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ｈ米子市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

（仮称）米子駅南北自由

通路（自由通路）整備事

業 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～32年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区をバリアフリー化

に配慮した自由通路で連絡し、

駅南広場を整備することによ

り、歩行者等の安全性・利便性

の向上や駅周辺の活性化を図

る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●支援措置① 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度  

 

●支援措置② 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

●実施時期 

平成 28 年度～

32 年度 

(再掲 8) 

 

●事業名 

米子駅目久美町線（駅南

広場）整備事業 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路整備に併せ、駅南広

場の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～32年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区をバリアフリー化

に配慮した自由通路で連絡し、

駅南広場を整備することによ

り、歩行者等の安全性・利便性

の向上や駅周辺の活性化を図

る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●支援措置① 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度 

 

●支援措置② 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

●実施時期 

平成 28 年度～

32 年度 

(再掲 8) 

 

●事業名 

久米町末広町通り線整備

事業 

●内容 

老築化した米子駅前地下

駐車場を整備するととも

米子市 【位置付け】 

米子駅前地下駐車場及び北側

の駅前広場のバリアフリー化

を行なうことにより、駅周辺事

業と一体的となった都市交通

の円滑化、交通結節点の機能強

●支援措置 

防災・安全交付

金（道路事業）

●実施時期 

平成 28 年度 

(再掲 8) 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

（仮称）米子駅南北自由

通路（自由通路）整備事

業 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～31年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区を自由通路で連絡

し、駅南広場を整備することに

より、歩行者等の利便性の向上

や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

 

 

 

 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

31 年度 

(再掲 8) 

●事業名 

米子駅目久美町線（駅南

広場）整備事業 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路整備に併せ、駅南広

場の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～31年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区を自由通路で連絡

し、駅南広場を整備することに

より、歩行者等の利便性の向上

や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

 

 

 

 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

31 年度 

(再掲 8) 

●事業名 

米子駅境線ほか２（駅北

広場）整備事業 

●内容 

老築化した米子駅前地下

駐車場を整備するととも

米子市 【位置付け】 

米子駅前地下駐車場及び北側

の駅前広場のバリアフリー化

を行なうことにより、駅周辺事

業と一体的となった都市交通

の円滑化、交通結節点の機能強

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

(再掲 8) 

 

平成28年

度以降は

（道路事

業）に変
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に北側の駅前広場のバリ

アフリー化を行う事業 

●実施時期 

平成27年度～30年度 

化を図り、歩行者等の利便性の

向上や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●事業名 

歩道のバリアフリー化事

業（市道中町灘町橋線） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（４）略 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４） 略 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４） 略 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案

内士育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業   

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

商都米子再興戦略・キッ

ズサポート施設整備事業 

 

●内容 

米子高島屋東館の空床ス

㈱米子高島

屋 

【位置付け】 

角盤町商店街エリアでは「子育

て支援」を街づくりのコンセプ

トに位置付けており、当該施設

等を整備することにより、商店

街エリアの商業機能の強化を

●支援措置 

地域・まちなか

商業活性化支

援事業（中心市

街地再興戦略

事業）のうち先

 

に北側の駅前広場のバリ

アフリー化を行う事業 

●実施時期 

平成27年度～29年度 

化を図り、歩行者等の利便性の

向上や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

29 年度 更を検討

●事業名 

歩道のバリアフリー化事

業（市道中町灘町橋線）

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）～（４）略 

 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４）略 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４） 

 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士

育成等事業その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

商都米子再興戦略・キッ

ズサポート施設整備事業

●内容 

米子高島屋東館の空床ス

ペースを改装し、子ども

㈱米子高島

屋 

【位置付け】 

角盤町商店街エリアでは「子育

て支援」を街づくりのコンセプ

トに位置付けており、当該施設

等を整備することにより、商店

街エリアの商業機能の強化を

●支援措置 

中心市街地再

興戦略事業費

補助金（先導

的・実証的事

業） 
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ペースを改装し、子ども

の遊びを通じた知育・体

育プログラムを提供する

施設の整備、子育て中の

人のニーズが満たせる子

育てカフェ（ママカフェ）

の設置、育児グッズや育

児玩具を集積した売場の

新設、地元のケーブルテ

レビ局と連携したスタジ

オの開設など整備を行

う。 

●実施時期 

平成28年度～ 

図り、来街者や親子・家族のコ

ミュニティ増進の機能を担う。

併せて、行政との連携により、

近接する米子市公会堂前庭の

芝生広場でのイベント開催、図

書館・美術館と連携した子ども

図書コーナーの設置や子ども

向けの創作教室の開催など、ま

ちなかライフスタイルの楽し

さを提供するとともに、隣接地

で行なわれる商業施設整備事

業との連携により、広域からの

集客と回遊を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」の目

標を達成するため必要。 

導的・実証的事

業 

 

