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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２２日（水）１３：３０～１５：３０ 

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、坂田委員（代理出席）、 

橋本委員、松本委員、塚田委員 

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 

   

＝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） （資料１の説明。第４回部会について。） 

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。 

  総括の中身を確認する作業を前回やらせていただいた。後に総括については説明

があるので、またそのときにご意見をいただきたい。 

 

  （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の説明。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） 

部会長） ご質問、ご意見をお願いする。 

委 員） 資料２－２の表の見方だが、１期計画の検証、課題整理で、「１期計画で効果が十

分発揮された」が、なおかつ継続するというのは、発揮はされたのだがより深くや

っていくということか。十分発揮されて、もう終わったという話ではなくて、２期

に向かってはより継続していくために必要だということか。 

事務局） 十分発揮されたものの継続ということ。今の効果をそのまま維持していく。それ

以上にしていく。 

委 員） 掘り下げていくということか。 

事務局） 例えば総合病院整備がこの計画ではあったが、２期では日赤の建て替えがある。

パレットは拠点整備ということで集客効果はあるのだが、何もしなかったらまた集

客効果が落ちていくことも考えられるので、引き続き強化をしていくということ。 

資料 １ 
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委 員） 昨日も同じ話をしたが、資料２－２の「行きたいまちの実現」の１期では準備が

整わなかったところで、「駅前サンロードのアーケードの老朽化対策」があるが、末

広、太平線など、それ以外のアーケードで逆にサンロードよりも老朽化が進んでい

るところがあるので、「駅前サンロード等」とするか、それとも「アーケードの老

朽化対策」とするか、もしくは長期課題として挙げてもいい。書きぶりはお任せす

るが、駅前サンロードだけではないとご提言申し上げたい。 

事務局） 昨日も話が出た。整理する。 

部会長） 昨日、城跡周辺部会が行われた。そこでもこの資料に基づいて議論をされた。昨

日の意見をいくつか紹介いただきたい。 

事務局） 社会実験の実証事業をしたのだが、自転車、歩行者の分離はすぐにはできないこ

となので長期課題に入れたほうがよいのではないか。 

 子育てに絡んで、安全・安心な歩行環境を実現してほしいということがあった。

具体的に言うと、中心市街地の商店街は子連れで歩いていると後ろから自転車が来

たりして、安心してゆっくり歩けない。あるいは自転車の駐輪が狭い歩道の中に止

めてある。ひどいものになると点字ブロックをまたいでいる。それで安心・安全な

歩行環境の実現を課題として入れてほしいという意見があった。 

副部会長） 資料２－２の「行きたいまちの実現」の「継続的なまちなか情報提供の仕組み

の構築」は１期で効果が十分発揮されたところに位置づけられているのだが、世の

中ではＩＴ技術の進展が著しい。スマートフォンとかｉＰａｄなどを使って、中心

市街地に来た客がついでに何かやるようなこととか、商業情報とか観光情報とか、

そこに住んでいる方の生活情報を提供するとか、そういうイメージはできているの

だろうか。ＩＴの技術進展の背景に基づいて何らかの仕組みができているか。 

事務局） １期の事業の中で、資料４－２のまちなか案内マップの事業をやって、それにつ

いては一定の効果があったが、おっしゃるようなＩＴ関連のものはない。 

副部会長） 変えろということではないが、望ましくはどこまでできて、これからどこを目

指すのかがわかれば、今の疑問は解消される。 

部会長） 継続していくための視点としては、今のご指摘は大変重要。継続する事業はその

内容を検討項目に入れていただきたい。 

  「わっか」のことは入っているのか。あれは継続的な情報提供ではないか。 

事務局） 特に中活の位置づけではない。 

委 員） 先ほどの説明の中で欠落しているのが歩行者を含めた安心・安全の部分である。

１期目の検証の中にも出ていないし、２期目の重点施策にも出ていない。これから

の時代、これは大きな項目として必要ではないか。 

  １期目のときに社会実験を行われて、評判がよくなくて立ち消えしてしまって、

それっきりみたいな感じで終わってしまっている。そのこともここに書かれていな

い。これから先、鳥取の中心部で安心して買い物ができる環境を整えるのがすごく

重要である。抵抗は強いだろうが、自転車も含め、大きな問題だ。これをどういう

方向に持っていくかが完全に抜けている。そこをぜひ強く入れていただく必要があ

るのではないか。 
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  評判の悪かった社会実験はどうなったのか。 

