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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４回 議事録 

 

1. 日 時    平成２４年１０月３日（水）午後２時～３時４５分 

2. 場 所    鳥取市役所駅南庁舎Ｂ－５会議室 

3. 出席委員   道上委員長、倉持副委員長、福美委員、熱田委員、木谷委員、 

       小谷委員（代理田中）、林委員、池上委員、佐々木委員、９名 

4. 議事録    委員長挨拶 

資料に基づき事務局より説明、質疑応答。 

 

＝開会＝ 

◎ 委員長挨拶 

今日は最終の会である。検討委員会も今回で第４回目。さらに、鳥取駅周辺の部会と

鳥取城跡周辺の部会をそれぞれ６回ずつ行っている。皆さん方に大変お世話になった。

その結果が今日出てきたので、ご審議願い、ご意見を伺いたい。 

また、３０日にまちづくりミーティング「まちカフェ」が開催され、２１名の方が参

加された。そこでいろんな議論がされたが、今日の資料にあるので見ていただきたい。

その中で印象に残っているのは、駅周辺はトイレが非常に不足しているので、きれいな

トイレを作ってほしい。また、城跡で観光ガイドを養成してもらい、お城だけでなく、

周辺のお寺や名所旧跡も説明していただくようなことを考えたらどうか。これは後ほど

事務局から説明していただく。 

今まで議論された内容は基本計画（案）に入っているはずである。皆さんに検討して

いただき、ご意見を賜りたいので、よろしくお願いしたい。 

 

 

＝報告・協議事項＝ 

（１） 第３回委員会議事概要 【資料１】  

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

事務局） 資料１をごらんいただきたい。第３回検討委員会は９月６日に１１名の委員の出

席で行われた。 

 事務局から、第２回委員会の議事概要と２つの部会の取り組みについて説明した。 

 続いて、１期計画の総括（案）及び２期計画における重点施策について説明した。 

 それに対する主な意見として、 

・重点施策④、「地域資源の活用等による」という表現は、「地域資源等の活用によ

る」と変えたほうがよい。 

・重点施策②、「鳥取駅周辺の多様な機能を活用した」という表現について、「足り

ないものを整備しつつ賑わいの再生をしていく」という文言にして欲しい。とい

う意見をいただいた。 

 続いて、２期計画策定における考え方（案）について説明した。 
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 それについての主な意見として、 

・キーワードはとにかく官民連携。それによって相乗効果を上げていくことが足り

ない気がする。 

・事業をどう連携させて効果を上げていくのかが計画の中から見えづらい。また、

空き店舗を発生させないという切り口で何かできないか。 

・観光用の駐車場だけ整備しても、観光拠点がそのままであれば、駐車場の稼働率

は上がらないのではないか。 

・環境エコの部分を、省エネも含めて、もっと前面に出したほうがいい。 

・鳥取城からの回遊性創出のために、スマートフォンなどのＩＴを使うべき。 

・官と民の連携について、どのように事業効果を出していくかを考える体制につい

て、検討する必要がある。 

・駅周辺をどうするかを、１０年程度かけ長期にわたって議論すべき。 

・空き店対策は、誰かが空き店舗を埋めてくれるのではないかという意識があるの

ではないか。 

・街なかに若者を定住させることが、街なか居住では一番重要課題である。また、

法整備も含めた、政策として住みやすい環境を整えていかないと、なかなか人も

住まないのではないか、というご意見をいただいた。 

第３回目の検討委員会の議事概要は以上である。 

委員長） 皆さん方からいただいたご意見を要約している。 

 皆さん方からいただいたご意見は、できるだけ基本計画の骨子に入れてあるよう

である。よろしければ、こういう形で取り計らうようにしたい。 

 

 

＝報告・協議事項＝ 

（２）各部会等の取り組みについて 【資料２】  

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

事務局） 専門部会について、資料２－１をごらんいただきたい。 

 第６回鳥取駅周辺地域・商業交通検討部会は９月２０日、出席委員６名で開催さ

れた。 

 報告・協議事項として、１期計画の総括（案）及び２期計画における重点施策（案）

について説明した。 

 それに対する主な意見として、 

・重点施策の観光交流の促進に関して、旧物産観光センタービルの観光的活用を検

討すべき、という意見をいただいた。 

 続いて、２期計画概要（案）と２期計画事業（案）について説明した。 

 それに対する主な意見として、 

・重点施策、「駅周辺の多様な機能の活用、拡充等による賑わいの再生」に関して、

駅周辺の多様な機能を説明に加えてはどうか。 

・重点施策、「公共交通の拡充等による中心市街地の回遊性向上」という文言に関し
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て、公共交通拡充について環境整備も含めた記載としてはどうか。 

