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鳥取市の環境を考える学生ワークショップ 

～鳥取市環境基本計画等改定にむけて～ 

開催結果 
 

1. 開催概要 

本ワークショップは、市内大学生との意見交換を通じて、市が目指すべき「環境都市像」に関

する若年層の意見を詳しく把握するとともに、その実現のために市民等が実践すべき行動を検討

し、「第 3期鳥取市環境基本計画」（次期計画）に反映することを目的として開催した。 

表 1 学生ワークショップ開催概要 

項目 内 容 

実施時期 2019年 10月 23日（水）15:00～17:00 

場 所 公立鳥取環境大学 

参加者 ・公立鳥取環境大学 環境学部・経営学部の 3年生～4年生（18名） 

・公立鳥取環境大学 環境学部 吉永郁生教授 

・公立鳥取環境大学 地域連携コーディネーター 福田忠司氏 

・鳥取市市民生活部生活環境課 職員（オブザーバー） 

・㈱建設技術研究所 職員（ファシリテーター、現場サポート等） 

テーマ 1. 鳥取市のあるべき環境都市像 

2. 環境都市像の実現に向けた私の将来アクション 

ねらい ・次期計画に掲げる環境都市像（スローガン）、行動指針に反映するためのキー

ワード等のアイデア出し 

形 式 ワークショップ形式 

・4グループを構成（各 G：4～5人＋サブファシリテーター） 

 

 

2. 開催結果 

2.1 ワークショップ実施内容 

本ワークショップは、表 2のスケジュールで開催した。 

ワークショップの開会に当たって、参加学生から様々な意見・アイデアを出してもらうこ

とによって、住民アンケートなどでは把握しにくい若い世代の意見を補足するとともに、次

期計画の検討における参考としたい旨を伝え、ワークショップでの活発な意見への期待と参

加学生への感謝の意を表した。 

ワークショップには公立鳥取環境大学環境学部・経営学部の 3 年生～4 年生が参加し、表 

3のとおり、1～4の 4グループに分かれて作業を行った。参加学生は、事務局準備資料を活

用し、テーマ 1・2についてグループ議論を行い、共同作業を実施した（表 4参照）。共同作

業の結果はグループごとに発表を行い、各グループでまとめた意見を参加者全員で共有した。 
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表 2 ワークショップのタイムスケジュール 

15:00-15:10 開会挨拶・作業の進め方の説明 

15:10-15:20 自己紹介・役割決め 

15:20-15:45 
①グループワーク  

テーマ 1 鳥取市のあるべき環境都市像 

15：45-16:05 
②グループワーク  

テーマ 2 環境都市像実現に向けた私の将来アクション 

休憩 5分 

16：10-16:25 発表に向けたとりまとめ 

16：25-16:55 グループ発表 

16：55-17:00 福田氏による全体総括・閉会挨拶 

 

表 3 各グループの参加者 

グループ 参加者 人数 

1 修士 2年生：1人、4年生：2人、3年生：1人 4人 

2 4年生：3人、3年生：2人 5人 

3 4年生：2人、3年生：3人 5人 

4 4年生：1人、3年生：3人 4人 

 

表 4 グループワークの内容 

テーマ 作業内容 アウトプット 

テーマ 1 

鳥取市のあるべき環境

都市像 

参加学生が各自で行った事前調査結果をも

とに、鳥取市の良い点と改善すべき点を列

挙・整理し、鳥取市の地図上に、2030年頃

にあるべき環境資源を落とし込み、都市像

全体のテーマを決定。 

 
鳥取市の環境の現

状と課題を認識 

環境都市の長期的

な方向性を明確化 

テーマ 2 

環境都市像実現に向け

た私の将来アクション 

自らが行動するという視点で、目標実現の

ために取り組むべき／取り組める環境配慮

行動を列挙・整理。 

 
若者による対策行

動を明確化 

 

2.2 ワークショップの成果 

テーマ 1～2の各グループの成果について、グループ議論の内容のまとめを表 5に、作成物の

画像を表 6 に示す。また、ワークショップで出された意見を環境分野ごとにまとめたものを表 

7に示す。  
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表 5 各グループのテーマごとの成果（要約） 