●実施時期 

平成 28 年度 

●事業名 

商都米子再興戦略・商業

施設整備事業 

●内容 

子ども連れでも気軽に飲

食等ができ、米子高島屋

が整備を予定しているキ

ッズサポート施設との相

乗効果が期待できる商業

施設の整備 

●実施時期 

平成28年度～   

㈱ﾘｻ・ｸﾘｴｲ

ﾃｨﾌﾞ ﾌﾟﾛ

ﾀﾞｸﾂ 

【位置付け】 

米子髙島屋が取組むキッズサ

ポート施設整備との機能分担

を図り、公会堂・図書館・美術

館とも連動させることで文化

と商業が融合する中心市街地

ならではの集客・回遊ゾーンを

形成し、角盤町及び四日市町エ

リアの連携を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」の目

標を達成するため必要。 

●支援措置 

地域・まちなか

商業活性化支 

援事業（中心市

街地再興戦略

事業）のうち先

導的・実証的事

業 

 

●実施時期 

平成 28 年度～

 

●事業名 

にぎわいのある商店街づ

くり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

商業活動新規参入支援事

業（チャレンジショップ

事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

信事業（まちなかなぅ事

業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

（略） （略） （略） （略） 

の遊びを通じた知育・体

育プログラムを提供する

施設の整備、子育て中の

人のニーズが満たせる子

育てカフェ（ママカフェ）

の設置、育児グッズや育

児玩具を集積した売場の

新設、地元のケーブルテ

レビ局と連携したスタジ

オの開設など整備を行

う。 

●実施時期 

平成28年度～ 

図り、来街者や親子・家族のコ

ミュニティ増進の機能を担う。

併せて、行政との連携により、

近接する米子市公会堂前庭の

芝生広場でのイベント開催、図

書館・美術館と連携した子ども

図書コーナーの設置や子ども

向けの創作教室の開催など、ま

ちなかライフスタイルの楽し

さを提供するとともに、隣接地

で行なわれる商業施設整備事

業との連携により、広域からの

集客と回遊を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」の目

標を達成するため必要。 

 

●実施時期 

平成 28 年度 

●事業名 

商都米子再興戦略・商業

施設整備事業 

●内容 

子ども連れでも気軽に飲

食等ができ、米子高島屋

が整備を予定しているキ

ッズサポート施設との相

乗効果が期待できる商業

施設の整備 

●実施時期 

平成28年度～   

㈱ﾘｻ・ｸﾘｴｲ

ﾃｨﾌﾞ ﾌﾟﾛ

ﾀﾞｸﾂ 

【位置付け】 

米子髙島屋が取組むキッズサ

ポート施設整備との機能分担

を図り、公会堂・図書館・美術

館とも連動させることで文化

と商業が融合する中心市街地

ならではの集客・回遊ゾーンを

形成し、角盤町及び四日市町エ

リアの連携を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」の目

標を達成するため必要。 

●支援措置 

中心市街地再

興戦略事業費

補助金（先導

的・実証的事

業） 

 

●実施時期 

平成 28 年度～

 

●事業名 

にぎわいのある商店街づ

くり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

商業活動新規参入支援事

業（チャレンジショップ

事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

信事業（まちなかなぅ事

業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

（略） （略） （略） （略） 
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信事業（まちなかモニタ

ーツアー） 

（略） 

●事業名 

米子がいな祭り 

 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子桜まつり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）② ～（４）略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

（仮称）米子駅南北自由

通路（自由通路）整備事

業（再掲） 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～32年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区をバリアフリー化

に配慮した自由通路で連絡し、

駅南広場を整備することによ

り、歩行者等の安全性・利便性

の向上や駅周辺の活性化を図

る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●支援措置① 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度  

 

