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４-１．都市整備課題の整理 

1）総合計画と都市計画マスタープランの関係について 

○上位計画としての「第 10 次倉吉市総合計画」と「倉吉都市計画マスタープラン」との関連を整理し、都市計画

マスタープランの個別項目との関係を明確にする。 

(1) 上位計画及び関連計画からみた都市整備課題 

第４章 都市整備課題の整理 

第４章 都市整備課題の整理 

 

第 10 次 倉吉市総合計画 

地方自治法（第２条４項） 

「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための

基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない」と規定されている。 
根 拠 法 

対 象 区 域 倉吉市全域 ２７，２１５ha 

※既定のうえで総合計画は、都市計マスタープランの上位にある。 

性格（目標年次） 目標年次 １０年間（平成１８年度～平成２７年度） 

計画の性格 事業に結びついている。 
  基本構想（10 年）⇒ 基本計画（５年おき）⇒ 実施計画（毎年） 

体   系 

総合計画と都市計画マスタープランとの関係について（体系表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．廃棄物の減量と適正処理 

２．自然環境の保全 

３．景観の保全 

４．有効な土地利用の推進 

５．市街地の整備 

６．農業地域の整備 

７．森林の保全 

８．交通安全の推進 

９．防犯対策の推進 

10．災害に強いまちづくりの推進 

11．消費者の安全確保 

12．個人情報の保護と安全性・信頼性の確保 

13．道路ネットワークの充実 

14．公共交通ネットワークの充実 

15．地域情報化の推進 

16．安全で良質な水の安定供給 

17．健康づくりの推進 

18．体育・スポーツの振興 

19．障害者の自立と社会参画の促進 

20．高齢者の住み慣れた地域や家庭での自立促進

21．生活困窮者の自立支援 

22．子育て支援の充実 

23．人権尊重の確立 

24．男女共同参画社会の実現 

25．生涯学習の推進 

26．国際・地域間交流の推進 

27．義務教育の充実 

28．青少年の健全育成 

29．地域の伝統文化の継承 

30．文化・芸術活動の支援 

31．文化財の保護と活用 

32．農業の振興 

33．雇用の維持と確保 

34．商工業の振興 

35．地域資源を活用した観光の振興 

36．市民参画によるまちづくりの推進 

37．財政の健全性の確保 

38．効果的・効率的な行政体制の確立 

39．行政の情報化の推進 

40．議会運営改革の実現 

１．持続可能な循環型社会の構築 

２．自然と調和した快適空間の 
創造と総合的な土地利用の推進

３．安心して暮らせる生活環境の 

構築 

４．潤いと安らぎのある生活基盤の 
整備 

５．健やかな暮らしと安心を支える 
地域福祉の充実 

６．一人ひとりが尊重され、誰もが 

参画できる地域社会の実現 

７．豊かな個性を育む人づくりの推進 

８．魅力ある歴史・文化資源を 

活用した文化の振興 

９．市民生活と調和した力強い農業 
の振興 

10．安心を支える雇用環境づくりの 

推進 

11．地域経済を支える商工業・観光
の振興 

12．市民と協働できる新しい行政 
運営の確立 

13．行政サービスの向上と安定経営 
をめざした行財政改革の推進 

１．環境にやさしく 
快適で安全な 
まちづくり 

２．快適な暮らしと 

交流を支える 
まちづくり 

３．誰もが健やかに

いきいきと暮らせ
るまちづくり 

４．豊かな心と文化

を育む 
まちづくり 

５．地域特性を活 
かした活力ある 
まちづくり 

６．ともにつくる 

協働と交流の 
まちづくり 

人
と
自
然
と
文
化
が
つ
く
る
「
キ
ラ
リ
と
光
る
新
中
核
都
市
」

将
来
都
市
像 

まちづくりの 

基本目標 
基本的施策（政策） 施    策 
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倉吉都市計画マスタープラン 

都市計画法（第１８条の２） 

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域マスタープランに即し、当該市

町村の都市計画に関する基本方針（通称；市町村マスタープラン）を定めるものとされています。 

倉吉市域のうち、都市計画区域 ９，０４２ha （市域の３３．３％） 

目標年次 ２０年後の姿をえがく 

計画の性格 事業を規定するものではない 

①土地利用 

②都市施設の整備（道路） 

③都市施設の整備（公園・緑地） 

④都市施設の整備（下水道） 

⑤都市施設の整備（廃棄物処理施設など）

⑥市街地整備 

⑦都市環境・都市景観（景観） 

⑧都市環境・都市景観（都市防災） 

第４章 都市整備課題の整理
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2）土地利用計画図〔平成 27 年目標〕と将来道路網図 

○第 10 次倉吉市総合計画に示された土地利用計画図（平成 27 年目標）と、個別の事業構想・計画をつみあげた

将来道路網図をひとつの図にまとめる。 

○将来道路網に示される地域高規格道路※（倉吉道路など）と計画的に整備すべき道路や、土地利用、市街地誘導

との関係を明確にする必要がある。 

第４章 都市整備課題の整理 

土地利用計画 ･･･････････････ 第 10 次倉吉市総合計画より 

道路網 ･････････････････････ 平成 19 年 3 月現在、倉吉市景観まちづくり課調べ 

※地域高規格道路 北条湯原道路 

 ：北条倉吉道路、倉吉道路、福光～関金、犬挟峠道路、真庭～湯原
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第４章 都市整備課題の整理