事務局） 歩行環境の整備は必要か調べるための実験だったが、沿線の商店街の方にとって

は、店の前に自転車道ができると車が止めにくいということがあった。今後、商店

街とどういう環境のまちを目指していくか議論をしていく必要はある。 

委 員） 業者の問題だけでなく、全体的な意味での施策として必要ではないか。１期目の

中で、防犯なども含めて、いろいろ課題としてあった。そういったものを１つずつ

取り上げて、防災・防犯、安全・安心という括りの中で見ていく必要があるのでは

ないか。 

部会長） 「行きたいまち」のほうに入ってくるイメージか。 

事務局） 今回検証して、メリハリをつけて、重点施策の中で考えていく中に安全・安心の

事業的なものを入れていくのは難しい。根底にはそれがあって、その中で、中心市

街地活性化のメリハリをつける重点施策は何かというのを出してきたい。どのよう

にそれをあらわしていくかが重要である。 

委 員） その根底の部分を書いておくことは特に大事だ。 

委 員） 中活協の専門部会等で、１期の課題整理や２期計画の話をすると必ず出てくるの

が駐車場の問題。駐車場の問題は１期でもあり、駐車場が整備されていくつか改善

された。ところが、課題として残っている。止めやすい駐車場とか、駐車場の案内

などは、「行きたいまちの実現」の課題として今後も検討が必要ではないか。 

  それと対応した形で、２期計画の基本方針のまちなか居住の推進で、「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」とある。自動

車に頼ることなく暮らすことについては、我々もそうすべきだと話をしてきている

が、実態は、鳥取の軽自動車の保有台数は全国１位である。自動車に頼ることなく

暮らすことができるということと実態が少しかけ離れている。２期計画の段階で、

いきなり自動車に頼らず暮らせるようにすることはしんどい。駐車場の問題、車の

問題と、うまく共存を図りつつ、目指していくことが必要だろう。昨日もこの話が

出たが、「中心市街地を形成する」と言い切るのではなく、「目指す」くらいの書き

ぶりでもいいのではないか。駐車場の話と車とどう共存していくか、その辺のとこ

ろを言葉の中でも整理していく必要がある。 

事務局） ご意見は昨日いただいたばかりなので、両方出ておられる委員の意見が昨日の会

議の結論のように伝わると誤解を招く。ご意見としていただいて、城跡部会は居住

をメインで議論しているので、結論を出していきたいと考えている。まだ検討中で

ある。 

部会長） この表はいろんな意味で１期から２期へのつながりの部分となる。この中にいろ

いろな方向性なども含まれているような１枚になってくるはずである。今の段階で

も何回か変わってきていて、試行錯誤した結果がここに出ているのは間違いないの

だが、まだ見やすさ、工夫の余地はあるのではないか。ここのつながりがよく見え

ないとか、もう少しここを補強したほうがいいのではないかとか、そういうのがあ

れば遠慮なく発言いただきたい。 

  これについては資料の説明を一通り終わった後に意見交換の形でお聞きしてもい
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いと思っている。今特になければ、次に進んでいきたい。よろしいだろうか。 

委 員） １つ思うのが、駅南にぎわいゾーンの絡みがあまり書いていない。駅との連携、

駅南の開発も含めた話は一段落ついているので、ある程度書いてあってもよい。 

部会長） その場合、駅南はどこになるのか。 

委 員） このエリアで言う全体ゾーンの考え方である。１期目と、２期目に対してどうい

う方向性を持っているのか。２期目の一番大きな問題だ。 

事務局） 駅周辺の再生計画を進めている中で、表現的にはぴったりではないが、「行きたい

まち」の準備が整わなかった部分の重点対応で、例えば駅の北口のアクセス改善や、

低未利用地の利活用促進は公共駐車場などの、そういった部分に含んでいる。新た

に浮上した課題の中では、もう少し整理させていただくが、駅南部の回遊性の向上

であるとか、そういったところで少しにじみ出している。 

委 員） 北口という言葉は何回も出てくるが、南が１つも出てこない。多少わかりやすく

書いたほうがよい。 

事務局） 南側についてはいろいろな課題がある。 

委 員） ありすぎるぐらいある。 

 