・コンセプトイメージ図に関して、「買い回り・生活利便ゾーン」を「本通り賑わい

ゾーン」としてはどうか。 

・目標指標の設定に関して、最新の歩行者通行量が減尐していることを踏まえ、現

状維持としたほうが現実的ではないか。 

・バリアフリーに関して、商店街・個店としても、段差の解消、すべり止め、見や

すい看板等、努力をしてもらいたい。 

・事業箇所図に関して、あくまでも当初のものであり、今後も熟度が高まれば追加

していくことを記載しておくべき。 

・情報発信に関して、取り組みを進める上で市民の理解は重要なので、市民の利用

頻度の高い場所の変化を、うまく発信することが必要。 

 続いて、鳥取城跡周辺地域・居住交流検討部会の説明をさせていただく。９月２

１日、出席委員８名で開催された。 

 まず１期計画の総括（案）及び２期計画における重点施策（案）について説明し

た。 

 それに対する主な意見として、 

・空き店舗に事業所が入るのを支援できれば、空き店舗解消につながるのではない

か。昼間人口増としても事業所が増えるのは良い、というご意見があった。 

 続いて、２期計画概要（案）と２期計画事業（案）について説明した。 

 それに対する主な意見として、 

・目標指標に関して、１００円バスの乗降客数や乗車率を指標としてはどうか。 

・同じく目標指標に関して、文化施設という表現は、文化会館等も含まれるような

印象を受ける。観光ということであれば、別の表現にしたほうがよい。 

・２期計画の事業に関して、全体の事業バランスとして、例えば川端通り活性化事

業のような事業も追加してはどうか。 

・同じく事業に関して、１００円バスの事業説明に、カード決済システムの導入に

ついての記載を加えるべき。 

・歩行者・自転車分離に関して、モデル地区だからということでなく、全体的に推

進してほしい。 

・計画のテーマに関して、文言が尐しわかりにくいので説明を加えたほうがよいと

いうご意見があった。 

 各専門委員会の取り組みについての説明は以上である。 

 続いて、資料２－２をごらんいただきたい。まちづくりミーティングの説明をさ

せていただく。９月３０日に、関係団体、商店街振興組合等、２１名の参加者で開

催された。道上委員長にコーディネーターを務めていただいた。 

 まず事務局から、これまでの中心市街地活性化についての取り組みや、現在策定

中の第２期基本計画（案）、駅周辺再生基本計画（案）の説明をした。 

 それについての出席者からの主な意見として、 

城跡周辺について。 
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・城跡周辺には車を止めるところがない。喫茶スペースがない。土日だけでも利用

できるような場所があればよい。 

映画館に関して 

・ブログに映画館が欲しいと書いたら炎上してしまった。そういうことは簡単にで

きるはずがないという書き込みがあった。 

・本通り商店街のアンケートでも、映画館のニーズは多い。 

街なか駐車場について 

・街なかに駐車場がないと言っているのは、無料の駐車場がないという意味ではな

いか。 

・路上駐車ができるようにしないと問題は解決しないのではないか。 

・車いす利用者等にとって、バリア（段差）が多くて使いづらい。 

バリアフリーについて 

・鳥取は岡山に比べて段差が多く、高齢者や障害者などが街なかに出にくい。歩道

と店との段差があり、車いすの方は不便である。 

情報発信について 

・空き店舗を利用して、週末に若者を集めてネットで情報を流すなど、情報発信を

してはどうか。 

・郊外の人に向けたスマートフォンを活用した情報発信をしてはどうか。 

商店街について 

・魅力的な店舗がない。カート置き場を街なかに作れば、店ごとの移動が楽になる

のではないか。 

・店の間口に人がいないため、入っていいかどうかわかりにくく、入りにくい雰囲

気がある。 

・土日だけでも気軽に営業できるような場所があればいい。 

居住に関して 

・環境大学の学生寮的なものがあれば環境大学の学生も街なかに住むようになって

活性化するのではないか。 

駅周辺について 

・扇幸町１号線の整備は道路の色彩や植栽で工夫するなど、人が通りたくなるよう

な仕掛けをしてはどうか。 

・駅周辺には休憩できるくつろぐ場所がない。 

駅前のトイレについて。 

・お店に入ってトイレを貸してくださいと言うと、駅のほうへ行ってくださいと言

われた。駅の中にもトイレがなくて不自由である。という意見をいただいいた。 

 また、各商店街振興組合や中心市街地の自治会との意見交換会も引き続いて行っ

ているところである。 

各部会等の取り組みについての説明は以上である。 

委員長） 各部会の取り組みを説明いただいた。各部会は前回で最終だと思うが、基本計画

（案）の中にこれらの意見は入っているのか。 
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事務局） できるだけ入れている。 

委員長） まちカフェは入っていないと思うが、これから将来入れるかどうか検討するのか。 

事務局） 方向的にはこれまでいただのと同じような意見である。 

委員長） それぞれの部会で検討された内容が資料２－１に書かれている。それらについて

議論され、基本計画（案）の中にできるだけ取り込まれているということである。 

 資料２－１についていかがだろうか。特にご意見がなければ、次の基本計画（案）

の中で議論していただきたい。 

 資料２－２、まちカフェの主な意見も似たようなものである。このようなことが

出たということである。  

委員長） 資料３と４について事務局から説明していただく。各部会での意見をどのように

反映したかというところも説明していただくとありがたい。 

 

 

＝報告・協議事項＝ 

（３）２期計画骨子（案） 【資料３】 

（４）２期計画事業（案） 【資料４】 

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

事務局） 委員には５月以降、大変お世話になった。部会、全体会を含めて、これまでの皆

さんのご意見を踏まえながら作り上げてきたものが今日、資料３としてお示しして

いる骨子案である。これに沿って説明させていただく。 

 第２期中心市街地活性化基本計画骨子（案）ということで、これまでご説明した

部分と重複する部分もあるかもしれないが、改めて確認の意味も込めてお話をした

い。 

 第２期計画の計画期間は来年４月からの５カ年計画。 

 区域については、１期計画を踏襲する形で、現在の区域２１０ｈａ。 

 その中で、エリアコンセプト、ゾーンの設定を考えているが、ここの部分は１期

計画でもあった２核２軸の都市構造を踏まえたまちづくり。これを土台としながら

エリアコンセプト、ゾーンの設定を考えた。これについては後ほど説明する。 

 テーマについては、１期計画を踏襲し、「住みたい 行きたい ふるさと鳥取 因

幡国の都市核づくり」としている。 

 基本方針、目標については、１期計画の基本方針、目標を整理する形で、基本線

は引き継ぎつつ、文言等を整理する形で、「街なか居住の推進」と「賑わいの創出」

の２本立てを基本方針、目標としている。 

 それぞれの取り組みの成果を測る上での目安が目標指標である。 

 居住では、居住人口の社会増減数を５年間でプラスにする。 

 賑わい創出では、歩行者・自転車通行量、これは平日休日とも、５年間で５％増。 

 新規出店数、これは商店街区域としている。５年間で１００店舗、１年当たり２

０店舗を目指している。この数値の根拠づけについては後ほどご説明する。 

 重点施策、２期計画でどこに重きを置いてやるのかということで、この４本を挙
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げている。 