 4-5

3）土地利用計画図〔平成 27 年目標〕と用地地域指定状況図 

○第 10 次倉吉市総合計画に示された土地利用計画図（平成 27 年目標）と、20 年度の土地利用のあるべき姿、

今後の市街化を誘導すべきエリアとの整合を図る必要がある。 

○土地利用計画上のそごを生じている地域として、①や⑤を市街化の是否を検討する必要がある。 

第４章 都市整備課題の整理 

都市計画用途地域未指定の都市地域のエリア 

①既存集落 

②西郷地区の成熟した住宅地 

③みどり町の既存住宅地 

④山林（農振から外れるが開発は困難） 

⑤今後、宅地化が予想される区域 
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第４章 都市整備課題の整理
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○本市の現状と課題を踏まえ、①広域的な位置付けから、②自然・歴史・文化から、③社会・経済から、④都市

計画指標からみた都市整備課題を整理する。 

(2) 倉吉市の現状（データ等）からみた都市整備課題 

第４章 都市整備課題の整理 

1）広域的な位置付けからみた都市整備課題 

○広域的な位置付けからみた都市整備課題として、以下の諸点があげられる。 

 ①鳥取県中部の中心都市にふさわしい都市機能の整備・拡充 

 ②周辺自治体と協調した都市施設や市街地の整備 

 ③隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景観・環境の維持・保全 

 

2）自然・歴史・文化面からみた都市整備課題 

○本市のもつ自然・歴史・文化面からみた都市整備課題として、以下の諸点があげられる。 

 ①大山の山麓景観、蒜山の眺望景観の維持・保全を図る 

②天神川流域の水質の維持・保全を図る 

③打吹玉川地区の伝統的建造物群のまちなみの維持・保全を図る 

④伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡などの史跡を活用する 

⑤関金温泉を地域資源として活用する 

⑥打吹山の自然・景観を地域資源として活用する 

 

3）社会・経済面からみた都市整備課題 

○本市のもつ社会・経済面からみた都市整備課題として、以下の諸点があげられる。 

 ①人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、定住によるコミュニティの維持を図る 

 ②人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、地域産業の活性化を図る 

 ③特に、農業による生計確保や農業の魅力づくりと都市整備との調和を図ること 

 ④定住の呼び水となる産業（工業等）の立地誘導 

 

4）都市計画指標からみた都市整備課題 

○本市の都市計画指標からみた都市計画課題として、以下の諸点があげられる。 

 ①旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域の一体化 

 ②総合計画の土地利用方針と都市計画（用途地域）の整合性確保 

 ③伝統的建築物群保存地区の保全と整備 

 ④未着手都市計画道路の見直し 

 ⑤地域高規格道路の整備に対応したネットワークの再編と土地利用の見直し 

 ⑥新住居系市街地の誘導と市街地整備の推進 

 ⑦倉吉駅周辺の交通拠点形成に合わせた市街地整備の推進 

 ⑧計画的な公園・緑地の整備 

 ⑨計画的な下水道の整備 

 ⑩計画的な供給処理施設の整備    
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第４章 都市整備課題の整理

○市民アンケート調査（平成 18 年 7 月実施）結果より、市民の「好きなところ」もしくは「改善したいところ」、

さらに「市街地整備」の重点施策より、都市整備課題として整理する 

(3) 市民アンケート結果にみる都市整備課題 

1）市民の「好きなところ（良いところ）」を機能強化するための都市整備課題 

○市民アンケート調査結果より、倉吉市民が選ぶ「倉吉市の好きなところ」は、以下のとおりである。 

１位 「９．農地や山林が残されているところ」 -------------------------- 45.4％ 

２位 「８．散歩やジョギング，サイクリングのできるところ」 ------------ 33.0％ 

３位 「１．まちなみの美しさ」 ---------------------------------------- 29.5％ 

４位 「６．歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸能，祭りなど）」 ------------- 28.9％ 

５位 「５．教育・医療・福祉・コミュニティなどの公共施設の利便性」 ---- 25.8％ 

○倉吉市民は、「好きなところ」として「農地や山林」など自然環境の良さを圧倒的に評価し、「散歩やジョギン

グなど」のレクリエーションに使えること、「まちなみの美しさ」、「歴史・文化」を高く支持している。 

○市民の「好きなところ」を機能強化するための都市整備課題として、以下の諸点をあげる。 

①農地や山林の土地利用や景観と市街地側のそれとの調和を図る 

②公園や遊歩道・サイクリングロードなど、余暇をすごすレクリエーション基盤の維持と向上を図る 

③「まちなみの美しさ」を活かした市街地や都市施設の整備を図る 

 

