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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

 ２１世紀は「環境の世紀」と言われています。私たちが地球環境に負荷

を与え続けている現在の社会経済システムの見直しを進め、次代を担う子

どもたちのためにも、持続的な発展が可能な、自然と社会が調和した環境

づくりを市民、事業者、行政の「協働」により進めていかなければなりま

せん。 

 このため、鳥取市における環境の現況をとらえながら、地球温暖化防止

対策や自然エネルギーの有効利用、循環型社会の形成をめざした廃棄物の

減量化・再資源化へのシステムづくりを推進します。 

 また、本市が有する豊かな自然環境の保全を図るとともに、公害の監視

体制の強化による適正な環境保全に努め、人間と環境とのかかわりについ

て広く市民の理解と認識を深めながら、自然と人とが共生する水や緑に囲

まれた良好な環境づくりを進めます。 

 さらに、土地利用や道路、公園等の整備などにおいて、自然と社会が調

和する都市環境の形成を促進し、良好で快適な住環境づくりを進めるほか、

安全な水の安定した供給、衛生的な下水道等の整備により、市民の快適な

生活環境づくりを進めます。 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 本市の環境の現況をとらえ、市民・市民活動団体・事業者・行政が一体となって３つのＲ

（リデュース（ごみの減量：Reduce）、リユース（再利用：Reuse）、リサイクル（再資源化：

Recycle））を推進し、また、自然エネルギーの有効利用、廃棄物の減量化、公共交通機関の利

用促進などにより、将来的に持続可能な環境の保たれた社会、循環型社会の形成をめざしま

す。 

 また、産学官の連携により、本市の豊かな自然、地域資源、人材等を活かした新たな環境ビ

ジネスを創出します。 

現状 市民の声 

○平成１７年２月「京都議定書」が発効し、

日本では、温室効果ガスの総排出量（基準

年：平成２年）を平成２４年までに６％

（実質１４％）削減する目標に向け、産

業、運輸、業務、家庭等の各分野でさまざ

まな取組みが進められています。 

○製造から流通・販売、消費、廃棄、再製造

へとつながる循環型社会の形成に向けて、

廃棄物を無くしていく取組みやバイオマス※

利用も進められています。 

○限りある資源の枯渇や地球規模の環境問題

に対する市民認識が高まっており、風力・

太陽光などの自然エネルギーの活用、省資

源、省エネルギー社会への転換が求められ

ています。 

○風力や地熱といったクリーンエネルギーを

利用し、環境問題を考えたまちづくりを行

ってほしい。 

○緑地を増やし、電気エネルギーの消費を減

少させて、地球温暖化を防止してほしい。 

○木をたくさん植えて、緑を増やし、鳥取環

境大学を中心にして環境問題に取り組み、

全国一の環境モデル都市になってほしい。 

課題 

○循環型社会の形成に向けて、市民・市民活動団体・事業者・行政が連携し、それぞれの役割

を担って協働して取り組むことが不可欠です。 

○従来の経済社会システムや生活様式を見直していくことが必要であり、市民一人ひとりが環

境を大切にする意識を持って、環境保全に向けた生活改善や各種活動を進める仕組みづくり

が求められています。 

 

 