  1班 2班 3班 4班 

タ
イ

ト
ル 

 「環境モデル都市とっとり～人口減

少を武器に！！～」 

「鳥取の豊富な資源を活かした環境

都市像」 

「ポストディズニーランド～自然と

人が共生する近未来都市～」 

「既存の良さを伸ばしつつ、新しいも

のに対する情報を市民と共有～まき

こめ！！環境意識！～」 

テ
ー
マ
１ 

良い点 

・風力発電、太陽光発電などの再生

可能エネルギーが豊富にある 

・見守り合うコミュニティがのこっ

ている 

・環境に関する教育施設が多い 

・自然資源が多い 

・人口が少ない 

課題 

・車を利用する人が多すぎる 

・湖山地の汚染 

・ごみの適正な分別 

・森林資源の活用ができていない 

・農林漁業者の高齢化 

・鳥獣被害の増加 

・少子高齢化 

良い点 

・再生可能エネルギーの導入が進ん

でいる 

・ＥＶなど新エネ利用の試みがされ

ている 

・海ごみ対策についての政策がある 

・空き家利用した施設がある 

・観光利用できる自然がある 

・環境教育に利用できる施設が多い 

課題 

・電力の地産地消 

・適切にごみを分別できていない 

・海ごみ対策をボランティアに頼っ

ている 

・木材利用の推進 

・耕作放棄地の増加 

・中心市街地における空家増加 

良い点 

・ジオパークとして認められている 

・再生可能エネルギーの導入 

・ゴミステーションの充実 

・ごみの分別類が多い 

・自然との距離が近い 

・目立った騒音・振動はない 

・小さい頃からの環境の教育 

課題 

・次世代自動車の充電設備が整って

ない 

・公共交通機関 

・ごみの出し方の周知 

・ごみのポイ捨てが目立つ 

・海岸など鳥取で自然を感じれる場

所でのごみ 

・林業などの後継者 

良い点 

・エネルギーミックスに力を入れて

いる 

・レジ袋を有料化している店がある 

・豊かな海・山など良い資源がある 

・景観を意識した都市づくり 

・環境教育をしやすい環境 

課題 

・通勤ラッシュ時の渋滞 

・海岸の漂着ごみが多い 

・耕地・街路樹が少ないと感じる 

・自然は多いが親しめる場が少な

い、整備されていない 

・湖山池の水質 

・工場の排ガス  

テ
ー
マ
２ 

将来アクション 

・地方の企業の販路をつくる 

・鳥取の自然を活かした環境教育 

・地方のコミュニティに若者を連れ

てくる 

・子どもが暮らしやすいまちである

ことを県外に発信する 

・環境について家族で学べるような

体験型のイベントをする  

将来アクション 

・地域の電力を使う 

・地域の木材を利用する 

・環境保全活動、地域イベントに参

加する 

・環境ビジネスを起業する 

・子育て世代の呼びこみによる人口

増加  

将来アクション 

・省エネの実施・蓄電池の活用 

・災害に備える 

・海岸清掃などのボランティア参加 

・食品ロスを減らす 

・資源を利用する際に持続的である

かについて考える 

  

将来アクション 

・エネルギーの地産地消に協力する 

・公共機関を使う 

・ごみの分別を徹底 

・自然環境の保護と利用の兼ね合い

を考える 

・子どもへの環境に対する意識づけ 

・地域の活動を自分から働きかける 
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表 6 各グループのテーマごとの成果（写真） 

1班 2班 

  

3班 4班 
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表 7 環境分野ごとの意見まとめ 

分野 
鳥取市の環境 

鳥取市が目指すべき「環境都市像」 
「環境都市像」を実現するため 

自分たちにできること 良い点 課題 

地球 

環境 

・風力発電、太陽光発電などの再生

可能エネルギーが豊富にある 

・ＥＶなど新エネ利用の試みがされ

ている 

・エネルギーミックスに力を入れて

いる 

・車を利用する人が多すぎる 

・公共交通機関 

・電力の地産地消 

・次世代自動車の充電設備が整って

ない 

・エネルギーを地産地消するまち 

・コンパクトシティ 

・充実した公共交通機関を有するまち 

・エネルギーの地産地消に協力する 

・省エネの実施・蓄電池の活用 

・災害に備える 

・公共機関を使う 

自然 

環境 

・豊かな自然資源が多い 

・自然との距離が近い 

・観光利用できる自然がある 

・多様な生物が町中で見られる 

・農林漁業者の高齢化 

・耕作放棄地の増加 

・鳥獣被害の増加 

・自然は多いが親しめる場が少ない、

整備されていない 

・豊かな地域資源を活用した新たな価

値の創出がされたまち 

・自然が身近に感じられるまち 

・自然環境の保護と利用の兼ね合いを

考える 

・地域の木材を利用する 

・森林・里山を利用した環境教育 

生活 

環境 

・ゴミステーションの充実 

・ごみの分別類が多い 

・レジ袋を有料化している店がある 

・目立った騒音・振動はない 

 