2）市民が「改善したいところ」を整備・改善するための都市整備課題 

○倉吉市市民が選ぶ「倉吉市で改善したいところ」は、以下のとおりである。 

１位 「２．日常の買物の利便性」 -------------------------------------- 37.9％ 

２位 「４．道路や歩道」 ---------------------------------------------- 34.2％ 

３位 「３．バスなどの公共交通機関の使いやすさ」 ---------------------- 33.2％ 

４位 「７．子どもが遊んだり、大人が憩えるところ」 -------------------- 32.9％ 

５位 「１．まちなみを美しく」 ---------------------------------------- 25.7％ 

○倉吉市民は、「改善したいところ」として「交通」に関わるものを強く意識しており、「日常の買物」、「子ども

の遊び場」、「まちなみの美化」について同様に改善を望んでいる。 

○市民が「改善したいところ」を整備・改善するための都市整備課題として、以下の諸点をあげる。 

①「日常の買物の利便性」を確保するため、市街地のコンパクト化や公共交通や「道路」網の整備などが課題

である 

②「いこい」の空間や快適な歩行空間を確保するために、公園・広場や歩道の整備が課題である 

③「まちなみを美しく」するためのルールづくりや、公共側の施設（街路樹を含む）整備が課題である 
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第４章 都市整備課題の整理 

3）重要的に取り組むべき市街地整備の項目 

○倉吉市民の「市街地整備」に対する意向は、 

１位「７．中心商店街など商業地の育成」--------------------------------- 47.4％ 

２位「５．安心して子育てできる環境づくり」----------------------------- 46.8％ 

の２点が突出して強く、半数近くの人が要望している。 

○次いで、３割程度の人が要望しているものをあげると、 

３位「９．憩いの場（公園・広場）の整備」------------------------------- 30.1％ 

４位「１．まちなみや景観の保全・整備」--------------------------------- 29.9％ 

５位「10．バスなどの利便性の向上」------------------------------------ 29.7％ 

６位「３．快適に利用できる公的な施設づくり」--------------------------- 29.1％ 

となっている。 

○以上より、「市街地整備」の重点項目として、倉吉市民は「中心商業地」、「子育て環境」を最重要視しており、次

いで「公園・緑地」、「まちなみ景観」、「公共交通の利便向上」、「公共施設の快適な利用」を望んでいるといえる。
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○第１回～第３回のまちづくり会議に出された意見を集約し、以下のように、①土地利用、②市街地整備、③道路、

④公園・緑地、⑤下水道、⑥都市景観について、整備課題を整理した。 

(4) まちづくり会議での意見にみる都市整備課題 

第４章 都市整備課題の整理 

1）土地利用上の課題 

 ①市街地としての一体感の確保 

・河北、中央、西部（一部）、南部（ごく一部）の市街地としての一体感を確保するため、計画的に土地利用

等を定める必要がある。 

 ②市街化と農業生産（農地）との調整 

・河北地域のうち上北条地区は隣町側の農地と一体化した景観（とくに麦秋）を有するため、市街化と農地

の保全との調整を明確にする必要がある。 

・西部地域の「久米ヶ原」と呼ばれるエリアは、市街地の外側にある農業生産拠点であるため、土地利用の

保全とともに、固有の景観を守り、後世に伝えていく必要がある。 

2）市街地整備上の課題 

①倉吉駅周辺の市街地整備 

・倉吉駅の交通拠点整備に合わせ，交通の利便性を活かした都市機能の誘導や、再開発的な都市基盤の再編・

整備をすすめる必要がある。 

②打吹玉川地区のまちなみ保全型の市街地整備 

・伝建保存地区に選定されている打吹玉川地区は、倉吉の歴史を伝えるまちなみ景観を保持しており、観光

と生活を両立した市街地整備を図る必要がある。 

③倉吉道路（地域高規格道路）の整備に対応した市街地の整備 

・地域高規格道路（北条湯原道路）の一部をなす倉吉道路の整備に伴い、本市の南北をつなぐ交通軸線の位

置付けの見直しと地域高規格道路のランプや沿道の土地利用を適切に誘導するための市街地整備等が必要

である。 

④郊外住宅地への適切な市街化の誘導 

・倉吉市街地の縁辺部において、土地利用のルールが担保されないまま市街化（住居系）が進んでいるエリ

アがあるため、都市計画のルールにそった適切な市街化の誘導を図る必要がある。 

3）都市計画道路整備の課題 

①長期未着手路線の見直し検討 

・都市計画道路のうち３割が未改良で、そのうちの多くが計画決定後 20 年経過してなお未着手の長期未着

手路線であるため、都市計画道路網の抜本的な見直しを図る必要がある。 

②地域高規格道路の整備に対応した道路網の形成 

・鳥取県中部を南北に横断する地域高規格道路（北条湯原道路）の整備の具体化により、地域高規格道路の効

果を最大に引き出すための、道路ネットワークの形成を図る必要がある。 
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第４章 都市整備課題の整理

4）公園・緑地整備の課題 

 ①打吹公園など基幹的な公園の配置と整備 

・地域ごとに、打吹公園など都市の基幹的な公園・緑地を適切に配置し、計画的に整備を進める必要がある。 

 ②河川敷空間の有効活用 

・公園もしくは緑地のネットワークシステムのなかに、天神川や小鴨川などの河川敷空間を含め、河川敷の

レクリエーション、緑地空間としての活用を図る必要がある。 

 ③緑の基本計画の策定 

・本市の場合、みどりの中に都市があるといっても過言ではないほど、山々の緑、農地の緑、河川敷空間の

緑、神社仏閣の緑、学校などの公共空間の緑に恵まれている。 

・これらの「緑」を系統的に位置付け、計画的に維持・保全し、公共側の「緑」空間を整備するために、「緑

の基本計画」を策定する必要がある。 

 ④身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地の整備 

・市民の公園・緑地に対するニーズとして、徒歩圏の子供の遊び場や散歩のできる公共スペースの整備を求

める声が多い。 

・そのため、地区レベルの公園・緑地を位置付け、計画的に整備をする必要がある。 

 