                             
※ バイオマス Ｐ．１９参照 

環境政策課 

産学官連携室 
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目標の設定 

                           平成１６年度   平成２２年度 

○環境管理システム（ＩＳＯ１４００１※、ＴＥＡＳ※など） ６６件     ２２０件 

により環境配慮活動に取り組む主体 

○新エネルギーの導入（太陽光、風力など）        ９２２kw    ６,０００kw  

施策の展開 

○「鳥取市環境基本計画」（平成１９～２８年度）の策定と、環境施策の総合的な推進 

 ・市民・市民活動団体・事業者・行政が一体となって総合的かつ計画的に環境の保全と創造

を推進するための具体的な取組みを明らかにし、環境施策の総合的な推進を図ります。 

   ①地球温暖化対策 ②水環境の保全 ③ごみゼロ（ゼロ・ウェイスト※）の推進 

   ④環境に配慮した低公害車や自転車の利用促進 ⑤森林の利用と保全 

   ⑥新エネルギー普及の促進 ⑦ごみを再生資源として活かすリサイクル活動の促進  

   ⑧環境活動グループと協働した普及啓発活動や環境教育活動の促進 

   ⑨環境に配慮した土地利用や水の有効利用 など 

○新エネルギーの導入促進 

 ・新エネルギービジョンを策定し、自然エネルギーやバイオマスエネルギーなどの導入・普

及啓発や省エネルギー施策を推進します。 

 ・新エネルギーによる発電施設の建設に向けた調査・検討を行います。 

 ・太陽光発電設備などについて公共施設、民間企業、一般住宅への設置を促進します。 

 ・自転車の利用促進のほか、公用車などのクリーンエネルギー自動車への転換を促進しま

す。 

○各種リサイクル関連法に基づくリサイクルの促進 

 ・関係法令に基づき、家電、自動車、容器包装、食品、建設等のリサイクルを促進します。 

○環境管理システム（ＩＳＯ１４００１、ＴＥＡＳなど）の取組みの推進 

 ・市役所のＩＳＯ１４００１の認証範囲の拡大と、環境方針の達成に向けた継続的な改善を

図ります。 

 ・環境管理システムの認証取得を促進するとともに、自発的な環境活動の実践を促進しま

す。 

○新たな環境ビジネスの創出 

 ・鳥取大学、鳥取環境大学、地元企業、研究機関との連携による地場の資源や地元企業の技

術蓄積を活かした環境ビジネス創出のための産業界相互の連携や組織化を促進し、起業者

に対する支援制度の仲介や情報提供を行います。 

 ・産業界での相互補完を行う共同事業体（コンソーシアム※）の組織化を支援します。 

 ・産学官連携による環境にかかわる先端的技術の研究や人材を育成します。 

効果 

○環境施策の総合的な推進や新エネルギーの導入が促進されることで、本市の多様な自然と社

会が調和した快適・環境都市の実現が図られます。 

○市民や事業者の環境意識の向上により、地域内での未利用資源や廃棄物の再利用が進み、グ

リーン購入※や環境負荷の少ない事業活動などによる循環型社会への転換が促進されます。 

○産学官の連携による環境ビジネスの起業と人材の育成が図られることで、本市の地域資源を

活かした環境先進都市の実現が期待できます。 

 

                             
※ ＩＳＯ１４００１ Ｐ．１９参照 
※ ＴＥＡＳ 鳥取県版環境管理システムのこと。中小企業等の環境配慮活動への取組みを容易にするため、県が

一定の基準を設け、環境配慮活動を認定・公表する独自の制度 
※ ゼロ・ウェイスト Ｐ．１９参照 
※ コンソーシアム Consortium。大規模開発事業の推進や大量な資金需要に対応するため、県内の銀行や企業が

参加・連携して形成する借款団や融資団のこと。 
※ グリーン購入 環境への負荷を低減するため、価格や品質だけでなく、リサイクル可能なものや再生資源を使

用したものなど、環境に配慮した物品を購入すること。 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 市民・市民活動団体・事業者・行政が一体となって、廃棄物の排出抑制、再利用の促進、適

