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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９月２１日（金）１４：００～１６：００ 

２．場 所    市役所南庁舎５階第１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 

  この部会も今日が最終回である。できる作業としては限られていると思うが、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）前回の議事概要について、事務局より説明をお願いする。 

事務局） 資料１をごらんいただきたい。第５回部会は８月２１日に８名の出席で開催され

た。まず事務局から１期計画の総括（案）及び２期計画における重点施策（案）に

つて説明した。 

  委員の皆さんからの主なご意見として、説明させていただくところを太字にして

下線を引いている。 

２ページ目、重点施策の「住みたいまちの実現」で、中心市街地への転入、中心

市街地内の住みかえ促進施策の実現には、中心市街地に住んでもらうという施策に

１本化したほうがよいのではないか。 

  ３ページ、歩道の中は自転車との境界線がなく、危険である。来てほしい、回遊

してほしいというわりには整理されていない。歩道の改善は重点課題に加えていた

だきたい。 

  ４ページ、２期計画の重点施策として既存ストックの活用だけで街なか居住を促

進するのかと言われると、もう尐し幅を広げたほうがよいのではないか。 

  スマートグリッドの推進だけでは住みたいということがイメージしにくい。表現

を変えたほうがよいのではないか。 

  ５ページ、基本方針の①の文章は利便性が良いというだけの表現になってしまっ

ている。文化的なものを含めた豊かな暮らしがイメージできるものがよいのではな

いか。 

  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を形成する

のはなかなか難しい。「形成する」ではなく、「目指す」という表現ではどうか。 
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  ６ページ、テーマがあって、基本方針があって、その中の目標としては何をする

のかということが重要である。街なか居住の推進とか賑わいの創出で、行きたいま

ちの実現、住みたいまちの実現と言葉を入れ替えただけなので、あまり目標になっ

ていない気がする。そこは考えたほうがよい。このようなご意見をいただいた。 

  続いて、事務局から２期計画事業（案）について説明した。それについての主な

ご意見としては、 

９ページ、街なか居住促進の支援がないとモデル事業だけでは難しい。 

  賑わいのほうには具体的な整備事業が上がっているが、街なか居住については具

体的な事業がない。厳しいのではないかという感想をいただいた。 

  人口増につながるという点で、安全・安心の教育環境とか医療環境、そういった

ものが整備されるということをもう尐し強調したほうがよいのではないか。 

  観光という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。重点施策は観光を含めた４本柱にしてもよいのではないかと

いうご意見をいただいた。 

  １０ページ、行政が作った子育て支援事業について、民間力と子育てという親た

ちの力が感じられるような形で書いていただくとありがたい。 

  観光について、特に観光客の動線が駅から砂の美術館となっている。中心市街地

の歴史的観光資源に滞在できる時間を十分取っていただきたいというのが観光に携

わる方の課題である。 

  １１ページ、鳥取駅前に観光バスを止めることは重点施策の中に入るべきではな

いか。 

  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。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。 

  賑わいを重点施策に上げるのであれば、観光の要素は資料４－４の中に必要では

ないか。資料４－２というのは重点施策の重点事業の中に必要ではないかというこ

とである。 

  第５回部会の議事概要については以上である。 

部会長） 今の説明について、ご質問、ご意見があればお願いする。 

 

 

  （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）、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。 

  資料２－２、第５回のこの部会と、鳥取駅の部会、それと全体会での意見を踏ま

えて、第５回の資料以降に変更になったところを読み上げる。 

  「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
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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、日赤の建て替えは居住と関連があるということで「行きたいまち」から

「住みたい」へ移動させている。 

  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、観光保全、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、重点対応で、駅前太平線で

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、この変わったところに合わせて、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。

後でごらんいただきたい。 

  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

策ということで、前回は３本柱としていたが、新たに４番として「地域資源の活用

等による観光交流の促進」。具体的には城跡観光を目指そうということでこれを新た

に入れている。 

  １、２、３も文言を尐し変えている。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番のほうで説明させていただく。 

  ２期計画の基本方針としては、１期計画ではふるさとを感じるまちの実現であっ

たが、それを「住みたいまち」「行きたいまち」に統合するということで、前回は賑

わいの創出のほうにしかそういうものを感じる文言がなかった。今回、街なか居住

のほうにも、「ふるさとの自然、歴史、文化などを身近に感じる」を増やした。 

  １期計画の総括と重点施策については以上である。 

部会長） 今の説明ついてご意見をいただきたい。今日は、確認を中心に、議論してきたこ

と、あるいは表の部分についてご意見をいただきたい。 

  長期課題はこの計画全体の中でどのような表現になるのか。別枠のような形にな

るのか？ 

事務局） この表のとおり、課題としては整理させていただく。長期課題の中でも街路樹等

の緑不足などの、道路整備に合わせて歩道に街路樹を植えるような事業もある。今

回の計画に入っている、例えばバスターミナルの環境改善に対応する事業は現時点

ではまだ何もないので、課題を列記しただけのものもあるが、対応するものもある。
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長期的に対応していく課題という整理である。 