●支援措置② 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

●実施時期 

平成 28 年度～

32 年度 

(再掲 4) 

 

●事業名 

米子駅目久美町線（駅南

広場）整備事業（再掲） 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路整備に併せ、駅南広

場の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～32年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区をバリアフリー化

に配慮した自由通路で連絡し、

駅南広場を整備することによ

り、歩行者等の安全性・利便性

の向上や駅周辺の活性化を図

る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

●支援措置① 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度 

 

●支援措置② 

防災・安全交付

金（道路事業

（街路）） 

(再掲 4) 

 

信事業（まちなかモニタ

ーツアー） 

（略） 

●事業名 

米子がいな祭り 

 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子桜まつり 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）② ～（４）略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

（仮称）米子駅南北自由

通路（自由通路）整備事

業（再掲） 

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～31年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区を自由通路で連絡

し、駅南広場を整備することに

より、歩行者等の利便性の向上

や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

 

 

 

 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

31 年度 

(再掲 4) 

●事業名 

米子駅目久美町線（駅南

広場）整備事業（再掲）

●内容 

米子駅の南北を結ぶ自由

通路整備に併せ、駅南広

場の整備を行う事業 

●実施時期 

平成26年度～31年度 

米子市 【位置付け】 

鉄道で分断されている米子駅

の南北地区を自由通路で連絡

し、駅南広場を整備することに

より、歩行者等の利便性の向上

や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

31 年度 

(再掲 4) 
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るため必要。 ●実施時期 

平成 28 年度～

32 年度 

●事業名 

久米町末広町通り線整備

事業（再掲） 

●内容 

老築化した米子駅前地下

駐車場を整備するととも

に北側の駅前広場のバリ

アフリー化を行う事業 

●実施時期 

平成27年度～30年度 

米子市 【位置付け】 

米子駅前地下駐車場及び北側

の駅前広場のバリアフリー化

を行なうことにより、駅周辺事

業と一体的となった都市交通

の円滑化、交通結節点の機能強

化を図り、歩行者等の利便性の

向上や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●支援措置 

防災・安全交付

金（道路事業）

●実施時期 

平成 28 年度 

(再掲 4) 

（３）～（４）略 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

米子駅境線ほか２（駅北

広場）整備事業（再掲）

●内容 

老築化した米子駅前地下

駐車場を整備するととも

に北側の駅前広場のバリ

アフリー化を行う事業 

●実施時期 

平成27年度～29年度 

米子市 【位置付け】 

米子駅前地下駐車場及び北側

の駅前広場のバリアフリー化

を行なうことにより、駅周辺事

業と一体的となった都市交通

の円滑化、交通結節点の機能強

化を図り、歩行者等の利便性の

向上や駅周辺の活性化を図る。 

【必要性】 

「人が集いにぎわうまち」「住

みたくなるまち」の目標達成す

るため必要。 

●支援措置 

社会資本整備

総合交付金（道

路事業（街路））

●実施時期 

平成 27 年度～

29 年度 

(再掲 4) 

（３）～（４）略 
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  だんだんバス運行事業 

4 から 8 までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

○○○

 
凡例 

 

 

 

 

 

※ 赤字：新規事業  青字：継続事業（Ｈ26 以降の新規） 黒字：継続事業 

＜全市又は中心市街地の区域で行うその他の事業＞ 

◆市街地の整備改善のための事業 

・交通バリアフリー推進事業 

◆街なか居住の推進のための事業 

・移住定住推進事業（お試し住宅） 

・超小型モビリティ導入実証実験事業 

・中心市街地空きビル等調査事業 

・小規模保育所設置促進補助事業 

・まちなか空家活用プロジェクト 

・空き家見守りサービス事業  

・加茂川を美しくする運動連絡協議会清掃活動 

・高齢者地域コミュニティ支援事業 

・移住定住窓口の設置 

◆都市機能福利施設整備のための事業 

・もっと知りたい米子城事業 

・よなご 88 探宝会 

・米子の町家・町並み保存再生プロジェクト 

 

 

 