 １つは、既存ストックの活用等による街なか居住の促進。 

 ２つ目に、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つ目に、公共交通の拡充等による中心市街地内の交通環境の改善、回遊性向上。 

 ４つ目に、地域資源の活用等による観光交流の促進。 

 この４本を重点施策ということで位置づけている。次のページでここについては

説明させていただく。 

 この重点施策に関連する事業として、一番下にいくつか記載している。 

 ２ページ目、これまでの検討委員会、各部会においての議論の中で、１期計画に

おける課題、現時点での課題を列挙して、それを総括して、２期計画では何をする

のかというところを導き出している。 

 そこに、重点課題として２つに分けている。街なか居住の推進に関する重点課題

は、中心市街地への転入促進施策の実施。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など。 

 賑わい創出についても記載のとおりであるが、特に空き店舗の商業・業務等の利

活用促進。駅北口と駅前商業街区のアクセス改善。点在する施設等を巡る公共交通

の整備等による中心市街地来街者の利便性・回遊性の向上。これらが重点課題とし

てある。 

 この重点課題を踏まえ、重点施策を導き出した。先ほど説明した部分の補足とい

う形になる。 

 まず、街なか居住の推進は、既存ストックの活用として、空き地や空き家等の増

加を踏まえ、これらを資源として利活用する。それとともに、転入促進施策を一層

強化する。生活関連商業の導入促進等、日常生活を送る上での必要な機能の拡充を

行う。 

 次の駅周辺の賑わい再生の部分だが、駅周辺に集積している交通や商業、公共サ

ービス、そういった多様な機能を今ある低未利用地や空き店舗等を利活用すること

によって拡充していく。あるいは、現在進行している駅前太平線賑わい空間の積極

的な活用を図る。人の流れを創出するという意味で、バリアフリー化を含めた駅北

側商業街区から南口に至るアクセスの改善を行う。 

 ３つ目の公共交通の拡充等による交通環境の改善・回遊性向上では、循環バス路

線を拡充することにより、２核２軸の移動の円滑化を図る。あるいはバリアフリー

化で段差解消なり歩行者と自転車の分離を行い、安全・安心な歩行環境を拡充して

いくといったことを挙げている。 

 最後に、地域資源の活用等による観光交流の促進だが、城跡等の復元整備、道路

機能・公園機能の拡充、あるいは観光客の受け入れ態勢の充実のために城跡周辺の

案内機能、駐車場機能、商業機能を整備・改善していく。また情報発信という部分

で、無線ＬＡＮ環境等を活用した積極的な情報発信を図る。 

 ３ページ目は、この２期計画を推進するに当たって何を念頭に置くのかである。

これまでの全体会や部会の議論の中で、特に皆さんからご指摘があった部分をここ
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にまとめている。 

 ５つある。１つ目は地域内連携。これは、官民連携なり、地域内の住民を含めた

地域全体での一体となった取り組み。その中で、民間が中心になる中心市街地活性

化協議会との情報共有、官民の取り組みの連携を図る。 

 ２番目に、人材発掘・育成。全体会の中でも、次世代育成、あるいは若者に積極

的にまちづくりに参加してもらえるような仕組みを作っていく必要がある、との意

見があった。 

 ３つ目に、情報交流・合意形成。これは単なる情報発信ということではなく、行

政なり、民間なり、住民なり、計画段階の部分から積極的に情報をやり取りしてい

く。そういう中で地域一体となった合意形成を目指していく。 

 ４つ目に、雇用創出。働く場所を拡充する。夜間人口と合わせて昼間人口、特に

事業所の誘致によって昼間人口を増やすといった取り組みが非常に重要だというこ

とがあった。 

 最後に、環境に調和したまちづくりの推進。中心市街地の「まち」としての魅力

を高めるためには、直面する環境資源エネルギーの活用等にも対応した先進的な都

市に転換していく。 

 ４ページ目、エリアコンセプト、ゾーンの設定ということで、これまでも皆さん

に見ていただいているが、改めてお示ししている。 

 カッコ書きとして、５年間で目指す中心市街地の姿ということである。いわゆる

１０年、２０年後という意味でなく、この計画期間である５年間の中でどのような

中心市街地を目指していくのかというイメージだと捉えていただきたい。 

 この２１０ｈａ、袋川の以北、以南、それぞれ記載している位置づけをエリアコ

ンセプトとして位置づけしていく。その中にいくつかこれまでの取り組み等も踏ま

えたゾーン設定をさせていただいている。重点的にそういった方向性を示して取り

組んでいく。 

 ５ページ目、前回の全体会から、さらに事業等を精査、追加する中で、現在、５

５事業になっている。１から５にその内訳として分類をしている。尐しわかりづら

い分類になっているが、赤字で書いているとおり、これは基本計画書の書式に指定

された分類にしているのでご了承いただきたい。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２９事業、公共交通機関の利便

性増進、その他の事業を４事業挙げている。 

 ６ページには、この５５事業の実施箇所図ということで、それぞれの実施箇所に

落としている。緑の字は全体に関連している事業。つまり城跡エリア、駅周辺エリ

アのどこということではなく、区域全体に関連する事業ということでここに記載し

ている。青字は城跡周辺地区に関連する事業、赤は駅周辺地区に関連する事業とい

うことで分けている。 

 新規事業については、事業名、実施箇所とも確定したものではない。来年４月以

降、計画期間中においても必要に応じて事業を追加していくということで考えてい



8 

 