  順次説明させていただくと、街路樹等の街なかの緑不足解消というのは、鳥取市

で緑の基本計画を持っているので、来年度緑化フェアがあるが、その後にフォロー

アップをして、計画の中にぶら下がる形で事業を立ち上げていくことになる。 

  スマートグリッドについても市として推進計画を持っている。市内の４地区で取

り組みを進めているので、そこで位置づけられる。 

  「行きたいまち」で、長期課題の建物の外壁のデザイン、色彩については景観審

議会で今取り組んでいる。どちらの方向に向かうかは確定していないが、景観審議

会は３、４カ月に１回は必ず開かれるので、引き続き議論していくことは担保され

ていると考えている。 

  駅北口バスターミナルの環境改善は、駅周辺再生の基本計画を背景に、基本計画

で定めた２７年度よりさらに先に、５年間程度費やす構想が定められている。今計

画している駅周辺再生基本計画の後続計画を検討する中では構想に入っているので、

検討の俎上に上ってくるということで担保したいと考えている。 

  廃業した店舗の空き家化防止、長期間放置されている空き店舗の対応は、市とし

ての方針は検討中である。全国的に空き家が増加している中で、鳥取市としても空

き家対策を新年度から強化していかなければならない。他市のように条例化まで行

くかは市として方針を明示していないが、まず役所の中で、例えば固定資産税や建

築指導、景観担当などの空き家に関わる部局の会議は立ち上げている。この会議の

中で引き続き条例化まで必要かどうか検討し、年度末には方針を立てる。中活事業

としては表れてこないが、市のそれぞれの審議会、計画、条例化検討委員会などで

順次盛り込まれ対応が整理されていく予定である。 

  働く場については、経済観光部のほうに固有の名前が入った課を設けているので、

そちらと連携して取り組んでまいりたい。 

部会長） 今のご説明に関連して何か質問などはあるか。具体的にずいぶん進んでいるもの

もあった。長期課題として別枠にしておくのがいいのか、普通の課題と同じように

してもいいものもあるのか。その辺はご確認いただきたい。 

副部会長） 空き家対策の熟度は、長期課題はもちろんなのだが、重点対応までは、利用促

進ということを長期課題で出すほうに書いてあるが、そこまでは上げにくいのか。 

事務局） ９月に県が県下の市町村を集めて空き家対策をどうしているのか情報共有しよう

という会議を初めてされたぐらいのペースである。我々も県から尐し前向きな話が

出るのかと思ったが、各市町さんのご事情があるでしょうから自分たちで考えてく

ださいと言われた。それでは遠慮なく始めようかというタイミングになっている。 

部会長） ほかにいかがだろうか。 

事務局） 長期課題の、事業所の誘致とか、働く場の拡充という話だが、実は中心市街地活

性化協議会の中のＴＭ会議では、これは喫緊の課題なので、重点に上げられないか

という議論があった。事業ができるかどうかについては、関係課、経済雇用戦略課

と協議しなければ、重点施策に上げるか判断できない。今後検討させていただきた

い。 
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部会長） 最近はマイナスのほうのニュースばかりである。 

委 員） 午前中にこの問題の会議をしていた。その中で、事業所の誘致について議論した

のだが、「住みたいまち」「行きたいまち」の中で、街なかで働きたいというキーワ

ード、そういうものが「行きたいまち」の中に包含された話なのだろうが、これも

重要という話が出てきた。 

  事業所の誘致の中にも、空き店舗をどうするか。今は空き店舗に対して、商店と

かサービス業を入れることに補助しているが、事業所が空き店舗に入ることも補助

金の支援対象の中に入れ込めれば、この長期課題も現実事業として動いていくので

はないか。 

  それから、空きビル等の対応策も、２階以上の事業所を誘致していくという中で

対応できるのではないか。関係課と協議しなければいけないが、そういうことを考

えていくと、街なかで働く場を作ることは、通行量が増え、回遊する人が増え、昼

間人口がどんどん増えていくので、非常に重要なことである。 

部会長） その辺はしっかりやっていただくということでお願いする。ほかにいかがだろう

か。特になければ、後でまたあればご意見をいただくということで、先に進ませて

いただく。 

 

 

  （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）２期計画概要（案）について、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、一括して説明する。 

  これまでの意見を踏まえて、現時点での概要（案）を作っている。これまでの議

論を踏まえているので、これまで見ていただいた部分もあるが、確認の意味も込め

て再度説明させていただく。 

  資料３は概要（案）で、改めてポイントの部分を整理したものである。 

  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期計画であ

った２核２軸の都市構造を踏まえたまちづくりを踏襲していく中で、エリアコンセ

プト、城跡周辺地区、駅周辺地区それぞれのコンセプト、それからその中でいくつ

かのゾーンの設定を行っている。 

  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。１期計画であった「ふるさとを感じるまち」につ

いては、２本の中に統合していく形で引き続きやっていく。 

  目標指標、この計画の成果を測る上での数値目標である。「街なか居住の推進」に

ついては転入人口の増加を指標としている。居住人口を増やす取り組み施策のほと
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んどは、この中心市街地区域内に新たに人を呼び込むという施策が主体になってい

