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鳥取市の環境に関する基礎データ集 

1. 地球環境 

（1）温室効果ガス排出量 

鳥取市の直近年度における温室効果ガス排出量は、環境省の資料によると、2010（平成 22）年

度から減少傾向が続いています。部門別の温室効果ガス排出量の内訳をみると、業務部門が最も

多く占めており、民生部門（家庭部門と業務部門）による排出量が半分以上占めています。 

 

※ 区域全体の排出量は、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定･実施マニュアル（算定手法編）（Ver1.0）（平成
29 年 3 月）」の標準的手法に基づき統計資料の按分により地方公共団体別部門・分野別の排出量を推計した値です。なお、
一般廃棄物の CO2 排出量は、環境省「一般廃棄物実態調査結果」の焼却処理量から推計しています。 

出典）「自治体排出量カルテ」（環境省） 

図 鳥取市の部門・分野別の温室効果ガス（CO2）排出量の経年変化 

 

出典）「自治体排出量カルテ」（環境省） 

図 鳥取市の区域全体の排出量部門・分野別構成比（2014（平成 26）年度） 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

産業部門

業務その他部門

家庭部門

運輸部門

廃棄物分野

（一般廃棄物）

千t-CO2

産業部門

20.7%

業務その他部門

27.8%
家庭部門

27.7%

運輸部門

22.6%

廃棄物分野

（一般廃棄物）

1.2%

産業部門

製造業

建設業・鉱業

農林水産業

業務その他部門

家庭部門

運輸部門

自動車

鉄道

船舶

廃棄物分野

（一般廃棄物）

参考資料 1 



2 

 

（2）再生可能エネルギー導入規模 

鳥取市域の再生可能エネルギー導入容量の累積は固定買取価格制度開始後、順調に伸びており、

2016（平成 28）年度には累積 59,085kW となっています。 

 
※1：バイオマス発電の導入容量は、FIT（固定価格買取）制度公表情報のバイオマス発電設備（バイオマス比

率考慮あり）の値を用いています。 

※2：再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ導入容量とは、FIT 制度で認定された設備のうち買取を開始した設備の導入容量。 

出典）「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」（資源エネルギー庁）より作成 

図 鳥取市の再生可能エネルギーの導入容量累積の経年変化 

 

鳥取市域の家庭用太陽光発電（10kW 未満）設備の導入件数累積の経年変化をみると、継続的

に増加しており、2016（平成 28）年度には累積 3,084 件となっています。 

 

出典）「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」（資源エネルギー庁）より作成 

図 鳥取市の家庭用太陽光発電（10kW未満）設備の導入件数累積の経年変化 
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（3）猛暑日・熱帯夜の経年変化 

鳥取市の猛暑日（日最高気温 35℃以上の日）の年間日数および熱帯夜（日最低気温 25℃以上の

日）の年間日数に増加傾向が見られることから、地球温暖化に伴う長期的な上昇傾向に、都市化

による気温の上昇の影響や数年～数十年程度の時間規模で繰り返される自然変動が重なっている

と考えられます。 

 

 

出典）鳥取気象台ホームページ 

図 鳥取気象台（鳥取市）の猛暑日（日最高気温 35℃以上の日）の年間日数の経年変化 

 

出典）鳥取気象台ホームページ 

図 鳥取気象台（鳥取市）の熱帯夜（日最低気温 25℃以上の日）の年間日数の経年変化 
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（4）自動車保有台数 

2014（平成 26）年度から 2018（平成 30）年度までの車種別自動車保有台数の推移を見ると、

いずれの車種も増加傾向が続いています。また、乗用車より軽自動車が普及していることがわか

ります。 

 

出典）「鳥取市 2018市勢要覧」（鳥取市） 

図 鳥取市の自動車登録台数の推移（各年 3月末） 

 

（5）路線バス利用客数 

日ノ丸自動車と日本交通が運行する路線バスの一般路線利用者数は、2017（平成 29）年度で

2,757 千人となっており、近年減少傾向が続いている。日本交通が、2015（平成 27 ）年度に増

加に転じているのは、公立鳥取環境大学との協定により学生証の提示で鳥取駅～公立鳥取環境大

学～若桜車庫間等の路線バスを利用できるようになったことが主な要因である。 

 