正な処理などにより、ごみを少なくする習慣やシステムづくりを進め、ごみのないごみゼロ

（ゼロ・ウェイスト※）社会をめざします。 

現状 市民の声 

○ごみの減量化、再資源化を図るため、９つの

分別、指定ごみ袋制度の採用、古紙類のステ

ーション収集、再資源化等推進団体に対する

奨励金の交付、生ごみ処理機器購入補助など

の減量化施策を推進して一定のごみの減量を

実現していますが、市民生活が多様化してい

ることもあり、ごみの量は依然多い状況にあ

ります。 

○可燃ごみ処理施設には耐用年数の迫ったもの

もあり、新たな処理施設の建設について検討

されています。 

○ごみの持ち出しのルールを守らない行為のほ

か、コンビニ、駅等のごみ箱の周りにおける

ポイ捨て、河川、道路、山間地における粗大

ごみなどの不法投棄は後を絶ちません。 

○自治体としてごみの減量化に取り組む本気

の姿勢が必要で、減量化に向けたリーダー

の育成とか、古紙は資源回収にまわすと

か、市民に常に働きかけることが必要では

ないか。 

○私の住んでいる地区では、きちんとプラス

チックを専用の袋で出していた。合併後は

何の袋でもいいことになり、ごみ置き場は

とても無茶苦茶になっている。モラルの問

題でしょうが、もう少し市も考えるべきだ

と思う。 

○みんながごみをポイ捨てしない、ごみのな

いきれいなまちになってほしい。 

課題 

○より一層の減量化・再資源化を図るため、市民のごみ問題に対する意識の高揚と、市民・市

民活動団体・事業者・行政の役割分担による新たな減量化施策を検討し、ごみゼロ（ゼロ・

ウェイスト）を進めていく必要があります。 

○現在の可燃ごみ処理施設は、地元との協定による稼動期限と、処理施設の耐用年数が近づい

ており、早急に新たな可燃物焼却処理施設（広域施設）の建設に着手する必要があります。 

 