るので、その成果をより明確にするためにはどれだけ人が移り住んでくれたかとい

うところに着目したほうがより明確に成果が表れるのではないかという趣旨である。 

  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期計画では新たに休日も追加することを考えている。重点施策の

４本柱の中に新たに観光の部分が入ってきたので、休日の賑わいという部分もこれ

から求めていきたい。 

  新規出店数の増加では、１期計画では空き店舗数、新しく開店した部分、廃業し

た部分、プラスマイナスの数字であったが、空き店舗対策の中心は中心市街地にど

れだけ新規開業を呼び込めるかであるので、より明確に取り組みの成果を図る上で

は、新規出店数に着目したほうがよいという考え方である。 

  文化施設の入込客数は、１期計画では仁風閣、わらべ館の２施設であった。当初、

事務局としては、これに新たに民藝美術館、高砂屋など中心市街地内の主な文化観

光施設を加えてはどうかと考えていた。この間、施設管理者、あるいは市の所管課

と協議を行っている。この部分はまだ保留となっている。副部会長からその辺の意

見をいただきたい。 

  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いうことで、そこに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。 

  重点施策については、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により、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により、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
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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、

重点施策それぞれの説明を加えている。 

  ３ページ、エリアコンセプトは、あくまでもこれは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、その中でいくつかのゾーンを設定することによって重点的

にこの部分を取り組んでいくということ。 

  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、その他の事業として４事業を挙げている。 

  ５ページは、計画事業の実施箇所図。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、青は城跡周辺地区に関連する事業、赤は駅周辺に関連

する事業ということで色分けしている。 

  今日の時点では概要としている。これに今後、全体会に向けて、この計画を進め

るに当たっての留意事項、あるいはポイント的なもの、これまでの議論の中でも出

たが、官民連携の必要性、あるいは環境問題に対応した取り組み、次世代育成など

に留意しながら進めていく旨を、全体会に向けて追加していきたいと考えている。

資料３は以上である。 

  資料４－１、２、３、４は事業の資料で、これまでの資料をその後加筆修正した

ものである。 

  資料４－１はエリア別の課題である。資料４－２は各事業である。４－１と４－

２は課題と事業が対応するように番号を振っている。 

  ４－３は、４－２の５３事業の中から、重点施策に関係する部分を抜き出したも

のである。城跡に関する部分を、新規事業を中心にご説明する。資料４－２をごら

んいただきたい。 

  １番、市街地整備の改善は、山の手通りの整備事業。これは城跡観光の推進に絡

む部分である。 

  ４番についても、同じく観光交流促進などの特に城跡観光の部分である。  

  城跡に限定していないが、バリアフリーという部分、あるいは歩行者・自転車の

分離の関連で、５番、弥生橋通り整備事業が新たに加わっている。 

  都市福利施設の整備は、城跡に絡むものとして、１０番、日赤の建て替え整備事
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業。駅のほうに入っているが、街なか子育て支援事業も新たに２期計画に位置づけ

