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○平成 17 年 3 月 22 日、倉吉市、関金町が合併し、新・倉吉市が発足した。合併に伴い、地域全体で資源施設

を共有し、地域間の連携、交流を推進し利便性の高い都市基盤の整備、強化が求められている。 

○本市では、第 10 次倉吉市総合計画との整合を図りつつ、無秩序な開発を抑止し、計画あるまちづくりを推進す

るため、市の都市構造に関する基礎資料を分析し、住民意向を踏まえ、都市構造・将来市街地像及び地域レベル

で 20 年後の将来あるべき姿やまちづくりの方針を描く「倉吉都市計画マスタープラン」を策定することを目的

とする。 

【検討委員会の進め方】 

 

平成１８年度 

時  期 内  容 決定事項 

第１回 

平成 18 年 

9 月 29 日 

○都市計画マスタープランの検
討の枠組みの承認 

○アンケート結果の報告 

□検討の枠組み 

□検討スケジュール 

□地域区分 

第２回 

平成 19 年 
2 月 19 日 

○まちづくり会議（ワークショップ）
の中間報告 

◆まちづくり会議のプロセスについての意見 

◆まちづくり会議中間報告での意見等の妥
当性についての意見 

平成１９年度 

第３回 

平成 19 年 
8月6日 

○都市整備課題及び地域別整
備課題 

○都市の将来像（案） 

○「まちづくり提言書（案）」の報告  

◆都市の将来像に対する意見 

 

第４回 

平成 20 年 
1月21日 

○「まちづくり提言書」の報告 

○全体構想（案）及び地域別構
想（案）の検討 

○マスタープラン素案の検討 

◆全体構想に対する意見 

◆地域別構想に対する意見 

第５回 

平成 20 年 
2 月 26 日 

○マスタープラン案の検討及び承認 □倉吉都市計画マスタープラン案の承認 

※□は決定事項、◆は審議事項

第１章 目的 

１-１．目的 

第１章 目的 

１-２．進め方 
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【まちづくり会議（ワークショップ）の進め方】 

時  期 内  容 成 果 （アウトプット）

第１回 

10 月 14 日(土) 

〔全体会〕 

○市民アンケートの報告 

○地域特性の整理 

○都市整備課題と対応の仕方 

□都市全体の都市整備課題図 

□地域別の都市整備課題とまちづくり 
方向（コメント。４班での成果） 

第２回 

11 月 11 日（土） 
11 月 12 日（日） 

〔地域集会〕 

○地域別の都市整備課題 
（土地利用、都市施設、都市環境、社会環境に分解）

○地域レベルの「こうあったらいいなぁ」を検討 

□地域別の都市整備課題図 

□地域別のこうあったらいいなぁ！マップ 

□まちづくりのキーワードは？ 

第３回 

1 月 20 日（土） 
1 月 21 日（日） 

〔地域集会〕 

○地域別の「地域づくりの方針」 

○地域別のキャッチフレーズ 

○全体方針に対するイメージ 

□地域別の意見整理 

□地域別の地域づくりの方針 

□地域別のキャッチフレーズ（案） 

平成１９年度 

第４回 

5 月 19 日（土） 
 

〔全体会〕 

○バスハイクの実施（現地見学会） 

○地域別のまちづくり提言の報告と全体の調整 

○全体方針（案）の提示と意見交換 

□全体方針（案） 

第５回 

7 月 7 日（土） 
7 月 8 日（日） 

〔地域集会〕 

○まちづくり提言書（案）に対する意見（地域・全体） 

□まちづくり提言書（案）（地域・全体） 

第６回 

9 月 9 日（日） 

〔全体会〕 

○まちづくり提言書（まとめ） 

□まちづくり提言書 

 

    公 表  

平成１８年度 

第１章 目的

※地域集会は、倉吉市を 4 つの地域に分けて実施

○ 河北地域(上北条、上井、西郷) 
○ 中央地域(上灘、成徳、明倫) 
○ 西部地域(灘手、社、北谷、高城) 
○ 南部地域(小鴨、上小鴨、関金) 
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第１章 目的

