
番号 Ⅰ 機能 Ⅱ 機能 Ⅲ 活用策の一例

専門学校等 専門学校、カルチャースクール

図書館等 図書館

小学校 小学校統廃合

② コミュニティ 集会・交流機能

医療機能 病院、クリニック

子育て支援機能 保育所、子どもの遊び場

④ 健康増進 健康増進機能 スポーツ施設

⑤ 業務 事務所機能 オフィス、起業支援施設

⑥ 金融・サービス 金融・サービス機能 銀行、郵便局

⑦ 商業 小売機能 大規模店舗、スーパー、コンビニ

⑧ 飲食 飲食機能 レストラン、喫茶店、カフェ、居酒屋

観光振興機能 地元文化・グルメ体験、観光案内所

コンベンション機能 特産品展示・販売、貸会議室

⑩ 宿泊 宿泊機能 ホテル

⑪ 娯楽・レジャー アミューズメント機能 アミューズメント、映画館、プラネタリウム

美術館等 美術館、展示・学習

ホール等 音楽ホール、多目的ホール

芸術文化関連機能 事務所、ミーティングルーム、練習場

⑬ 交通 駐車場等 駐車場、バスターミナル

⑭ 防災・減災 防災・減災機能 避難施設、防災拠点、防災学習施設

一般住宅機能 マンション、アパート

高齢者向け住宅機能 老人ホーム、介護付き住宅（サ高住）

定住促進住宅 お試し住宅

公園・緑地機能 公園・緑地

広場 多目的広場、芝生広場

その他 墓地

⑰ 行政 行政サービス 市役所出先、公共施設移転用地、国機関

⑱ その他 その他 考え方に関する意見等

本庁舎等跡地活用に係る機能の分類（案）

⑯ オープンスペース

医療・福祉

教育・学習

居住

③

①

芸術・文化

観光・コンベンション

⑮

⑫

⑨

資料２
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専門学校等 専門学校
カルチャースクール

※ストリートミーティン
グでの意見多数：多様な世
代の学習の場として

カルチャースクール
鳥取環境大学・鳥取大学と連
携し学べる場

芸術×電子工学等、独自性
のある大学や専門学校
学習や課外活動、会議がで
きる施設
高校生・大学生が自習等で
集まれるスペース
カルチャーセンター等の生
涯学習の受け皿となる施設
最先端の科学技術を学ぶこ
とができる施設
公立鳥取環境大学、鳥取大
学の学生がまちなかに出て
集まり、学生同士交流できる
施設

学校

図書館等 図書館 学習・学習広場

小学校 小学校統廃合 遷喬・久松・醇風の３小学校の
統合

将来的な学校の統廃合を
見据え、周辺の小学校を統
合した学校（※学校跡地活
用も検討）

コミュニティセンター

●意見多数
※フリースペースとともに、
市民の交流の場、居場所と
してのニーズ

コミュニティセンター 第二庁舎は老人向けサロン

地域住民のつながりの場
イベント・行事会場
交流機能
市民の悩み相談の場所
観光客より住民に向けた機能
地域食堂（子ども食堂の拡張
版）
中央公民館（各地域の公民館
を統括＋防災機能）

寂しい高齢者を作らないた
めの地域交流スペース

フリースペース
●意見多数
※市民の交流の場、居場所
としてのニーズ

世代を超えて利用できる場
市民が使えるレンタルルーム
高校生が集う仕組み
子ども・高齢者がゆっくりできる
スペース
人が集まる機能
日々の疲れがとれる場
若者が表現できる場
様々な人が自由に休んだり情
報交流できる屋内スペース
いつでも誰でもホッとできる居
場所

日々のストレス発散ができ、
楽しいまちになる娯楽施設
ちょっとリッチで非日常の空
間
若者の活動の場が減少して
いる。若者たちの交わりが
増える場所
若者から高齢者まで世代間
が集え・交流できる施設
仲間づくりができる施設
虐待を受けてる人が集える
場所
特急１本を待つくらいの時
間（数時間程度）を過ごせる
ような場所
全ての世代に目を向けた施
設