て、引き続き継続してやっていく。 

  街なか居住の部分は全体にかかわるものなので、城跡ということに限定したもの

は尐なくなっているが、２期計画では居住に力を入れるということで、特に１４番、

１５番。新たな街なかに住む場合の家賃補助であるとか、住宅を取得する場合の利

子補給など、新しい直接的な支援を新たに追加していく。１５番は昨今問題になっ

ている空き家を活用するという場合に、それに対する支援を行うという制度を現在

検討しているのでこの事業の中に入れ込んでいる。 

  １６番から１９番まで青字の部分があるが、これも１期計画では計画になかった

が、既にやっていた取り組みである。これを２期計画にしっかりと位置づけて継続

してやっていく。城跡との絡みでは、街なか居住の体験施設を寺町に作っているの

で、そちらを入れている。 

  商業活性化の部分は、２３番、これは現在進行中の戎町の共同建て替えの事業で、

その１階部分を商業活用する事業である。 

  ２７番、街なか観光拠点整備事業も城跡観光の推進という部分で関係するもので

ある。 

  なお、これまでの議論の中でも、学生なり若い人にどんどんまちづくりに参加し

てもらう必要があるという意見を踏まえ、拠点的なものを整備してはどうかという

ことで、その事業を２８番ということで入れている。 

  公共交通の利便性向上のところだが、５１番、１００円バスの新路線、緑バスと

呼んでいるものだが、２核２軸を新たに効率的にダイレクトに結んでいくという新

しい路線を追加していくということで、その部分を加えている。 

  資料４－３は、後ほどお読みいただきたい。 

  説明は以上である。 

部会長） 新しくなったところもあるので、ご意見をいただきたい。 

委 員） １点は、資料４－２の５１番のくる梨のバスの中で、ＥｄｙとＷＡＯＮのカード

で決済できるようになるが、それを記載いただきたい。 

  資料３の目標指標だが、文化施設の入込客数の増加については、副部会長さんの

ご判断もあるだろうからお任せするとして、重点施策と目標指標との関係で、１番

の街なか居住の関係は転入人口、２番の駅周辺の通行量と新規出店、４番の地域資

源、観光交流は通行量の指標で見ると思うが、３番の公共交通利便性向上・強化、

回遊性向上をどの目標指標で読み込んでいくのかというところが欲しい。新たに例

えばくる梨の乗車客数を、３番目の指標の利便性強化とか回遊性向上として、新た

な目標指標としてはどうか。年度で数値が出ていたとはずである。今非常に調子が

よく、またさらにこれを強化していくわけだから、期待を持って入れられたらどう

か。提案である。 

部会長） 資料４－２はどうか。 

事務局） 書きぶりなので、全体の中で、すごく詳しいものとか、曖昧なものがあるので、

全体を見ながら検討したい。 
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部会長） 資料３のほうはいかがだろうか。 

事務局） 新規にいただいたアイディアなので、どうするか。 

部会長） 公共交通だが、利便性強化とか回遊性の向上という点を測りたいわけであるから、

歩行者等の増加とか、そういうものでもいいかもしれないが、公共交通をダイレク

トに測りたいのであれば、くる梨となるだろう。路線の数が増えるので、設定が難

しい。そこのところで気になったのは、目標指標の文化施設の入込客数についてだ

が、私のイメージからすると文化施設というのは図書館、あるいはとりぎん文化会

館も含めて文化施設という気がする。重点施策の４番目の指標としたいのであれば、

ダイレクトに観光施設と書いてもよいのではないか。ご検討いただきたい。 

委 員） 前に言ったかもしれないが、文化施設入込客数を入れたのは、ふるさとを感じる

鳥取に対応して目標指標を入れ込んだ。ふるさとを感じるという部分がなくなった

のであれば、入れなくても理由がつくのかなという気はする。 

事務局） 今委員が言われたことと、その前は城跡周辺はエリアに含まれていなかった。今

の計画で含んだので、その辺を含んだ理由として指標に上げているということもあ

る。 

部会長） 指標として上げるのはいいと思うが、文化施設という表現はどうか。 

事務局） 施設の位置づけをよく確認する。 

部会長） どの施設を対象にカウントするかということになる。 

委 員） 文化施設について、市立図書館の利用数が非常に多い。駅南庁舎の活用というこ

とが特に今回はクローズアップされていないが、文化施設の中に図書館があったほ

うが、住みやすい街なかという部分では重要なのではないか。 

事務局） 目標指標にすると、その指標アップのための取り組みとしての重点施策と重点事

業が必要になり、市立図書館を入れれば、市立図書館の活用促進を事業として上げ

なければならない。そこら辺を整理しなければならない。今は具体的な事業がない。 

部会長） 確認していただきたい。ほかのところはいかがだろうか。 

事務局） 文化財団として、文化施設の入込客数の増加についてはどうか？ 

副部会長） 文化財団としては、今それなりに努力はしているが、インフラが整備されない

限り、入込客数を増やせと言われてもなかなか増えるものではない。全体的なイン

フラを整備し、そのために数をカウントするなら意味があると思うが、単に指標に

入れることでいいのかという話である。指標としては、あっていい。それは観光施

策が悪いのだがら、足りないのだから、という話である。それをどうやって手当て

するのかという話に逆になっていくということである。 

事務局） わらべ館の館長に事前に意見として聞き取りに行った折に、副部会長が言われた

ことと同じような意見が出ている。わらべ館には、そもそものコンセプトがあるが、

入館者ありきということになると、何でもかんでもいろんなイベントをやって、ど

んどんコンセプトが崩れていく。果たして施設としてそれでいいのかというジレン

マもある。それと、砂の美術館効果の逆効果で、砂丘の滞留時間が延びたために、

わらべ館も仁風閣と同じように団体のお客さんが減っているという実態もある。目

指すところは鳥取市の全体の滞留時間を延ばすということである。 
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副部会長） 滞留時間が減っているという数字が出てくれば、対策すべきという話になる。