１-３．都市計画マスタープランの体系図 

まちづくり提言書 
 

懐かしさと季節を感じるまちづくり 中央地域 

第 10 次倉吉市総合計画 

◆◇将来都市像◇◆ 

人人人ととと自自自然然然ととと文文文化化化がががつつつくくくるるる   
「「「キキキラララリリリととと光光光るるる新新新中中中核核核都都都市市市」」」   

都市の現況 
 

倉吉の都市整備課題 

全体構想 

○○○土土土地地地利利利用用用ののの方方方針針針   
・自然や田園を守る 
・都市・集落での生活環境の形成 
・都市と田園との共生 

○○○都都都市市市施施施設設設ののの整整整備備備方方方針針針   
（交通体系） 

・交流都市の基盤形成 
・市街地 2 核の調和的発展 

（公園・緑地） 
・自然・田園の活用 
・都市生活の質を向上させる 

（下水道・河川） 
・自然や田園を守り、都市・集落生活との共生をめざす 

○○○市市市街街街地地地整整整備備備方方方針針針   
・鳥取県中部の中核にふさわしい拠点をつくる 
・歴史・文化と生活環境の調和した市街地形成 
・交流を支える道路の整備に対応した市街地形成 

○○○都都都市市市景景景観観観・・・都都都市市市環環環境境境ののの整整整備備備方方方針針針   
・生活環境と調和した景観の保全 
・共につくる安全・安心の都市 

都市の将来像 

 都市づくりの基本理念 

 

 

都市全体の整備方向 

・倉吉駅周辺の整備と中心商業の活性化 

・打吹玉川地区の保全と生活環境の整備 

・倉吉パークスクエア周辺の拠点整備 

・地域高規格道路の整備に対応した道路網の再編 

・「倉吉人のくらし」に対応した生活空間の整備      

・関金温泉などの地域資源を活かした地域づくり 

将来人口の想定 

平成３７年における目標人口 

将来都市構造 

・市街地内の２つの拠点（倉吉駅周辺・打吹玉川地区）

の整備・充実 

・各地域の特色を活かした拠点をその地域の整備方針に

沿って整備・誘導 

・地域高規格道路の整備の進展に伴い、骨格となる 

道路網の再編・整備 

・各地域の整備による将来都市構造の実現 

５５５０００，，，８８８００００００人人人   

倉吉は鳥取県中部の中核都市として、人々の行き交う交流拠点の形成を目指すため、

生活と文化、自然や田園環境を大切にし、市民が協力しながら交流拠点の整備と、

生活空間の整備によるまちづくりを進めることを希望します。 

倉 吉 市 全 体  

河北地域 人が行き交うまちづくり 

歴史と田園環境を活かしたまちづくり 西部地域 

温泉と名水のある豊かな環境を活かしたまちづくり 南部地域 

地域別構想 

 

１．地域の概況 
(1)位置・地勢 
(2)人口の動向 

２．地域の現況と課題 
(1)土地利用 
(2)交通施設 
(3)公園・緑地 
(4)その他の都市施設 
(5)都市景観・都市環境 
(6)その他 
(7)市民アンケート結果 

３．地域づくりの方針 
(1)地域づくりの目標 
(2)地域住民によるまちづくりの提言 
(3)地域づくりの方針 

１）土地利用 
２）交通施設 
３）公園・緑地 
４）その他の都市施設 
５）都市景観・都市環境 
６）その他 

河北地域 西部地域中央地域 南部地域

各地域の 

現況・課題図 

地域づくり方針図

第 10 次総合計画における目標
（平成 17 年人口は 52,592 人）

自自自然然然・・・田田田園園園ととと都都都市市市・・・集集集落落落生生生活活活ののの   
共共共生生生をををめめめざざざすすす交交交流流流拠拠拠点点点   

・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 

・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 
・集落地域での汚水処理施設等 
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 

河北：・都市と田園の調整 

・倉吉駅周辺の交通拠点整備 

中央：・歴史的まちなみと生活環境との調整 

・観光拠点に対応した市街地整備 

西部：・都市と田園の調整 

・地域高規格道路の整備に対応した市街地整備 

・歴史公園を活かした地域づくりと景観の保全 

南部：・都市と田園の調整 

・地域高規格道路の整備に対応した市街地整備 

・関金温泉を活かした観光拠点の形成と景観の保全 

各地域の地域整備課題 