5）下水道整備の課題 

①市街地での下水道整備の推進 

・公共下水道の整備率が 73％と高く、河川の推進改善がホタルやしじみなどの生態系の復活に影響を及ぼし

ている。今後も、下水道整備を推進する必要がある。 

②集落地域での下水道等の整備による水質の保全 

・河川等の水質保全のための市街地だけでなく、農業集落地域での集落排水整備事業や合併浄化槽の整備を

進める必要がある。 

 

6）都市景観形成の課題 

①まちなみ景観の維持と市街地景観の創造 

・打吹地区を中心にまちなみ景観の維持・保全を図るとともに、市街地内の建築物の形態や色彩、材質など

のルールを定め、まちなみと調和した市街地景観の創造に努める必要がある。 

②大山の山すそ景観の維持・保全 

・倉吉市街地の郊外部は大山の山すそにあたり、蒜山三座と大山の雄大な景観を望む特色のある地域である。

このような固有の景観資源を後世に伝えるため、都市計画と農業振興との協調を図り、景観の維持・保全に

努める必要がある。 
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項目 
(1) 上位計画及び関連 

計画等からの視点 

(2) 倉吉市の現状データから 
の視点 

①良いところ 

１）土地利用上の課題 ・第 10 次倉吉市総合計画に
示された土地利用計画（平
成 27 年目標）と、用途地域
指定との整合、調整を図る 

・将来道路網構想と土地利
用、市街化誘導との関係の
明確化 

 

■第５次国土利用計画 

■倉吉市中心市街地活性化
計画 

■倉吉駅周辺まちづくり基本
構想 

■倉吉農業振興地域整備計
画 

■倉吉市森林整備計画 

■倉吉市農業経営基盤強化
促進基本構想 

○鳥取県中部の中心都市にふさわし
い都市機能の整備・拡充 

○隣接自治体と調和のとれた土地利
用の調整、景観・環境の維持・保
全 

○特に、農業による生計確保や農業
の魅力づくりと都市整備との調和を
図ること 

○定住の呼び水となる産業（工業等）
の導入 

○総合計画の土地利用方針と都市
計画（用途地域）の整合性確保 

○地域高規格道路の整備に対応し
たネットワークの再編と土地利用の
見直し 

○新住居系市街地の誘導と市街地
整備の推進 

○農地や山林の土地利用や景観と市
街地側のそれとの調和を図る 

２）市街地整備上の課題 ・将来道路網構想と土地利
用、市街化誘導との関係の
明確化 

 

■倉吉市中心市街地活性化
計画 

■倉吉駅周辺まちづくり基本
構想 

○鳥取県中部の中心都市にふさわし
い都市機能の整備・拡充 

○周辺自治体と協調した都市施設や
市街地の整備 

○打吹玉川地区の伝統的建造物群
保存地区の街並みの維持・保全を
図る 

○定住の呼び水となる産業（工業等）
の導入 

○新住居系市街地の誘導と市街地
整備の推進 

○倉吉駅周辺の拠点整備の推進 

○「まちなみの美しさ」を活かした市街地
や都市施設の整備を図る 

①都市計画道路整
備の課題 

・将来道路網構想と道路ネット
ワークの関係整理 

 

■倉吉駅周辺まちづくり基本
構想 

○周辺自治体と協調した都市施設や
市街地の整備 

○未着手都市計画道路の見直し 

○地域高規格道路の整備に対応し
たネットワークの再編と土地利用の
見直し 

○倉吉駅周辺の拠点整備の推進 

○「まちなみの美しさ」を活かした市街地
や都市施設の整備を図る 

②公園・緑地整備の 
課題 

■倉吉市緑化基本計画 

■倉吉市次世代育成支援行
動計画（前期） 

■生涯学習推進構想 

○伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡など
の史跡を活用する 

○計画的な公園・緑地の整備 

○公園や遊歩道・サイクリングロードな
ど、余暇をすごすレクリエーション基盤
の維持と向上を図る 

○「まちなみの美しさ」を活かした市街地
や都市施設の整備を図る 

③下水道整備の課題 ■倉吉市生活排水処理基本
計画 

■倉吉市環境基本計画 

○周辺自治体と協調した都市施設や
市街地の整備 

○天神川流域の水質の維持・保全を
図る 

○計画的な下水道の整備 

 

３） 
都 
市 
施 
設 
整 
備 
の 
課 
題 

④その他 
都市施設整備の課
題 

■倉吉市情報化推進計画 

■倉吉市テレトピア計画 

○周辺自治体と協調した都市施設や
市街地の整備 

○天神川流域の水質の維持・保全を
図る 

○計画的な供給処理施設の整備 

 

(5) 都市整備課題のまとめ（総括表） 

第４章 都市整備課題の整理 
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(3) 市民アンケート結果からの視点 