医療機能 病院、クリニック
※単独では意見ないが複合
施設としてあり

複合施設（商業・業務＋医
療・介護＋住宅＋美術館）
※全国公募で

保育所 小児科が近くにあるため保育
園

世代間交流ができる保育の拠
点
子育て支援の場所
今から育つ子のための施設

子どもの遊び場 子供の遊び場となる芝生
遊べる場

屋内でこどもが遊べるス
ペース（※家族連れの中心
市街地への流れを作る）

④ 健康増進 健康増進機能 スポーツ施設 スケボー練習場 1 健康増進機能 1
落ち着いた雰囲気のあるス
ポーツもできる施設
アスレチックパーク

若者が楽しめる場としての
映画館又はスケートリンク

体育施設（利用者
が一部に限られ
る）

スポーツ施設

①
教育・学
習

②

必要ない機能
番号

本庁舎等跡地活用に係る機能の分類（案）

③
医療・福
祉

子育て支援機能

意見の傾向
必要な機能

コミュニ
ティ

集会・交流機能

25

51

136

2
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オフィス
※若者定住促進、起業支援
等からのニーズ、ＮＨＫ鳥取
放送局

ＮＨＫ鳥取放送局の移転
新しい雇用を生むような事ができる
ような機能

第二庁舎は若者が戻って来られる
よう会社の研究所・大学生向け事務
所
NHK鳥取放送局

民間企業の集まる場（雇用と発信）
若者と高齢者をつなぐ新産業・起業を
創造する施設
デジタル社会に対応するためリモート
会議ができる施設
60代の働く場
NPO・ボランティア団体の活動拠点
NHK鳥取放送局の移転
報道機関への売却

シェアオフィス、食堂、ジム等が
入り収益を上げることができる施
設

NHKなど民間オフィ
スビル

ＮＨＫ

起業支援施設（イン
キュベータ）

※若者定住促進、起業支援
等からのニーズ

小規模店舗や文化発信ができるタ
イニーハウス

UJIターン者・若者の起業支援の場
映像制作を学べる場

職業体験できる店
起業家の人とお話ができる、つ
ながれる施設、色々な人と関わ
れる施設
学生の起業につながるような、学
生がビジネスに触れることができ
るオフィス的な機能
学生と企業とのワークショップ等
が開催できるスペース

⑥ 金融・サー
ビス

金融・サービス

機能
銀行、郵便局 0 0 郵便局の移転

大規模店舗 ※必要なしの方が多い ホームセンター 百貨店などの大型商業施設 商業施設
複合施設（商業・業務＋医療・介
護＋住宅＋美術館）※全国公募
で

商業機能
大規模商業施設 ショッピングセンター

食品スーパー、コンビ
ニ

周辺住民の生活利便性から
のニーズ

食品スーパー、コンビニ
周辺住民の買い物ショップ

買い物が不便なので商業施設、食
品スーパー

スーパー、コンビニ
商業施設

周辺に無いスーパーマーケット
スーパーマーケット、
コンビニ

店舗
商業施設
チェーン店

レストラン等 ※文化施設等の付属的な
軽食機能は意見多数

レストラン・喫茶店

居酒屋、バー
※必要なしの意見多数
※風俗施設は地区計画によ
り規制（建築できない）

風俗施設
飲み屋

飲食店
居酒屋・バー

地元文化・グルメ体験
●意見多数
※休息、情報発信と一体と
なった施設イメージ

地元グルメの集積地
市民が気軽に訪れ、県外の人が鳥
取らしさを感じる機能
鳥取の季節感を生かした展示や商
品展開によりリピーター確保につな
げられるような機能
若者、観光客が魅力的に思える場
所
地域内外からの人を市街地に集め
る機能
市中散策を促し、市街地に賑わい
を取り戻す機能

麒麟獅子舞を通年で見・体験でき、
市民・観光客が交流できる施設
久松山を広める歴史・文化発信・展
示する施設
日本遺産を常設で見られる施設
大工町通りに適したランドマーク

物々交換（マルシェ）
飲食店を応援する屋台村
朝市
集客の拠点

市内の観光、産品等、鳥取市の
様々な情報を発信できる施設
鳥取駅周辺の商業エリアと鳥取
城跡周辺の文化エリアの中間的
な位置となるため、歴史・文化や
地域の特産品の両方を発信する
ことができる施設