 

  （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の説明。２期計画策定における考え方（案）について。） 

部会長） 資料３について、ご意見、ご質問をお願いする。ペーパーは表裏１枚だが、実は

これは非常に重要で、今後、計画をつくって行くときにこれが何枚分にもなったり、

計画の１冊の中のあちこちに入り込んでくる大元になるもの。目標指標をもとに５

年後にチェック＆レビューがかかってくるので、慎重に取り扱ったほうがよい。 

  目標指標の①は社会増加に限定すると書いてあるが、人口の部分を社会増加に限

定するというときに、全体的に人口減少基調にあるので、回復は見込めないところ

が背景にあるとは思うのだが、このようにすんなり通るものなのだろうか。 

事務局） 当然きちんとした説明材料が必要になる。この基本計画は最終的には国の認定を

得なければならない。第１回の国のヒアリングでは、全体的に厳しい状況について

は、国のほうも実態として承知しておられる中で、居住人口増といっても、全体的

に減っていく中で中心市街地だけを増やしていくことは難しいのではないか。その

中で施策的に頑張れる部分は、社会要因の部分に限定するというのも１つの考え方

である、というアドバイスをいただいた。それにしなさいというわけではないが。 

  もちろん検討段階だが、もし仮に社会増加に限定するのであれば、それなりのバ

ックデータ、鳥取市の何年間の状況を見るとこういう状況で、自然増減はこれだけ、

社会増減はこれだけ、それを踏まえてこうですというのが良いと思っている。 

  今その材料となる、社会増、自然増、ここ何年かの動きを担当課で調べている。

そのデータも示しながら、今後、全体会等で提案させていただく。 
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事務局） 富山市はすでに社会増加を指標にされている。 

部会長） マンションが建つとか、大きな話があるときには社会増の数字が大きくなりがち

で見やすいと思うが、一通り終わってしまった今からでは、社会増も難しそうな気

もする。社会増に限定するというストーリーが要るのではないか。そういうところ

は気を使わなければいけないのでは。それは空き店舗の部分にも言えること。 

委 員） 基本計画を１つの冊子にまとめるときに、１～４の目標指標を挙げるのだが、全

体を俯瞰して見る必要があるので、居住人口についてもトータルとして、自然増減、

社会増減でどうか、トータルとしてこうだ、エリアでどうだというのを指標を見て

いくということは必要である。 

  空き店舗についても、ある特定の地域を限定するのだが、それ以外の地域はいい

のかということではなく、どのような推移をしているかを見る必要がある。 

  空き店舗は、地権者の貸す意思が非常に大きい。貸す意思があるものに限定して

空き店舗という絞り込みをしていかなければいけないだろう。 

  歩行者通行量も、現在、商店街連合会さんが５４地点ぐらいで毎年１回通行量調

査をしている。その中のある特定の拠点数を申請するのだが、全体としてどのよう

に見ていくか、どういう推移になっているか、トレンドがどうかというのを確認し

ながら、基本計画に載る指標はこうだという分析の仕方が必要だろう。 

  今日の段階ではいいと思うが、いずれ公表するときにはそういうことも書いてお

かないと誤解を受けるのではないかという気がする。 

部会長） 昼間夜間人口の差はわかるか。 

事務局） あるかどうかわからない。 

委 員） 昼間人口も１度確認する必要がある。 

事務局） 昼間人口というのは、事業所数があって、そこに働きに来ている人がいくらいる

かで出るのではないか。 

事務局） 調べてみないとわからない。 

委 員） 交流人口ということで、イベントで集まるのはいいのだが、普段どのぐらいの人

がまちなかに来ているか。この調査にはお金がかかるかもしれないが、必要。 

部会長） 居住もさることながら、事業所を誘致するとか、中に入れ込むとか、そういうこ

とで、働く人が増えないと難しいだろう。雇用の場を用意しないといけないのでは

ないかという話がある。それが居住の話とセットになって、住んでもらって、かつ

働いてもらうほうがいいだろう。それは確かに理想ではあるのだが、一般的にまち

なかは住むというよりは働く場であるようなケースがこれまでも多かった。鳥取市

の場合でも、当然昼間人口のほうが多いような気がするが、その部分で何か変化を

読み取って、今さら指標にするという話ではないが、検討する材料が１つ２つでき

そうな気がする。計画に載せる載せないという話ではないが、データ的に興味があ

ったので聞いてみた。 

副部会長） データはあるはずである。従業者に着目するということと、滞留人口というか、

昼間にそこにいる人、例えば我々のように会議などの用務で中心市街地に出てきて

いる人間、その２つの捉え方があって、後者はかなり難しい。そんな調査はない。
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前者で行く場合、目標指標だから、その値の増減をもって成功か失敗かを測るとい

