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環境基本計画を取り巻く動向調査 

1. 環境に関わる世界の動向 

2030アジェンダ及び持続可能な開発目標（SDGs） 

⚫ 平成 27（2015）年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェ

ンダ（2030アジェンダ）」は、平成 27（2015）年までを対象期間とする「ミレニアム開

発目標（MDGs）」に代わる新たな持続可能な開発のための国際的な指針となるもので、

平成 28（2016）年から 2030年までの、人間、地球及び繁栄のための国際社会共通の行

動計画。 

⚫ 日本政府は、わが国の現状を踏まえた SDGsの実施指針を平成 28（2016）年 12月に決

定し、2030 アジェンダに掲げられている 5つのＰ（People（人間）、 Planet（地球）、

Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnership（パートナーシップ））に対応する日本

の 8 つの優先課題を掲げています。環境面においては、エネルギー、気候変動対策、循

環型社会、生物多様性、森林、海洋等の環境保全など、幅広く取組を推進することとな

っています。 

 
出典）国際連合広報センター ホームページ 

図 1 持続可能な開発目標（SDGs）の 17のゴールのロゴ 

表 1 日本の 8つの優先課題 

People 
1 あらゆる人々の活躍の推進 

2 健康・長寿の達成 

Prosperity 
3 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

4 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

Planet 
5 省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会 

6 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

Peace 7 平和と安全・安心社会の実現 

Partnership 8 SDGs実施推進の体制と手段 

出典）日本持続可能な開発目標（SDGs）実施指針（外務省） 
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パリ協定 

⚫ 平成 9（1997）年に合意された、先進各国に法的拘束力のある排出削減目標を規定する

「京都議定書」の第二約束期間（平成 25（2013）年～令和 2（2020）年）の終了を見据

え、「京都議定書」に代わる新たな枠組みを構築するため、平成 27（2015）年にフラン

ス・パリで行われた第 21回締約国会議（COP 21）において、令和 2（2020）年以降の

新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択されました。「パリ協定」は、55 か国かつ

世界の温室効果ガス排出量の 55％以上の批准という二つの要件を満たし、平成 28（2016）

年 11月 4日に発効し、日本も同年 11月 8日に批准しました。 

⚫ 主な内容は以下のとおりです。 

・世界共通の長期目標として 2℃目標のみならず 1.5℃への言及 

・主要排出国を含むすべての国が削減目標を 5年ごとに提出・更新すること 

・途上国の森林減少・劣化からの排出を抑制する仕組み 

・二国間クレジット制度（JCM）も含めた市場メカニズムの活用を位置付けた 

・適応の長期目標の設定及び各国の適応計画プロセスと行動の実施 

・イノベーションの重要性が位置づけられたこと 

・5年ごとに世界全体の状況を把握する仕組み 

・協定の発効要件に国数及び排出量を用いるとしたこと 

 

 

出典）「COP21 の成果と今後」（環境省） 

図 2 パリ協定の特徴 
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IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5次評価報告書 

⚫ 温室効果ガス濃度の上昇により、地球の平均気温は、1880年から 2012年までの約 130

年間で 0.85℃上昇したと考えられています。 

⚫ 今世紀末までの世界平均気温の変化は 0.3～4.8℃の範囲に、海面水位の上昇は 0.26～

0.82mの範囲に入る可能性が高いと予測されています。 

 

 
※1：IPCC AR5 SYR SPM p.2, 25-26 行目 

出典）「IPCC第 5 次評価報告書の概要」（環境省） 

図 3 観測された世界平均地上気温（陸域+海上）の偏差 

 

 

出典）「IPCC第 5 次評価報告書の概要」（環境省） 
 

図 4 気温変化と海面水位変化の将来予測 
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2. 国の関連政策 

