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東部地区／101／鳥取市曳田 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・曳田 

 
印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市河原町曳田 

井戸の管理者 鳥取市 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 7.2 ｍ ／ 井戸標高： 9.70 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： 4.70 ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

地下水位（日最大・最小）は概ね横ばいの傾向が見られる。 

 

 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・曳田（県管理雨量計） 

 

  

 

No Data 
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東部地区／102／鳥取市御熊 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・御熊 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市御熊 

井戸の管理者 鳥取市 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 100.00 ｍ ／ 井戸標高： 37.91 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： － ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

揚水量は少なく同程度に推移している。 

日最大水位は概ね横ばいであり、日最小水位は近年やや上昇傾向が見られる。 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・福井（県管理雨量計） 

 

  

- 10 -



東部地区／103／岩美町池谷 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 岩美町・池谷 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 岩美郡岩美町池谷 

井戸の管理者 岩美町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 7.6 ｍ ／ 井戸標高： 31.00 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： － ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

地下水位（日最大・最小）は概ね横ばいの傾向が見られる。 

 

 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 5月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・福部町細川（県管理雨量計） 
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中部地区／104／倉吉市円谷 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 倉吉市・円谷 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 倉吉市円谷町 

井戸の管理者 倉吉市水道局 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 9.7 ｍ ／ 井戸標高： 21.50 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： 11.8 ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

水位は約２ｍの幅で日変動しており、揚水の影響を受けていると考えられる。

日変動幅は大きいが、水位は安定している。 

 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 倉吉市・倉吉（県管理雨量計） 
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中部地区／105／湯梨浜町田後 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 湯梨浜町・田後 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 東伯郡湯梨浜町田後 

井戸の管理者 湯梨浜町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： － ｍ ／ 井戸標高： 3.00  ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： － ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

揚水時に水位が低下する傾向が見られるが、水位の回復は早いと考えられる。

日最大水位は変動が見られるが概ね横ばいであると考えられる。 

2015 年 12 月以降の日最小水位の上昇は、時間揚水量の減少に伴うものと考えら

れる。（データ未掲載） 

2016 年 10 月の鳥取県中部地震以降、日最小水位が上昇している。 

※揚水量は近隣 10井戸の合計揚水量を表す。 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 湯梨浜町・松崎（県管理雨量計） 
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中部地区／106／湯梨浜町石脇 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 湯梨浜町・石脇 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 東伯郡湯梨浜町石脇 

井戸の管理者 湯梨浜町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 60.0 ｍ ／ 井戸標高： 3.30  ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： -26.7 ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降）日最小水位が低下傾向 

コメント 

（水位変動の原因など） 

日最大水位はほぼ安定しているが、日最小水位が低下傾向である。 

 

 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 湯梨浜町・松崎（県管理雨量計） 
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中部地区／107／北栄町妻波_3 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 北栄町・妻波_3 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 東伯郡北栄町妻波  

井戸の管理者 北栄町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 61.0 ｍ ／ 井戸標高： 38.00 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： － ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降）一時的に低下 

コメント 

（水位変動の原因など） 

揚水時に水位が低下する傾向が見られるが、水位の回復は早いと考えられる。 

2012 年 4 月に日最大・最小水位ともに低下しているが、その後は安定している。 

2017 年 10 月にも同様な低下が見られる。 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 北栄町・瀬戸（県管理雨量計） 
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中部地区／108／北栄町曲 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 北栄町・曲 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 東伯郡北栄町曲 574-2 

井戸の管理者 北栄町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 26.0 ｍ ／ 井戸標高： 4.40 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： － ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降） 

コメント 

（水位変動の原因など） 

揚水量が増加するときに水位が低下する傾向が見られるが、水位の回復は早い

と考えられる。 

水位は変動が見られ、2014 年以降はやや上昇傾向であると考えられる。 

 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 北栄町・北尾（県管理雨量計） 
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中部地区／111／琴浦町大父 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 琴浦町・大父 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 東伯郡琴浦町大父 

井戸の管理者 琴浦町 

井戸の用途 水道水源用・水位観測用・ほか 

浅井戸・深井戸の別 浅・深・不明 

井戸の深度／ 

井戸所在地の標高（T.P） 
深度： 140.7 ｍ ／ 井戸標高： 271.20 ｍ 

水位の表示方法 標高基準水位・センサー基準水位 

ストレーナ位置 標高： 194.0 ｍ 

周辺での地下水利用 少・やや少・やや多・多・不明 

揚水設備の有無 無・有 

顕著な水位変動の有無 無・有（上昇・下降）一時的に低下 

コメント 

（水位変動の原因など） 

揚水量が増加するときに水位が低下する傾向が見られるが、水位の回復は早い

と考えられる。2012 年 6 月以降揚水量が増大し、水位の低下が見られる。その

後、日最大水位は概ね横ばい、日最小水位はやや回復が見られる。 

ただし、2016 年 10 月の鳥取県中部地震以降、最小水位が低下している。 

 

■観測井戸の水位・揚水量グラフ（下段）と近隣降水量グラフ（上段） 

データ掲載期間 2010 年 4月～2018 年 3月 降水量データ出典 大山町・羽田井（県管理雨量計） 
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