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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 略 

（３） 略 

（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］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（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］略 

（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 

まちなか居住支援事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

（略） （略） 

 

 

 

 

●事業名 

歩道のバリアフリー化 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

やらいや米子・平成ルネッ

サンス事業（こうやまち壱

号館） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

やらいや米子・平成ルネッ 

サンス事業（こうやまち弐 

まちなか弐

号館特定目

的会社 

【位置付け】 

にぎわいトライアングルゾーン

内の低未利用地を活用したまち 

●支援措置 

街なか居住再

生ファンド 

 

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 略 

（３）略 

（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］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（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］略 

（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 

まちなか居住支援事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） 

 

 

 

 

（略） （略） 

 

 

 

 

●事業名 

歩道のバリアフリー化 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

やらいやよなご・平成ルネ

ッサンス事業（こうやまち

壱号館） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 
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号館） 

●内容 

高齢者専用賃貸住宅を核

とした複合施設の開発 

・ＲＣ造５階建て 

・延床面積2313.46㎡ 

・高齢者専用賃貸住宅 

・57戸 

・通所介護事業所を併設 

●実施時期 

平成24～25年度 

 なか居住の推進とにぎわい再生

を図る。 

【必要性】 

「住みたくなるまちをつくる」

目標を達成するため必要。 

●実施時期 

平成 24～25 年 

度 

 

（２）② 略 

（３）略 

（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その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（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］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）② 略 

（３）略 

（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その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（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］略 

（１）略 

（２）① 略 

（２）② 略 

（３）略 

（４）略 
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4 から 8 までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

＜ 中心市街地の区域内で行うその他の事業 ＞ 
 

中心市街地活性化協議会の運営 鳥取大学医学部まちなかｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ事業 

下町観光ガイド        蔵連携による市民ギャラリー事業 

加茂川･中海遊覧の運航     文化イベント情報発信事業 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催支援事業     レンタサイクル事業 

情報発信事業         まちなか散策情報発信事業 

まちの案内看板設置事業    歩道のバリアフリー化 

環境美化推進事業       バリアフリー基本構想策定事業 

まちなか居住支援事業     共同建替え等促進事業 

移住定住相談窓口の設置    住宅リフォーム相談窓口の設置 

まちなかサービス事業     にぎわいトライアングルゾーン構築事業 

もっと知りたい米子城事業   地域の魅力再発見事業 

中心市街地活性化情報発信事業 よなごｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ開発構想策定事業 

米子駅前簡易駐車場管理運営事業 

史跡米子城跡整備事業 

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ管理運営事業 

今井書店錦町店多目的交流空間運営 

古代雛展示事業 

中海ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

交流のまちづくり推進事業 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄ事業 

彫刻ﾛｰﾄﾞなど案内板設置事業 

旧加茂川･寺町周辺街なみ環境整備事業 

にぎわいのある商店街づくり事業 

喜八プロジェクト

万能町及び米子駅前 
地下駐車場管理運営事業

街路米子駅陰田線整備事業

パブリックアート事業 

元町パティオ管理運営事業

民間ﾏﾝｼｮﾝ建設 

米子駅前地区活性化事業 

法勝寺町商業環境整備事業 

紺屋町周辺下水道整備事業

ﾛｰｽﾞｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ運営事業

笑い庵進化再生事業

三連蔵ショップ＆ギャラリー事業 

伯耆の国よなご文化創造計画
との連携ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ

米子港再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構想策定事業 

米子港再生事業検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 

生鮮食料品店出店事業

(仮)レンタサイクル茶屋事業

だんだんバスの運行 

街路車尾大谷町線整備事業

商店街にぎわい復活｢市」開催事業 

西部総合事務所駐車場の
夜間･休日の開放 

鳥取大学医学部構内の開放 

米子駅バリアフリー化推進事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 

四日市町大型店舗再活用事業 

四日市駐車場複合
開発事業の調査研究

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業 
短期型ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業 

地域優良店チャレンジ出店事業

公共空間活用ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ事業の調査研究 

図書館・美術館整備事業 
多目的交流ｽﾍﾟｰｽ整備事業 
図書館・美術館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備事業 
図書館増築事業 
旧二中校舎撤去事業 

介護ｻー ﾋ゙ ｽ付共同住宅事業(㈱ミシマ) 

介護ｻー ﾋ゙ ｽ付共同住宅事業(あるまち) 