2.1 環境全般 

第五次環境基本計画 

⚫ 国の「第五次環境基本計画」が、平成 30（2018）年 4 月に閣議決定され、目指すべき

社会の姿として、①「地域循環共生圏」の創造、②「世界の範となる日本」の確立、③

これらを通じた、持続可能な循環共生型の社会（「環境・生命文明社会」）の実現、が掲

げられました。 

⚫ 施策の展開としては、分野横断的な 6つの重点戦略（「持続可能な生産と消費を実現する

グリーンな経済システムの構築」、「国土のストックとしての価値の向上」、「地域資源を

活用した持続可能な地域づくり」、「健康で心豊かな暮らしの実現」、「持続可能性を支え

る技術の開発・普及」、「国際貢献による我が国のリーダーシップの発揮と戦略的パート

ナーシップの構築」）が示されています。 

 

「地域循環共生圏」とは 

自立・分散型の社会を形成しつつ、近隣地域等と地域資源を補完し支えあう考え方。 

（「第五次環境基本計画」（環境省）より引用） 

 

 
出典）「第五次環境基本計画の概要」（環境省） 

図 5 「第五次環境基本計画」における地域循環共生圏の概念図 

 

  



5 

2.2 低炭素分野 

地球温暖化対策計画 

⚫ 平成 27（2015）年に開催された気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）に向

けて提出された「日本の約束草案」を踏まえ、平成 28（2016）年 5月に、「地球温暖

化対策計画」が閣議決定されました。 

⚫ 計画では、2030年度に平成 27（2013）年度比で 26％削減するとの中期目標について、

各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成への道筋を付ける

とともに、長期的目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指す

ことを位置付けており、我が国が地球温暖化対策を進めていく上での礎とされていま

す。 

表 2 「地球温暖化対策計画」のエネルギー起源 CO2の各部門の排出量の目安 

 平成 17 
（2005）年度 

実績 

平成 25 
（2013）年度 

実績 

2030 年度の 
排出量の目安 

エネルギー起源 CO2 1,219 1,235 927 

 産業部門 457 429 401 

 業務その他部門 239 279 168 

 家庭部門 180 201 122 

 運輸部門 240 225 163 

 エネルギー転換部門 104 101 73 

出典）「地球温暖化対策計画」（環境省）より作成 

表 3 「地球温暖化対策計画」の主な施策 

区分 主な施策 

エネルギー起源二酸化

炭素 

・省エネルギー性能の高い設備・機器等の導入促進（業種横断） 

・建築物の省エネ化 

・高効率な省エネルギー機器の普及 

・エネルギーの面的利用の拡大 

・廃棄物処理における取組 

・住宅の省エネ化 

・次世代自動車の普及、燃費改善 

・再生可能エネルギーの最大限の導入 

非エネルギー起源二酸

化炭素 

・バイオマスプラスチック類の普及 

・廃棄物焼却量の削減 

メタン・一酸化二窒素 ・廃棄物最終処分量の削減 

・下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化等 

代替フロン等４ガス ・業務用冷凍空調機器からの廃棄時等のフロン類の回収の促進 

温室効果ガス吸収源 ・森林吸収源対策 

・都市緑化等の推進 

横断的施策 ・J-クレジット制度の推進 

・国民運動の推進 

基盤的施策 ・地球温暖化対策技術開発と社会実装 

・気候変動に係る研究の推進、観測・監視体制の強化 

出典）「地球温暖化対策計画」（環境省） 
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第五次エネルギー基本計画 

⚫ 平成 30（2018）年 7月に、エネルギーを巡る国内外の環境の大きな変化を踏まえ、新

たなエネルギー政策の方向性が示された「第 5 次エネルギー基本計画」が閣議決定さ

れました。 

⚫ 「第 5次エネルギー基本計画」は、「3つの E（エネルギーの安定供給、経済効率性の

向上、環境への適合）+S（安全性）」の原則の下、2030年のエネルギーミックスの確

実な実現へ向けた取組の更なる強化を行うとともに、2050年のエネルギー転換・脱炭

素化への挑戦をすることとしています。 

⚫ 2030年に実現を目指すエネルギーミックスでは、再生可能エネルギーを、経済的に自

立し「脱炭素化」した“主力電源化”をめざすとしています。 

【2030年におけるエネルギーミックス】 

➢ 再生可能エネルギー（再エネ）： 22～24％ 

➢ 原子力発電：20～22％ 

➢ 石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料：56％ 

 