注）鳥取県東部（鳥取市, 岩美郡, 八頭郡）圏内の利用者数 

出典）「鳥取市 2018市勢要覧」（鳥取市）より作成 

図 路線バスの一般路線利用者数 
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2. 自然環境 

（1）植生 

標高 400～500ｍあたりまで、タブノキ、スダジイ、シラカシなどの照葉樹が見られますが、ほ

とんどの地域で人の手が入り、住宅地、農林業地として利用され、自然林は神社の森や急傾斜地

などにわずかに残っているにすぎません。 

沿岸には、千代川の河口を中心に海岸砂丘が発達し、特に、鳥取砂丘には幅 1.2km に及ぶ砂丘

が保全され、ハマゴウ、ウンラン、コウボウムギなど多様な砂丘植物が見られますが、砂の移動

が止まり、帰化植物の進入など草原化が進んでいます。 

標高 500ｍ以上がブナ帯域となりますが、大半がスギやヒノキの植林地やアカマツ、クヌギ、

コナラなどの二次林となっています。河原町から佐治町にかけての三国山塊や国府町の扇ノ山の

一部には、かなりの規模のブナ林が残っています。 

 

（2）名木・古木 

鳥取市では、名木や古木を保存すべき樹木、樹林として次のとおり 24 か所指定しています。 

表 鳥取市の保存樹木（名木・古木） 

名称 樹種 所在地 指定年度 

男松・女松（真教寺） マツ 戎町 昭和 53 年度 

八幡宮参道松並木 マツ 馬場 昭和 53 年度 

賀露神社社叢 マツ 賀露町北 昭和 53 年度 

下味野神社の榎 エノキ 下味野 昭和 53 年度 

河内神社社叢 カゴノキ 河内 昭和 53 年度 

浄源寺のモッコク モッコク 上原 昭和 53 年度 

梨の親木 ナシ 桂見 昭和 53 年度 

聖神社社叢 イチョウ、ケヤキ 行徳 昭和 53 年度 

長田神社のケヤキ ケヤキ 東町 昭和 53 年度 

国安稲荷神社のシイ シイ 国安 昭和 53 年度 

荒神椋 ムク 横枕 昭和 53 年度 

卯垣神社社叢 シイ、スギ 卯垣 昭和 53 年度 

八幡宮社叢 ケヤキ 古海 昭和 62 年度 

渡辺家の藤と椎の木 フジ、スダジイ 越路 昭和 62 年度 

正福寺の銀杏と五葉の松 イチョウ、ヒメコ

マツ 

河内 昭和 62 年度 

玉屋神社の大杉 スギ 上味野 昭和 62 年度 

甲山神社のタブノキ タブノキ 里仁 昭和 62 年度 

奈佐日本之助の墓のタブ

ノキ 

タブノキ 浜坂 昭和 62 年度 

天然庵のイヌマキ イヌマキ 円護寺 昭和 62 年度 

安長堤防林 タブノキほか 安長 平成 4 年度 

一里松 マツ 浜坂 平成 13 年度 

二ノ丸の黒松 マツ 鹿野町鹿野 平成 18 年度 

幸盛寺の大銀杏 イチョウ 鹿野町鹿野 平成 18 年度 

南田神社社叢 スダジイほか 福部町南田 平成 18 年度 

出典）「平成 30 年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 
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（3）動植物保護地区 

鳥取市自然保護及び環境保全条例に基づき、野生動植物を保護するため必要な地区として、次

のものを指定しています。 

鳥取県では、カジカガエルを「その他の保護上重要な種」、ヒメハルゼミを「準絶滅危惧種」に

それぞれ指定しています。 

表 動植物保護地区一覧 

名称 カジカガエル シャクナゲ ヒメハルゼミ 

写真 

 

出典）レッドデータブックとっと

り改訂版 

 

出典）鳥取市ホームページ 

 

出典）レッドデータブックとっと

り改訂版 

保護地区 野坂川上流 

（河内～安蔵） 

安蔵一帯 大和佐美命神社（上砂見）、

高路神社、河内神社、小原

神社の各社叢 

出典）「平成 30 年度版 鳥取市の環境」（鳥取市）より作成 

 

（4）鳥獣保護区分布状況 

野生鳥獣の保護や繁殖を図るため、保護区や銃猟禁止区域等が以下の地区で設定されています。 

 