・ごみの適正な分別 

・ごみのポイ捨て・不法投棄が目立つ 

・生ごみが多い 

・湖山地の水質 

 

・廃棄物が資源化されたまち 

・“わかりやすい”かつ“こまかい”

ごみの分別がされたまち 

・マイバック持参 

・ごみの分別を徹底 

・食品ロスを減らす 

・資源を利用する際に持続的であるか

について考える 

都市 

環境 

・ 

その他 

・景観を意識した都市づくり 

・海ごみ対策についての政策がある 

・空き家利用した施設がある 

・見守り合うコミュニティがのこっ

ている 

・環境教育をしやすい環境 

 

・不法投棄により自然と都市の景観

を損なっている 

・海岸の漂着ごみが多い 

・海ごみ対策をボランティアに頼っ

ている 

・中心市街地における空家増加 

・海岸のごみゼロなまち 

・ポイ捨てしづらいきれいなまち 

・定期的に清掃活動が実施されるまち 

 

・海岸清掃などのボランティア参加 

・地方のコミュニティに若者を連れて

くる 

・鳥取の自然を活かした環境教育 

・環境について家族で学べるような体

験型のイベントをする 

・子どもが暮らしやすいまちであるこ

とを県外に発信する 
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3. 考察 

本ワークショップでは、①鳥取市の環境の良い点と課題点、②目指すべき「環境都市像」、③「環

境都市像」を実現するため自分たちにできることに関して、学生による意見を収集し取りまとめ

ました。その結果として、以下のような特徴が挙げられます。これらの結果を、次期計画の環境

都市像の検討における参考や、市民の意識調査結果の補足として活用します。 

 

①鳥取市の環境の良い点と課題点 

・良い点環境配慮の各分野の取組（再生可能エネルギー、ごみ分別の啓発、自然保護、公害対

策、環境教育の推進など）は進んできている。 

・課題点身近な市民生活に起因する公共交通、ポイ捨て、空家の問題に引き続き取り組む必要

がある。 

・課題点高齢化を踏まえた農林水産業の振興やまちづくりが必要である。 

 

②目指すべき「環境都市像」 

・少子高齢化を踏まえ、公共交通を骨格としたコンパクトかつ地域のエネルギーを地域で有効

活用する環境都市。 

・廃棄物を出さない持続可能な環境都市。 

・鳥取市の地域資源である豊かな自然環境と良好な景観が保全された環境都市。 

 

③「環境都市像」を実現するため自分たちにできること 

・日常における身近な配慮行動による環境の改善を図る。 

・環境に関して学び、体験する機会に積極的に参加する。 

・新しい環境配慮技術を生活の中に取り入れる。 
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◇ワークショップの様子 
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資料編 