うものなので、事業の成功におけるロジック、この施策がこの目標の指標の向上に

資するというものがきちんと整理されていないと、逆に浮揚しないことになる。ち

ゃんと整理しておかないと、後で大変になる。 

部会長） 特ににぎわいを実現していこう、創出していこうという話のロジックみたいな部

分は、実はそんなにこの中にはないのだろう。民間が主体になっていろいろと事業

が出てくればまだいいが、そういう体力もないという状況があって、今確実なとこ

ろで言うと、市の民間を誘発するための環境整備的な施策がどうしても多くなると

いう現状があるので、そのロジックに至る一歩手前で足踏みしてしまっている。そ

こで止まったまま、にぎわいの創出まで飛躍し続けるのも若干危険である。この間

を埋める手立ては何かないのかという思いはある。具体的ににぎわいの再生がイメ

ージできるストーリーなり、組み立てができるかということだが。 

委 員） 商業の活性化の、にぎわいという面からのお客さんのとらえ方としては、来街頻

度を上げるということが１つあるのと、一旦来たお客さんに滞留してもらってとい

う、この２つがあるのではないか。 

  滞留するために不足している機能とかいろんなものがあるのだろうが、今鳥取市

の中心市街地にお客さんがいらして、３０分ぐらいいるだろうか。もし仮に３０分

でも１時間でもいるとすれば、それをもう１時間増やすためにはどういう機能を入

れ込んで、もっと滞留させる必要があるのか。人が集まっているところには人が集

まってくるというにぎわいの原則みたいなものがあるので、そういうところを見せ

る場を政策的につくっていくようなストーリーが要るのではないか。個店の商売の

基本だと思うが、要するに来店頻度を上げて、滞留時間を長くして、客単価を上げ

てという、それと同じストーリーが要るのではないか。一歩踏み込んで、それをつ

なげていくというか、そうすることによって結果的にこのぐらい増えるだろうとい

う、そういうストーリーができないかという気がする。 

  滞留時間については、それに取り組んでいるほかの地域の事例もある。それが鳥

取にも必要になってきたのだろうという気がする。 

事務局） 市民アンケートで滞留時間についての調査は昨年度やっている。 

部会長） どんな結果だったか簡単にご紹介をお願いする。 

事務局） １～２時間程度が最も多くて４１％、次いで２～４時間程度が２７％である。年

代別では、１０代から７０代ぐらいまで各年代１～２時間程度が最も多く、２～４

時間程度が多いという一緒の傾向である。 

部会長） １時間未満というのもあるのか。 

事務局） １時間未満は２１％である。 

委 員） 私は鳥取大の学生だが、大学生の立場からすると、この市街地に出てくるのは大

体電車を使うのだが、本数が少なくて、市街地の商店街で時間をつぶして電車を待

つ時間が結構長い。ちょっと立ち寄れるようなカフェや店がつながっているといい

のだが、あっちにあったりこっちにあったりで、どうしても同じようなところで時

間をつぶして電車を待つことが多い。つながりや、足を運んでいくことができるよ
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うなプランを考えて活性化につなげることが大事ではないか。 