鳥獣保護区 面積 存続期間 

岩美 2,590ha 平成 23 年 11 月 1 日～平成 33 年 10 月 31 日 

扇ノ山 1,661ha 平成 24 年 11 月 1 日～平成 34 年 10 月 31 日 

久松山 460ha 平成 22 年 11 月 1 日～平成 32 年 10 月 31 日 

千代川流域 641ha 平成 18 年 11 月 1 日～平成 28 年 10 月 31 日 

湖山池 1,160ha 平成 22 年 11 月 1 日～平成 32 年 10 月 31 日 

鷲峰山 893ha 平成 25 年 11 月 1 日～平成 35 年 10 月 31 日 

高鉢山 302ha 平成 25 年 11 月 1 日～平成 35 年 10 月 31 日 

布勢桂見 235ha 平成 24 年 11 月 1 日～平成 34 年 10 月 31 日 

出典）鳥取県ホームページより作成 
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3. 生活環境 

（1）ごみ排出量 

2018（平成 30）年度の本市のごみ総排出量（家庭から出るごみと事業所から出る一般廃棄物の

合計）は 59,314 トンとなり、前年度の 60,906 トンから 1,592 トンの減量となり、減少傾向が続

いています。 

2018（平成 30）年度の家庭ごみ排出量は 32,960 トンとなり、前年度の 33,550 トンから 590 ト

ンの減量となり、減少傾向が続いています。 

また、ごみ排出量の内訳をみると、多くを可燃ごみが占めていることがわかります。 

 

 

 

 

（2）再生資源化 

回収した資源ごみ（飲料用・食料用のビン類、缶類）は、鳥取県東部環境クリーンセンターの

資源回収工場でアルミスクラップ、鉄スクラップ、カレットとして再資源化されています。 

回収した食品トレイは、鳥取県東部環境クリーンセンターの資源回収工場から直接、ペットボ

トルは、資源回収工場でペレット化の上、再生事業者に引渡し、再資源化されています。 

2003（平成 15）年 6 月から分別収集を開始した古紙類（新聞・雑誌類・ダンボール）は、古紙

業者により梱包の上、製紙会社に引渡し、再資源化されています。 

プラスチックごみは、2005（平成 17）年 3 月までは減容固化した後に埋め立て、2005（平成

17）年度は県内業者に引き渡し熱回収を行っていたが、2006（平成 18）年 4 月からは鳥取市船木

にある「いなばエコ・リサイクルセンター」で再資源化を行っています。 

 

（3）最終処分量 

不燃ごみ、焼却灰等については、鳥取県東部環境クリーンセンターの最終処分場に埋立処分し

ています。小型破砕ごみは破砕したあと、アルミ、スチールを回収し埋め立てしています。 

 

 

  

可燃ごみ

88.2%

古紙類

1.4%

食品トレイ

0.04%

プラスチックごみ

4.2%

資源ごみ

2.5%

ペットボトル

0.6%

乾電池等

0.1%
その他

3.0%

出典）「とっとり市報（2019年 8月号）」（鳥取市） 

図 鳥取市のごみ排出量及び家庭ごみ排出量の推移 

出典）「鳥取市一般廃棄物処理実施計画（平成 31年度）」（鳥取市）より作成 

図 鳥取市のごみ排出量の内訳（平成 30年度） 
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（4）大気環境基準達成状況 

大気汚染に係る環境基準物質は、市内の 2 地点（鳥取県西町分庁舎及び鳥取市栄町）で測定し

ています。その結果、大気汚染にかかわる環境基準が適用される二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊

粒子状物質、二酸化窒素、微小粒子状物質において環境基準に適合していました。光化学オキシ

ダントは環境基準を超過しましたが、全国的に基準適合している地点が非常に少ない状況にあり

ます。なお、大気汚染防止法第 23 条に定める緊急時の基準（注意報レベルの濃度：0.12ppm）に

は至りませんでした。 

 

 

 

 

  

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 

図 大気汚染に係る環境基準物質の経年変化（鳥取県庁西町分庁舎） 
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（5）水質汚濁状況 

①千代川 

千代川には、有富川との合流点から上流が類型ＡＡ（ＢＯＤ1mg/L 以下）、下流が類型Ａ（ＢＯ

Ｄ2mg/L 以下）という環境基準が定められています。 

全地点（類型ＡＡ水域 4 地点、Ａ水域 2 地点）の水質は、ほぼ環境基準を達成していて、経年

的にみても同程度の水質で推移しています。 

 

 

 