◆商業活性化のための事業 

・よなごまちなかコミュニティ活性化支援事業 

・地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業 

・情報通信及び事務管理関連企業立地促進補助 

・創業された方応援します事業 

・地域おこし協力隊活用事業 

・まちなかデベロッパー事業 

・今日、どこ行こう？乗る人すべてに感動を！ 

まちなかを風を感じながら走ろうよ事業 

・まちなかビジネス支援事業  

・YONAGO WONDER 情報発信事業 

・コンベンション開催支援事業 

・米子市中心市街地総合情報発信事業 

・中心市街地活性化情報発信事業 

（まちなかなぅ事業、まちなかモニターツアー） 

・米子下町観光ガイド 

・魅力ある商店街づくり事業 

・米子がいな祭り 

：市街地の整備改善 

 
：都市福利施設整備に関する事業 

：街なか居住推進に関する事業 

：商業活性化に関する事業 
：公共交通施設整備に関する事業 

：だんだんバス路線 

：中心市街地の区域（196ha）
：商店街 

：彫刻ロード 

：事業実施箇所及び事業名 
 （ただし、    は商店街を対象に行う事業）

加茂川・中海遊覧の運航 

米子城跡整備事業 
(旧史跡米子城跡整備事業) 

にぎわいのある商店街づくり事業 

商店街にぎわい復活｢市」開催支援事業 

民間共同住宅建設事業 

まちなか「小路」案内板設置事業 

米子のまち小路めぐりマップ作成 

歩道のバリアフリー化事業 

（市道中町灘町橋線） 

山陰歴史館整備事業 

美術館創作・交流広場利用

促進事業 

新生米子市立図書館の運営 

ＥＶカーシェア事業 

民間共同住宅建設事業 

公会堂利用促進事業

商都米子再興戦略・商業施設整事

業 

商都米子再興戦略・キッズサポー

ト施設整備事業 

ローズセントラルビル運営事業 

商業活動新規参入支援事業 
（チャレンジショップ事業） 

元町パティオ広場管理事業 

空き家活用プロジェクトわだや小路事業

レンタサイクル事業 

コンベンション誘致促進事業 

米子駅前簡易駐車場管理運営事業

(仮称)米子駅南北自由通路(自
由通路)整備事業 
 
米子駅目久美町線(駅南広場)
整備事業 

駐車場管理運営事業
（万能町及び米子駅
前地下駐車場） 

久米町末広町通り線整備事業

駐輪場管理運営事業（米

子駅前地下駐車場） 

交流のまちづくり推進事業（米子市
男女共同参画センター運営事業） 

米子桜まつり 

彫刻を生かしたまちづくりプロジェクト

米子駅及び周辺地区活性化検討会 

小規模保育所整備事業 

空きビル活用プロジェクト「米子 

専門大店ビル整備」調査研究事業

 だんだんバス運行事業 

4 から 8 までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

○○○

凡例 

 

 

 

 

 

※ 赤字：新規事業  青字：継続事業（Ｈ26 以降の新規） 黒字：継続事業 

＜全市又は中心市街地の区域で行うその他の事業＞ 

◆市街地の整備改善のための事業 

・交通バリアフリー推進事業 

◆街なか居住の推進のための事業 

・移住定住推進事業（お試し住宅） 

・超小型モビリティ導入実証実験事業 

・中心市街地空きビル等調査事業 

・小規模保育所設置促進補助事業 

・まちなか空家活用プロジェクト 

・空き家見守りサービス事業  

・加茂川を美しくする運動連絡協議会清掃活動 

・高齢者地域コミュニティ支援事業 

・移住定住窓口の設置 

◆都市機能福利施設整備のための事業 

・もっと知りたい米子城事業 

・よなご 88 探宝会 

・米子の町家・町並み保存再生プロジェクト 

 

 

 

◆商業活性化のための事業 

・よなごまちなかコミュニティ活性化支援事業 

・地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業 

・情報通信及び事務管理関連企業立地促進補助 

・創業された方応援します事業 

・地域おこし協力隊活用事業 

・まちなかデベロッパー事業 

・今日、どこ行こう？乗る人すべてに感動を！ 

まちなかを風を感じながら走ろうよ事業 

・まちなかビジネス支援事業  

・YONAGO WONDER 情報発信事業 

・コンベンション開催支援事業 

・米子市中心市街地総合情報発信事業 

・中心市街地活性化情報発信事業 

（まちなかなぅ事業、まちなかモニターツアー） 

・米子下町観光ガイド 

・魅力ある商店街づくり事業 

・米子がいな祭り 

：市街地の整備改善 

 
：都市福利施設整備に関する事業 

：街なか居住推進に関する事業 

：商業活性化に関する事業 
：公共交通施設整備に関する事業 

：だんだんバス路線

：中心市街地の区域（196ha）
：商店街

：彫刻ロード

：事業実施箇所及び事業名 
 （ただし、    は商店街を対象に行う事業）

加茂川・中海遊覧の運航 

米子城跡整備事業 
(旧史跡米子城跡整備事業)