る。 

 資料３については以上である。 

 資料４－１、４－２、４－３は今申し上げた分類の事業をそれぞれ、これまでも

見ていただいていたが、エリア別の課題ということで整理したものと２期計画の事

業を対応させた、４－１と４－２は対応関係にある事業であるので、後ほど見てい

ただきたい。 

 その中で、例えば１００円バスのカード決済の記載を加えたらどうかという意見

もあったが、そういった部分については基本計画の正式な書式になるときに、事業

を書く欄がある。そこで記載を考えている。今日お示ししている資料の中では記載

していない。 

 資料４－３については、この５５事業の中から重点施策に関連する事業を抜き出

したものである。 

 前回と変わった部分を紹介すると、資料４－２の３ページ、事業番号５０番、植

物工場を核とする空き店舗等活用型鳥取モデル事業が新たに加わっている。これは

厚労省の認定を受けて取り組む事業である。先般、厚労省からの認定が得られたと

いうことで事業に追加している。中心市街地の空き店舗を活用した植物工場を設置

し、栽培技術開発や採算性の取れる植物工場マネジメントシステムの確立、ならび

に雇用創出を目指すというもの。 

 私からは以上である。指標の部分で別途説明させていただく。 

事務局） 参考資料２をごらんいただきたい。中心市街地活性化の目標と書いてあるもので

ある。これに沿って説明させていていただく。 

 目標指標の居住人口の社会増減数、５年間でプラスという指標についてだが、６

３ページをごらんいただきたい。まず現況値として、平成１８年から２３年度の中

心市街地内の居住人口、社会増減数の検証をした。これが１年度あたり７７名であ

る。 

  目標値は、２期計画の期間である平成２５年から２９年度の平均の社会増減をプ

ラスにすること。この将来予測について、下にあるように、平成１８年から２３年

度の数字をもとに、平成２５年から２９年までの数値を回帰分析により予測してい

る。６３ページの真ん中の下にある細い表だが、こちらの右端に２４から２９年度

の平均はマイナス８３人となっている。このままでいくと平均マイナス８３名、社

会増減数としては減尐していく。それを２期計画の事業でプラスに持っていくとい

うことについては、次の６４ページに書いてあるように、街なか居住の支援事業等

の効果を見込んでいる。具体的な事業としては、街なか居住者支援事業、その中の

街なか住宅家賃助成事業、これを５年間実施する。１世帯当たりの人数を２．１人

と見込んでいるが、これは現在の中心市街地内の１世帯当たりの平均人数。１０戸

で２１人を見込んでいる。下の街なか個人住宅取得資金利子補給事業も同じく年間

１０戸、人数として２１人と試算している。 

 既存ストック解消支援事業も同じように年間１０戸。街なか住宅セーフティネッ

ト活用支援事業も年間１０戸を見込んでいる。ＵＪＩターン促進事業も年間１０戸
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見込んでいる。合計１０５名の増を見込んでいる。この事業によって、マイナス８

３人の現象を１０５人の増加でプラスに持っていくというのが居住人口の数値目標

の考え方である。 

 続いて、６５ページの新規出店数、これは新規出店数の現況値として、平成２１

年から２４年の４月から９月までの半期の平均値を出した。これが１７．７店舗あ

る。内訳が、市の空き店舗対策事業等を活用したものは平均４．６店舗、事業を使

わなかったものが平均１３．１店舗あった。それを、平成２５年から２９年までの

平均値を２０店舗、１３％増にするということを目標としている。 

 この内訳だが、６５ページにあるように、市の事業による新規出店数、これまで

の平均４．６店舗を２期計画の商業振興、空き店舗対策の事業により７店舗増加と

見込んでいる。４．６店舗の１．５倍と試算している。それ以外の新規出店数１３

店舗は平成２１年から２４年の上期の間の平均で、７店舗と１３店舗の合計の２０

店舗という試算をしている。 

 ６６ページ目だが、歩行者・自転車通行量、平日・休日について説明する。 

 まず現況値は、平成２４年の中心市街地主要１０地点の歩行者・自転車通行量を

使用している。平日の値が１万３，２７２名、これを目標値として、平成２９年度

にプラス７４８名、５％増の１万４，０００人にする。また、休日に関しては、平

成２４年の現況値９，４２０人を、目標年の平成２９年度にプラス４８０人、５％

増の９，９００人とする目標を立てている。 

 その内訳として、６８ページに地図があるが、主要地点の歩行者・自転車通行量

観測地点、それぞれに対応する事業を上に重点的な事業として挙げさせていただい

ている。五臓圓ビルの復元事業、鳥取民藝美術館運営事業、市道駅前太平線賑わい

空間整備事業等。今ここには出していないが、それぞれの事業の効果を試算して、

５％増を目指す計画を立てようと試算しているところである。指標の考え方ついて

は以上である。 

委員長） 事務局から第２期の計画の骨子（案）が資料３、２期の計画事業の案が資料４、

その考え方について参考資料２に基づいて説明があった。これについてご意見をい

ただきたい。４－２と４－１は同じような内容か。 

事務局） 前回と比べて事業がいくつか追加されたということである。 

委 員） 前回の委員会、あるいは専門部会で、例えば資料３の重点施策の「地域資源の活

用等による観光交流」とあるが、議事録の２ページを見ると、「地域資源等の活用に

する」と委員長が決められている。ほかにも何カ所かある。見直されていない。ま

た反映はどこにされているのか。委員長が言われたことで決まったことは、そのよ

うに変更すべきである。何か意味があってのことか。 

事務局） これは「地域資源等」にすると、あるものを活用するというふうに限定的に取ら

れる恐れがあるため。例えば観光用の駐車場は新たに作るもの。そういうことを踏

まえ、「活用等」と前のままにしている。 

委員長） そのような説明をしていただかないといけない。ほかにも何カ所かある。 

事務局） 大変失礼した。「鳥取駅周辺の多様な機能」のところは、「拡充」ということで、
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足りないものを拡充していくということで修正を行っている。 

