
東部地区／201／鳥取市大成建設 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・大成建設 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市南吉方２丁目７ 

井戸の管理者 国土交通省鳥取河川国道事務所 

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： 25.00 ｍ ／ 井戸標高： 6.38 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： -11.42～-14.42 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） 

水位は冬季に一時的に低下しており、融雪装置稼働による一時的な揚水量の増

大が考えられる。水位は上昇傾向である。 

※国土交通省が 1970 年代から継続している地下水位観測データによれば、地下

水位は季節変動しつつ、長期的に上昇傾向にあることがわかっている。 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 
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東部地区／202／鳥取市行徳 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・行徳 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市行徳１５４ 

井戸の管理者 鳥取県 

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： 45.00 ｍ ／ 井戸標高： 4.27 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： -34.73 ～ -39.73 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） 

水位は冬季に一時的に低下しており、融雪装置稼働による一時的な揚水量の増

大が考えられる。水位は上昇傾向である。 

※国土交通省が 1970 年代から継続している地下水位観測データによれば、地下

水位は季節変動しつつ、長期的に上昇傾向にあることがわかっている。 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 
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東部地区／203／鳥取市西町 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・西町 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市西町５－３５３ 

井戸の管理者 鳥取県 

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： 32.00 ｍ ／ 井戸標高： 4.41 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： -23.59～-27.59 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） 

水位は冬季に一時的に低下しており、融雪装置稼働による一時的な揚水量の増

大が考えられる。水位は上昇傾向である。 

※国土交通省が 1970 年代から継続している地下水位観測データによれば、地下

水位は季節変動しつつ、長期的に上昇傾向にあることがわかっている。 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 
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東部地区／204／鳥取市南隈 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・南隈 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市千代水２－１０６ 

井戸の管理者 国土交通省鳥取河川国道事務所 

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：  40.00 ｍ ／ 井戸標高： 3.90 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： -32.10～-36.10 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） 

水位は冬季に一時的に低下しており、融雪装置稼働による一時的な揚水量の増

大が考えられる。水位はやや上昇傾向である。 

※国土交通省が 1970 年代から継続している地下水位観測データによれば、地下

水位は季節変動しつつ、長期的に上昇傾向にあることがわかっている。 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 

 

  

- 27 -



東部地区／205／鳥取市田園町（深） 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・田園町（深） 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市田園町４－４００ 

井戸の管理者 国土交通省鳥取河川国道事務所 

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： 50.00 ｍ ／ 井戸標高： 4.15 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： -28.35～-31.35、-39.85～-43.85 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） 

水位は冬季に一時的に低下しており、融雪装置稼働による一時的な揚水量の増

大が考えられる。水位はやや上昇傾向である。 

※国土交通省が 1970 年代から継続している地下水位観測データによれば、地下

水位は季節変動しつつ、長期的に上昇傾向にあることがわかっている。 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 
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東部地区／206／鳥取市田園町（浅） 

 

■観測井戸の基礎情報 

井戸名称 鳥取市・田園町（浅） 

 
○印：およその井戸の位置 

場所 鳥取市田園町４－４００ 

井戸の管理者 国土交通省鳥取河川国道事務所 

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： 8.00 ｍ ／ 井戸標高： 4.15 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： -2.85～-3.85 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） 

水位は概ね横ばいで安定している。 

 

 

 

 

■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 2007 年 1月～2018 年 3月 降水量データ出典 鳥取市・鳥取（気象庁） 
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