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 

図 千代川における BOD経年変化 
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②湖山池 

湖山池は、湖沼類型Ａ（ＣＯＤ3mg/L 以下）の環境基準が定められています。4 地点の水質は、

ＣＯＤ（75％値）5.0～5.5 mg/L で、いずれの地点も環境基準を超えています。 

 

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 

図 湖山池における COD経年変化 

（6）騒音・振動状況 

鳥取市では、5 地点で道路騒音測定を行い、その測定結果と過去に実施した測定結果を元に環

境省の面的評価システムを使用し、6 路線で環境基準達成状況の評価を行っています。 

2017（平成 29）年度の測定結果では、昼夜とも基準値以下であったのは 94.0％、昼間のみ基準

値以下であったのは 1.5％、夜間のみ基準値以下であったのは 0.1％、昼夜とも基準値を超過した

のは 4.4％でした。 

表 2017年度自動車騒音常時監視結果 

 

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 
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（7）公害苦情件数 

鳥取市における公害苦情件数は近年増減を繰り返しており、2017（平成 29）年度に市民から寄

せられた公害苦情件数は 56 件でした。 

その内訳は、水質汚濁（油等の流出）が 12 件、大気汚染（野焼きに伴う煙や粉じん）が 14 件、

騒音（事業所・工事等の騒音）が 16 件、その他（振動・悪臭等）が 14 件でした。 

 

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市）より作成 

図 苦情件数種類別発生状況の年次推移 

 

表 苦情件数種類別発生状況の年次推移 

年度 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 その他 合計 

2007 21 50 7 1 13 0 92 

2008 27 35 12 1 2 2 79 

2009 24 20 10 0 3 1 58 

2010 20 19 8 0 5 1 53 

2011 18 22 18 0 10 3 71 

2012 34 11 13 0 8 5 71 

2013 29 12 27 2 12 2 84 

2014 16 25 32 1 7 7 88 

2015 14 16 17 3 13 1 64 

2016 20 13 24 6 12 3 78 

2017 14 12 16 2 10 2 56 

出典）「平成 30年度版 鳥取市の環境」（鳥取市） 
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4. 都市環境 

（1）景観計画区域 

鳥取市では、景観計画区域のうち、歴史・文化、自然等の特色が象徴的に現れ、良好な景観の

形成が特に必要とされる次の地域を景観形成重点区域として指定しています。 

景観形成重点区域の景観形成にあたっては、現行の市条例によって指定されている「三つの景

観保全地域(景観形成地域)」及び「鹿野城下町地区」の考え方をベースにしています。 

 

出典）「鳥取市景観計画」（鳥取市） 

図 鳥取市の景観区域および景観形成重点区域 

 

（2）指定文化財・登録文化財 

鳥取市では、2019（平成 31）年 4 月 1 日現在に 313 件の指定文化財・登録文化財を有してい

ます。 

表 鳥取市の指定文化財・登録文化財（2019（平成 31）年 4月 1日現在） 

分類 総数 内訳 

国指定文化財 34 件 指定文化財 31 件、重要美術品 3 件 

国登録文化財 25 件 建造物 23 件 57 棟 1 基、民俗文化財 1 件、記念物 1 件 

鳥取県指定文化財 123 件 保護文化財 61、史跡 9、名勝 2、天然記念物 20、無形民俗

文化財 24、有形民俗文化財 2、無形文化財 5 

鳥取市指定文化財 131 件 保護文化財 61、史跡 34、名勝 2、天然記念物 18、無形民俗

文化財 11、有形民俗文化財 4、無形文化財 1 

合計 313 件  

出典）鳥取市ホームページより作成 
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（3）空家 

鳥取市における空家数は 2013（平成 25）年度現在 12,790 戸あります。本市の総住宅数が 2003

（平成 15）年の６１,８４０戸から 2008（平成 20）年に８６,４１０戸まで急激に増加しているの

は、本市が 2004（平成 16）年に１市８町と合併したことによるものですが、これに伴い本市の空

家率は 2003（平成 15）年の１２.３％から 2008（平成 20）年には１５.５％まで急増しています。

2013（平成 25）年には１４.９％と減少に転じていますが鳥取県の空家率（2013（平成 25）年度：

14.4％）よりも高い数値となっています。 

また、鳥取市に対する空家等に関する相談件数は、2011（平成 23）年度までは横ばい傾向にあ

りましたが、2011（平成 23）年度頃に空家等の適正管理に関する条例が全国的に制定され始めた

ことにより、適正に管理されていない空家等への行政の対応が求められたことから、2012（平成

24）年度以降は増加傾向にあります。 

 