②改善したいところ 
③重点的に取り組むべき 

市街地整備 

(4) まちづくり会議での意見集約
の視点 

(5) 総括 

○「日常の買物の利便性」を確保
するため、市街地のコンパクト化
や公共交通や「道路」網の整備
などが課題である 

○中心商店街など商業地の
育成 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との
調整 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調
整 

○隣接自治体と調和のとれた土地利
用の調整、景観・環境の維持・保
全 

○定住の呼び水となる産業（工業
等）の導入 

○総合計画の土地利用方針と都市
計画（用途地域）の整合性確保 

○地域高規格道路の整備に対応し
たネットワークの再編と土地利用の
見直し 

○「日常の買物の利便性」を確保
するため、市街地のコンパクト化
や公共交通や「道路」網の整備
などが課題である 

○中心商店街など商業地の
育成 

○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○打吹玉川地区のまちなみ保全
型の市街地整備 

○倉吉道路（地域高規格道路）
の整備に対応した市街地の整
備 

○郊外住宅地への適切な市街
化の誘導 

○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○打吹玉川地区のまちなみ保全型
の市街地整備 

○倉吉道路（地域高規格道路）の
整備に対応した市街地の整備 

○郊外住宅地への適切な市街化の
誘導 

○定住の呼び水となる産業（工業
等）の導入 

○中心商店街など商業地の育成 

○「いこい」の空間や快適な歩行空
間を確保するために、公園・広
場や歩道の整備が課題である 

○「まちなみを美しく」するためのルー
ルづくりや、公共側の施設（街路
樹を含む）整備が課題である 

○安心して子育てできる環境
づくり 

○長期未着手路線の見直し検
討 

○地域高規格道路の整備に対
応した道路網の形成 

○長期未着手路線の見直し検討 

○地域高規格道路の整備に対応し
た道路網の形成 

○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○「まちなみを美しく」するためのルー
ルづくりや、公共側の施設（街路
樹を含む）整備が課題である 

○安心して子育てできる環境
づくり 

○打吹公園など基幹的な公園の
配置と整備 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場とし
ての公園・緑地の整備 

○打吹公園など基幹的な公園の配
置と整備 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての
公園・緑地の整備 

○史跡を活用した公園整備 

  ○市街地での下水道整備の推
進 

○集落地域での下水道等の整
備による水質の保全 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備に
よる水質の保全 

○天神川流域の水質の維持・保全
を図る 

 ○安心して子育てできる環境
づくり 

 ○周辺自治体と協調した都市施設
の整備 

○計画的な供給処理施設の整備 

第４章 都市整備課題の整理
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項目 
(1) 上位計画及び関連 

計画等からの視点 

(2) 倉吉市の現状データから 
の視点 

①良いところ 

４）都市景観形成の課題 ■倉吉市景観計画 ○隣接自治体と調和のとれた土地利
用の調整、景観・環境の維持・保
全 

○大山の山麓景観、蒜山の眺望景
観の維持・保全を図る 

○打吹玉川地区の伝統的建築群の
街並みの維持・保全を図る 

○打吹山の自然・景観を地域資源と
して活用する 

○公園や遊歩道・サイクリングロードな
ど、余暇をすごすレクリエーション基盤
の維持と向上を図る 

○「まちなみの美しさ」を活かした市街地
や都市施設の整備を図る 

５）歴史・文化遺産活用の 

課題 

 ○伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡など
の史跡を活用する 

○関金温泉を地域資源として活用す
る 

○伝統的建造物群保存地区の保全
と整備 

○歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸
能，祭りなど） 

６）その他の都市整備課題 ■倉吉市環境基本計画 

■倉吉市地域防災計画 

■倉吉市情報化推進計画 

■倉吉市テレトピア計画 

○鳥取県中部の中心都市にふさわし
い都市機能の整備・拡充 

○人口の減少と高齢化が同時に進
行するなかで、定住によるコミュニテ
ィの維持を図る 

○人口の減少と高齢化が同時に進
行するなかで、地域産業の活性化
を図る 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計
画区域の一体化 

 

第４章 都市整備課題の整理 
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(3) 市民アンケート結果からの視点 

②改善したいところ 
③重点的に取り組むべき 

市街地整備 

(4) まちづくり会議での意見集約
の視点 

(5) 総括 

○「まちなみを美しく」するためのルー
ルづくりや、公共側の施設（街路
樹を含む）整備が課題である 

 ○まちなみ景観の維持と市街地
景観の創造 

○大山の山すそ景観の維持・保
全 

○まちなみ景観の維持と市街地景観
の創造 

○大山の山すそ景観の維持・保全 

○「まちなみを美しく」するためのルール
づくり 

○隣接自治体と調和のとれた土地利
用の調整、景観・環境の維持・保
全 

○打吹玉川地区の伝統的建築群の
街並みの維持・保全 

   ○史跡を活用した公園整備 

○関金温泉を地域資源として活用す
る 

○伝統的建築物群保存地区の保
全と整備 

   ○鳥取県中部の中心都市にふさわし
い都市機能の整備・拡充 

○人口の減少と高齢化が同時に進
行するなかで、定住によるコミュニテ
ィの維持を図る 

○人口の減少と高齢化が同時に進
行するなかで、地域産業の活性化
を図る 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計
画区域の一体化 