 

出典）「エネルギー白書 2019」（経済産業省） 

図 6 「第五次エネルギー基本計画」におけるエネルギーミックスとその進捗 

 

  



7 

気候変動適応計画 

⚫ 平成 30（2018）年 11 月に、気候変動適応法第７条に基づき、気候変動適応に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「気候変動適応計画」が策定されました。 

⚫ 「気候変動適応計画」は、気候変動適応法の目的を踏まえ、気候変動適応に関する施

策を総合的かつ計画的に推進することで、気候変動影響による被害の回避・軽減、更

には、国民の生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全及び国土の強靱

化を図り、安全・安心で持続可能な社会を構築することを目指すものです。 

⚫ 気候変動の影響による被害を防止・軽減する等のため、各主体の基本的役割や、あら

ゆる施策に適応を組み込むことなど、7 つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適

応に関する取組が網羅的に示されています。 

表 4 「気候変動適応計画」における 7つの基本戦略 

［1］あらゆる関連施策に気候変動適応を組み込む 

農業・防災等の各施策に適応を組み込み効果的に施策を推進 

［2］科学的知見に基づく気候変動適応を推進する 

観測・監視・予測・評価、調査研究、技術開発の推進 

［3］我が国の研究機関の英知を集約し、情報基盤を整備する 

国立環境研究所・国の研究機関・地域適応センターの連携 

［4］地域の実情に応じた気候変動適応を推進する 

地域計画の策定支援、広域協議会の活用 

［5］国民の理解を深め、事業活動に応じた気候変動適応を促進する 

国民参加の影響モニタリング、適応ビジネスの国際展開 

［6］開発途上国の適応能力の向上に貢献する 

アジア太平洋地域での情報基盤作りによる途上国支援 

［7］関係行政機関の緊密な連携体制を確保する 

気候変動適応推進会議の下での省庁連携 
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水素基本戦略 

⚫ 平成 29（2017）年 12月に、世界に先駆けて水素社会を実現するための「水素基本戦

略」が策定されました。「水素基本戦略」は、「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が

掲げる 2030年に向けた目標等を踏まえ、2050年を視野に入れ、将来目指すべき姿や

目標として官民が共有すべき大きな方向性・ビジョンを示すものです。 

⚫ 「水素基本戦略」は、従来エネルギー（ガソリンや LNG 等）と同等程度の水素コス

トの実現を掲げ、水素の生産から利用までの 10の戦略を提示しています。 

表 5 水素社会実現に向けた基本戦略 

戦略 内容 

1. 低コストな水素利用の実現  海外未利用エネルギー、再生可能エネルギーの活用 

2. 国際的な水素サプライチェーン

の開発 

 液化水素サプライチェーンの開発  

 有機ハイドライドサプライチェーンの開発  

 エネルギーキャリアとしてのアンモニアの活用に向けた技術開発  

 CO2フリー水素を用いたメタネーションの検討  

 パイプラインによる国内輸送 

3. 国内再生可能エネルギーの導入

拡大と地方創生 

 国内再生可能エネルギー由来水素の利用拡大に向けた方策 

 地域資源の活用及び地方創生 

4. 電力分野での利用 

5. モビリティでの利用  FCV・水素ステーションの両輪での推進  

 再生可能エネルギー由来水素ステーションの整備 

 燃料電池バス（FC バス）の普及拡大 

 燃料電池フォークリフト（FC フォークリフト）の普及拡大 

 燃料電池トラック（FC トラック）の開発・商用化 

 燃料電池船（FC 船）の開発・導入 

 その他のアプリケーションの展開  

6. 産業プロセス・熱利用での水素活用の可能性 

7. 燃料電池技術活用 

 （エネファームの自立的普及、純水素燃料電池コージェネレーションシステムの導入拡大 など） 

8. 革新的技術活用 

 （高効率な水電解・人工光合成などの水素製造技術、低コストで高効率なエネルギーキャリアの開発、 

  コンパクト・高効率・低コストな燃料電池の技術開発 など） 

9. 国際展開（標準化等）  戦略的な国際展開モデルの構築 

 国際的な枠組みの活用、国際標準化 

10. 国民の理解促進、地域連携 