 ３ページの「官民連携の相乗効果」、これは資料３の計画の推進に当たってという

ことで、地域内連携というところで表現している。 

 ３ページの一番下の事業をどう連携させて効果を上げていくのかはまだ未対応と

いうか、地域内連携に含まれると考えている。 

 空き店舗を発生させない切り口は、今後の課題としている。 

 ５ページ、観光用駐車場の整備だけで、観光拠点がそのままでは稼働率が上がら

ないということで、観光拠点の整備を事業に上げているので、駐車場だけでなく、

拠点の整備も進めていくということにしている。 

 ５ページの下の省エネとかエコの部分ということで、これも計画の推進に当たっ

てで、環境に調和したまちづくりの推進の中で表現している。 

 ６ページ、回遊性とか、街なかに人を引っ張るときにＩＴを使うということで、

今も情報発信しているが、スマートフォンなどのＩＴを今後の課題として検討する。 

 ７ページ、官民の連携でその効果をどうやって出していくのか。また考え方、組

織、体制などの検討だが、具体的には今後検討していく。 

 ８ページ、９ページは意見としてうかがい、計画を作るうえでの参考とする。 

 １０ページ、若者をどのように定住させるか、街なかの居住が一番重点課題とい

うことで、若者だけに限定するわけではないが、直接的、間接的な支援策を計画し

ている。市としても若者定住には力を入れている。 

 居住の部分で法整備、特区のような考え方で住まわせたほうがいいのではないか

ということは、今後の検討課題である。 

委 員） 資料３の目標指標で、新規出店数、商店街区域として、１００店舗ということだ

が、今商店街にある空き店舗は７０ぐらい。なぜ１００なのか。今の若い人たち、

あるいは世の中のトレンドとして、商店街のすぐ近くに出店するという動きがある。

家賃が安いため。 

 また、例えば城跡地区に新しいレストランができるとか、様々なことがある。ま

た今の補助制度は中心市街地のエリア内であれば、空き店舗を埋めるときに補助で

きるので、例えば小銭屋の近くで２軒ぐらい補助している。あまり商店街に限定す

ると、商店街の空き店舗にはややこしい権利関係のものもあったり、あるいはお貸

しにならないところもある。新しい商業集積を若い人たちに作っていただくことも

必要。中心市街地全体で１００店舗、そのうち商店街区域ではいくら、という目標

を立てたほうが現実的ではないだろうか。商店街の中でも目標を作るべきだが、中

心市街地全体で、例えば川端のちょっと入ったところや、新町の辺りとか、太平線

の三角公園の周りとか、いろいろなところの可能性を残しておいたほうがよいので

はないか。 

事務局） 店舗数は毎月の空き店舗調査で把握しており、調査の対象は商店街区域である。

実態を把握できることからこういった書き方になった。空き店舗対策事業は中心市

街地の２１０ｈａである。 

委 員） ここの読み方がどうなのかという話。カッコ書きでわざわざ商店街区域と書いて
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ある。商店街のエリアで１００店舗も新規出店するのだろうか。 

事務局） 把握の問題である。商店街に指定されたところで今空き店舗の把握をやっている

ということで、その対応をさせたということである。 

委 員） そうすると、さっきのデータの算出が狂う。補助金を出した件数が何件というの

は、商店街ばかりではない。そこの算定基礎がはっきりしていないと説得力がない。

それであれば算定基礎の話はないほうがよいのでは。 

事務局） 算定基礎も整合性を取らなければいけない。 

委 員） 現実に今空き店舗は７０しかない。なぜ１００なのか。また、これから空き店舗

がどれぐらい出るという算出基礎も要るのではないか。 

事務局） 空き店舗の発生見込みということか。 

委 員） そうである。それから、その７０店舗の中には既にお貸しにならないという意思

表明をしているところもある。そこを差し引くとどうなるか。そのあたりをよく考

えて表現をしたほうがよい。把握することはできる。商店街であれば、うちでも４

カ月に１回は調査しているが、いつも固定的なところは埋まらない。私どもはお貸

しにならないという意思表示のところは空き店舗からは外している。そのようにし

て考えないと増えていくばかりである。もう尐し幅を広げておいたほうが計画の目

標値には近づくのではないだろうか。 

事務局） この数値は、全体の空き店舗の事業数から商店街エリアということで抜粋してい

る。商店街エリアの中でお使いいただいた空き店舗対策事業ということでしている。

空き店舗の数については加味した上で目標値を立てている。 

委 員） 住宅地の中にお店を作るというのが今のトレンドである。飲食だろうが、物販だ

ろうが。違ったところに賑わいができていくという可能性も考えないと、商店街ば

かりに目を向けるのはいかがなものか。 

委員長） 結局は商店街区域の中ではこういうことだが、もう尐し広げてやったら、もっと

数は増えるのか。 

委 員） 増える。 

委員長） それはまだきちんとした議論がされていないということか。 

委 員） 定義されている商店街はいくつあるのか。 

事務局） 商店街振興組合である。 

委 員） ８つしかないわけである。８つの中で５年間で新規に出られる方が１００という

と、すごい数だと思う。本当にできるのか。 

事務局） 高い目標である。 

委 員） 当事者の末広の理事長もいらっしゃる。まして不動産の専門家なのでいかがだろ

うか。 

委 員） 個人的な意見を言うと、それだけ増やすことは不可能ではないか。 

 目標を決めて、目標に向かっていくわけだが、あまり大きな目標にして、自分で

自分の首を絞めないほうがよいのでは。 

委 員） 商店街区域とあえて書く必要はないのでは。 

 なぜこれにしたかというところでは、重点施策、事業との兼ね合いでこれを検証
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する意味でこの目標値があるということなので、その辺は整理する必要があるので