 

第４章 都市整備課題の整理
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＜凡例＞ 

 
土地利用 

市街地整備 

都市計画道路整備 

公園・緑地整備 

下水道整備 

その他都市施設整備 

全体に関わる項目 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景観・環境の維持・保全 

○定住の呼び水となる産業（工業等）の立地誘導 

○定住の呼び水となる産業（工業等）の立地誘導 

○長期未着手路線の見直し検討 

○地域高規格道路の整備に対応した道路網の形成 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地の整備 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での生活排水処理施設等の整備による水質の保全 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

○計画的な供給処理施設の整備 

第４章 都市整備課題の整理 

(6) 総括図 
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第４章 都市整備課題の整理



 4-19

 

 

 

 

項目 倉吉市の都市整備課題 (1) 河北地域の整備課題 

１）土地利用上の課題 ○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調整 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調
整、景観・環境の維持・保全 

○定住の呼び水となる産業（工業等）の導入 

○総合計画の土地利用方針と都市計画（用途
地域）の整合性確保 

○地域高規格道路の整備に対応したネットワー
クの再編と土地利用の見直し 

○市街地としての一体感の確保 

○市街地のコンパクト化 

○総合計画の土地利用方針と都市計画（用途地
域）の整合性確保 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景
観・環境の維持・保全 

２）市街地整備上の課題 ○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○打吹玉川地区のまちなみ保全型の市街地整
備 

○倉吉道路（地域高規格道路）の整備に対応
した市街地の整備 

○郊外住宅地への適切な市街化の誘導 

○定住の呼び水となる産業（工業等）の導入 

○中心商店街など商業地の育成 

○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○中心商店街など商業地の育成 

○市街地のコンパクト化 

①都市計画道路整備の課題 ○長期未着手路線の見直し検討 

○地域高規格道路の整備に対応した道路網の
形成 

○倉吉駅周辺の交通拠点整備 

○長期未着手路線の見直し検討 

○「いこい」の空間や快適な歩行空間を確保するた
め歩道の整備 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備

②公園・緑地整備の 
課題 

○打吹公園など基幹的な公園の配置と整備 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地
の整備 

○史跡を活用した公園整備 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地の
整備 

③下水道整備の課題 ○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備による水質の
保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備による水質の保
全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る

３） 
都 
市 
施 
設 
整 
備 
の 
課 
題 

④その他 
都市施設整備の課題 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

○計画的な供給処理施設の整備 
○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

４）都市景観形成の課題 ○まちなみ景観の維持と市街地景観の創造 

○大山の山すそ景観の維持・保全 

○「まちなみを美しく」するためのルールづくり 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調
整、景観・環境の維持・保全 

○打吹玉川地区の伝統的建築群の街並みの
維持・保全 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景
観・環境の維持・保全 

５）歴史・文化遺産活用の課題 ○史跡を活用した公園整備 

○関金温泉を地域資源として活用する 

○伝統的建造物群保存地区の保全と整備 

○歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸能，祭りなど）

６）その他の都市整備課題 ○鳥取県中部の中心都市にふさわしい都市機
能の整備・拡充 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなか
で、定住によるコミュニティの維持を図る 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなか
で、地域産業の活性化を図る 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域の
一体化 

○公共交通や「道路」網の整備 

○鳥取県中部の中心都市にふさわしい都市機能
の整備・拡充 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、
定住によるコミュニティの維持を図る 

第４章 都市整備課題の整理 

４-２．地域別課題の整理 
(1) 都市整備課題を受けた地域別の整備課題（総括表） 
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(2) 中央地域の整備課題 (3) 西部地域の整備課題 (4) 南部地域の整備課題 

○市街地としての一体感の確保 

○市街地のコンパクト化 

 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調整 

○定住の呼び水となる産業（工業等）の導入

○地域高規格道路の整備に対応したネット
ワークの再編と土地利用の見直し 

○総合計画の土地利用方針と都市計画
（用途地域）の整合性確保 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調
整、景観・環境の維持・保全 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調整 

○総合計画の土地利用方針と都市計画（用
途地域）の整合性確保 

○地域高規格道路の整備に対応したネットワー
クの再編と土地利用の見直し 

○新住居系市街地の誘導と市街地整備の推
進 

○打吹玉川地区のまちなみ保全型の市街
地整備 

○中心商店街など商業地の育成 

○市街地のコンパクト化 

○倉吉道路（地域高規格道路）の整備に対
応した市街地の整備 

○倉吉道路（地域高規格道路）の整備に対応
した市街地の整備 

○郊外住宅地への適切な市街化の誘導 

○長期未着手路線の見直し検討 

○「いこい」の空間や快適な歩行空間を確
保するため歩道の整備 

○長期未着手路線の見直し検討 

○地域高規格道路の整備に対応した道路
網の形成 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備

○長期未着手路線の見直し検討 

○地域高規格道路の整備に対応した道路網
の形成 

○基幹的な公園の配置と整備 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・
緑地の整備 

○伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡などの史跡
活用 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○公園や遊歩道・サイクリングロードなど、余
暇をすごすレクリエーション基盤の維持と向

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○公園や遊歩道・サイクリングロードなど、余暇
をすごすレクリエーション基盤の維持と向上 

