながら適切な

時期に整備していきたいと考えている。また、大きなところでは駅南の交通アクセ

スの改善というのを加えるというのが今回の改訂（案）の内容である。 



 

 

 

18 

  これに関して、駅周辺の基本計画案についての市民の皆さんからの意見を募集し

て、その意見を参考にして基本計画として決定したいと考えている。 

事務局） まちカフェについて、中心市街地の活性化の取り組みとして、９月３０日、日曜

日に福祉文化会館で意見交換を行う。テーマは、「中心市街地の現状と活性化への取

り組みについて」。中心市街地の活性化と、この部会でも検討いただいている第２期

鳥取市中心市街地活性化基本計画と鳥取駅周辺再整備基本計画について市民の皆さ

んと自由な意見交換を行うために企画している。コーディネーターを検討委員会の

委員長をしていただいている環境大学の道上先生にお願いしている。ご興味があれ

ば参加いただきたい。また、周りの方々にもご案内いただきたい。 

部会長） 今の点についてご質問はあるか。 

  駅の再生計画は、今のところは民間サイドの動きなど、追加情報はあるか。 

事務局） 駅周辺再生基本計画自体は５年間に市として整備するものを入れている。追加で

何かというところは具体的にはない。シャミネのリニューアルも駅の改札を超えて

すぐのところで行われているし、賑わい空間についても、何らかの検討はしていた

だいているようなこともお聞きしている。 

部会長） 協議はすべて終わった。事務局にお返しする。 

事務局） 今日は最後の部会である。これまでの議論を踏まえて全体会で議論して、計画案

を作っていきたい。 

  まちカフェやパブリックコメントを行い、基本計画は最終的に１２月には完成し

て、国に申請して、年度内の認可を目指す。 

  本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

＝閉会＝ 