それはそれで悪くない。ただ、何も整備しないのに目標数値だけ上げて、わらべ館

ではないが、コンセプトを崩した運営をやっていくのはいかがなものかという話に

なる。 

事務局） いずれにしても、指標なり、指標の数字なりというのは、全体会のほうで議論さ

せていただきたいと思っている。今いただいたご意見も全体会に諮る案を作る上で

参考にさせていただきたい。 

部会長） 資料４－２の５番で、歩行者と自転車の通行帯を設置するモデル事業だが、これ

も中心市街地全体で必要なこと。モデル事業としてすることが決まっているから上

げてあるのだろうが、これだけにとどまらずに、できるところからどんどんやって

いただくという形で位置づけていただきたい。 

ほかにどうだろうか。基本計画とは別に、概要を作られているが、これはどうい

う位置づけになるのか。 

事務局） 本来であればこの時期になれば計画書の案が出来上がって、皆さんに見ていただ

かなければならないのだが、その作業が遅れている。計画書本体になる前のポイン

トを押さえてある資料ということである。これがどんどん肉付けされて計画書にな

るものであるとご理解いただきたい。 

部会長） 概要版のパンフレットを作られるが、ああいうものか。 

事務局） それに代わるものとして今の時点で皆さんに見ていただいている。進めるに当た

ってどういうところに留意するのかという部分が抜けている。全体会までにその部

分を記載したい。 

  それと、目標指標の部分で、指標数値をどの辺にするのか。現状維持するという

のも１つの手だし、５％増加するというのもある。そういった部分を今検討してい

る。また全体会でお示ししたい。 

副部会長） 例えば２核２軸の梯子段の部分の川端だとか、新町は、いろんなまち起こしの

事業をされている。あれはどこに記載されるのか。 

委 員） この事業は中活協の皆さんにアンケートを取って、その中で熟度の高いもの、実

施体制ができているものを、ヒアリングをしたり確認したりしている。今おっしゃ

った横軸の地区も事業を実際やっている。川端のあたりはしゃんしゃん祭りの一環

として見えるかというところはある。もう尐し何か欲しいというところ。実際イベ

ントがメインになっているので、その辺で読み込むしかない。 

副部会長） あまり関係ないと見えてしまう。市民の方が見て、これが基本計画だと言われ

てしまうと、自分のところはどうなんだということになってしまうのではないかと

いう懸念を抱く。ソフト的な事業が事業実施図に載っていない。 

委 員） 実際にはたくさんあるが、隠れている。 

委 員） テーマについてだが、テーマから中心市街地がイメージしにくい。決まったこと

なら仕方ないが、もっと身近なフレーズの方が良いと思う。 

事務局） １期のテーマを踏襲している。 

委 員） 「ふるさと」という感じが読み取りにくい。 
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事務局） 「都市核」という言葉はあまり聞き慣れない、馴染みの薄い言葉かもしれない。

委員は１期計画のときにも関わっておられたが、このテーマの部分というのは？ 

委 員） 基本は、都市間競争がどんどん広がってきて、鳥取も差別化を図らなければいけ

ない。そのときに、県庁所在地である鳥取市の１つの核を、きちんとしたものを作

らなければいけない。どういう都市核を作っていくときに、「因幡国の都市核」とい

う表現をした。その時にいろいろ出てきたのは、例えば昔だったら智頭町や、浜坂、

浜村のほうから行商の方がやってきて、駅の前で販売していたとか、求心性はもの

すごく高かった。今お客さんが来なくなり、また行商の方も来なくなり、交流が尐

なくなり、本来持っている鳥取の強さや潜在力が弱くなってきたのではないか。そ

こをもう一遍再構築しようという議論をした記憶がある。「因幡国の都市核づくり」

という表現は、そういう意味合いである。 

事務局） 副部会長のおっしゃっていた横軸のところでしている事業は、基本計画ではなか

なか上げにくい。どちらかというと、商業振興補助とか、補助事業の中で商店街が

やるような事業が載っているので、こういう形になる。表には出ていないが、計画

には入っているということである。 

副部会長） というのは、横軸の方々も色々なユニークな事業をしておられる。それが絵と

して見えてこないのはまずいのではないか。地域のまちおこしを随分頑張ってらっ

しゃるし、それが活性化に役立っている 

委 員） なかなか上げづらいかもしれないが。 

事務局） パッと思いつくのは、川端の若手の商業者の皆さん。木の祭りに合わせて、古本

市などをやっておられる。そういった部分を入れていく。また中活協議会さんにも

非常に関連が深いものなので、調整をしたいと。 

  今５３事業が上がっているが、これ以降も熟度が上がった中心市街地活性化に資

する事業については随時追加していく。例を言うと、１期計画は当初５４事業でス

タートしたが、今７３事業まで膨れ上がっている。特に１期計画の特徴は、当初あ

まり目玉的なものが尐なかったが、途中から五臓圓ビルなり、あるいは太平線なり、

大きな事業が熟度が高まって追加されていった。今後もそういったことが出てくれ

ば、ここに記載していく。 

部会長） ほかによろしいだろうか。後でお気づきの点があればお願いする。 

 

＝その他＝ 

  （１）鳥取城跡周辺地区等における地位資源ネットワーク提案募集 

      …都市整備部都市企画課説明 

  （２）鳥取駅周辺再生基本計画（案） 

  （３）（鳥取市・ＡＮＡ総研・早稲田大学）地域連携事業 

  （４）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。 

都市企画課） 鳥取駅周辺地区等における地域資源ネットワーク提案募集（案）についてご
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説明する。 