にぎわいのある商店街づくり事業 

商店街にぎわい復活｢市」開催支援事業 

民間共同住宅建設事業 

まちなか「小路」案内板設置事業

米子のまち小路めぐりマップ作成

歩道のバリアフリー化事業 

（市道中町灘町橋線） 

山陰歴史館整備事業 

美術館創作・交流広場利用

促進事業 

新生米子市立図書館の運営 

ＥＶカーシェア事業

民間共同住宅建設事業 

公会堂利用促進事業

商都米子再興戦略・商業施設整事

業 

商都米子再興戦略・キッズサポー

ト施設整備事業 

ローズセントラルビル運営事業 

商業活動新規参入支援事業 
（チャレンジショップ事業） 

元町パティオ広場管理事業 

空き家活用プロジェクトわだや小路事業

レンタサイクル事業 

コンベンション誘致促進事業 

米子駅前簡易駐車場管理運営事業

(仮称)米子駅南北自由通路(自
由通路)整備事業 
 
米子駅目久美町線(駅南広場)
整備事業 

駐車場管理運営事業
（万能町及び米子駅
前地下駐車場） 

米子駅境線ほか２（駅北広場）

整備事業 

駐輪場管理運営事業（米

子駅前地下駐車場） 

交流のまちづくり推進事業（米子市
男女共同参画センター運営事業）

米子桜まつり 

彫刻を生かしたまちづくりプロジェクト

米子駅及び周辺地区活性化検討会 

小規模保育所整備事業 

空きビル活用プロジェクト「米子 

専門大店ビル整備」調査研究事業
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変  更  後 変  更  前 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］略 

 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 

① 略 

 

② 開催状況について 

◆ 米子市中心市街地活性化協議会の開催状況 

開催日時 検 討 議 題 等 

平成 19 年 12 月 21 日 

第 1回協議会 

（協議会の設立総会） 

・規約制定、組織体制の決定（タウンマネージャーの選任） 

・事業計画、収支予算の決定 

平成 20 年 2 月 21 日 

第 2回協議会 

・協議会設立以降の事務局の動きについて 

・四日市町エリアの活性化の方向性検討結果について 

・米子市新基本計画案に基づく民間事業案(第一次プラン)について

・米子市新基本計画認定へのスケジュールについて 

平成 20 年 4 月 11 日 

第 3回協議会 

（平成 20 年度総会） 

・平成 19 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 20 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・規約の一部改正 

・タウンマネージャー設置要領承認の件 

平成 20 年 7 月 28 日 

第 4回協議会 
・基本計画（素案）に対する意見について 

平成 21 年 5月 15 日 

第 5回協議会 

（平成 21 年度総会） 

・平成 20 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 21 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・監事選任について 

平成 22 年 1月 21 日 

第 6回協議会 

・基本計画の変更について 

・平成 21 年度事業の進行状況及び現状報告 

・米子市行政事業の状況と次年度の予定について 

平成 22 年 5月 19 日 

第 7回協議会 

（平成 22 年度総会） 

・平成 21 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 22 年度事業計画案及び収支予算の決定 

 

平成 23 年 1月 18 日 

第 8回協議会 

・平成 23 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・基本計画の変更について 

・平成 22 年度事業の進行状況及び現状報告 

平成 23 年 5月 25 日 

第 9回協議会 

（平成 23 年度総会） 

・平成 22 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 23 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・基本計画の変更について 

平成 24 年 2月 1 日 

第 10 回協議会 

・平成 24 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・基本計画の変更について 

・基本計画の進捗状況について 

平成 24 年度 5月 29 日 

第 11 回協議会 

・平成 23 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 24 年度事業計画案及び収支予算の決定 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

 

［１］略 

 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

 

① 略 

 