表 8 ワークショップの各グループの意見一覧表 

班 
タイトル モデル都市とっとり～人口減少を武器に！！～ 

テーマ 1 鳥取市のあるべき環境都市像 

1 

良い点 

風力発電、太陽光発電 

太陽光、バイオマス（増） 

工場が少ない 

子供が気軽に遊べる公園が多く、緑もある 

コンパクトシティに向けた取り組み 

見守り合うコミュニティがのこっている 

高い建物がないので、空が高い 

環境に関する教育施設が多い 

環境大がある！ 

自然が豊か 

自然資源が多い 

砂丘がある 

森林が多い 

星がよく見える 

人口（少） 

課題 

下水汚泥の有効利用ができてない 

車を利用する人が多すぎる 

湖山地の汚染 

海からの漂流ゴミ 

ごみ分別後、処理がどうなっているか分から

ない 

不法投棄 

ゴミの分別がきちんとできていない（特に県

外出身者） 

街路樹が少ない 

森林資源の活用ができていない 

農林漁業者の高齢化 

自然を手入れするのが難しい 

鳥獣被害の増加 

畑をやる人が鳥獣被害でやめていく！！ 

暑い 

少子高齢化 

テーマ 2 環境都市像実現に向けた私の将来アクション 

林業の発展による森林活用 

森林バイオマスの利用 

鳥獣被害の対策 

森林・里山を利用した環境教育 

地方の企業の販路をつくる（倒産しないように） 

東京と鳥取に同世代のコミュニティをつくる 

（環境含め）教育の場に協力する 

産学官をつなぐ 

（アイデア・意見）が実現しやすくなる 

地方のコミュニティに若者を連れてくる 

自然エネルギー推進 

大人の環境教育 

子どもが暮らしやすいまちであることを県外に発信する 

子どもが自由に子どもらしく遊べるような公園を増やす 

鳥取の自然を活かした環境教育 

環境系プラントを鳥取に導入する 

待機児童０を継続。子育て環境の良さをアピール 

環境について家族で学べるような体験型のイベントをする 

水を利用した環境教育 

環境について学ぶ意識を忘れずに 
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班 
タイトル 鳥取の豊富な資源を活かした環境都市像 

テーマ 1 鳥取市のあるべき環境都市像 

2 

良い点 

再生可能エネルギーの導入が進んでいる 

水力・風力・太陽光など様々な方法で発電

がされている 

再生可能エネルギーが増えている 

温室効果ガスの排出量が減少傾向にある 

ＥＶなど新エネ利用の試みがされている 

火力発電所がない 

環境教育に利用できる施設が多い 

バスでいろんなところ行ける 

市の 71％が森林 

大都市と比べると自然が多いため、子供た

ちが自然と触れ合い考える機会を持てる 

観光利用できる自然がある 

多様な生物が町中で見られる 

サンドリサイクル 

ごみの排出量について、全体量はまだ多い

が減少傾向である 

ごみリサイクルのシステムによりごみの

減量がされている？ 

再資源化を推進している 

不法投棄の件数が減少している 

排水処理と副産の利用がされている 

海ごみ対策についての政策がある 

ゴミの分別が細かく指定されている 

他県に比べて分別の種類が多い 

空き家利用したカフェなんかがある 

騒音等の公害が少ないと幼少期の子供が

いる家庭は子育てをしやすい 

空気がきれい（星がきれい） 

環境教育受けれる場がある 

課題 

次世代自動車の普及が進んでいない 

新エネルギーにかかる財源の確保ができてい

ない 

電力の地産地消 

ＥＶの課題（安全性など） 

木材利用の推進 

自然林が少ない 

雑木林や水辺の整備がいきとどいていない 

耕作放棄地の増加 

不法投棄により自然と都市の景観を損なって

いる 

適切にごみを分別できていない 

ゴミの分別がしっかりできていない 

一般廃棄物の排出量が多い 

リサイクル品を使うリスク 

市民と工場分別で差がある？ 

海ごみボランティアに頼ってない？ 

空家管理（移住推進……） 

中心市街地における空家増加 

テーマ 2 環境都市像実現に向けた私の将来アクション 

スマートグリッド化 

エネルギーの地産地消化 

木づかい推進（木材利用） 

ガーデンタウン 

海ごみも新しい雇用の場にできないか 

コンパクトシティ 

自然の良さを広める⇒子育て世代の呼びこみ（人口増加） 

環境ビジネス 

勉強する！ 

周知する 

環境保全活動、地域イベントに参加する 

環境ビジネスを起業する 

地域の電力を使う 
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班 
タイトル ポストディズニーランド～自然と人が共生する近未来都市～ 

テーマ 1 鳥取市のあるべき環境都市像 

3 

良い点 

ジオパークとして認められている 

南原・北原の花が同時に見れる 

海がきれい 

海・山・自然が豊富 「海→川→山の流れ」 

ビルなどが少ない⇒夜空がきれいに見え

る 

カブトムシが拾える 

自然との距離が近い 

大型種が見れる 

市内離れると夜静か 

キャッチが少ない 

目立った騒音・振動はない 

自然が身近→再生エネルギーの活用 

バイオマス発電の原料としての木材がた

くさんある 

スマート・グリッド・タウン 

風車が多い 

太陽発電のパネルの数が増えてきている 

下水汚泥のエネルギー化 

小さい頃からの環境の教育 

低炭素建築物 

製紙工場の排ガス 

分別項目が多い 

ごみの分別類が多い 

ごみの細分化 

個人のごみ焼却がない 

ゴミステーションの充実 

 