観光施設（近所迷
惑）

観光案内所（情報発信
の場）

ジオパーク含む鳥取市周辺の歴
史・観光・特産物紹介の機能

観光案内所、軽食の取れる施設

コンベンション機能 特産品展示・販売 「とり銀文化会館」とも補完し合える
コンベンション機能

コンベンションセンター

⑩ 宿泊 宿泊機能 ホテル ※地区計画により規制（建
築できない）

0 ホテル等の宿泊施設 1

アミューズメントパーク

※賛否有
若者の居場所としてのニー
ズ
※遊戯施設は地区計画によ
り規制（建築できない）

鳥取にない物（アクアミュージアム
や大画面を使う広場）

劇場・映画館・アミューズ性施設

地元、観光客もみんなが集える
娯楽施設
友人と一緒に出掛けることができ
るようなテーマパークのような施
設

麻雀、パチンコ等娯
楽機能

ゲームセンター・パチ
ンコ

単なるレジャー施設
アミューズメント施設
ゲームセンター、パ
チンコ、遊興施設

映画館、プラネタリウ
ム

映画館
星取県なのでプラネタリウムを含む
劇場
映画館など若者が集まる場

曇天でもプラネタリウムが楽しめ
る宇宙科学館

若者が楽しめる場としての映画
館又はスケートリンク

映画館

温浴施設 温泉施設
鳥取砂丘にちなんだ砂風呂等、
砂丘体験ができる場所

美術館等 美術館

●意見多数
展示機能について要否両
論あり

※芸術・文化機能は総じて
意見多数

美術館等の展示機能
小ホール・美術館を備えた市民が
集える芸術文化センター
文化・観光活動センター

市立美術館
美術展示会場
文化・芸術等の発信場所

地元の芸術家の作品展示に特
化した美術館
博物館・美術館・文化施設（演
劇・寄席）
最新技術で世界の文化を鳥取
に（海外と関われる場所）
VR、プロジェクションマッピング、
デジタルでの博物館、美術館、
国際体験できるところ

市立美術館（市民使用可能な
ギャラリー）

芸術拠点（300人規模の音楽・演
劇専用ホール＋美術館）
市立美術館

美術館機能（他の立
地に求めるべき）

博物館・美術館

音楽ホール
●意見多数
小規模の専用ホールなど

市民ニーズに合った音響効果の
整った300人規模の音楽専用ホー
ル

文化的多目的ホール
交流・音楽文化的施設
500人規模の音楽ホール、適正規
模の音楽小ホール

2～300人キャパの音響・照明等
設備が整ったホール
音楽小ホール（300席程度）

イベントホール
音楽施設
野外ステージなど音
楽イベント施設

能楽堂（専用ホール） 能楽堂

多目的ホール ●意見多数
市民会館の建替
福祉文化会館の様な施設
集会施設（200人～300人）

子供が遊べる・音楽が聴ける・子ど
もから年配まで安心して利用できる
文化施設
練習会場・会議室等の多目的ホー
ル・イベントホール

多目的ホール
現在の市民会館に代わる施設

芸術文化関連機能 事務所、スタッフルー
ム、練習場等

文化団体など団体の事務局、練習
場

⑫

⑨

芸術・文
化

観光・コ
ンベン
ション

番号
本庁舎等跡地活用に係る機能の分類（案）

ホール等

小売機能

飲食機能

アミューズメン

ト機能

飲食

観光振興機能

⑪

⑦

⑧

必要ない機能

⑤ 業務 事務所機能

娯楽・レ
ジャー

商業

意見の傾向
必要な機能

21

3

19

1

14

1

4

5

0

2

2

3
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駐車場

●意見多数
※暫定利用を含め、観光振
興、市街地の活性化等での
ニーズ

施設利用者のニーズに対応
できる駐車スペース※当面は
イベント等に活用できるオープ
ンスペースとして活用
駐車場（市民会館の駐車場が
狭いので）
交通面でのアクセスが良い事