② 開催状況について 

◆ 米子市中心市街地活性化協議会の開催状況 

開催日時 検 討 議 題 等 

平成 19 年 12 月 21 日 

第 1回協議会 

（協議会の設立総会） 

・規約制定、組織体制の決定（タウンマネージャーの選任） 

・事業計画、収支予算の決定 

平成 20 年 2 月 21 日 

第 2回協議会 

・協議会設立以降の事務局の動きについて 

・四日市町エリアの活性化の方向性検討結果について 

・米子市新基本計画案に基づく民間事業案(第一次プラン)について

・米子市新基本計画認定へのスケジュールについて 

平成 20 年 4 月 11 日 

第 3回協議会 

（平成 20 年度総会） 

・平成 19 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 20 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・規約の一部改正 

・タウンマネージャー設置要領承認の件 

平成 20 年 7 月 28 日 

第 4回協議会 
・基本計画（素案）に対する意見について 

平成 21 年 5月 15 日 

第 5回協議会 

（平成 21 年度総会） 

・平成 20 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 21 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・監事選任について 

平成 22 年 1月 21 日 

第 6回協議会 

・基本計画の変更について 

・平成 21 年度事業の進行状況及び現状報告 

・米子市行政事業の状況と次年度の予定について 

平成 22 年 5月 19 日 

第 7回協議会 

（平成 22 年度総会） 

・平成 21 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 22 年度事業計画案及び収支予算の決定 

 

平成 23 年 1月 18 日 

第 8回協議会 

・平成 23 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・基本計画の変更について 

・平成 22 年度事業の進行状況及び現状報告 

平成 23 年 5月 25 日 

第 9回協議会 

（平成 23 年度総会） 

・平成 22 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 23 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・基本計画の変更について 

平成 24 年 2月 1 日 

第 10 回協議会 

・平成 24 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・基本計画の変更について 

・基本計画の進捗状況について 

平成 24 年度 5月 29 日 

第 11 回協議会 

・平成 23 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 24 年度事業計画案及び収支予算の決定 
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（平成 24 年度総会）  

平成 25 年 1月 23 日 

第 12 回協議会 

・平成 24 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

進捗状況について 

・基本計画の変更について 

・平成 25 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・今後の米子市中心市街地活性化の方向性について 

平成 25 年 9月 30 日 

第 13 回協議会 

（平成 25 年度総会） 

・平成 24 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 25 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・監事選任について 

平成 26 年 8月 28 日 

第 14 回協議会 

(平成 26 年度総会) 

・平成 25 年度事業報告及び収支決算書の承認 

・平成 26 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・米子市中心市街地活性化基本計画の実施状況及び第 2期基本計画

について 

平成 27 年 8月 31 日 

第 15 回協議会 

(平成 26 年度総会) 

・平成 26 年度事業報告及び収支決算書の承認 

・平成 27 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・国への認定申請に向けた米子市中心市街地活性化基本計画の策定

状況及び同基本計画に対する協議会意見について 

平成 28 年 1月 26 日 

第 16 回協議会 

・特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定申請について 

・基本計画の変更について 

 

 

 

③ 略 

④ 略 

［３］略 

 

 

 

 

（平成 24 年度総会）  

平成 25 年 1月 23 日 

第 12 回協議会 

・平成 24 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

進捗状況について 

・基本計画の変更について 

・平成 25 年度経済産業省戦略的中心市街地商業等活性化支援事業

申請予定事業について 

・今後の米子市中心市街地活性化の方向性について 

平成 25 年 9月 30 日 

第 13 回協議会 

（平成 25 年度総会） 

・平成 24 年度事業報告及び収支決算の承認 

・平成 25 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・監事選任について 

平成 26 年 8月 28 日 

第 14 回協議会 

(平成 26 年度総会) 

・平成 25 年度事業報告及び収支決算書の承認 

・平成 26 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・米子市中心市街地活性化基本計画の実施状況及び第 2期基本計画

について 

平成 27 年 8月 31 日 

第 15 回協議会 

(平成 26 年度総会) 

・平成 26 年度事業報告及び収支決算書の承認 

・平成 27 年度事業計画案及び収支予算の決定 

・国への認定申請に向けた米子市中心市街地活性化基本計画の策定

状況及び同基本計画に対する協議会意見について 

新規追加 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

③ 略 

④ 略 

［３］略 

 