○市街地での下水道整備の推進 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備による水
質の保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備による水質の
保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 ○周辺自治体と協調した都市施設の整備 ○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

○「まちなみを美しく」するためのルールづくり

○打吹玉川地区の伝統的建築群の街並
みの維持・保全 

○打吹山の自然・景観を地域資源として
活用 

○まちなみ景観の維持と市街地景観の創造

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調
整、景観・環境の維持・保全 

○大山の山麓景観、蒜山の眺望景観の維持・
保全 

○歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸能，
祭りなど） 

○伝統的建築物群保存地区の保全と整備 

○歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸能，祭
りなど） 

○伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡などの史跡
活用 

○歴史や文化（史跡，名勝，伝統芸能，祭りな
ど） 

○関金温泉の地域資源としての活用 

○公共交通や「道路」網の整備 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区
域の一体化 

○人口の減少と高齢化が同時に進行する
なかで、定住によるコミュニティの維持を
図る 

○公共交通や「道路」網の整備 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域
の一体化 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するな
かで、定住によるコミュニティの維持を図る 

○公共交通や「道路」網の整備 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域の
一体化 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなか
で、定住によるコミュニティの維持を図る 

 

第４章 都市整備課題の整理
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第４章 都市整備課題の整理 

(2) 河北地域の整備課題 

 

◎人が行き交うまちづくり 
・コンパクトな交通拠点のまち 
・農地の保全により景観や生態系を守るまち 
・落ち着いた住宅地のまち、住む人の主体的な
まちづくり 

キキキャャャッッッチチチフフフレレレーーーズズズ（（（まままちちちづづづくくくりりり会会会議議議ののの意意意見見見））） 

つながりを強化する道路づくり 

地域全体に関わる整備課題 

【土地利用上の課題】 

○市街地としての一体感の確保 

【都市計画道路整備の課題】 

○長期未着手路線の見直し検討 

○「いこい」の空間や快適な歩行空間を確保するため

歩道の整備 

【公園・緑地整備の課題】 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地の整備

【下水道整備の課題】 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での生活排水処理施設等の整備による

水質の保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る 

【その他都市施設整備の課題】 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

【都市景観形成の課題】 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景

観・環境の維持・保全 

【その他の都市整備課題】 

○公共交通や「道路」網の整備 

○鳥取県中部の中心都市にふさわしい都市機能の整

備・拡充 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、定

住によるコミュニティの維持を図る 

隣接自治体と調和のとれた土地利用の

調整、景観・環境の維持・保全 

例）麦秋の景観 

河川敷空間の有効活用 

中心商店街など 

商業地の育成 
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第４章 都市整備課題の整理

駅の橋上化 

若者のまち 

学生のまち 

倉吉駅は「まち」の顔 

高齢者にやさしいまち 

大学と連携したまちづくり 

（大学生の住むまち） 

落ち着いた住宅地 

元気にいきいき暮らすまち 

倉吉駅周辺の交通拠点整備 

市街地のコンパクト化 

総合計画の土地利用方針と都市計

画（用途地域）の整合性確保 
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第４章 都市整備課題の整理 

(3) 中央地域の整備課題 

 

思いやり・助け合いの心を育むまち 

安心・安全のまち 

コンパクトなまちづくり 

より効率的なまちづくり 

つながりを強化する道路づくり 

懐かしさを感じるまち 

古いまちをきれいに見せる 

変わっていない良さ 

打吹公園など基幹的な公園

の配置と整備 

打吹山の自然・景観を地域 

資源として活用 

キキキャャャッッッチチチフフフレレレーーーズズズ（（（まままちちちづづづくくくりりり会会会議議議ののの意意意見見見）））

◎懐かしさと季節を感じるまちづくり 
・打吹山の自然や景観を活かした「緑の環境」
づくり 

・打吹玉川地区のまちなみを活かした観光まち
づくり 

・日常生活が地域内で完結するコンパクトなまち

（生活空間拠点）づくり 
打吹玉川地区のまちなみ保全型

の市街地整備 

中心商店街など商業地の育成 

打吹玉川地区の伝統的建造群保

存地区の街並みの維持・保全 

伝統的建造物群保存地区の 

保全と整備 
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第４章 都市整備課題の整理

地域内で日常の用事がすむまち 

つながりを強化する道路づくり 

市街地のコンパクト化 

地域全体に関わる整備課題 

【土地利用上の課題】 

○市街地としての一体感の確保 

【都市計画道路整備の課題】 

○長期未着手路線の見直し検討 

○「いこい」の空間や快適な歩行空間を確保するため歩道の整備

【公園・緑地整備の課題】 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○身近な遊び場・いこいの場としての公園・緑地の整備 

【下水道整備の課題】 

○市街地での下水道整備の推進 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る 

【その他都市施設整備の課題】 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

【都市景観形成の課題】 

○「まちなみを美しく」するためのルールづくり 

【その他の都市整備課題】 

○公共交通や「道路」網の整備 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域の一体化 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、定住によるコミ

ュニティの維持を図る 
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第４章 都市整備課題の整理 

(4) 西部地域の整備課題 

 

地域全体に関わる整備課題 

【土地利用上の課題】 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調整 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景観・環