部会長） 今どういうところで時間をつぶされているのか。 

委 員） 一番行くのは雑貨屋さん、カフェが多い。大学生が一番使うのは飲み屋の通りが

多い。あとはあまりわからないという感じがある。 

部会長） １～２時間というのは飲み会の時間かもしれない。４時間以上というのは我々の

行動と似ている。 

委 員） 飲み屋の通りというのはどこか。 

委 員） かばがある道。 

委 員） あそこを飲み屋の通りと言うのは、すごいことだね。 

委 員） 終電が早くて、「１１時か」とみんな言っている。もう１本終電が遅ければ。 

委 員） 新鮮で衝撃的な言葉だった。 

部会長） 鉄道の話が出たので、流れ的に。 

委 員） 列車本数については、ダイヤ改正を毎年実施している。お客様からのご意見はな

るべく反映させるべく調整させていただいているのが現状である。一気に夜中遅い

時間までというのは難しい状況もあるが、貴重なご意見をいただいたので、今後も

どうあるべきかについては検討させていただきたい。 

委 員） 大学の近くに打ち上げするようなところもあるのだが、鳥取駅に出てきた方がき

れいでよい。しかし、終電が早いと、鳥取駅まで出てくることができない。その後

カラオケに行ったりということも考えると、どうしても鳥取駅まで出ずに、湖山の

周辺で済ませてしまうことが多くなる。夜は難しい。 

委 員） 湖山の駅の周辺になるのか？ 鳥取大学前？ 

委 員） 大学前あたりが多い。 

委 員） 鳥取大学前は、朝夕は通学、通勤時間帯に特急を止めている。 

委 員） 特急は便利がよくなった。 

委 員） 自由席が満員でお叱りをいただいている。飲み屋との連携がどうかというところ

は頭になかった。 

委 員） 重点施策はいろいろあるのだが、若い人の意見を聞くと、個店が光り輝いて発信

しているところがありさえすれば滞留性も回遊性も増していく。今の話を聞いて、

行政が決めた形にするのではなく、逆にそうなる（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、本当は根本的なことだろう。 

部会長） とはいえ、計画的に個店に入り込むのは難しい。 

委 員） そこは難しい。個店をそうなるように持っていくような、後押しするような形が

できるとよい。これを受けての、これからの話になると思う。 

 

 

  （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の説明。２期計画事業（案）について。） 
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部会長） この点についてのご意見をお願いする。重点施策、目標とするところにどういっ

た事業が具体的に入ってくるのか。非常に見やすくなっている。 

委 員） 資料４－４の重点施策に基づいてというのは資料２－２の課題整理から始まって、

重点施策が出てきて、この事業が出てくると。２番の「鳥取駅周辺の多機能集積に

よるにぎわい再生」というのは非常に重要なことだと思っている。その中でぜひ入

れていただきたいのは、太平線の再生プロジェクト。道路空間を芝にして、そこに

シェルターをかけて、年中にぎわいをもたらせるような設備を鳥取市が作り、その

中を駅前商店街振興組合が一括して管理していくという事業は官民連携の非常に

重要な事業だ。 

  それに合わせて、大丸さんもファサード整備をする。それを受けて、中の改装も

考えているということも聞いている。 

  ２番目の駅南にぎわい創出空間事業はシャミネさんの現駐車場の部分を指してい

ると思う。これは事業主体に聞かないとわからないが、駅舎が耐震補強ということ

で整備をされていて、近日中にシャミネさんも改装オープンされると聞いている。

そういう商業集積が新たに生まれるので、太平線や駅を中心にしたにぎわいを生み

出す商業系のものがうまく連携することによって②の多機能集積が実現されるのだ

と思う。書きぶりはお願いしたいと思うが、一体的にエリアを活性化しようとする

諸々があって②を実現するというようにしておかないと、あまりにもつながりが見

えにくくなっている気がする。 

事務局） 資料４－２の新鳥取駅前地域商店街活性化事業の中に含めている。それを重点の

中に挙げるのかというところは議論がある。 

委 員） 重点に挙げる必要があるので、やらなければいけない。なぜならば、官民連携で

多機能集積して、一定のにぎわいを作り出そうとしている事業は鳥取には今ない。

すごく先進的な取り組みだ。それをもっと前面に出してもおかしくない。ハードと

ソフトがうまく絡み合ったものだ。そういう書きぶりが要るのではないか。そこを

ご配慮いただきたい。 

委 員） ４－４は４－２を抜粋してわかりやすくまとめたものなのか、それとも４－２の

中の重点施策が４－４なのか？ 

事務局） ４－２を抜粋している。４－１の赤字で絡んでくるような事業を主に挙げている。 

委 員） これを見ると、確かに４－４が重点施策で、これがあってという感じで見てしま

う。太平線はかなり大きなものがあるので、そういったものも入れ込んでおいてい

ただくことも大事だろう。 

  もう１つ、本通り商店街さんがやっておられるまちなか子育て支援事業は非常に

よい事業である。これに限らず、商店街全体、鳥取市全体で取り組んでいくような

ことも考えていくべきだろう。よい事例はどんどんほかのエリアにも広げていくよ

うな形にしておいたほうがいいのではないか。 

事務局） 重点事業は事業主体がある。計画として出す場合には、事業主体なり具体的なも

のがないといけない。今は本通りさんが事業主体になっている。それを発展的にほ

かの商店街ができるという形にする。 
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委 員） そういう表現に４－２でも何かの形でしておいてもらうことはできないのか。 