 （水素の安全性や利用の意義の国民全体での認識共有のための地方自治体や事業者とも連携した適切な 

  情報発信、協議会等を積極的に活用した国・地方自治体、各地方自治体間の情報共有や施策実施 など） 
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2.3 資源循環分野 

第四次循環型社会形成推進基本計画 

⚫ 平成 30（2018）年 6月に、循環型社会形成推進基本法に基づく第四次循環型社会形成

推進基本計画（以下、循環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」という。）を閣

議決定しました。 

⚫ 第四次循環基本計画では、循環型社会の現状を踏まえて、第三次循環基本計画（平成

25（2013）年 5月閣議決定）で掲げた質にも注目した循環型社会の形成、低炭素社会

や自然共生社会との統合的取組等を引き続き中核的な事項として重視しつつ、さらに、

経済的側面や社会的側面にも視野を広げた計画となります。 

⚫ 第四次循環基本計画では、循環型社会の形成に向けた中長期的な方向性として、［1］

経済的側面、社会的側面との統合を含めた「持続可能な社会づくりとの統合的取組」、

［2］「多種多様な地域循環共生圏形成による地域活性化」、［3］「ライフサイクル全体

での徹底的な資源循環」、［4］「適正処理の更なる推進と環境再生」、［5］「万全な災害

廃棄物処理体制の構築」、［6］「適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開

の推進」を掲げ、これらを支える［7］「循環分野の基盤整備」を進めることとしてい

ます。 

 

 

 
出典）「第四次循環型社会形成推進基本計画の概要」（環境省） 

図 7 第四次循環基本計画の構成 
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プラスチック資源循環戦略 

⚫ 令和元（2019）年 5月に、第四次循環型社会形成推進基本計画を踏まえ、プラスチッ

クの資源循環を総合的に推進するための戦略「プラスチック資源循環戦略」が策定さ

れました。 

⚫ 「プラスチック資源循環戦略」は、資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、

地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、「3R

＋Renewable（再生可能資源への代替）」を基本原則としています。 

⚫ 「3R＋Renewable」は以下を指します。 

① ワンウェイの容器包装・製品をはじめ、回避可能なプラスチックの使用を合理化

し、無駄に使われる資源を徹底的に減らす 

② より持続可能性が高まることを前提に、プラスチック製容器包装・製品の原料を

再生材や再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え 

③ できる限り長期間、プラスチック製品を使用 

④ 使用後は、効果的・効率的なリサイクルシステムを通じて、持続可能な形で、徹

底的に分別回収し、循環利用（リサイクルによる再生利用、それが技術的経済的

な観点等から難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を含め）を図る 
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2.4 自然環境分野 

生物多様性国家戦略 2012-2020 

⚫ 「生物多様性国家戦略 2012-2020」は、平成 22（2010）年 10月に開催された生物多

様性条約第 10 回締約国会議（COP10）を受け、我が国の生物多様性に関する目標や

戦略を示すものとして、平成 24（2012）年 9月に閣議決定されました。 

⚫ 愛知目標の達成に向けた 13 の国別目標と 48 の主要行動目標等を定めるとともに、

2020年度までに重点的に取り組むべき施策の方向性として「5つの基本戦略」が設定

されています。 

 
出典）生物多様性国家戦略 2012-2020（環境省） 

図 8 生物多様性国家戦略 2012-2020におけるポイント 
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2.5 生活環境分野 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法） 