                             
※ ゼロ・ウェイスト Ｐ．１９参照 

生活環境課 
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目標の設定 

                           平成１６年度   平成２２年度 

○ごみ減量化目標（１人１日当たりの総排出量）       １,０６８g     ９００g 

○資源回収率（廃棄物の量に占める資源回収の割合：重量比） １２．４％     ２０％ 

施策の展開 

○ごみゼロ（ゼロ・ウェイスト）へ向けた取組みとシステムづくり 

 ・市民・市民活動団体・事業者・行政が一体となり、ごみの分別の徹底、古紙、ビン、缶、

わりばし、ペットボトルのキャップ等の再資源化の推進、簡易包装の推進、マイバッグ運

動などによるごみを少なくするシステムづくりを進めます。 

 ・環境に配慮した商品づくりの促進、紙ごみの削減と分別による再資源化の推進、生ごみ等

のバイオマス※利用など、事業系廃棄物を少なくするシステムづくりを進めます。 

 ・関係機関との連携による推進会議の設置、フォーラムの開催などにより、ごみの削減を市

民啓発します。 

・地域の廃棄物減量化推進リーダーの育成、先進的な取組みに対するモデル指定（エコショ

ップなど）を推進し、廃棄物を少なくする習慣づくりを推進します。 

 ・ごみを減らすための有効な方法の一つであるごみ有料化の導入について検討します。 

○不法投棄の防止 

 ・地区住民からなる不法投棄監視員や関係機関との連携によるパトロールの実施や取締りを

強化します。 

・自然環境を保全するとともに、不法投棄実態の情報公開に努め、「不法投棄をしない・させ

ない」市民運動を展開します。 

 ・不法投棄やポイ捨てを防止する啓発板の設置による環境美化を推進します。 

○広域ごみ処理施設の整備・検討 

 ・「ごみ処理広域化実施計画」〔鳥取県東部広域行政管理組合：平成１３～２５年〕に基づい

て可燃ごみ広域化処理施設の整備を推進します。 

  （地域や自然と調和した外観、地域が有効利用できる機能、発電や熱供給のできる環境負

荷の少ない環境にやさしい施設を検討します。〔可燃ごみ焼却処理施設の建設・供用開始

の目標年：平成２５年〕） 

 ・既設の処理施設（可燃物・不燃物）における適正な処理体制を維持します。 

・既設の可燃ごみ処理施設廃止後の跡地利用の方策等について検討します。 

○産業廃棄物の処理 

・県内で不足している産業廃棄物処理施設の設置について、県へ要請します。 

効果 

○市民の環境意識の向上とともに、再資源化の推進による資源の有効活用や、ごみ処理経費の

節減が図られます。 

○市民・市民活動団体・事業者・行政が一体となってごみの減量化を推進し、不法投棄を防止

することにより、市民の生活環境の保全と公衆衛生の向上が図られます。 

主な指標・参考資料 

●１日当たりのごみ排出量                           （単位：ｔ） 

区分 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

可燃物 182  189  197  203  197  188  175 

不燃物 28  28  28  27  27  28  26  
 

                             
※ バイオマス Ｐ．１９参照 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 
 本市が有する貴重で優れた自然の保護やさまざまな環境保全施策の展開により、自然と人間
（社会）とが共生する水や緑に囲まれた快適な環境づくりを進め、市民の自然環境に対する愛
着と誇りが醸成された環境にやさしいまちをめざします。 

現状 市民の声 

○本市は、山、川、海といった豊かな自然環
境に恵まれ、多くの市民はその自然環境を
誇りに思っています。また、その自然環境
を求めて市外から多くの来訪者がありま

す。 
○農村部の小規模校へ特別編入を希望する児
童もあるなど、水や緑豊かな恵まれた自然
の中に憩いやゆとりを求める市民ニーズは
高まりつつあります。 
○湖山池は、生活排水などの流入により、池

の水が富栄養化し、アオコが大量発生する
など、依然として水質の浄化が進んでいま
せん。 
○本市は、平成１７年１０月「特例市※」へ移
行し、河川の水質検査や工場等からの排水
の監視など環境行政に関する事務の権限を

県から移譲され、公害監視の体制が強化さ
れました。 

○市民アンケートにおける「めざすべき都市
像」の第１位は「自然や環境にやさしい環
境先進都市」で、５２．６％の回答があっ
た。 

○県外から鳥取に来て１０年余りが経った
が、鳥取の風土や人々の気質を育んできた
豊かな自然の恵みは貴重な資産だと思う。 
○今の子どもたちには、鳥取の自然の中で、
もっともっとのびのびと遊んでほしい。 
○山間部などでは環境保全や公害に対する関

心が低いのか、廃棄物の「野焼き※」が日常
的に行われていることに疑問を感じる。 
 
 

課題 

○水と緑に囲まれた自然と人間（社会）との共生をめざし、開発と保全とを調和させながら、
貴重で優れた自然環境の保全・回復を図る必要があります。 
○市民・市民活動団体・事業者・行政が協働して自然環境保全活動に取り組むことで、市民の

自然愛護精神と環境意識の向上を図ることが重要です。 
○騒音、振動、悪臭、水質汚濁等の公害や環境衛生への対応は、市民の日常生活にかかわりの
深い身近な問題です。公害の未然防止や環境衛生対策による清潔で美しいまちづくりに取り
組むには、市民・事業者の環境意識を高めることが重要です。 

 

                             
※ 特例市 Ｐ．１参照 
※ 野焼き 野外で木くず、紙くず、廃プラスチックなどの廃棄物を焼却設備を使わずに、そのまま積み上げての
焼却、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等を行う行為で、廃棄物処理法で禁止さ