元町通り商業環境整備事業
（アーケード撤去）（路面整備等）

元町通り空き店舗活用事業

いきいきケアホーム灘町事業 

公会堂改修事業 
公会堂耐震改修事業
公会堂劣化改修事業

鳥取環境大学西部ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝ
ﾊﾟｽ連携活用事業 

中心市街地の情報発信拠点
施設整備事業（中海ﾃﾚﾋﾞ放
送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ） 

ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ再活用事業 

新規商業参入者支援事業 

凡 例 

 
事業実施箇所及び事業名 
(ただし、   は商店街を
対象に行う事業を示す。） 

 だんだんバス路線 

 彫刻ロード 

 中心市街地の区域 

     商店街 

○○○ 

やらいや米子・平成ﾙﾈｯｻﾝｽ
事業（こうやまち壱号館）

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ
事業（こうやまち弐号館）

 

4 から 8 までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

＜ 中心市街地の区域内で行うその他の事業 ＞ 
 

中心市街地活性化協議会の運営 鳥取大学医学部まちなかｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ事業 

下町観光ガイド        蔵連携による市民ギャラリー事業 

加茂川･中海遊覧の運航     文化イベント情報発信事業 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ開催支援事業     レンタサイクル事業 

情報発信事業         まちなか散策情報発信事業 

まちの案内看板設置事業    歩道のバリアフリー化 

環境美化推進事業       バリアフリー基本構想策定事業 

まちなか居住支援事業     共同建替え等促進事業 

移住定住相談窓口の設置    住宅リフォーム相談窓口の設置 

まちなかサービス事業     にぎわいトライアングルゾーン構築事業 

もっと知りたい米子城事業   地域の魅力再発見事業 

中心市街地活性化情報発信事業 よなごｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ開発構想策定事業 

米子駅前簡易駐車場管理運営事業 

史跡米子城跡整備事業

米子ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ管理運営事業

今井書店錦町店多目的交流空間運営 

古代雛展示事業 

中海ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

交流のまちづくり推進事業

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄ事業

彫刻ﾛｰﾄﾞなど案内板設置事業

旧加茂川･寺町周辺街なみ環境整備事業

にぎわいのある商店街づくり事業 

喜八プロジェクト

万能町及び米子駅前 
地下駐車場管理運営事業

街路米子駅陰田線整備事業

パブリックアート事業 

元町パティオ管理運営事業

民間ﾏﾝｼｮﾝ建設

米子駅前地区活性化事業 

法勝寺町商業環境整備事業 

紺屋町周辺下水道整備事業

ﾛｰｽﾞｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ運営事業

笑い庵進化再生事業

三連蔵ショップ＆ギャラリー事業 

伯耆の国よなご文化創造計画
との連携ﾌ゚ ﾛｼ゙ ｪｸﾄ 

米子港再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ構想策定事業 

米子港再生事業検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 

生鮮食料品店出店事業

(仮)レンタサイクル茶屋事業

だんだんバスの運行

街路車尾大谷町線整備事業

商店街にぎわい復活｢市」開催事業

西部総合事務所駐車場の
夜間･休日の開放 

鳥取大学医学部構内の開放

米子駅バリアフリー化推進事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業

四日市町大型店舗再活用事業 

四日市駐車場複合
開発事業の調査研究

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業
短期型ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業 

地域優良店チャレンジ出店事業

公共空間活用ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ事業の調査研究 

図書館・美術館整備事業
多目的交流ｽﾍﾟｰｽ整備事業 
図書館・美術館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備事業
図書館増築事業 
旧二中校舎撤去事業 

介護ｻー ﾋ゙ ｽ付共同住宅事業(㈱ミシマ)

介護ｻー ﾋ゙ ｽ付共同住宅事業(あるまち) 

元町通り商業環境整備事業
（アーケード撤去）（路面整備等）

元町通り空き店舗活用事業

いきいきケアホーム灘町事業

公会堂改修事業 
公会堂耐震改修事業
公会堂劣化改修事業

鳥取環境大学西部ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝ
ﾊﾟｽ連携活用事業 

中心市街地の情報発信拠点
施設整備事業（中海ﾃﾚﾋﾞ放
送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ） 

ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ再活用事業 

新規商業参入者支援事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ
事業（こうやまち壱号館）

凡 例 

 
事業実施箇所及び事業名 
(ただし、   は商店街を
対象に行う事業を示す。） 

 だんだんバス路線 

 彫刻ロード 

 中心市街地の区域 

    商店街 

○○○ 
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事業等の実施箇所【にぎわいトライアングルゾーン】 

