
  

■住みたい 行きたい ふるさと鳥取 因幡国の都市核づくり 
    

【テーマ】 

■計画区域 ２１０ha  
■エリアコンセプト 
■鳥取城跡周辺地区 「歴史・文化等を有する豊かな居住・交流の舞台」 
■鳥取駅周辺地区  「因幡の都市核として駅を中心に都市機能が集中・集積する舞台」 

■ゾーンの設定 
 計画区域内に複数のゾーンを設定し、各ゾーンの機能の充実、相互の連携を図ること 
により中心市街地の回遊性向上をめざす 

【基本方針 
 ・目 標】 

【区域等】 

【目標指標】 

■既存ストックの活用等による街なか居住の促進 

■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 

■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 

■地域資源の活用等による観光交流の促進 

■街なか居住の推進 
 

ふるさとの自然、歴史、文化などを身
近に感じるとともに、日常の生活サー
ビスを徒歩圏内に充実させ、コミュニ
ティの維持を図ることにより、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の形成をめざす

【計画期間】  ■平成２５年４月 ～ 平成３０年３月（５年間） 

第２期鳥取市中心市街地活性化基本計画骨子（案） 

■賑わいの創出 
 
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構築することによ
り、にぎわいと魅力が創出される中心市街地
の形成をめざす 

■居住人口（社会増減数） 
  ⇒５年間でプラス 
 

■歩行者・自転車通行量（平日・休日） 
  ⇒５年間で５％増加 
■新規出店数（商店街区域） 
  ⇒５年間で１００店舗 

【重点施策】 

【重点施策 
 関連事業】 

・街なか居住者支援事業 
・既存ストック活用支援事業 
・戎町地区防火建築帯共同建替事業 
・鳥取赤十字病院整備事業 
・鳥取駅南口交通広場整備事業 
・駅南賑わい創出空間事業  
・扇町駐車場（仮称）整備事業   
・市道駅前太平線賑わい空間活用事業 
・街なか子育て支援事業 

・空き店舗対策事業 
･新規創業・開業支援事業 
･100円循環バス「くる梨」運行事業 
・市道弥生橋通り整備事業 
･市道山の手通り整備事業 
･観光用駐車場整備事業 
･まちなか観光拠点整備事業 
･鳥取城跡大手登城路復元整備事業 
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重 点 課 題 

 ■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
等を進めるとともに、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。 
 また、無線ＬＡＮ環境等を活用した観光情報等の発信を積極的に推進することにより、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。 

■街なか居住の推進 
 

●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 
●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 
●既存公共公益施設の老朽化対策 
●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 

■賑わいの創出 
 

●空き店舗の商業・業務等の利活用促進 
●バリアフリー化の推進 
●お堀端周辺の修景・景観保全 
●駅北口と駅前商業街区のアクセス改善 
●駅南口周辺等の低未利用地の利活用促進 
●駅前太平線での賑わい創出 
●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 

重 点 施 策 

■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
の利活用を促進するとともに、転入促進施策を一層強化することにより、中心市街地への新規定
住者の増加をめざす。 
 また、老朽化した総合病院の建て替えや生活関連商業の導入促進等、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、居住地としての中心市街地の魅力を高めることで、幅広い世代
の居住ニーズに応えることをめざす。 

■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 
 駅周辺に集積する交通や商業、公共サービス等の多様な機能を、低未利用地や空き店舗の利活
用等により拡充するとともに、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・集客力の向上につなげる。 
 また、新たな人の流れを創出するため、バリアフリー化も含め、駅北側商業街区から駅南口に
至るアクセスの改善等を図る。 

■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 
 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、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、中心市街地居住者・来街者の利便性・回遊性の向上をめざす。 
 また、バリアフリー化推進の必要性を踏まえ、段差解消や歩行者と自転車の分離等を行うこと
により、安全・安心な歩行環境の拡充をめざす。 
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計画の推進にあたって 

 ■情報交流・合意形成 
 
 中心市街地の活性化の取り組みを円滑に進めるうえでは、できるかぎり多くの市民の関心や理
解を得ることによる合意形成が重要である。 
 そのためには、日常的な市民ニーズ等の把握や、計画策定段階から情報を積極的かつ継続的に
やり取りしながら共通理解を深めていくことが必要であることから、ＩＴの活用等、多様な媒体
を活用した情報発信や情報収集等の仕組みづくりに取り組む。 