れている。 

環境政策課 

生活環境課 

林務水産課 

産学官連携室 

観光コンベンション推進課 

農村整備課 

都市建設課 

学校教育課 
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目標の設定 

                          平成１６年度    平成２２年度 

○恵まれた自然環境を誇りに思う市民の割合      ７１．３％      現状維持 

施策の展開 

○自然環境保全活動の推進 

 ・市民グループなどによる自然環境保全活動を支援します。 

 ・自然観察会などによる市民の自然保護意識の高揚を図ります。 

 ・自然環境の保全や普及啓発事業、交流事業のための「（仮称）鳥取市民環境基金」の創設

を検討します。 

○湖山池等の水環境を改善する総合的な施策展開 

 ・関係機関・地域住民の理解と協力を得て、水切り用ろ紙袋の使用や廃食用油の集団回収な

どによる生活雑排水対策を推進します。 

 ・環境美化活動、清掃活動などの市民活動を推進します。 

 ・産学官連携による湖山池水質浄化研究を推進するなど、関係機関と共に研究の検証を行い

ながら水質浄化を図ります。 

 ・企業排水の監視・監督、公共用水域の水質監視を行います。 

 ・親水公園、親水護岸などの水辺環境の整備を進めます。 

○法令等に基づく自然環境の保全、優れた自然の保護対策 

 ・鳥取砂丘の草原化防止対策など、観光地や優れた景勝地の自然環境の保全を図ります。 

 ・指定されている自然環境保全地域、動植物保護地区、保存樹木等の保全を図ります。 

○重視すべき機能に応じた森林等の整備 

 ・水源かん養機能や山地災害防止機能を重視する「水土保全林」を整備します。 

 ・生活環境保全機能や保健文化機能を重視する「森林と人との共生林」を整備します。 

 ・木材等生産機能を重視する「資源の循環利用林」を整備します。 

 ・市民グループや地域・学校活動などにより森林を守り育てる「市民参加の森づくり」を推

進します。 

 ・水土保全につながる棚田保全活動を支援します。 

○公害防止対策の強化 

 ・騒音、振動、悪臭に関する法令に基づく規制基準の遵守指導を行います。 

 ・野焼きや騒音など、公害苦情の相談体制を充実します。 
 ・事業者と市などとの公害防止協定の締結を推進します。 

 ・公共用水域の水質測定検査などによる公害の未然防止と監視体制を強化します。 

○環境衛生対策の推進 

 ・衛生害虫等の駆除などの市民活動を支援します。 

○環境保全と、観光と地域振興を同時に追求するエコツーリズム※の普及促進 

 ・自然資源を活かした「水・緑・観光ネットワーク」を構築します。（再掲Ｐ．１２９） 

 ・自然学校、温泉、海、地元食材等をネットワークした滞在型観光を推進します。 

効果 

○市民・市民活動団体・事業者・行政が協働して、美しく豊かな自然環境の保全に取り組むこ
とにより、市民の自然愛護精神と環境意識の向上が図られます。 
○湖山池などの水質改善と併せて、生き物や景観、歴史・文化、産業等の地域資源を活用する
ことにより、市民の憩い・やすらぎの場が確保できるとともに、地域の振興が図られます。 

主な指標・参考資料 
●湖山池の水質経年変化（中央部）            【環境基準：ＣＯＤ※３mg/㍑以下】 

年度 ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 

ＣＯＤ ８.６ ５.２ ５.４ ４.６ ５.２ ５.０ ７.０ ５.４ ４.８ ５.１ 
 

                             
※ エコツーリズム Ｐ．２３参照 
※ ＣＯＤ 化学的酸素要求量。水の汚れを表す指標の一つ。水中の有機物を酸化するのに消費される酸素量を示
すもの 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 人間と環境とのかかわりについての理解と認識を深め、環境保全に対して責任ある行動がで