事務局） 具体的な弾として、事業の側として挙げられるものはないのではないか。具体的

になった時点で、変更をかけて、事業主体は本通りさんの下に入ってもいいみたい

な形か。 

委 員） 本通りは本通りで決まっているのだが、それ以外の形にしておいたほうが入りや

すいのではないか。それが具体的になった段階でという意味か。 

事務局） そうである。事業としては具体的な事業主体が固まったものを挙げていく。 

部会長） 確かにそういう展開をする仕掛けがない。 

委 員） 結局それぞれ１つ１つがカチカチとまとまったような形になっている。 

部会長） 例えば本通りでもアーケード事業のプロセスなりノウハウをほかに引っ張ってい

くとか持っていくとか、そういう仕掛けであるとか。 

委 員） もっと前段の考え方にも入ってくるかもしれないが、４番まで行く手前で組み込

む要素がある。よいことはどんどん広げていくことも大事なことである。 

部会長） 表現のところで、２番の「鳥取駅周辺の多機能集積によるにぎわいの再生」とい

う一文が、わかるような、わからないようなというところがある。多機能を集積す

る、多機能を集積させるのか、どういうことなのか。それがにぎわいにつながると

いうストーリーは何か１つ挟んだほうがいいのではないかという気もする。 

委 員） これだけだと、この事業をすることによってこれが実現できるというのが読み込

めないということ。施策の中で、シナリオというか、何か言葉で説明したほうがい

いのか。 

部会長） 事業間のつながりもそうなのだが、駅周辺のにぎわいの再生をやろうとしたとき

に、多機能集積が１つの方法論になってくる。その多機能集積は具体的にどういう

ことか。商業機能は既にあるし、子育て機能もあるのだが、いろんな機能が既にあ

る。それをさらに加えて集積を高めていくことが、にぎわい再生をする上ですごく

効果的なんだという意図のようなものがあまり見えない。そこが引っ掛かる。 

事務局） 補足する。資料の順番が１期の見直しから２期の計画となっており、資料２－２

と資料４－１、４－２の関係について、本当は１度に説明しなければならないもの

をばらばらに説明しているので、繋がりがわからなくなっている。 

  実際には、資料２－２の２期計画の重点施策の②の中で何をやるかというのは、

左側の赤字のことを中心に据えるというストーリーだと思っている。赤字の部分を

どのような施策で対応していくのか、資料４－１で赤字の部分をたどっていただき、

右側の四角で囲んだ施策番号をたどっていただくと、全て施策につながっている。

それを今逆読みするお手間をおかけしているが、１個１個の課題の中にこの施策を

やることで効果が見込まれるはずとなっている。逆に２－２の赤字の部分について、

今いただいたストーリーを強化するための重点的な課題が赤字の中に入っていない

というご指摘をいただくと、市の担当課に課題解決のための施策を作るよう要望す

るとか、関係事業者にこういう事業展開をしてもらえないかと働きかけるとかして、

課題解決のためのストーリーをさらに掘っていく形になろうかと思う。 

  １期計画の総括と２期計画の立ち上げという順番で説明したので、逆に見ていた
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だくと、１期で拾った課題、準備が整わなかった課題、明らかになった課題を３つ