若桜街道に人の流れを作る無
料駐車場
第二庁舎は駐車場
暫定駐車場

無料駐車場、観光用駐車場
市民・観光客が無料・低料金
で利用できる駐車場
市民会館の駐車場

鳥取市では車での移動が
多いため、大規模な駐車場
鳥取駅から距離があるた
め、人が旧本庁舎跡地に行
く強い役割が必要。あわせ
て公共交通も充実させる必
要

駐車場
立体駐車場（第二庁舎跡
地）

無料駐車場
立体駐車場（第二庁舎跡
地）

駐車場（不便にし
た方が街を歩い
てくれる）

駐車場（民業圧
迫、周辺に多数あ
り）

駐車場

バスターミナル 大型貸切バスの駐車場
２核２軸の中心、インフラの拠
点としてバスターミナル

バスターミナル

⑭
防災・減
災

防災・減災機能 避難施設 ●防災公園等他施設との併
設を含め意見多数

防災避難場所を併用した施設
災害時の避難場所にも使える
ような設備

第二庁舎は防災拠点（避難ビ
ル）として活用

3

防災拠点施設、防災広場、防
災学習情報発信施設
避難所と防災物資の備蓄がで
きる建物（垂直避難）

4

一般住宅機能 マンション、アパート

※賛否有
賛成：賑わい創出
反対：特定の人の利用　な
ど

居住エリア
高層住宅

有料老人ホーム、高齢者用住
宅

多様な市民が暮らす１０階
以上のマンション（１階部に
は地域のコミュニティ広場）

居住機能
マンション

住宅・マンション
マンション、集合
住宅、居住用施
設

高齢者向け住宅機能 老人ホーム、介護付き住宅
等

病院、スポーツ施設、レストラ
ンなどが併設した老人ホーム

幼児と高齢者をつなぐ高齢者
住宅

老人ホーム

定住促進住宅 お試し住宅 新型お試し住宅

公園・緑地機能 公園・緑地
●意見多数
※暫定利用を含め、多様な
オープンスペースのニーズ

公園、多物的広場、緑の空間
暫定利用としての広場
周辺の文化資源をつなぐオー
プンスペース
多機能（駐車場、防災、イベン
ト等）のコミュニティ広場
周辺住民の憩いの場
緑地（国道53号線側）

景観維持のため緑地公園
ガーデニング・休憩スペース

全天候型公園、緑豊かな環
境、森・林・水場、人工的公
園、花壇
市民会館建て替えまでは空き
地・公園

年齢層をターゲットにしない
公園 回遊式の庭園「楽聖の苑」 憩い、やすらぎ 公園

広場 多目的広場、芝生広
場

●意見多数
※市民の憩い、賑わい創出
等のニーズ

観光イベントができるフリース
ペース（全天候）

キッチンカー・ワークショップに
活用できるイベント広場

演奏会・ライブ・集会ができる
野外ステージのある広場
ＢＢＱができるコミュニティ広場
用途フリーな多目的施設・広
場
自由度の高い広場
憩いの空間・フリースペース
芝生広場

○○横丁。コロナ禍を踏まえ、野
外キッチンカーが出店できる広
場。食はキラーコンテンツ。
ランウェイだけあって、一緒に
ファッションショーをする場所
郊外にある地元のお店、カフェ、
名産等、鳥取の魅力を凝縮した
ようなイベント等が開催できるス
ペース
悪天候でも対応できるよう、オー
プンスペースと屋内施設の両方
が必要
県内の名産品（大江ノ郷や大山
乳業の産品、境港の海鮮等）が
ブースとして入るスペース

市民の憩いと経済活動の拠
点となるオアシス（多目的広
場・パークＰＦＩの導入）

芝生広場 更地、広場

その他 その他 墓地（将来）

市役所出先 ※必要なしが多数
幸町は遠いので市役所の分
室

行政出先機関・事
務所
行政機能

公共施設等のハ
コモノ（維持費が
かかる）

行政機関

公共施設の移転用地
公共施設の建替え場所
市の用地としてこだわる必要
はなく国・県用地との交換

国の機関誘致

複合型公共施設（生涯学習
センター、芸術文化ホー
ル、屋内こども広場を核とし
て）※既存の公共施設の統
廃合
解体せず公共施設として利
用

⑱ その他 その他 考え方に関する意見
等

必要な機能：多様な機能
（複合機能）、産学連携の場
など
必要ない機能：コストがかか
るハコモノ、すでにあるも
の、地域の雰囲気や景観に
なじまないもの

本庁舎と第二庁舎は別々の利
用をすべき
家でも学校でも職でもない居
場所がない若者の居場所

3

鳥取のこれからを創造する場
人生を豊かにできる場
移住定住先として選ばれる鳥
取市となれるような夢のある場
周辺施設もまとめて考える

1

周辺に高校が２校、県庁、
高砂屋があるので文化的な
場所
ロマンチックな場所
常に市民が行くことができ、
イベント開催も可能な、中心
市街地活性化につながる施
設
人の流れが生まれる施設
周辺地域は高齢者が多い
ため、高齢者を大切にする
ものまちづくりにつながるも
の
人が必ず行かなければなら
ないような仕掛け（例えば学
生が必ず行う必要がある手
続き）を作る
単一の施設ではなく、様々
な機能を備えた複合的、総
合的な施設

大学連携と地域連携“大学
コンソーシアム鳥取”学際国
際広場・イナバトットリ

箱物
県外資本の複合
施設
景観にそぐわない
見た目

景観を損なう大き
な建物
周辺に類似機能
があるもの
工場、変電所

対象者が限定さ
れる施設、イニ
シャルコスト、ラン
ニングコストが多
額な施設、ハコモ
ノ
大規模施設
民間企業への売
却
他にある類似施
設
空間を遮る高いビ
ル

他の都市にもある
ような鳥取市を差
別化できない施設
鳥取市の良さが損
なわれるような施
設

意見の傾向
必要な機能 必要ない機能

⑮

⑰

⑯

⑬

番号
本庁舎等跡地活用に係る機能の分類（案）

行政 行政サービス

居住

オープン
スペース

交通 駐車場機能 1011

12

178

12
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