⚫ オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制のため、平成 13（2001）

年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン

回収・破壊法）」が制定され、平成 18（2006）年の法改正を経て、業務用冷凍空調機

器等からのフロン類の回収が実施されてきました。 

⚫ しかし、特定フロンから代替フロンへの転換が進むなかで、地球温暖化係数の高い代

替フロンである HFC の使用が急増しており、その規制が必要となっていることなど

を受け、フロン類の「使用の合理化」及び特定製品に使用されるフロン類の「管理の

適正化」を進めるため、平成 27（2015）年 4 月に、「フロン類の使用の合理化及び管

理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」が施行されました。 

 

 

出典）「令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」（環境省） 

図 9 フロン排出抑制法の全体像 
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3. 県の関連政策 

現行計画策定年度以降（平成 24（2012）年度以降）における鳥取県の主な関連計画を以下に

示します。 

 

計画名称 計画概要 策定年月 

第三次鳥取県生活

排水処理施設整備

構想 

家庭からの生活排水や事業所排水による水質汚濁を無くし、

よりよい環境の実現を図るため、生活排水処理施設の柔軟で

効率的な整備を目指す整備構想。 

平成 31

（2019）年 

3月策定 

第１２次鳥獣保護

管理事業計画 

野生鳥獣との良好な共存を図るため、「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、第１２次鳥獣保

護管理事業計画を策定。 

平成 29

（2017）年 

4月策定 

鳥取県ポリ塩化ビ

フェニル廃棄物処

理計画 

県内のポリ塩化ビフェニル廃棄物について、具体的な処理方

策を明らかにし、確実かつ適正な処理の推進を図ることを目

的に策定した計画。平成 28（2016）年 5月にＰＣＢ（ポリ塩

化ビフェニル）特措法の改正に伴い改正された。 

平成 28

（2016）年 

10月改正 

第８期鳥取県分別

収集促進計画 

県全体における容器包装廃棄物の見通し及び容器包装廃棄物

の発生抑制の観点から今後の方策等が示された計画。 

平成 28

（2016）年 

8月策定 

第８次鳥取県廃棄

物処理計画 

廃棄物処理法に基づき、資源循環や廃棄物の処理の現状と課

題を踏まえ環境への負荷をできる限り低減する循環型社会の

構築に向け、今後の鳥取県における廃棄物処理等に関する基

本的な事項について定めるもの。 

平成 28

（2016）年 

3月策定 

鳥取県水素エネル

ギー推進ビジョン 

FCV（燃料電池自動車）導入加速に向けた環境整備と家庭・

事業所の省エネ・再エネ化の推進を図るため、当面５年間の

具体的取組を示した計画。 

平成 28

（2016）年 

2月策定 

鳥取県第 2 期 EV・

PHVタウン構想 

「鳥取県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を踏襲し、

次世代型エコツーリズム（自然環境等を活かした旅行）の創

造と県民のライフスタイルの転換を目指す構想。 

平成 26

（2014）年 

12月策定 

鳥取県環境教育等

行動計画 

「第２次鳥取県環境基本計画」で定める環境教育・学習の推

進のための計画と位置付け、鳥取県の自然的社会的条件に応

じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並び

に協働取組を推進するための計画。 

平成 26

（2014）年 

11月策定 

鳥取県動物愛護管

理推進計画 

鳥取県における動物の愛護及び管理の推進に向けて、県・市

町村・関係機関・県民の取組みの今後の目標及び具体的方策

を明確にし、相互に連携していくための指針。 

平成 26

（2014）年 

3月策定 

第 2次鳥取県環境基

本計画 

基本条例に基づき、鳥取県の環境の保全及び創造に関する「目

標」、「施策の方向」が示された、環境の保全及び創造に関す