出典）「鳥取市空家等対策計画」（鳥取市） 

図 鳥取市の総住宅数、空家数及び空家率の推移 

 

 

出典）「鳥取市空家等対策計画」（鳥取市） 

図 鳥取市における空家等に関する相談件数の推移 
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鳥取市では、法に規定する総合的かつ計画的な空家等対策を検討、実施する上で必要な基礎資

料の収集のため、鳥取市全域の空家等の実態調査を実施しました。 

その調査結果における空家等の分布状況を見ると、ほとんどが各都市計画区域内に集中してい

ます。特に鳥取都市計画区域内の中心市街地周辺において、再利用が可能な状態の空家等の分布

が多くなっています。 

 

●： 軽微（A ランク（目立った損傷は認められない）、B ランク（部分的な損傷はあるが、危険な損傷は認められない）） 

●： 危険（D ランク（建築物全体に危険な損傷が認められ、放置すれば倒壊の危険性が高まると考えられる）E ラン

ク（建築物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性が考えられる）） 

出典）「鳥取市空家等対策計画」（鳥取市） 

図 鳥取市における空家等の分布状況 

（4）不法投棄 

鳥取市における不法投棄は、近年減少傾向にあり、2014（平成 26）年度では処理量 73m3、処

理件数 84 件となっています。不法投棄は、交通量の少ない道路や川沿いなどに多くみられ、美観

を損ねるほか、新たな不法投棄を招く要因になっています。 

 

出典）「第 10次鳥取市総合計画」（鳥取市） 

図 鳥取における不法投棄等の処理量および処理件数 
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5. 参加と協働 

（1）鳥取砂丘ボランティア除草参加人数 

2004（平成 16）年から始まった市民参加の鳥取砂丘ボランティア除草では、広くボランティア

を募集し、市民、企業・団体、行政が一体となって砂丘の環境維持に努めており、参加者数は増

加傾向にあります。 

 
※ 2018（平成 30）年度は台風等のため、実施を見送った日があったほか、猛暑のため夏季期間中の観光客の方

による除草を控えていたため参加人数が減少。 

出典）観光・ジオパーク推進課提供資料より作成 

図 鳥取砂丘ボランティア除草参加人数（直近 5カ年） 

（2）環境教育連携機関 

鳥取市では、環境教育連携機関が立地しており、各主体と連携・協働して、環境教育を推進す

ることとしています。 

表 鳥取市内の環境教育連携機関 

施設名 住所 概要 

鳥取県地球温

暖化防止活動

推進センター 

鳥取市若葉

台北 1-1-1

鳥取環境大

学サスティ

ナビリティ

研究所内 

鳥取県地球温暖化防止活動推進センター（以下「県温暖化防

止センター」といいます。）は、地球温暖化対策の推進に関する

法律に基づき、地球温暖化対策を推進する取組拠点として設置

が定められた組織。 

県温暖化防止センターでは地球温暖化防止活動の推進を図る

ため、広報や普及啓発、各種相談に関する支援を行っていま

す。また、とっとり環境イニシアティブプランでは、県温暖化

防止センターを中心として、各主体と連携・協働して、環境教

育を推進することとしています。 

公立大学法人 

鳥取環境大学 

鳥取市若葉

台北 1-1-1 

鳥取環境大学は、「人と社会と自然との共生」の実現に貢献す

る有為な人材の育成と創造的な学術研究を行うことを基本理念

として、2001（平成 13）年４月に鳥取県と鳥取市が設置する公

設民営方式の大学として開学し、2012（平成 24）年４月から

は、公立大学法人化されました。 

環境問題・環境教育の取組としては、全国高校生環境論文Ｔ

ＵＥＳカップの実施や出前授業、遠隔授業の実施、高等学校と

の連携による環境教育研修を行う一方、ＩＳＯ１４００１を取

得し環境管理活動を継続するとともに、鳥取県版環境管理シス

テム（ＴＥＡＳ）の審査機関の役割を果たしています。 

出典）「鳥取県環境教育等行動計画」（鳥取県） 
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（3）環境教育に利用できる施設 