きる力が身に付くことで、誇るべき鳥取の自然環境を守り育てます。そして、市民・事業者・

教育機関・行政が一体となった環境教育・環境学習を総合的に推進します。 

現状 市民の声 

○平成１５年１０月、「環境の保全のための意欲の増進及び

環境教育の推進に関する法律」が施行されました。この

法律には、国民各界各層の環境保全に関する理解を深め

るための環境教育・環境学習の推進、環境保全活動に取

り組む意欲を高めていくための体験機会や情報の提供等

の措置が盛り込まれています。 

○地球規模での環境問題の深刻化を背景に、自ら環境問題

に取り組む市民や市民活動団体、地域や学校が一体とな

った環境教育の取組みが増えつつあります。 

○環境に関する活動は、一部の市民、市民活動団体、事業

者に限られていたり、あるいは子どもの教育だけであっ

たりと、年代や地域による認識や取組みに違いがありま

す。 

○大人になればなるほど環境教育

が重要であり、グリーンツーリ

ズム※や都市と農山漁村との交

流を通して、食の安全を自分の

目で確かめることも大切であ

る。 

○主要な道路沿いには空き缶やご

みがたくさん捨てられている。

市民等の文化度を上げる必要が

ある。 

課題 

○環境教育は、環境を大切に思い、自らの手で保全しようとする「環境の心」を育むため、ま

た、すべての世代を通じて自然とふれあう中で健やかな心身を保つために重要であり、家

庭、学校、地域において、幼児から高齢者までのすべての年齢層に対して、それぞれの段階

に応じて行う必要があります。 

○知識の習得だけでなく、技能の習得や思考力、判断力を身に付け、環境に対する責任のある

行動がとれるようにするため、生涯学習として学校教育と家庭教育、社会教育の連携の中で

継続して施策展開することが重要です。 

○生産、流通、消費のそれぞれの過程において、消費者教育の視点の中で、人間活動における

環境とのかかわりについての総合的な理解や身近な環境問題が地球環境問題につながってい

ることを認識し、市民・事業者・教育機関・行政の協働により、地球環境に配慮した問題解

決への意欲、自信、行動力を育てていく必要があります。 

                             
※ グリーンツーリズム Ｐ．１７参照 

環境政策課 

生活環境課 

林務水産課 

都市政策課 

学校教育課 

生涯学習課 

教育改革推進チーム 
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目標の設定 

                          平成１６年度   平成２２年度 

 

○環境推進員数                     ６５人     ３３０人  

 

施策の展開 

○環境教育・環境学習機会の提供・充実 

 ・県や鳥取県東部広域行政管理組合等の関係機関、ＮＰＯ※などの市民活動団体と連携し、学

校教育、生涯学習、地域内での取組みなど、市民を対象とした環境教育・環境学習の場や

機会を提供します。 

 ・市民活動団体、事業者などによる本市の自然環境等を活かした環境学習の取組みや、自然

観察会・水辺教室・林間学校などの体験型環境学習を推進します。 

 ・家庭、地域、職場などにおける環境リーダーとなる人材を育成します。 

 ・学校、地域、事業者、市民グループ、公民館などによる環境学習の取組みを支援します。 

○学校教育における環境教育・環境学習の充実 

 ・地域の実態や特色を活かした環境問題への取組みを通じて、子どもたちの理解と意識啓発

を推進します。 

 ・環境教育・環境学習に必要な教材や器材を整備します。 

 ・環境教育に係る担当教員の設置、組織づくり・指導体制づくりを推進します。 

 ・関係機関との連携・協力により教職員を環境教育の指導者として養成します。 

○環境推進員制度の充実 

・環境推進員、美化モデル地区の指定などにより、市民意識の高揚を図ります。 

○環境に関する市民啓発の推進 

 ・市民・市民活動団体・事業者・行政が問題意識を共有するため、環境に関する情報発信を

強化します。 

 ・ごみのポイ捨て、放置ごみ、犬・ねこ等のペットのふんやはいかいなどに対処するため、

環境分野におけるモラルやマナーの啓発に努めます。 

 ・家庭、事業者における「環境家計簿」の作成によるエコライフチェック※など、環境配慮型

の新しいライフスタイルを推奨します。 

 ・環境に配慮した経営を行う事業者に対する社会的な評価制度の普及に努めます。 

 ・自然環境の保全や普及啓発事業、交流事業のための「環境基金」の創設を検討します。（再 

掲Ｐ．８９） 

 ・市役所自らＩＳＯ１４００１の認証事業者として、エコライフを実践します。 

効果 

○学校教育・社会教育などと連携し、年代・地域の特性に合わせた環境教育・環境学習機会を

提供していくことで、地域住民の環境意識が高まるとともに、環境保全の活動が今まで以上

に進展します。 

○環境問題を身近な問題として学び理解する中で、環境問題に対して自ら進んで行動できる人

材が育成されます。 

 