の重点施策の中で処理していこうという形で先ほどは説明したが、今後は、重点施

策に対応した赤字が足りないという宿題をいただけると、それはこういう施策で対

応できると思いますという形でさらに充実していけると思っている。 

  今日ご議論いただくとしたら、２－２の特に「行きたいまち」の赤字の部分につ

いて、もっと筋がいるのではないかというご提案をいただくのが、多機能集積の中

に埋め込むストーリーを中身がある形で作っていけるやり方だと思っている。こち

らの希望で申し上げた。 

部会長） 間違って伝わったら恐縮だが、多機能集積ということが非常にぼやっとしてしま

う。本当ににぎわいにつながるのか。例えばまちなか居住を推進するための既存ス

トックの活用であれば、まちなか居住をわずかながらでも進めるためには空き家を

住居に変えていくことが大事だというのが見えてくるのだが、駅周辺に多機能集積

をするというのはどういうことだろう。もう少し低いところを飛ぶような言葉が見

つからないか、というのが正直な印象である。 

委 員） ここで必要なのは、駅周辺でにぎわいを再生しようということだろう。どういう

手法でというところが。 

部会長） それが多機能集積という手法になってしまっているが、多機能集積というのは手

法としてイメージしやすいかということである。「多機能集積による」と書いてある

が。 

委 員） 今あるいろんな機能、それに新たなものを足して、それをうまくつなげて全体で

にぎわいを作り出していこうということが言いたいのだろうと理解しているのだが、

そのように読み込めないという意味か。 

部会長） すっと通るような気もするが、改めて確かめてみると気になる。 

副部会長） くる梨だけで大丈夫か。くる梨というのは路線バスという１つの手段である。

タクシーとか、シニアカーとか、ちょっとしたおでかけをするときにとか、観光で

シニアカーを使う人はいないかもしれないが。どちらかというと居住の話かもしれ

ないが、回遊性というキーワードには引っかかってくると思う。 

  最近県でもまちなか過疎の調査をしていると思う。路線バスを利用するにしても、

ご健康でなければ乗り降りが難しい。そこの敷居をもっと下げて、出癖をつけても

らうとか、そういう話もあってもいいのかなと思う。 

委 員） 前回もお願いしたところだが、バスというのは現在まちなかへ出ていらっしゃる

方が、まちへ出ていく方法を変えて、それがくる梨になるとか、タクシーになると

か、自家用車になるとか、そういう問題だろう。 

  鳥取大火の被害が無かったところは、道路が非常に狭く、車、タクシーがやっと

入るというところはたくさんある。行徳地区、立川、久松地区、こういうところの

老人、足の悪い方、身障者の方たちはまちの中心地に出てくる手段が非常に弱い。 

  前回もお願いしたが、本通りにおいても、福祉タクシー止めて、ゆっくり乗り降

りできる場所があれば、まちなかに出向いて買い物をしようということになる。利

便性から考えると、ドアツードアが一番タクシーに向いている。要するに体の不自
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由な方に向いている乗り物だと私たちは自負している。そういう今まで買い物した

くてもなかなか出にくいという方たちがどれだけまちへ足を向けてくれるかという

ことをもっと考えたほうが、まちなかの活性化にもつながるのではないか。 

  そういう意味から言うと、バスだけではどうにもならない。バスに乗るときはい

いのだが、降りるという作業は非常に足腰に負担がかかる。それが出づらいという

ことになってくる。そういう点、タクシーは乗りやすい、降りやすい。まちなかに

出る人口も増えてくるのではないか。 

  もう１つ、くる梨については、駅南に入ってくるということになると、困ったな

というのが業界の内々の話題として出ている。 

  それから、前回も申し上げたが、観光に関しては、駅構内の案内所は、テーブル

でも置いてゆったりとした環境で、例えば歴史館とか仁風閣、城跡などの案内がで

きる環境づくりをぜひお願いしたい。今は全く立ち話である。 

部会長） 観光の話は観光協会さんに言っていただくような形でお願いする。 

 バリアフリーについて、前回終盤にご意見をいただいた。施策というか、重点施

策（案）の中には、長期課題の中に文言が入ってきたという変化があるが。 

委 員） トイレとか看板は小さいのをつけてもわからない。案内は大きい看板にしていた

だきたい。 

  本当ににぎわいのあるまちにしようと思うなら、誰でも簡単に移動できるような

目印になるものを作って頂きたい。看板にしても、点字ブロックにしても、段差に

しても、１軒の店がすることではく、皆が全体で考えていただきたい。 

部会長） 安心・安全については前半でもいくつかご意見が出ていた。そういう部分をもう

少し見える形、重点に挙がるというよりは、もう少し基本的な部分でやっていくよ

うな感じになると思う。また位置づけていただきたい。 

 

 