る取組みを推進することを目的とした計画。 

平成 24

（2012）年 

3月策定 

鳥取県海岸漂着物

地域計画 

鳥取県における海岸漂着物対策を総合的に推進するための海

岸漂着物処理推進法に基づく地域計画。 

平成 24

（2012）年 

3月策定 
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4. 市の関連政策 

4.1 上位計画・構想 

第 10次鳥取市総合計画 

⚫ 平成 28（2016）年 4 月に、「新市まちづくり計画」や「第９次鳥取市総合計画」、「新

市域振興ビション」を踏まえ、令和 7（2025）年度までの長期展望にたって、市勢振

興の基本的方向を示すとともに、本市のめざす将来像を明らかにした「第 10次鳥取市

総合計画」を策定しました。 

⚫ 「第 10 次鳥取市総合計画」では、「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、

自信と誇り・夢と希望に満ちた鳥取市」をめざす将来像として掲げ、その実現に向け

た取組を行っています。 

⚫ 環境分野では、「パリ協定」に基づく国の施策に沿った地球温暖化防止の取組の推進や、

自然保護意識の高揚や保全活動の展開等を取り組んでいます。 

 

鳥取市創生総合戦略 

⚫ 人口減少の抑制に向け、若者を中心とした定住や雇用・就業環境の確保、まちのにぎ

わいづくりといった課題の克服や「鳥取市の強み」を生かしたまちづくりを強力に推

進するため、「鳥取市創生総合戦略」を平成 27（2015） 年 9 月に策定しました。 

⚫ 「鳥取市創生総合戦略」の諸施策については、「郷土愛を育み人がつながるまちむら創

生」として基本計画の「重点施策」に位置づけ、総合的、一体的な推進を図り、将来

像の実現に向け取り組んでいます。 

⚫ 環境分野では、成長産業の振興として、電力の開発支援及び小売を実践する市出資会

社の設立等によるエネルギーの地産地消の推進、バイオマス燃料等に活用できる木材

搬出量の増加と雇用の創出等が取組として掲げています。 

 
出典）「第 10次鳥取市総合計画」（鳥取市） 

図 10 「第 10次鳥取市総合計画」と「鳥取市創生総合戦略」の位置づけ 
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4.2 地球環境・循環型社会 

鳥取市一般廃棄物処理基本計画 

⚫ 一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条に基づき、そ

の域内の一般廃棄物の処理に関するとして定められた計画です。鳥取市一般廃棄物処

理計画は、ごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画で構成されています。 

 

【一般廃棄物（ごみ）処理基本計画】 

⚫ 鳥取市を含む鳥取県東部 5 市町と鳥取県東部広域行政管理組合では、平成 27（2015）

年 3 月に鳥取県東部圏域のごみ処理に係る一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を改訂し

ました。 

⚫ 本計画は、廃棄物の排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（マテリ

アルリサイクル又はサーマルリサイクル）がバランス良く行われる持続可能な循環型

社会の構築を目指すとともに、次世代に廃棄物を残さない社会経済システムの構築を

模索し、廃棄物の埋立て量を可能な限り減量しようと図る計画です。 

 

【一般廃棄物（生活排水）処理基本計画】 

⚫ 一般廃棄物（生活排水）処理基本計画は、生活排水処理基本計画策定指針に基づいて、

本圏域における生活排水処理の基本方針として、平成 28（2016）年 5月に策定しまし

た。 

⚫ 本計画は、本圏域の良好な水環境を維持するため、下水道や浄化槽などの現況や課題、

将来計画に配慮した生活排水の処理と施策の方針を定めることを目的とした計画です。 

 

 

出典）「鳥取市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（鳥取市） 

図 11 一般廃棄物処理基本計画と他計画との関係図 
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鳥取市スマートエネルギータウン構想 