■地域内連携 
 
 中心市街地の活性化の取り組みの効果をより高めるためには、地域内の住民、民間団体、行政
等が一体となった事業推進が必要不可欠である。 
 そのためには、まず民間等と行政がまちづくりに関する情報や方向性等を共有することが肝要
である。 
 そのうえで、行政は、商業、居住、交通、医療、福祉といった都市機能の中心市街地への集約
やまちの郊外化抑制を進めるとともに、中心市街地に民間投資を呼び込むための基盤整備や支援
制度の構築等、ソフト・ハード両面での環境整備に取り組む。 
 民間等は、中心市街地活性化協議会を中心に情報共有や行政の取り組みとの連携を図り、主体
性をもって多様な活性化の取り組みを推進する。 

■雇用創出 
 

 中心市街地の活性化をめざすうえでは、居住（夜間）人口の増加と併せて、昼間人口の増加が重
要である。 
 そのためには、中心市街地において幅広い世代の「働く場」を拡充することにより、昼間人口の
増加をめざすことが肝要であることから、新規創業に対する支援、都市型産業の育成、新たな事業
所等の誘致等に積極的に取り組む。 
 また、コンベンション参加者や観光客等をこれまで以上に呼び込むことにより、関連産業におけ
る雇用創出に取り組む。 

■人材発掘・育成 
 

 中心市街地の活性化を持続させていくうえでは、まちづくりの担い手を継続的に発掘し、計画
的に育成していくことが重要である。 
 そのためには、年齢、性別、居住地に関係なく幅広い人々が中心市街地のまちづくりに関わる
機会や場所が必要であることから、事業主体となり得る団体や牽引役となり得る人材の発掘・育
成に取り組む。 
 特に、大学等との連携を図ることにより、より多くの若者が主体的に中心市街地のまちづくり
に関わることのできる仕組みづくりや環境整備に取り組む。 
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 ■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うえでは、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へ転換していくことも重要である。 
 そのためには、環境負荷の低減を念頭に置いた都市基盤等の整備や技術の導入、市民主体によ
る運動展開等が必要であることから、事業の構築・実施にあたって再生可能エネルギーの活用、
ＬＥＤ化の推進、ＥＶの導入促進等に積極的に取り組む。  



久松公園 

久松山 

エリアコンセプト（５年間でめざす中心市街地の姿） 

鳥取城跡周辺地区 
歴史・文化等を有する豊かな居住・交流の舞台 

鳥取駅周辺地区 
因幡の都市核として駅を中心に都市機能が集中・集積する舞台 

■おもな施設     
 ●業務施設 
 ●商業施設 
 ●文化・観光施設 

 ●医療施設 

買い回り・生活利便ゾーン 

城跡観光ゾーン 

市民サービス集積ゾーン 

ふるさと文化・芸術ゾーン 

居住推進ゾーン 

生活利便ゾーン 

鳥取生協病院 

鳥取赤十字病院 

鳥取市役所 

高砂屋 

とりぎん文化会館 

鳥取県庁 

パレットとっとり 

こむ・わかさ 

五臓圓ビル 

わらべ館 

仁風閣 

N 
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駅北にぎわいゾーン 

駅南にぎわいゾーン 

イオン鳥取店 

鳥取民藝美術館 

鳥取大丸 

市役所駅南庁舎 

シャミネ鳥取店 

   計画区域 

さわやか会館 

さざんか会館 

県立博物館 
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１．市街地を整備改善するための事業（９事業） 
 
２．都市福利施設を整備するための事業（４事業） 
 
３．街なか居住を推進するための事業（９事業） 
 
４．商業を活性化するための事業（２９事業） 
 
５．公共交通機関の利便性増進、その他の事業（４事業） 

計画事業（５５事業） 

事   業   名 １ ２ ３ ４ ５ 

 市道山の手通り整備事業 ●         

 鳥取駅南口交通広場整備事業 ●         

 市道今町３号線道路整備 ●         

 観光用駐車場整備事業 ●         

 市道弥生橋通り整備事業 ●         

 サイン整備事業 ●         

 市道駅前太平線空間整備事業 ●         

 扇町駐車場（仮称）整備事業 ●         

 市道扇幸町１号線整備事業 ●         

 鳥取赤十字病院整備事業   ●       

街なか子育て支援事業   ●       

 ホール運営事業   ●       

 パレットとっとり市民交流ホール運営事  
 業 

  ●       

 街なか居住者支援事業（街なか住宅家  
 賃助成事業・街なか個人住宅取得資金  
 利子補給事業） 

    ●     

 既存ストック活用支援事業（空き家、空  
 き床活用支援事業・街なか住宅セーフ 
 ティネット活用支援事業） 

    ●     

 住まいネットワーク事業     ●     

街なか居住体験施設運営事業     ●     

コーポラティブハウス普及支援事業
（コーポラティブ住宅整備促進事業・
コーディネーター料支援事） 

    ●     

  低未利用地住宅転換事業（定期借地 
 権利用促進事業） 

    ●     

  ＵＪＩターン促進事業     ●     

  戎町地区防火建築帯共同建替事業     ●     

  まちづくり協議会運営事業     ●     

若桜まちなか生活利便拠点整備事業       ●   

市道駅前太平線賑わい空間活用事業       ●   

駅前サンロード活性化事業       ●   

駅南賑わい創出空間事業       ●   

まちなか観光拠点整備事業       ●   

 学生まちなか拠点整備事業       ●   
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事   業   名 １ ２ ３ ４ ５ 