＝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 

  （２）第６回部会について 

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

部会長） その他について、事務局からお願いする。 

事務局） ２点ある。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

ついては担当課から後ほど説明させていただく。 

  第６回部会は９月２０日、３時から、第２庁舎５階で開催する。第６回が最終の

部会になる予定である。それに向けて、今日宿題をいただいているので、事務局の

ほうでしっかり詰めて、また提案させていただきたい。 

  基本的考え方の部分は、９月６日に予定している全体会に、今日いただいた意見

を踏まえて加筆修正したものを提案させていただく予定にしている。 

  ９月３０日、時間は未定だが、福祉文化会館でタウンミーティング的なものを開

催したい。仮称まちカフェという名前で呼んでいる。中身としては、テーマは未定
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だが、中心市街地活性化の何か１つのテーマについて、みんなでざっくばらんに話

をしようというものを開催したい。趣旨としては、中活基本計画のことも含めて、

より幅広くいろんな方の意見を事務局としても聞いていきたいという部分もある。

今後のスケジュールからすれば、２期の中活基本計画のパブリックコメントが１０

月以降にかかる予定である。それとリンクしながら、より幅広くご意見を聞いてい

きたいという趣旨である。詳細が決まればご案内したい。 

部会長） ワークショップのような形で皆さんから意見をもらうのだが、こういった場で触

れにくい話題もそこでは話ができるのか。幸町とか、そのようなところの意見もお

伺いするという形でいいのか。今のところプランはあるのか。 

事務局） 特にはない。駅南の問題も含まれていると思う。そういったことも含めて皆さん

から意見をいただきたい。もう１回組み立てていきたい。 

部会長） 駅南というと、場所、場所で問題があるかもしれない。 

事務局） 幸町の活用の問題も、前回の部会の中でも質問が出たし、検討しなければいけな

いという話は市長もしているが、具体的な検討まで至っていない。駅南にはさざん

か会館があって、駐車場は整備されているが、今駐車場の問題がある。市民サービ

スの拠点ではあるのだが、いろいろ支障があるので、そういった問題を含めてご意

見をいただけたらありがたいと思っている。 

部会長） そこでの検討内容は、中活の議論にはどういう形で連動するのか。連動はしない

のか。別々と考えていいのか。 

事務局） 中活についてはパブリックコメントと同じように意見という形になる。 

  例えば駅南の市民サービスについて、市役所の中に再生本部があって、そのため

の部会を作っている。それに連動させて議論を深めていき、中活計画には間に合わ

ないかもしれないが、中活を推進していく中で、熟度が高まってくれば２期計画の

中に入っていくかもしれない。 

事務局） ２期計画に関しては、基本的には事業主体が見つかるはずのものしか書いていな

い。バリアフリーとか、まちなかの交通の再編に関しては、いくつかこちらから提

案させていただいたものもあるが、形になっていないもの、または議会に予算要求

していないものは書けない。例えばバリアフリー基本構想、市役所としては来年度、

駅周辺の基本構想の改訂をする思いはあるのだが、今勝手に書いてパブコメにかけ

るわけにもいかない。来年度の予算がまだ確定していない状況である。 

  今いただいたご意見は、計画に書いていないので素通ししているということでは

なくて、庁内の担当課の宿題として全部仕分けして受け止めている。ワークショッ

プやこの場でいただいたご意見について、計画には直接表れていないが、宿題とし

ていただいているものと両方あることはご理解いただけるとありがたい。 

委 員） 基本計画は今回作って終わりではなくて、絶えず追加・変更ができる作業がある。

事業として組み上がって、熟度が高まったものについてはどんどん基本計画の中に

入れていくということをぜひ市のほうから言っていただきたい。そうしないと、我々

も動く意味がないので、ぜひお願いしたい。 

事務局） 我々も検討の熟度が上がったり、予算がついたもので必要なものは随時追加して
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いくつもりで作業を進めている。その思いは一緒である。 

委 員） さっきの子育ても含めて、そういうことだろう。大体わかった。 

部会長） では、くる梨をお願いする。 

交通政策室）（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） 

部会長） ご意見は交通政策室にお願いする。 

事務局） 次回、部会としては１つの目途を立てたいと思っている。全体会でそれを出して、

できれば次回には素案を作ってパブコメをかけたいと思っている。 

  どうもありがとうございました。 

 

＝閉会＝ 