⚫ 鳥取市では、スマートグリッドを活用した都市づくりを通じて、地域の雇用創造につ

なげていくため、「鳥取市スマート・グリッド・タウン構想」を平成 23（2011）年 5

月に策定し、本市のエネルギー産業の第２ステージとして、産学金官連携のもと積極

的に事業を進めていくため、「鳥取市スマートエネルギータウン構想」を策定しました。 

⚫ 平成 23（2011）年度に策定した「鳥取市スマート・グリッド・タウン構想」は、第１

ステージとして、４地区（若葉台、中心市街地、河原、賀露・浜坂）の重点推進地域

から実証事業・研究・調査検討を行い、その他地区への事業展開を図った。第２ステ

ージと位置付ける「鳥取市スマートエネルギータウン構想」は、鳥取市・地域電力会

社・環境エネルギー産業育成プラットフォームが連携を取り、鳥取市全域で具現化で

きる取組から同時多発的に展開を図っています。 

 

 

出典）「鳥取市スマートエネルギータウン構想」（鳥取市） 

図 12 「鳥取市スマートエネルギータウン構想」における事業展開方針 
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4.3 環境保全 

鳥取市鳥獣被害防止計画 

⚫ 鳥取市では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律第４条第１項に基づき、鳥取市鳥獣被害防止計画を平成 29（2017）年度に策定しま

した。 

⚫ 計画では、対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処について、速やかに対策を講じるため、「捕獲従事者の養成・

確保」、「銃猟者の確保」を取組方針として取り上げています。 

 

表 6 鳥取市鳥獣被害防止計画における全体方針 

【全体方針】 

対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場

合の対処について、速やかに対策を講じる。 

○捕獲従事者の養成・確保 

本市に生息する鳥獣による農林水産業等の被害を防止するため、次の活動方針により鳥

取市鳥獣被害対策実施隊を設置しており、主に狩猟者不在地域や市街地での捕獲活動並び

に緊急事態への対応を行う。 

（１）鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所等の情報収集に関すること。 

（２）鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。 

（３）実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。 

（４）その他市長が実施隊の職務として必要と認める事項 

 

○銃猟者の確保（射撃場運営の方針） 

 農作物の被害軽減のため、防御と併せ捕獲活動の重要性から銃猟者確保のため射撃場の

運営を鳥取県東部１市４町（鳥取、岩美、八頭、若桜、智頭）と関係団体により強力に推

進していく。 

今後、教習射撃場の指定を受け、新規銃砲所持者の育成を図る。また、関係団体と連携

し、射撃大会や講習会の開催などを行い、技術向上を図る。 

出典）「鳥取市鳥獣被害防止計画」（鳥取市） 
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鳥取市緑の基本計画 

⚫ 鳥取市では、鳥取市を緑豊かでうるおいのあるまちとして後世に引き継いでいくため、

「みんなで広げ 未来へ伝える 豊かな緑」をテーマに、緑全般に関する総合的な計

画である「鳥取市緑の基本計画」を平成 21（2009）年 4月に策定しました。 

⚫ 「鳥取市緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に規定された「市町村の緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画」であり、緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策等の内容を示

しています。 

⚫ また、「みんなで広げ 未来へ伝える 豊かな緑」を実現するために、4つの基本方針

「①みんなで守る豊かな緑」、「②みんなで創る緑の拠点」、「③みんなでつなぐ水と緑」、

「④みんなで広げる緑の輪」を掲げています。 

 

 

出典）「鳥取市緑の基本計画」（鳥取市） 

図 13 「鳥取市緑の基本計画」の位置づけ 
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4.4 環境教育 