課題 

環境（自然）を感じれられる場所が遠い 

放置林多い 

公園の放置 

動物が農作物を食べる 

野良猫 

農村部における動物との距離感 

水路のコンクリート化 

海岸の海ごみが大量にある 

海岸漂着物の腐臭 

砂丘のイルミネーション 

海岸など鳥取で自然を感じれる場所でのゴミ 

ポイ捨て多い 

飲み屋街の異臭 

駅前の飲み屋街の悪臭 

ＰＭ２.５の飛散 

公共交通機関 

製紙工場の排ガス 

次世代自動車の充電設備が整ってない 

ジオコムスが有効利用されていない 

電気循環できてる？？ 

発電原料として木材があるが需要と供給が成

り立ってない 

林業などの後継者がいるのか？ 

生ごみが多い 

最終処分場１つ 

ゴミの出し方の周知 

プルタブの分別なし 

ペットボトルごみのポイ捨て 

テーマ 2 環境都市像実現に向けた私の将来アクション 

利用を持続的であるかについて考える 

水路構造について知る 

海岸清掃などのボランティア参加 

植物・整備のボランティア 

パークボランティアとしての活動を継続 

自宅でできる省エネ・蓄電池の活用 

再生可能エネルギーの活用 

電気・水素自動車 

再生可能エネルギーの利用 

災害に備える 

リモートワークの発展 

食品ロスを減らす（食べ残し、コンポスト） 

廃棄量の削減 

ゴミの分別の認識をもつ 

詰め替え用を使う 

ゴミの分別・リデュースの意識 

資金確保の難しさ 
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班 

タイトル 既存の良さを伸ばしつつ、新しいものに対する情報を市民と共有 

～まきこめ！！環境意識！～ 

テーマ 1 鳥取市のあるべき環境都市像 

4 

良い点 

ごみの再生資源化がされている 

ごみ排出量の減少・再資源化 

レジ袋を有料化している店がある 

エネルギーミックスに力を入れている。水

素エネルギー、太陽など！！ 

エネルギーミックスに対する理解を広め

る 

袋川を多自然川づくりしている 

禁止区域設置 

保護すべき種の断定 

豊かな自然（多） 

自然資源（多） 

豊かな海・山など良い資源がある 

自然が多いからリフレッシュする場があ

る 

今ある自然を有効利用、ブランド化 

景観を意識した都市づくり 

苦情（公害）件数減少（特に水濁） 

環境教育をしやすい環境 

環境教育の場を設け、利用している 

課題 

リサイクル製品認定制度の理解・安全性 

電気・水素エネルギーの普及の課題 

可燃ごみの割合が多い 

製紙工場の近くの悪臭 

通勤ラッシュ時の渋滞 

千代川の近くにある工場の煙が目立つ（景観） 

工場の排ガスが気になる 

湖山地のＣＯＤ値 

海岸の漂着ごみ（多） 

川ごみ、海ごみが多く見られる 

景観保全が行き渡ってない（例：休耕田） 

多自然川づくりしているものの……多自然に

なっているの？ 

街灯が少ない 

耕地・街路樹が少ないと感じる 

整備が定期的に行われていない（例：河川の歩

道の草刈り） 

自然は多いが親しめる場が少ない、整備され

ていない 

テーマ 2 環境都市像実現に向けた私の将来アクション 

マイバック持参 

マナーを守る 

環境にやさしい物をつかう 

ごみの分別 

環境問題に対する深い理解 

公共機関を使う 

ごみの分別を徹底 

フリーマーケットに参加 

自分の知識を増やす 

リサイクル製品の認知度上げる！ 

市の活動を知ろうとする知識を持つ 

自然環境の保護と利用の兼ね合いを考える 

他（火力以外）のエネルギーの利用の是非を伝える 

他者との共有 

環境に配慮した土木整備 

地域の活動を自分から働きかける 

子どもへの環境に対する意識づけ 

エネルギーの地産地消に協力する 

環境教育の場に参加 

 

 

 