                             
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
※ エコライフチェック 日常生活の中で、環境に配慮した行動をしているか、エネルギー消費の量はどの程度か
などについて、目標を立ててそれがきちんとできたかどうかをチェックするもの 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 市街地では、効率的な土地利用や車道・歩道、公園等の都市施設の整備を展開し、コンパク

トな市街地を形成してにぎわいと活気のある都心再生と、環境と共生した水と緑豊かなゆとり

とうるおいのある市街地形成をめざします。 

 郊外や田園地域では、地域環境に配慮し、良好な田園居住環境や営農環境の形成をめざしま

す。 

 周辺市街地では、土地区画整理事業による面的整備の実施や民間宅地開発に対する適切な指

導などを行うことで、無秩序な市街化を抑制し、道路等の基盤整備がなされた良好で快適な市

街地をめざします。 

現状 市民の声 

○人々の価値観は、ゆとりやうるおい、やす

らぎを強く求めており、身近な生活環境に

おける利便性や緑の充実を求める声が高ま

っています。 

○市街地においては、老朽木造住宅の密集、

中高層建物の混在など環境・防災上の問

題、商店の空洞化や低未利用地の散在がみ

られるように、土地が有効に活用されてい

ないなど、活力やにぎわいを失いつつあり

ます。 

○郊外においては、宅地開発による緑地の消

失や、離農等による景観の破壊が進みつつ

あります。 

○緑にあふれ、花がたくさんあるまちになっ

てほしい。緑地を増やし、電気エネルギー

の消費を減少させて、地球温暖化やヒート

アイランド現象※の解消に努めてほしい。 

○鳥取市の豊かな自然を活かしたふるさとづ

くり・まちづくりを進め、近代的な街並み

とふるさとの風景を共存させてほしい。 

課題 

○市民生活や生産活動の基盤となる土地は、われわれの貴重な資源であるとともに、その土地

を十分に活用し、自然景観と調和がとれた計画的な開発や、自然環境や歴史・風土の保全に

ついて適正な規制や誘導に努める必要があります。 

○社会経済情勢の変化や少子・高齢化の進展に伴い、市民・市民活動団体・事業者・行政が一

体となって、安全、快適、効率性等の機能が備わった都市景観、都市空間づくりに努めるこ

とが必要です。 

 

 

 

                             
※ ヒートアイランド現象 都市部を中心に、都市化に伴う地表面の人工的改変、大量のエネルギー消費などによ
って、周辺地域よりも高温の空気が都市域をドーム状に覆う現象 