はないか。 

 ５年間で１００店舗と書いているが、１つ課題なのは、ここ最近、確かに出店数

は増えている。しかしそれは物販が廃業して、飲食が増えている。果たしてそれで

いいのかという議論が出てきた。その辺をどうするかが悩ましい。 

 店舗としているが、これは小売り、物販、サービスが基本であるが、働く場とい

う意味では、空き店舗対策や新規出店数に、コミュニティ施設や事業所も加えた方

がよいのではないか。諸々の課題とか、事業にも街なか居住を増やして働く場も確

保しなければいけないという視点から考えると、そういうものも踏まえておいたほ

うがいいのではないか。 

委員長） 事業所を使ったらどうかというのはこの前も話が出ていた。補助の対象ではない

のか。 

委 員） 補助の対象ではないが、埋まっていくのなら事業所でもいいのではないかという

論議はあった。事業所の問題は資料４－１と４－２に出ていないが、資料３の３ペ

ージの雇用のところで、昼間人口を増やすという表現が働く場をということである。 

委 員） それが反映されていないといけない。例えば事業所が来れば５０万補助があると

か、引っ越し代が出るとか、そういうものが出ていないと厳しいのではないか。そ

れは骨子（案）のほうに入ってきているから、今後走りながら肉付けしていくので

あればいいかもしれないが。どうやって事業所を誘導するのかという、方向性は出

したほうがいいのではないか。 

事務局） 我々としては、中心市街地エリアがあって、商店街のエリアがあって、その中で

新規出店を増やすほうがメリハリがきくという考え。中心市街地全体で新規出店を

増やすということでやっていくという意見をいただいたので、整理したい。事業所

については確かに空き店舗補助の対象ではないのだが、空き店舗に事業所が入るの

なら、それはそれで越したことはない。補助の事業についてはまた考えたい。 

委員長） 広げてやるのであれば、考え方を変えていく。計画の中で多尐変更・修正という

ことはあり得るわけだから、そのようにしてもらうほうがいい。ただ、ここに書い

ていないのに議論が出るだろうか。やるというのはなかなか難しいが、そういう考

え方を書いておいたらいいかもしれない。できれば検討していただきたい。 

委 員） 参考資料２の６３ページ、社会増減の状況ということで、１８年度から２３年度

までの社会の増減を見ていったときに、２３年度だけマイナス５８となっている。

２３年度だけマイナスになった特別な事情というのは何かあるのか。個別の影響が

あって、それをトレンドとして見ているのであれば、考え方を整理しないといけな

いのではないか。 

２点目は、６４ページに１０５人増やすということで、１世帯当たり２．１人とい

うことで、上から下まで３つに対して、２．１×１０戸ということで２１で、計算

は合っているのだが、２．１がどうも引っかかる。どういう根拠で出したのか。住

民登録基本台帳で出されたということだが、今後、この２．１という推移で行くの

か。確かに数字的にはこんなものだということでいいのかもしれないが、今後、そ



13 

 

の辺を精査する必要があるのではないか。 

事務局） 平成２３年度のマイナスだが、平成１８年度か２０年度あたりまでは高層マンシ

ョンが中心市街地に整備されて、それで社会増減数が一時的に増えたという傾向は

つかんでいるが、２２年度まではプラスを維持していて、２３年度にマイナスにな

った原因というのはわからない。 

 ６４ページの１世帯当たりの人数を２．１人にして、今後２．１人が維持できる

かという質問だが、１世帯当たりの世帯数が２９年にどうなるかという予測はして

いない。今使っているのは中心市街地の中の人口から世帯数を割って出したもので

ある。また、住宅を建てる場合、考えられるのはご夫婦＋お子さんがおられるかど

うか、ではないかということで、大体２人以上になると考えている。 

委 員） 後半のほうは確かに若い世代をご夫婦と子どもさん１人ぐらいの感じで、そうい

う人達を誘導してくることになるのかもしれない。また、どういう人たちがこの支

援制度を使うのかということを今後詰めていかないといけない。数値は数値として

だが、どうこれを具体的な結果として残していくかというところの施策になる。 

委員長） なかなか将来予測は難しい。現状はこういうことだということである。 

事務局） 現状値で予測するしかない。 

委員長） シミュレーションはやりにくい。 

事務局） １期計画のときも、数値の出し方はこれと同じである。 

委 員） １期のときはいくつだったのか。 

事務局） ２．２人。集合住宅の 1世帯当たりの人数は１．５だった。 

委員長） 難しいので、言われたことを頭に置きながらやってほしい。これは割り切らない

としようがない。高層マンションではなくて、一戸建て、小さい集合住宅、タウン

ハウス、そういうものを考えている。 

 ドンと下がっている意味がわからない。下がって、また上がるのは不思議である。 

事務局） ２３年度は下がっているが、２４年度のトレンドで出している。こういう直線を

描くと、２５年度は尐し上がって始まる。 

委員長） 変なインパクトがあったような感じである。これは何かがあって、元に戻って、

前のトレンドに従っているような感じである。 

委 員） 細かいことはわからないが、中心市街地のエリアで考えると、永楽通りの賃貸マ

ンションの改修があった。幸町のマンションの最終的な完売が２３年度ではないか。

そういったこともあり、個別の事情でそうなったのではなく、たまたまということ

ではないか。中心市街地だけ伸びている。 

委員長） ということは、２４年度以降は大体こういう格好になる？ 

委 員） 下がるのではないか。 

委員長） これもそう簡単にはわからない。 

委 員） 多分今のような質問が国からもあるだろう。 

委員長） せっかくご指摘いただいたので、また勉強しておいてほしい。 

 最初に議論された新規出店数については、描き方、内容についてもう１度吟味し

てもらいたい。店舗がいいのか、事業所も含めてやるのがいいのか、事業のやり方
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によって違ってくるので、そういうことを考えた上でやっていただく。 

