
別 紙 

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）～（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）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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

地域情報拠点施設運営事

業（喜八プロジェクト） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

多目的交流スペース整備

事業 

（高次都市施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

図書館・美術館バリアフリ

ー整備事業 

（バリアフリー環境整備

事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

図書館増築事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

旧二中校舎撤去事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

公会堂耐震改修事業 

（地域生活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 米子市 【位置付け】 ●支援措置  

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）～（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）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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

地域情報拠点施設運営事

業（喜八プロジェクト） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

多目的交流スペース整備

事業 

（高次都市施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

図書館・美術館バリアフリ

ー整備事業 

（バリアフリー環境整備

事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

図書館増築事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

旧二中校舎撤去事業 

（地域創造支援事業） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

公会堂耐震改修事業 

（地域生活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 米子市 【位置付け】 ●支援措置  
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公会堂劣化改修事業 

（地域創造支援事業） 

●内容 

耐震補強に併せ躯体や屋

根の防水劣化部の改修ほ

か。 

●実施時期 

平成24～25年度 

半世紀以上にわたり、中心市街

地のランドマークとして市民に

親しまれてきた施設を今後も、

永く市民活動の拠点となるよう

整備するとともに、にぎわいを

生み出す拠点とする。 

【必要性】 

「人が集い賑わうまちをつく

る」「歴史や文化、自然に触れ

合えるまちをつくる」「住みた

くなるまちをつくる」目標を達

成するため必要。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（米子市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

平成 24～25 年

度 

 

 

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）～（３） 略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

中心市街地の情報発信拠

点施設整備事業（中海テレ

ビ放送センタービル） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

短期型チャレンジショッ

プ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

新規商業参入者支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

商店街にぎわい復活「市」

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 

公会堂劣化改修事業 

（地域創造支援事業） 

●内容 

耐震補強に併せ躯体や屋

根の防水劣化部の改修。 

 

●実施時期 

平成24～25年度 

半世紀以上にわたり、中心市街

地のランドマークとして市民に

親しまれてきた施設を今後も、

永く市民活動の拠点となるよう

整備するとともに、にぎわいを

生み出す拠点とする。 

【必要性】 

「人が集い賑わうまちをつく

る」「歴史や文化、自然に触れ

合えるまちをつくる」「住みた

くなるまちをつくる」目標を達

成するため必要。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業（米子市

中心市街地地

区）） 

●実施時期 

平成 24～25 年

度 

 

 

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）～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

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 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

中心市街地の情報発信拠

点施設整備事業（中海テレ

ビ放送センタービル） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

短期型チャレンジショッ

プ事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

新規商業参入者支援事業 

（略） 

（略） （略） (略) （略） 

●事業名 

商店街にぎわい復活「市」

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 （略） （略） （略） （略） 
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元町パティオ管理運営事

業 

（略） 

●事業名 

空き店舗情報発信事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

紺屋町周辺下水道整備事

業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

米子駅前地区活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

ローズセントラルビル運

営事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

地域優良店チャレンジ出

店事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

文化イベント情報発信事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

下町観光ガイド 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

もっと知りたい米子城事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

地域の魅力再発見事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

信事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

加茂川・中海遊覧の運航 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

笑い通り商業環境整備事

業 

笑い通り商

店街振興組

合 

【位置付け】 

商店街の安心・安全性を高め、

今後“水と緑と光のネットワー

  

元町パティオ管理運営事

業 

（略） 

●事業名 

空き店舗情報発信事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

紺屋町周辺下水道整備事

業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

米子駅前地区活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

ローズセントラルビル運

営事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

地域優良店チャレンジ出

店事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

文化イベント情報発信事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

下町観光ガイド 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

もっと知りたい米子城事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

地域の魅力再発見事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地活性化情報発

信事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

加茂川・中海遊覧の運航 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

笑い通り商業環境整備事
業（アーケード撤去） 

笑い通り商

店街振興組

合 

【位置付け】 

商店街の安心・安全性を高め、

今後“水と緑と光のネットワー
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●内容 

老朽化した笑い通り商店

街のアーケードを撤去し、

引き続き路面整備等、一体

的に環境整備を実施する

事業 

・延長 約70ｍ 

・設置 昭和47年 

●実施時期 

平成25年度 

ク”を基本コンセプトに、商店

街の魅力と集客力を高める環境

整備事業を進めるための事業と

して位置付け。 

【必要性】 

「人が集い賑わうまちをつく

る」目標を達成するため必要。 

●事業名 

彫刻ロードなど案内板設

置事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

レンタサイクル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

（仮）レンタサイクル茶屋

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子コンベンションセン

ター管理運営事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

コンベンション開催支援

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

交流のまちづくり推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

パブリックアート事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

蔵連携による市民ギャラ

リー事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地情報提供事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