  趣旨だが、本市では鳥取城跡観光新計画プランを策定し、今ここで検討されてい

る第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画と連携して、城跡周辺等の地域資源の活

用を進めることを目的としている。 

  このため、文化財など、地域資源の活用の推進に当たり、城跡周辺と駅周辺のネ

ットワークのあり方について市民の皆様から提案を募集する。 

  この募集に当たり、ポイントとして３点書いている。まず、点在している文化財

などの地域資源同士の具体的に地図上におけるネットワークを重視するものである、

ということである。 

  提案募集だが、これは城跡観光の推進、中心市街地の活性化等を目的として行う

ものであるので、個々の文化財など、単独の施設に対する提案は原則対象とするも

のではない。複数の施設とその周辺環境、また施設同士を結ぶ経路に関する提案を

対象としたい。 

  ２点目、地域の住民の方の意見を重視したい。城跡観光の推進及び中心市街地の

活性化については、地域の皆様の創意工夫により実現されるものと考えている。そ

のため、地域内の方、施設や沿道の周辺にお住まいの方から意見をくみ上げ、反映

させる工夫をそれぞれ強化していきたい。 

  ３点目、鳥取市景観計画との整合性を重視したい。鳥取市全域が景観法に基づく

景観計画区域になっている。このうち、特に鳥取城跡などの歴史的、文化的景観形

成資源、及び久松山山系と一体となって景観を作り出している地域を特に久松山山

系景観形成重点区域として指定している。そのため、景観計画の基準に適合する提

案を対象としていきたい。 

  提案募集期間については、今年の１０月１５日から来年２月１５日まで、４カ月

間としたい。募集方法については、市のホームページ、市役所相談窓口、各支所へ

のチラシ配布を考えている。 

  提案の取り扱いだが、提出された提案については、提出団体と意見交換会の実施

を考えている。希望されない場合は書類のみを参考とさせていただきたい。また、

提出された提案については、各種委員会等における参考資料とさせていただきたい

と考えている。鳥取城跡観光推進計画における「（仮称）地域資源ネットワーク計画

案」の参考とさせていただきたいと考えている。 

部会長） 今の説明について何かあるか。 

委 員） これは誰に向けているのかわかりにくい。 

都市企画課） 一般市民である。 

委 員） レベルが非常に高い。 

部会長） ４番のところに提出団体と意見交換と書いてあるので、何かしかるべきところが

あるのか。 

都市企画課） 団体と書いているが、個人の方でも結構である。団体になる可能性があるの

で書いたが、一般市民の方も対象としている。 

副部会長） １つ１つの資源ではなくて、地域資源がいくつかある。そのネットワーキング
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を募集するということか。 

都市企画課） 都市企画課で城跡観光推進計画案を検討している。これについては、文化財

について検討しているわけではなく、城跡周辺にはたくさんの文化財が点在してい

る。その文化財を何とか地域の活性化に持っていきたい。ついては、城跡周辺全体

の景観形成及び観光文化財を何とかネットワーク化をしていって、地域全体として

の活用、活性化を図っていきたい。文化財をつなぐためだけという意味ではなく、

あくまでも城跡周辺の観光推進計画の中に位置づけていただきたい。 

部会長） 城跡地区全体のネットワークを含んだコンセプトを提案しろということか。それ

ともその一部でもいいのか。城跡地区の一部でもいいのか。 

都市企画課） それはまだ整理がついていない。大げさにしすぎると提案が集まらない可能

性があるので、尐なくとも、２つ施設間をどのようにつなぐか、についての意見を

いただく。今地域の自治会さんと意見交換させていただいているが、エリア内の施

設についてはご意見をお持ちなのだが、隣のエリアの施設とどうつなぐかという観

点になると、なかなかご意見をいただけないので、もう尐し幅広い提案をいただき

たい。皆さんがこの施設とこの施設をどのように歩けたらよいと思っておられるか、

私どもが見つけられないネットワークのネタをいただいて、また議論させていただ

きたいという趣旨である。 

部会長） 素朴な疑問だが、地域住民の方を重視すると書いてあるのだが、城跡観光の推進、

中心市街地の活性化等となると、例えばこの地区の人たちは城跡地区が観光化して

賑わうということに本当に協力的というか、理解していだだけるというか、要はプ

ラスの推進案が本当に出てくるのか。そんなのはうるさくなって困るという意見が

出て、それを重視すると言ってしまうと立ち往生しなければいけなくなる。 

都市企画課） 逆に市民の方同士が、この施設とこの施設を結ぶ通りは大事なのではないか、

いやうるさくなったら困る、というように話あっていただく。もちろん仲介しろと

言われれば仲介の手段は考えるが、市民の方同士で話し合っていただくという発想

がない方もおられるので、それはやはり実現できない。尐なくとも地域の方がどう

思っておられるか１回聞いた上で提案していただきたい旨は書いておきたい。これ

で意見が出てこなかったら、また次のやり方を考えなければいけない。今自治会か

らは、必ずしも全体のネットワーク、施設同士をつなぐようなご意見はいただけそ

うにない。かといって我々市役所の中だけで考えた案を提案しても、受け入れられ

るとは思えない。それならばむしろ皆さんが考えておられるものをともかく渡して

いただいて、それを議論していかないと話が前に進まない。これは、城跡推進の計

画を２月に出して、意見募集をしたり、地域に説明したりしているが、今までの、

市役所が計画を作って地元に入るというやり方、もしくは計画を作る前の段階でニ

ーズをくみ上げるというやり方だと前に進めないらしい、というのがこの半年ぐら

いやってきた感触である。やってみないとわからないが、ご意見をお持ちの方はぜ

ひご提案いただきたい。 

部会長） 市役所だけが作って、これをやりたいと思っているから認めろというのも難しい

だろうが、今度は皆さんたちのほうで考えてください、それを出してくださいとい
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うのも、本当にそんなことができるのかという気もする。協力する関係がないとで