鳥取県は、豊かな自然や変化に富んだ地形は、太陽光や風力といった様々な種類の再生可能エ

ネルギーをもたらし、経済産業省が進める次世代エネルギーパークとして、平成 25 年９月に「と

っとり次世代エネルギーパーク」の認定を受けました。 

「とっとり次世代エネルギーパーク」は、太陽光、風力、水力の発電所やバイオマス施設等で

構成されており、鳥取市内に多くあります。メガソーラーを始めとして雪氷熱利用など他地域で

は見られない先導的な施設もあり、これらの施設を環境と調和したエネルギーのあり方を学習で

きる場として環境教育に活用しています。 

表 鳥取市内の環境教育に利用できる施設 

施設名 施設概要 住所 

リファーレンいなば ごみ処理に関する見学やリサイクルの

体験学習ができます。 

鳥取市伏野 2220 

鳥取市神谷清掃工場 県東部にある一般廃棄物の焼却施設で

す。 

鳥取市西今在家 228 

鳥取市水道局江山浄 

水場 

県東部にある浄水場施設です。（要予約） 鳥取市横枕 485-1 

秋里下水終末処理場 排水の流入から放流までの水の処理が

見学できます。（要予約） 

鳥取市秋里 903 

公益財団法人鳥取市 

環境事業公社 

ごみの分別施設や発泡スチロールの中

間処理施設の見学ができます（要予約） 

鳥取市秋里 1031-2 

鳥取砂丘ジオパーク 

センター 

鳥取砂丘の自然や動植物などの映像紹

介、パネル展示、体験コーナーなどで、

砂丘について深く知ることができます。 

鳥取市福部町湯山 2164-661 

鳥取大学乾燥地研究 

センター 

ミニ砂丘博物館の見学ができます。（土

日、祝日のみ） 

鳥取市浜坂 1390 

湖山池情報プラザ 湖山池の情報発信と自然をいかした各

種体験が楽しめる湖山池学習の拠点施

設です。 

鳥取市高住 754-17 

とっとり賀露かにっ

こ館 

「見て」「ふれて」「体験できる」カニが

主役の小さな水族館です。 

鳥取市賀露町西 3-27-2 

企業局東部事務所太 

陽光発電所 

とっとり次世代エネルギーパークの太

陽光発電施設です。 

鳥取市古海 250 

東部事務所監視室 とっとり次世代エネルギーパークの施

設で、風力・水力発電等の監視室です。 

鳥取市古海 250 

鳥取放牧場風力発電 

所 

とっとり次世代エネルギーパークの風

力発電施設です。 

鳥取県鳥取市越路 776 

鳥取ガスグループシ 

ョールーム Salute

（サルーテ） 

とっとり次世代エネルギーパークの施

設で、ガスコージェネレーション等の仕

組みを見学できます。 

鳥取市片原 5-503 

袋川発電所 とっとり次世代エネルギーパークの水

力発電施設です。 

鳥取市国府町殿 56-1 

さじアストロパーク 星や宇宙に関する様々な展示、プラネタ

リウムがあります。 

鳥取市佐治町高山 1071-1 

あおや郷土館 山陰海岸ジオパークに関する展示やジ

オツアー、鳴り砂体験ができます。 

鳥取市青谷町青谷 2990-4 

出典）「鳥取県環境教育等行動計画」（鳥取県） 
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6. その他（地勢、人口、経済動向等） 

（1）地勢 

鳥取市は、鳥取県の東北部に位置し、北は日本海に面し、東は岩美町および兵庫県、西は湯梨

浜町および三朝町、南は若桜町、八頭町、智頭町および岡山県と接し、県庁所在都市として鳥取

県東部広域圏の中心都市となっています。市の総面積は 765.31km2で鳥取県の約 21.8％を占めて

います。 

主要河川の千代川は、日本海に注ぐまでに土師川、佐治川、曳田川、八東川と合流し、延長 52.1km 

で日野川に次ぐ県下２番目の長流を有しています。千代川河口に発達した海岸砂丘は、「鳥取砂丘」

として全国的に有名であり、東に福部砂丘、浜坂砂丘、西に湖山砂丘、末恒砂丘を含み東西 16km、

南北２km に及んでいます。 

浜坂砂丘の南側には多鯰ヶ池があり、湖山砂丘の背後には潟湖の湖山池があります。湖山池の

面積は約 7.0km2 であり、池としては国内最大級の広さです。 

兵庫県境に近い東の海岸部は、浦富海岸など、花崗岩や火山砕屑岩が侵食されてできた海食崖

や海食地形が発達し、山陰海岸国立公園に指定されています。この国立公園を中心とした山陰海

岸は、日本海形成から現在に至る多様な地質や地形が存在し、それらを自然背景とした文化・歴

史を体験・学習できる地域として 2008（平成 20）年 12 月に日本ジオパーク委員会から『山陰海

岸ジオパーク』として認定され、さらに、2010（平成 22）年 10 月には世界ジオパークネットワ

ークに加盟認定されました。 

 