 ご指摘いただいたところについて、事務局から説明はしていただいた。今まで分

科会などで議論された成果について説明があったが、それも含めて基本計画を作る

ときに検討してもらいたい。 

 ほかにご意見はないか。 

事務局） 補足で説明させていただく。今の指標に関係して、これまで全体会の中で、指標

の中に文化施設の入込客数を入れてはということでしていたが、最終的に落として

いる。部会でも議論されたが、現状はどうかという聞き取りを施設管理者にすると、

現状維持が精いっぱいということだった。 

 仮に計画全体の成果を測る上での指標として設定するのであれば、入館者を増や

すための施策が必要になってくる。それが前提になるということであった。 

 結論から言うと、残念ながら現在の状況で、施策的に事業をそこに投入するのは

難しいという状況があり、今日お示ししているものでは、指標の中から入込客数を

落としている。補足があればお願いしたい。 

委 員） バロメーターとして見るべき数字ではある。文化施設ではなく、観光施設という

部分なので、そのデータはきちんと持っておく必要がある。観光交流促進とうたっ

ている以上は、目標値ではないにしても必要なのではないか。 

事務局） この計画自体、毎年のフォローアップで、年度ごとの進捗について、全部の事業

実績を皆さんから出していただいる。その中に入館者数が出てくるので、しっかり

把握していく。場合によっては、今後何か事業を追加したほうがよいとか、重点施

策の中に観光交流促進があるので、個別の事業の中でやったほうがいいのではない

かという議論はあるかもしれない。それによっては事業を追加していく可能性もあ

る。委員が言われるとおり、状況をきちんと把握していきたい。 

委員長） あえでここで言っているような目標指標にはしないが、数値は出していくという

ことである。それでいいのではないか。 

 ほかにご意見はないか。 

委 員） ３０日のまちカフェに女性は何人来られたのか。 

事務局） ５名である。 

委 員） 基本計画（案）はよい計画だが、高齢者や女性の視点が薄れているのではないか。 

委員長） バリアフリーをしてほしいというのは出てきた。部会でも出ていたようである。 

委 員） 住居のところでも、若い人は２．１人とか出ているが、高齢者になって駅周辺に、

医療施設に近いとか、生活に便利なところに郊外から移って来られるように、呼び

寄せるとか、そういうことがあればよいのではないか。 

委 員） 高齢者の生活、特に遷喬地区あたりは市街地の中でもかなり高い高齢化率の地域

である。約１／３が高齢者の方である。高齢者の方の生活視点がこの計画の中には

残念ながらない。 

 駅の南側は、駅南庁舎やさざんか会館などがあり、ここを１つの福祉ゾーン的な

分野で考えることもできるのではないか。これからこちらについての検討はされる

だろうが。そういう中で考えてもらいたい。 



15 

 

 ただ、中心市街地の向こう側、遷喬地区の中のところは若い方が郊外に出られて

ドーナツ現象になり、遷喬小学校は児童が減っている。高齢者の方、昔の商店主の

方が残っておられる。その方たちの生活の拠点になるようなものは地域の中で考え

られないか。高齢者の方は遠方に行かれることはない。これは中心市街地の活性化

とは見方が違うという気もするが。 

委員長） 買い物ができるような、そういうのはなかったか？ ことさら事業には上がって

いないのか。 

事務局） 「こむわかさ」はお年寄りも結構会合で使ったり、お年寄りだけでなく、高校生

から小さい子を連れた奥さんとか、いろんな世代が拠点として使っていただいてい

る。１つのモデルになっているのではないか。ただ、それに続く部分が残念ながら

この中には事業として出てきていない。今後、追加事業ということでやっていく可

能性はある。所管する課と話をしなければいけないが。 

委 員） 市役所で会があった帰りに、中心市街地で他の委員と食事する機会があるが、古

い商店を改造して、コンクリがむき出しのようなところ等、個性的ですごくいいお

店もある。しかし、働いておられる方が４、５人おられて、お昼だけで、これで商

売が成り立っていくのか。そういうよい雰囲気の店はちょこちょこできるが、長続

きしない。人が集まって来ないところがあるのではないか。無料の駐車場がないと

いうのもあるのではないか。 

委員長） そういう議論はまちカフェでもやっていた。しかし、駐車場は作るのと維持管理

にお金がかかるから、それを何とか取り戻さなければいけない。市営駐車場をただ

にすれば、ほかが影響を受けるので、バランスの問題もある。基本計画（案）に駐

車場の問題は書いていないか？ 

事務局） 駐車場の整備というのは出ている。 

委員長） できるだけ若い人だけでなく、高齢者にも帰ってきてもらうとありがたい。しか

し、自動的に高齢者は増えてくるだろう。 

委 員） 高齢者は何を望んでおられるのだろうか。お１人でお住まいになっていても、遷

喬地区は、近くにお子さん夫婦が住んでおられるご家庭が多い。全部ヒアリングし

たが、なぜ一緒に住まないのかと聞くと、年寄りと若い者は別に住んだほうがいい

と。昼間は小さいお子さんを預かっておられる。 

 蛇足だが、真教寺公園には多くの人が集まる。そこから商店街への人の流れが生

まれればよい。動物がいる公園は他所にはあまりないので、そういったところにも

視点を当てながらやったほうが現実的なものになるのではないか。例えば若桜街道

から公園前を石畳にして、歩車道にするだけでも全然違うと思う。周りのお年寄り

は小さい子を連れてみんなあそこに行っておられる。市内から大勢集まってくる。

あまりお金をかけなくていい影響を与えられるのではないか。 

委員長） 街なかにせっかくいろんなインフラがあるわけである。既存のストックを利用す

る。街なかのほうが絶対に住みやすい。ただ、今までは費用が高かったということ

である。今は費用は下がってきている。助成措置もある。だんだんそういう方向に

向かうという期待は持てる。議論していただきたい。 
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 ４番、その他、今後これをどのように皆さんに知らせて、意見をいただくか、こ