鳥取市教育振興基本計画 

⚫ 鳥取市では、平成 28（2016）年 2月に定めた「鳥取市の教育等の振興に関する大綱」

に基づき、教育に関連する各種計画との整合を図り、総合的で体系的な政策の実現を

目指した「鳥取市教育振興基本計画」を平成 28（2016）年 4月に策定しました。 

⚫ 「鳥取市教育振興基本計画」は、「ふるさとを思い 志をもつ子を育て、夢と希望に満

ちた次代を“ひらく”！」を基本理念として掲げ、学校教育の充実を図り、質を高め

る「知を開く」、郷土愛を醸成し豊かな心を育む「徳を啓く」、未来を創造する健やか

な体を育む「体を拓く」、という３つの「ひらく」を推進しています。 

⚫ 環境分野では、中山間地域ふるさと体験活動の実施、猛暑対策のための小中学校への

エアコン整備、地域資源を生かした教育活動等が施策として示しています。 

 

出典）「鳥取市教育振興基本計画」（鳥取市） 

図 14 「鳥取市教育振興基本計画」の施策体系 
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4.5 その他関連計画 

鳥取市新市域振興ビジョン 

⚫ 平成 28（2016）年度策定した第 10次鳥取市総合計画との整合を図ること、ビジョン

策定から平成 29（2017）年度までの成果を記載すること、更には新たな課題を盛り込

むため、平成 30（2018）年 7月に「鳥取市新市域振興ビジョン」を改訂しました。 

⚫ 「鳥取市新市域振興ビジョン」は、合併 10 年を契機とし、新たな時代へのまちづく

りを前進させ、次の世代へと地域が引き継がれ、大きく未来に「飛躍」していくため、

新市域の 10 年先を見据えた夢のある将来像を描き、行財政基盤の確立や地域振興の

継続・発展、協働によるまちづくりの推進など、地域それぞれ特有の「個性」を活か

したまちづくりの方向性を示したものです。 

⚫ 環境分野では、農業の振興、森林資源の活用・森林環境の保全、車の移動に伴うエネ

ルギー消費の削減等を目的とした多極ネットワーク型コンパクトシティの推進等が施

策として掲げています。 

 

鳥取市都市計画マスタープラン 

⚫ 鳥取市では、急速な人口減少・高齢化の進展、平成 30（2018）年 4 月 1 日の中核市

移行、令和元（2019）年度に鳥取駅周辺に新築移転する新庁舎整備等の社会情勢への

対応や本市が抱える様々な課題の解消を着実に進めていくために、都市計画マスター

プランを平成 29（2017）年 3月に改定しました。 

⚫ 「鳥取市都市計画マスタープラン」は、今後、急激な人口減少・高齢化が進展する中

でも利便性の高い市民生活の持続的確保や「安心して住み続けられる地域づくり」を

実現するため、都市構造や土地利用、都市施設の配置方針等の理念や方向性を示した

ものです。 

⚫ 環境分野では、基本方針として「豊かな自然環境や美しい景観・観光資源などの保全」

を掲げ、里山景観や豊かな自然と調和した田園環境づくりや環境にやさしい低炭素社

会の構築に向けた取組等を示しています。 

 
出典）「鳥取市都市計画マスタープラン」（鳥取市） 

図 15 「安心して住み続けられる地域づくり」のイメージ 
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鳥取市地域防災計画 

⚫ 鳥取市では、災害対策基本法第 42条の規定に基づき、市及び市域の防災関係機関その

他の防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱、防災施設の整備、

災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災上の措置に係る計画として「鳥取市地域

防災計画」を策定しています。 

⚫ 令和元年度には計画を修正し、洪水浸水想定区域の見直し、国土強靭化計画との関係

性の追記、鳥取県津波浸水想定区域公表に伴う更新等を行いました。 

⚫ 近年の集中豪雨や台風等気象事象の変化を踏まえた施設や設備の整備等が進められて

います。 

 

 

出典）「鳥取市地域防災計画」（鳥取市） 

図 16 「鳥取市地域防災計画」の基本理念と目標 

 

 

 