きないのではないか。 

委 員） 松江の堀川遊覧は、市民の思いでだんだん広がっていき、整備されてきたという

経過がある。最初は誰からという話はよくわからないが。確かにコンセンサスを得

るというのは難しい。 

副部会長） 意見の選定方法も問題になる。住民同士の意見の兼ね合いについては、市役所

の仲介が必要になるかもしれない。 

部会長） これについては別にどうしろというのではなくて、感想を言えばいいのか。 

都市企画課） ご意見、ご感想をいただきたかった。中活の計画案と似たような時期に始め

るので、報告もせずに勝手にやっているというのも避けたい。意見のくみ上げ方に

我々も窮しているところがある。 

部会長） 所管はどちらがやられるのか。 

都市企画課） 都市企画課の景観形成係が担当している。 

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）

は１回目の合同の全体会をやったときに、基本計画の 2 月時点の案をご説明した。

その後、状況の変化等によって若干見直したので、今回、その改訂版を作り、皆さ

んから意見を募集して、案を確定したものにしていこうということである。 

  内容的には、５月の時点で１回ご説明しているので、変わったところを中心にご

説明させていただく。 

  １ページ、基本構想で、今後１０年間の将来像のイメージを目指しているのだが、

その中で、平成２７年度までの５年間の計画期間内に市が整備していく内容を今回

の基本計画の中に入れているということを書いている。 

  ３ページは、鳥取駅周辺の再生のコンセプトということで、駅を中心として北側

と南側の回遊性の向上を図る。そのために、赤で書いている部分について市として

整備していこうという内容のものである。 

  前回、２月のときは、旧市立病院跡地のところは市役所の建設候補地と書いてい

たが、候補地ではなくなったので、有効活用が必要ということで入れている。 

  ４ページ、基本計画の具体的な内容だが、市道扇幸町 1号線が駅の南側にあるが、

前回は第１期事業区間と書いているところだけを取り上げていたが、今後、第２期、

第３期と順番に整備していくことと、第２期の事業を今年度から調査にかかって、

来年度に整備工事を行うスケジュールとしている。 

  駅の南側にロータリーがあるが、ここに、駅南の自動車交通のアクセス改善とい

うことで、手狭になっているロータリーについて再整備を検討する必要があり、そ

れを実際に進めていくので、新たに加えている。 

  公共駐車場、駐輪場の整備と書いている部分については、これも前回から計画は

あったのだが、これについては周辺の整備状況を見ながら、若干スケジュールを後

ろに持っていっている。本当は２５年度ぐらいに整備する予定であったが、２６年、

２７年ぐらいにしていく考え。そのあたりを若干スケジュール修正をしている。 

  Ａ３を１枚取り込んだ資料だが、こういう形で駅周辺の基本計画について市民の
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皆さんから意見をいただいた上で、それを参考にしながら基本計画として決定して

いきたいと考えている。 

部会長） ５ページ、資料５に記載がある扇幸町 1号線、これは図のどのあたりになるのか。 

事務局） これは 4 ページの図で資料にコンセプトと書いている。今のシャミネさんの駐車

場の南側の細いところである。 

事務局） 駅の南に出られて、右手を見るとパチンコ屋に沿った狭い通りがある。 

部会長） この表現が一致していなくて場所がわからなかった。よろしいだろうか。 

事務局） 鳥取市で、ＡＮＡ、全日空総研と早稲田大学の地域連携事業を行っている。資料

に書いてあるが、市はＡＮＡのネットワークを活用して、県外観光客の集客向上を

目的として協定を結んでいる。その協定の事業の一環として、ＡＮＡ総研が早稲田

の学生を受け入れて、様々な研究をしてもらい、こちらに提言してもらうというこ

と。協定概要は１から５まであるが、今回は（５）のその他地域活性化に関するこ

とになると思う。１２名の学生が来られて、中心市街地の活性化と中心市街地振興

をテーマに、中心市街地では智頭街道商店街に焦点を当てられて、実は常村理事長

さんにも早稲田の学生がいろいろ話を伺っていた。先般１回目の中間報告があり、

今回、９月２２日に最終報告会がある。皆さんにはホームページでわかるようにさ

せていただきたい。 

部会長） 鳥大もかなり関わった。何かご質問はないか。 

事務局） どんな活性化策が出てくるのか、智頭街道の活性化策は楽しみである。 

委 員） ３日前に学生が見えて、質問をしていた。 

事務局） まちカフェについて。市民の皆様の意見を取り入れた街なか活性化に関する取り

組みを推進していくために意見交換会をまちカフェと題して開催する。日時は９月

３０日の日曜日、福祉文化会館で行う。 

  内容としては意見交換会。テーマは、「中心市街地活性化への取り組みについて」。

ここ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、それに限らず、中心市街地活性化の全般について市民の