ういうことでお願いしたい。 

事務局） 鳥取駅周辺再生基本計画の本編をつけている。こちらは５月の委員会で案をお示

ししていたが、その後、内容を見直して、Ａ３のチラシに書いているとおり、現在

市民の皆さんからのご意見を募集している。 

 内容は５月の委員会でご説明しているところから一部分変わっている。そこを中

心にご説明する。 

 コンセプト図の①から④に書いている４つの事業を、市が中心となって今後、平

成２３年から２７年度までの５年間で進めていく。それ以外の青いところについて

は、今後進めていく、あるいは既に動いているものもある。それぞれを連携しなが

ら、駅周辺を整備していくということである。 

 ③の、駅南の自動車交通のアクセスの改善について、５月に説明した時点では入

れていなかったが、もともと駅の南側の交通アクセスについては課題があり、検討

していた。今回、検討が追いついてきたということもあり、今回は２期中活におけ

る事業の中でも駅南口の交通広場整備事業という形で上がってきているので、新た

に入れ込んだ。 

 裏のページは細かい計画の内容だが、①から④に対応するような形で載せている。

①の市道扇幸町１号線拡幅についても今回の第２期計画の事業の中に入っているが、

これについて、５月の時点ではスケジュール的には２６年度以降という形で載せて

いたが、それを今年度から調査し、来年度に第１期を整備していく。その後、第２

期、第３期と段階的に進めていくということを計画に入れている。 

 公共駐車場、駐輪場整備も今回の２期計画における事業の中にも扇町駐車場整備

事業という形で載っているが、整備時期を２６年、２７年度くらいとしている。 

 市民からのご意見をいただいている段階である。委員の皆様からもご意見があれ

ばお寄せいただきたい。 

委員長） 駅周辺の再生基本計画、これは駅周辺の部会のほうには諮っているのか。 

事務局） 説明はさせていただいている。 

委員長） これについて何かあるか。これと先ほどの駅周辺の部会で、基本計画があって、

その下に２つの部会があって、その議論と駅周辺再生基本計画はどういう位置づけ

をするのか。それとこれとの関係については？ 

事務局） 駅周辺の部会のほうに１つは駅周辺再生基本計画の事業も入っているので、それ

を含めて議論をしている。 

委員長） 全体の活性化基本計画の中にこれも事業として入っているのか。 

事務局） そうである。 

委員長） これについてはよろしいだろうか。一応入っている。それをもう尐し具体的に事

業計画を書いたということである。 

 

 

＝その他＝ 
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● 今後の予定 

・市民政策コメント 

・中心市街地活性化協議会意見聴取 

・計画申請 

・計画認定 

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

委員長） 今後の予定について説明をお願いする。 

事務局） 今後、国との事前協議を行う。また、市民政策コメントを１０月１０日から今月

いっぱい行う。パブコメ終了後、それを反映したもので中活協の意見聴取を行い、

１２月中に国に申請を行う予定にしている。計画の認定は来年３月を見込んでいる。 

 国との協議について、市民政策コメントの結果により計画の修正が生じた場合、

どのように対応するかだが、委員長と事務局で相談の上、委員会を開くのか、事務

局が各委員に持ち回りをして最終的な計画をご説明するのか議論していただきたい。 

委員長） このスケジュールでわかるわけだが、まず中活協から意見をお聞きするわけであ

る。その意見も、最終的に国に出されるのか。 

事務局） 中活協の意見もその中に入ってくる。 

委員長） 入った時点で、まだこの委員会が残っているのか。パブコメで意見が出てきて、

それをどう反映するか、そこで終わるのか。この委員会で出来上がったものが中活

協に行き、どうされるのか。 

事務局） パブコメの結果を反映させたものに対し、中活協により意見をいただく。 

委員長） この委員会は今日で最後になるが、どこまでを我々の範囲とするのか。パブコメ

で出てきた意見も計画に反映させるように、この委員会は責任を持たなければいけ

ないのか。事務局のお考えをお聞きしたい。 

事務局） 基本的にはこの計画は市が作っていく計画である。市民政策コメントや中活協か

ら意見が出て、それを踏まえて最終的には市が策定するが、そのときに再度報告さ

せていただく。責任はこちらにある。今後は、変更点等を委員長に相談して、一応

の完成としたい。 

委 員） できたら、申請前に１回集まったほうがいい。どのように変わったのか。変わる

可能性があればということだが。 

事務局） 国との協議の中で、国が一番重視しているのが目標指標のところである。もう尐

し上積みできないかとか、この重点施策にこの指標ではなくて、もう１つ広げたほ

うがいいのではないかとか、かなり論点になるだろう。我々としてもこれまでの議

論を踏まえての話であるから、考え方を説明するが、最終的には認定を受けないと

いけないので、どこで折り合いをつけるかということになる。修正をすることは、

委員長に相談して修正した上で、最終的に皆さんに報告する形を考えている。 

委員長） 国の意見を無視してはできない。それはそれでいい。ただ、委員長と事務局で協

議するとしても、それが皆さん方にわかるようにしたい。このように変更したとい

うことを皆さん示してもらいたい。もしも大幅に修正するようなことがあれば、議

論しなければいけないこともあるが、そうでなければ、委員長と事務局にある程度
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任せてもらいたい。 

事務局） みんなが集まって説明したほうがいいのではないかという意見があったが、そこ

まで必要があるかどうか。それは委員長と相談させていただきたい。 

委員長） 抜本的に変えなければいけないということになれば難しいかもしれないが、こち

らに任せていただいて、何らかの形でお見せする。その仕方は検討する。 

委 員） それで結構である。今日の結論も残ったところがあるので、お聞かせいただきた

い。 

委員長） 皆さん方にはいろいろ議論していただいた。部会のほうでも議論いただき、あり

がとうございました。これがきちんと国の認定を受け、中心市街地が活性化できる

ことを我々も期待する。どうもありがとうございました。 

 

＝閉会＝ 