法勝寺町商業環境整備事業 

紺屋町周辺下水道整備事業 

三連蔵ｼｮｯﾌ゚ ＆ｷ゙ ｬﾗﾘー 事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業

四日市町大型店舗再活用事業

古代雛展示事業 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業 

 短期型ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業

＜にぎわいトライアングルゾーンで行うその他の事業＞ 

文化ｲﾍﾞﾝﾄ情報発信事業 

にぎわいﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙｿﾞｰﾝ構築事業 

鳥取大学医学部まちなかｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ事業 

多目的交流ｽﾍﾟｰｽ整備事業 

図書館・美術館整備事業 

図書館・美術館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備事業 

 図書館増築事業 

旧二中校舎撤去事業 

よなごｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ開発構想策定事業 

＜ 商店街の区域内で行うその他の事業 ＞ 

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｣開催事業 

新規商業参入者支援事業 

凡 例 

 事業実施箇所 

 事業名 

 トライアングルゾーン 

 だんだんバス路線 

    商店街 

○○ 

髙島屋 

やよい 

歴史館 

公会堂 

美術館 

国合同庁舎 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄ事業 

図書館 

市役所 

公共空間活用ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ

事業の調査研究 

地域優良店ﾁｬﾚﾝｼﾞ出店事業 

笑い庵進化再生事業

元町ﾊﾟﾃｨｵ管理運営事業

喜八ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

四日市駐車場複合開発事業の調査研究 

ﾛｰｽﾞｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ運営事業

伯耆の国よなご文化創造
計画との連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

蔵連携による市民 

ｷﾞｬﾗﾘｰ事業 

元町通り商業環境整備事業 

（ｱｰｹｰﾄﾞ撤去）（路面等整備）

元町通り空き店舗活用事業

公会堂改修事業 

公会堂耐震改修事業 

公会堂劣化改修事業 

ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ再活用事業 

中心市街地の情報発信拠点

施設整備事業（中海ﾃﾚﾋﾞ放

送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ） 

鳥取環境大学西部ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝ
ﾊﾟｽ連携活用事業 

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 

（こうやまち壱号館） 

介護ｻｰﾋﾞｽ付共同住宅事

業（あるまち） 

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 
（こうやまち弐号館） 

事業等の実施箇所【にぎわいトライアングルゾーン】 

法勝寺町商業環境整備事業 

紺屋町周辺下水道整備事業 

三連蔵ｼｮｯﾌ゚ ＆ｷ゙ ｬﾗﾘー 事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業

四日市町大型店舗再活用事業

古代雛展示事業

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業 

 短期型ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業

＜にぎわいトライアングルゾーンで行うその他の事業＞ 

文化ｲﾍﾞﾝﾄ情報発信事業 

にぎわいﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙｿﾞｰﾝ構築事業 

鳥取大学医学部まちなかｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽ事業 

多目的交流ｽﾍﾟｰｽ整備事業 

図書館・美術館整備事業 

図書館・美術館ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ整備事業 

 図書館増築事業 

旧二中校舎撤去事業 

よなごｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ開発構想策定事業 

＜ 商店街の区域内で行うその他の事業 ＞ 

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｣開催事業 

新規商業参入者支援事業 

凡 例 

 事業実施箇所 

 事業名 

 トライアングルゾーン 

 だんだんバス路線 

    商店街 

○○ 

髙島屋 

やよい 

歴史館

公会堂

美術館

国合同庁舎

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｱｰﾄ事業

図書館

市役所

公共空間活用ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ

事業の調査研究 

地域優良店ﾁｬﾚﾝｼﾞ出店事

笑い庵進化再生事業

元町ﾊﾟﾃｨｵ管理運営事業

喜八ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

四日市駐車場複合開発事業の調査研究 

ﾛｰｽﾞｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ運営事業

伯耆の国よなご文化創造
計画との連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

蔵連携による市民 

ｷﾞｬﾗﾘｰ事業 

元町通り商業環境整備事業 

（ｱｰｹｰﾄﾞ撤去）（路面等整備）

元町通り空き店舗活用事業

公会堂改修事業 

公会堂耐震改修事業

公会堂劣化改修事業

ｱﾙﾌｧﾋﾞﾙ再活用事業 

中心市街地の情報発信拠点

施設整備事業（中海ﾃﾚﾋﾞ放

送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ） 

鳥取環境大学西部ｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝ
ﾊﾟｽ連携活用事業 

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 

（こうやまち壱号館） 

介護ｻｰﾋﾞｽ付共同住宅事

業（あるまち） 