出典）「鳥取市 2018市勢要覧」（鳥取市） 
図 鳥取市の位置図 
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（2）土地利用状況 

本市の面積は、山陰地方の主要都市で最も広く、その約 7 割は林野となっています。 

 

出典）「鳥取市 2018市勢要覧」（鳥取市） 

図 鳥取市の面積及び土地利用状況（2018（平成 30）年 4月 1日時点） 

 

（3）人口 

本市の人口は、201,740 人（2005（平成 17）年）をピークに減少傾向が続き、2060 年には 119,998

人（2015（平成 25）年比約３８％減少）になると推計されています。特に、生産年齢人口（１５

～６４歳）については、2005（平成 17）年をピークに減少に転じ、今後大きく減少していく見通

しとなっており、出生率の問題以外に若年層の転出超過に歯止めをかけなければ、今後も深刻な

労働力不足が懸念されます。 

 

 

※2015 年までは国勢調査より作成、2020 年以降は社人研推計値より作成 

出典）「鳥取市経済成長プラン」（鳥取市） 

図 鳥取市の人口及び人口増減率の推移 

 

  



19 

 

（4）人口動態 

年により変動はあるものの、2004（平成 16）年までは転入超過（社会増）の状態となっていま

す。しかし、2005（平成 17）年以降は転出数が転入数を大きく上回る状況が続いており、一貫し

て転出超過（社会減）となっています。特に 2008（平成 20）年はリーマンショックの影響等を受

け、近年で最大の転出超過となっています。 

年齢階級別の人口動態をみると、20～24 歳から 25～29 歳になる時及び 10～14 歳から 15～19

歳になる時に大幅な転出超過となっています。 

 

出典）「鳥取市人口ビジョン」（鳥取市） 

図 鳥取市の転入数、転出数（社会動態）の推移 

 

出典）「鳥取市人口ビジョン」（鳥取市） 

図 2005年→2010 年性別・年齢層別人口移動 
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（5）事業所数、従業者数の推移 

鳥取市の事業所数は 1991（平成 3）年、従業員数は 1996（平成 8）年をピークに減少傾向とな

っています。中心市街地においては、事業所数、従業員数が年々減少しており、2014（平成 26）

年の鳥取市に対するシェアは事業所数 26.0％、従業員数 23.4％となっています。 

 

 

※平成 18 年までは、事業所・企業統計調査、平成 21 年以降は経済センサス基礎調査 

出典）「鳥取市中心市街地活性化基本計画」（鳥取市） 

図 鳥取市における事業所数および従業員数の推移（左図：事業所数、右図：従業員数） 

 

（6）産業分類別事業所数 

産業分類別の事業所数を見ると、中心市街地には「卸売・小売業、飲食店」、「サービス業」、「不

動産業」、「金融・保険業」の事業所の数が多い。また、鳥取市シェアでは、「卸売・小売業、飲食

店」、「サービス業」、「建設業」、「不動産業」の事業所数の割合が高くなっています。 

 

  

出典）「鳥取市中心市街地活性化基本計画」（鳥取市）より作成 

図 鳥取市における産業分類別事業所数（左図：中心市街地、右図：鳥取市） 
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（7）製造品出荷額の推移 

製造業の事業所数は減少傾向が続いており、2015（平成 27）年度には 265 件となっています。

製造品出荷額も減少傾向にありましたが、近年は漸増傾向が見られ、2015（平成 27）年度には約

2,465 億円となっています。 

 

出典）「鳥取市経済成長プラン」（鳥取市） 

図 鳥取市の製造品出荷額および製造業事業所数の推移 

 

（8）鳥取市の従業者規模別事業所割合 

鳥取市における従業者の規模別事業所数を見ると、大部分が中小事業者であることがわかりま

す。 

 

 

出典）「鳥取市経済成長プラン」（鳥取市） 

図 鳥取市の従業者規模別事業所割合（2014（平成 26）年度） 