鳥取大学医学部構内の開

放 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 （再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●内容 

老朽化した笑い通り商店

街のアーケードを撤去す

る事業 

・延長 約70ｍ 

・設置 昭和47年 

●実施時期 

平成25年度 

 

 ク”を基本コンセプトに、商店 

街の魅力と集客力を高める環境

整備事業を進めるための事業と

して位置付け。 

【必要性】 

「人が集い賑わうまちをつく

る」目標を達成するため必要。 

  

●事業名 

彫刻ロードなど案内板設

置事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

レンタサイクル事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

（仮）レンタサイクル茶屋

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子コンベンションセン

ター管理運営事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

コンベンション開催支援

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

交流のまちづくり推進事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

パブリックアート事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

蔵連携による市民ギャラ

リー事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地情報提供事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

鳥取大学医学部構内の開

放 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 （再掲） （再掲） （再掲） （再掲）
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鳥取大学医学部まちなか

サテライトキャンパス事

業 

●事業名 

鳥取環境大学西部サテラ

イトキャンパス連携活用

事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

西部総合事務所駐車場の

夜間・休日の開放 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子港再生プロジェクト

構想策定事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

にぎわいトライアングル

ゾーン構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

よなごコンテンツビジネ

スパーク開発構想策定事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

「四日市駐車場」複合開発

事業の調査研究 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

公共空間活用オープンカ

フェ事業の調査研究 

（略） 

（略） （略） （略） （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）～（４）略 

鳥取大学医学部まちなか

サテライトキャンパス事

業 

●事業名 

鳥取環境大学西部サテラ

イトキャンパス連携活用

事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

西部総合事務所駐車場の

夜間・休日の開放 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

米子港再生プロジェクト

構想策定事業 

（再掲） （再掲） （再掲） （再掲）

●事業名 

にぎわいトライアングル

ゾーン構築事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

よなごコンテンツビジネ

スパーク開発構想策定事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

「四日市駐車場」複合開発

事業の調査研究 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

公共空間活用オープンカ

フェ事業の調査研究 

（略） 

（略） （略） （略） （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）～（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（サービス付き高齢者
向け住宅まちなか） 

笑い通り商業環境整備事業 

 

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

新規商業参入者支援事業

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 

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 

○○○

笑い通り商業環境整備事業 
（アーケード撤去） 

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（サービス付き高齢者
向け住宅まちなか） 
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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】 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 
（サービス付き高齢者向け住宅
まちなか）） 

笑い通り商業環

境整備事業 

法勝寺町商業環境整備事業 

紺屋町周辺下水道整備事業 

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

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

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 

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 

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 

（ｱｰｹｰﾄﾞ撤去）（路面等整備）

元町通り空き店舗活用事業

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 

（こうやまち壱号館） 

笑い通り商業環

境整備事業（ｱｰｹｰ

ﾄﾞ撤去） 

やらいや米子･平成ﾙﾈｯｻﾝｽ事業 
（サービス付き高齢者向け住宅
まちなか）） 
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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）① 略 

（２）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 24年度総会） 

・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 

 

平成 24年 10月 23日 

第１２回協議会 
・基本計画の変更について（意見照会） 

平成 25年 1月 23日 

第１３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 

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）① 略 

（２）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 
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・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 7月 2日 

第１４回協議会 
・基本計画の変更について（意見照会） 

平成 25年 9月 30日 

第１５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 2月 24日 

第１６回協議会 
・基本計画の変更について（意見照会） 

（２）③ 略 

［３］略 

［４］略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

［４］略 

 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

 

12．認定基準に適合していることの説明 

 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）③ 略 

［３］略 

［４］略 

 

10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

［４］略 

 

11．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］略 

［２］略 

［３］略 

 

12．認定基準に適合していることの説明 

 略 

 

 