境の維持・保全 

【都市計画道路整備の課題】 

○長期未着手路線の見直し検討 

【公園・緑地整備の課題】 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○公園や遊歩道・サイクリングロードなど、余暇をすごすレクリ

エーション基盤の維持と向上 

【下水道整備の課題】 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での生活排水処理施設等の整備による水質の

保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る 

【その他都市施設整備の課題】 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

【都市景観形成の課題】 

○まちなみ景観の維持と市街地景観の創造 

○隣接自治体と調和のとれた土地利用の調整、景観・環

境の維持・保全 

【その他の都市整備課題】 

○公共交通や「道路」網の整備 

○旧倉吉市、旧関金町の各都市計画区域の一体化 

○人口の減少と高齢化が同時に進行するなかで、定住によ

るコミュニティの維持を図る 

環境の維持と保全 

集落排水や下水道の整備

今ある景観を壊さない 

景観の保全 

地域の独自性を活かしたまちづくり 地域の特性を全体に展開する 

久米ヶ原の一部 

⇒景観を保全していくべき 

景観を観光（例：久米ヶ原）にいかす 

国庁の森を残す 

歴史的遺産を大切にする 

キキキャャャッッッチチチフフフレレレーーーズズズ（（（まままちちちづづづくくくりりり会会会議議議ののの意意意見見見）））

◎歴史と田園環境を活かしたまちづくり 
・農業を続けられる地域づくり 
・歴史，文化を大切にする地域づくり 
・大山の景観を活かした地域づくり 

地域高規格道路の整備に対応したネットワ

ークの再編と土地利用の見直し 

倉吉道路（地域高規格道路）の整備に対

応した市街地の整備 

伯耆国分寺跡や伯耆国庁跡 

などの史跡活用 
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第４章 都市整備課題の整理

農業で食べられるようにしたい 農業地域への建設制限への配慮農業が続けられる地域づくり 

西部と南部が合同で議論できればいいと思う 

地域の特性を全体に展開する 

高規格道路だけでなく、それにアクセスする道路が 

出来れば渋滞緩和につながる 

隣接する南部地域との交流の活性化（地域間交流） 

←道路整備（高規格道路）が必要 

地域の特性を全体に展開する 

定住の呼び水となる産業（工業等）の導入 

地域高規格道路の整備に対応した道

路網の形成 
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第４章 都市整備課題の整理 

(5) 南部地域の整備課題 

 

歴史・文化を核にしたまちづくり 

歴史的に古いものがある 

蒜山の景観 

地産地消（全市的取り組み） 

若い人を雇用できるような地域づくり

若い人の定住 

西部との係わり合い 

地域間のつながり 

温泉のイメージ 名水のイメージ 

若い人を雇用できるような湯の里づくり 

温泉を地域産業に活用する 

福祉の里づくり 

地域全体に関わる整備課題 

【土地利用上の課題】 

○市街地としての一体感の確保 

○市街化と農業生産（農地）との調整 

【都市計画道路整備の課題】 

○郊外住宅地への適切な市街化の誘導 

【公園・緑地整備の課題】 

○長期未着手路線の見直し検討 

【下水道整備の課題】 

○河川敷空間の有効活用 

○緑の基本計画の策定 

○公園や遊歩道・サイクリングロードなど、余暇をすごすレクリエーショ

ン基盤の維持と向上 

【その他都市施設整備の課題】 

○市街地での下水道整備の推進 

○集落地域での下水道等の整備による水質の保全 

○天神川流域の水質の維持・保全を図る 

【都市景観形成の課題】 

○周辺自治体と協調した都市施設の整備 

【その他の都市整備課題】 

○大山の山麓景観、蒜山の眺望景観の維持・保全 

キキキャャャッッッチチチフフフレレレーーーズズズ（（（まままちちちづづづくくくりりり会会会議議議ののの意意意見見見）））

◎温泉と名水のある豊な環境を活かしたまちづくり
・ゆったりとした時間を過ごす里 
・新たな交通軸の形成（地域高規格道路） 
・蒜山・東大山の景観や山里の自然を活かした「緑の
環境」づくり 

総合計画の土地利用方針と都市計画

（用途地域）の整合性確保 

新住居系市街地の誘導と市街地整備

の推進 

 キキキャャャッッッチチチフフフレレレーーーズズズ（（（まままちちちづづづくくくりりり会会会議議議ののの意意意見見見）））

◎温泉と名水のある豊かな環境を活かしたまちづくり
・ゆったりとした時間を過ごす里 
・新たな交通軸の形成（地域高規格道路） 
・蒜山・東大山の景観や山里の自然を活かした「緑の環境」
づくり 



 4-28

 

 

 

 

 

第４章 都市整備課題の整理

西方面（米子）からの外来者に案内しづらい道路網になっている 

ゆったり感 

ゆったりとした時間を過ごす里 

定住・U ターン 

市街地としての一体感をつくる 

工業系土地利用の見直し

住宅地化 

地域高規格道路の整備に対

応したネットワークの再編と土

地利用の見直し 

地域高規格道路の整備に対

応した道路網の形成 

関金温泉の地域資源としての活用 

倉吉道路（地域高規格道路）の 

整備に対応した市街地の整備 

地域間のつながり 

必要な道路を整備する 

地域間のつながり 
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