皆さんからのご意見を広くいただく。コーディネーターとして中心市街地活性化基

本計画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。委員の皆さんにもご案内させていただいているが、ご興味があればぜひ参加

いただきたい。周りの方々にも声をかけていただければありがたい。 

部会長） 駅周辺の意見募集はもうよいか。 

事務局） ご意見をいただきたい。 

事務局） 補足だが、駅周辺の基本計画の中にある市道拡幅、扇幸線 1 号線あるいは公共駐

車場整備、駅南自動車交通アクセス改善、この３つが２期の中活基本計画の中に入

っている。 

事務局） 資料４－２でいうと、市道拡幅については、資料４－２の事業番号９番、公共駐

車場整備については８番、駅南の自動車交通アクセスの改善は２番に対応している。 

部会長） 駅の南口の広場に観光バスが入るのか。 

事務局） そのあたりを含めて検討したい。 
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部会長） 予定の時間より尐し早く進んでいるが、最後なのでご意見をいただきたい。 

  これまでのところで、今日の全体でもよいが、何かご発言はないだろうか。 

事務局） 今回、観光という部分が新たに出てきている。観光コンベンション協会からこの

部分についてご意見をいただきたい。今挙がっている事業についてなど。 

委 員） 事業実施ありきで計画ができている。本当は夢を語って、本当に観光のまち、賑

わいのまち、そういうイメージの基本計画つくられると考えていたが、基本的には

実現可能なハード面の整備を基に基本計画、将来構想がつくられている感じがする。

その点のみ意見を申し上げておきたかった。 

  ちなみに、南の方は駐車場や公共施設、道路の整備は庁舎問題とは関係ないのか。 

事務局） 庁舎の問題とは関係ない。 

部会長） ほかには。 

委 員） 観光の面だが、中心市街地には歴史的な文化遺産、歴史遺産がある。そうしたも

のをどのように掘り出していくのか。具体的に城跡地域に人を寄せていくようなソ

フト面での地域の取り組みというのが何か組織できないか。いろいろなところを見

ていると、成功しているところは、地域の人達がいろんなアクションをしている。

それと、最初はそんなに大きな取り組みではないが、小さい取り組みからどんどん

広がっていって、大きくなっている。特に境港はよく例に出されるが、最初はまち

を挙げて取り組んだということではなくて、駅前周辺の小さなところにブロンズ像

を並べて、それがどんどん数を広げて、有名になっていった。ドラマ化されて爆発

的に有名になった。住民が観光客を招き入れる気持ちを醸成し、地道な努力が今に

なっている。 

  そのようにソフト面で、長いスパンで取り組めるようなものが何かないのかと思

う。鳥取では、「これは」というのはないのか。 

部会長） 今回の計画も結果的には整備事業が中心で、ソフトの部分の比率が尐ない。城跡

の地域のネットワークの話もそうだが、やはり拠点と拠点の間を整備するだけでは

難しい。どうやってそこを動かせる仕組みというか、流れを作るのか。そこのとこ

ろをもう尐し知恵を出していかないと、お金は出すが、知恵が十分出し切れていな

い。 

委 員） 鳥取市の街なかに温泉がある。この話はもう尐し何とかならないのか。これも資

源である。 

委 員） 温泉については、鳥取県は知られているが、鳥取市に温泉があることは全国の人

にはほとんど知られていない。前回も話したが、温泉は出ている。鳥取駅のホーム

に温泉場を設けてお湯が出るという、そういう施設を作ろうということは何十年、

半世紀ぐらい前に出ていたが、それが立ち消えになった。活性化のために足湯をし

ようという意見も出た。そうはいっても現実的には難しい。 

城跡周辺の駐車場の問題が普段から言われるが、大手門から西校の方、堀の傍に

自家用車が並んで止まっている。あれは観光客の車か、それともあの周辺で働いて

いる人の車だろうか。その辺は調べられたことはあるか。 

事務局） わからないが、ただ、観光というか、あそこにある文化施設を訪れた方が中心だ
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と思う。休日のみしか置けないはずである。 

委 員） 博物館には自動車で行こうかと思うが、いつ行っても駐車できないので自転車で

行く。施設を作っても、車社会の時代だからどうしても駐車場所が問題になる。一

時期、地下駐車場を作るべきと言ったことがあったが、地下が一番よい。上向きに

建てると景観が悪くなる。地下にすれば、かなり自動車が入るのではないかと思っ

ている。これも費用かかることであるが。そういう画期的なことを考えないことに

は、今あるものを右から左に持っていくだけでは、大してお客は来ない。 

部会長） それでは、今回で最後になったが、おつき合いいただいてありがとうございまし

た。下手な進行で皆さんのご意見を十分引き出せなかったことを反省している。ま

た機会があればご一緒させていただきたい。 

事務局） ５月以降、長時間、議論していただいた。今回の部会で最後になる。全体会を１

０月３日に控えている。またパブリックコメントも行う。 

  １１月には中心市街地活性化協議会から意見をいただいて、最終的には３月に認

定を予定している。皆様には引き続き中心市街地活性化のためにご尽力いただきた

い。どうもありがとうございました。 

 

 

＝閉会＝ 