 若桜街道商店街活性化事業       ●   

 鳥取本通商店街活性化事業       ●   

 鳥取民藝美術館運営事業       ●   

 街なか情報発信事業（中心市街地エリ  
 ア情報誌発行事業・街なかマップ作成  
 事業） 

      ●   

 コンベンション誘致・支援事業       ●   

 商店街アーケードＬＥＤ照明導入促進事 
 業 

      ●   

鳥取まちおこし隊活動支援事業       ●   

 パレットとっとり運営事業       ●   

 空き店舗対策事業       ●   

 新規創業・開業支援事業       ●   

鳥取市商業振興補助事業       ●   

 チャレンジショップ事業       ●   

 大型イベント開催事業（鳥取しゃんしゃ 
 ん祭・花と木のまつり・桜まつり・お城ま 
 つり・土曜市） 

      ●   

 智頭街道商店街活性化事業       ●   

 五臓圓ビル運営事業       ●   

 中心市街地活性化イベント支援事業       ●   

 因幡の手づくりまつり       ●   

 文化観光施設等運営事業（高砂屋運営  
 事業・仁風閣運営事業・わらべ館運営 
 事業） 

      ●   

 鳥取城跡大手登城路復元整備事業       ●   

 観光ボランティアガイド事業       ●   

 袋川環境整備事業       ●   

 植物工場を核とする空き店舗等活用型  
 鳥取モデル事業 

      ●   

 川端界隈活性化事業       ●   

 ＥＶ（電気自動車）シェアリング事業         ● 

 100円循環バス「くる梨」運行事業         ● 

 レンタサイクルステーション整備事業         ● 

 市営駐輪場運営事業         ● 

※基本計画書の書式による分類 



計画事業 実施箇所図（５５事業） 

・街なか居住者支援事業 
・既存ストック活用支援事業 
・住まいネットワーク事業 
・コーポラティブハウス普及支援事業 
・低未利用地住宅転換事業（定期借地権利用促進事業） 
・ＵＪＩターン促進事業 
・まちづくり協議会運営事業 
・学生まちなか拠点整備事業 
・街なか情報発信事業 
・コンベンション誘致・支援事業 
・商店街アーケードＬＥＤ照明導入促・進事業 
・鳥取まちおこし隊活動支援事業 
・空き店舗対策事業 
・新規創業・開業支援事業 
・鳥取市商業振興補助事業 
・大型イベント開催事業 
・中心市街地活性化イベント支援事業 
・観光ボランティアガイド 
・袋川環境整備事業 
・植物工場を核とする空き店舗等活用型鳥取モデル事業 
・ＥＶ（電気自動車）シェアリング事業 
・100円循環バス「くる梨」運行事業 
・レンタサイクルステーション整備事業 

市道山の手通り整備事業 

観光用駐車場整備事業 

鳥取赤十字病院整備事業 

ふれあいホール運営事業 

街なか居住体験施設運営事業 

・戎町地区防火建築帯共同建替事業 
・若桜まちなか生活利便拠点整備事業 

五臓圓ビル運営事業 

まちなか観光拠点整備事業 

・智頭街道商店街活性化事業 
・因幡の手づくりまつり 

文化観光施設等運営事業 

鳥取城跡大手登城路復元整備事業 

鳥取駅南口交通広場整備事業 

市道今町３号線道路整備事業 

サイン整備事業 

扇町駐車場（仮称）整備事業 

市道扇幸町１号線整備事業 

街なか子育て支援事業 

・パレットとっとり運営事業 
・パレットとっとり市民交流ホール運営事業 

・市道駅前太平線空間整備事業 
・市道駅前太平線賑わい空間活用事業 

駅前サンロード活性化事業 

駅南賑わい創出空間事業 

鳥取本通商店街活性化事業 

鳥取民藝美術館運営事業 

市営駐輪場運営事業 

チャレンジショップ事業 

鳥取城跡 

若桜街道 
智頭街道 

緑字：全体関連事業 
青字：鳥取城跡周辺地区関連事業 
赤字：鳥取駅周辺地区関連事業 

N 

市道弥生橋通り整備事業 

若桜街道商店街活性化事業 

※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 
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※計画期間中においても、必要に応じて事業を追加する 

川端界隈活性化事業 