都市計画課 

公園街路課 
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目標の設定 

                    平成１６年度     平成２２年度 

○市民１人当たり都市公園面積      １０．１㎡／人    １０．８㎡／人 

○景観形成地域の指定（累計）         ２地区        ４地区 

○土地区画整理事業整備率（組合施行は除く。） ８３％  １００％（整備面積９０.３ha） 

施策の展開 

【都市的土地利用】 

○「鳥取市都市計画マスタープラン」の見直しによる総合的・計画的な都市づくりの推進 

 ・都市構造・都市空間の形成や土地利用の基本的な考え方、良好な都市環境の形成など、都

市の将来像を明らかにします。 

 ・市街化区域における土地の高度・複合利用による効率的な都市機能の集積を図ります。 

○人と自然にやさしい緑景観のまちづくりの推進 

 ・「鳥取市緑の基本計画」を策定し、緑地の保全や緑化を総合的に推進します。 

 ・市民ぐるみの一斉清掃や、美化・緑化運動、植樹活動などを促進します。 

 ・人材育成研修会の開催や各種の支援事業の活用により、緑豊かな景観づくりを推進しま

す。 

 ・都市の緑化や防災に有効な公園・緑地を整備します。 

 ・歩いて行ける範囲の都市公園を量的に創出するほか、市民との協働による質的な魅力の向

上を図ります。 

 ・全国都市緑化フェアの誘致に努めます。 

○景観法、景観形成条例等に基づく良好な景観形成の促進 

 ・「鳥取市景観計画」を策定し、景観形成を総合的・計画的に推進します。 

 ・豊かな自然景観や歴史的街並みなどによる「景観形成地域」を指定し、重点的に景観形成

を図ります。 

 ・景観形成に関する啓発活動のほか、適正な景観形成に向けた規制・誘導を行います。 

○土地区画整理事業の実施 

 ・周辺市街地における計画的な土地利用を図るため、区画整理事業を推進します。 

○道路、公園等の都市施設の整備 

 ・密集市街地においては、地区住民の参画を得て、計画的な都市施設の整備を推進します。 

○「（仮称）鳥取市土地利用条例（まちづくり条例）」の策定に向けた調査・検討 

 ・地域特性を活かした都市景観形成や市民との協働による良好な都市環境づくりのための条

例の策定を調査・検討します。 

【自然的土地利用】 

○集落の保全や形成の推進 

 ・農村・田園地域における地区計画制度や集落地区計画制度を活用し、豊かな自然と調和し

た集落の保全や形成を推進します。 

効果 

○市街地、周辺市街地、郊外のそれぞれの地域の魅力と機能を高め、自然と社会が調和した良

好で快適な都市景観づくりを行うことで、まち全体の機能と活力が高まります。 

○地域の自然、歴史、文化、住環境等を活かして保全・創造することにより、地域の愛着や居

住の喜び、他のまちにない本市の魅力やうるおいを創出します。 

○市民・市民活動団体・事業者・行政の協働により、緑景観、防災、生産活動等の機能を加味

した総合的・計画的な土地利用を進めることで、緑多い良好な生活環境の享受とまちづくり

への参加意識の向上が図られます。 

主な指標・参考資料 

●都市計画区域面積                      （平成１７年３月３１日現在） 

（用途別） 
区 分 

都市計画 
区域面積 

市街化区域
面積 住居地域 商業地域 工業地域 

調整区域 
面積 

面積(km2) 266.63 31.22 19.65 2.95 8.62 146.80  
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 だれもが使いやすく分かりやすいユニバーサルデザイン※による福祉のまちづくり、交通バリ

アフリー法※やハートビル法※に基づいて、都市公園、道路、住宅などの整備を進めることで、

自然環境や都市景観に配慮した自然と人が調和する良好で快適な住環境づくりをめざします。 

現状 市民の声 

○これからの都市づくりは、高齢者や障害のある人などに
配慮することを特別なこととせず、あらゆる人にとって

暮らしやすい空間やまちの創出が求められています。 
○公園整備の状況は比較的高い水準にありますが、従来型
の公園施設が多く、社会ニーズや市民ニーズに合わない
施設が見受けられます。 
○市営住宅の入居に際しては、住宅困窮度の高い人がより
入居しやすくなるよう「優先入居登録制度」により入居

者選考を行っていますが、長引く景気低迷や高齢化など
の影響を受け、応募倍率は平均１５倍前後と高い状況で
す。 
○町の区域の錯そうや地番の混乱等によって町境などが分
かりにくい地域では、郵便物や宅配、緊急車両の到着
等に支障を来たすおそれがあります。 

○ほっとするような、散歩ができ
るような公園が少ない。市民が

くつろげる公園がもっとほしい
と思う。 
○子どもや高齢者にやさしい市を
めざしてもらいたい。歩道の段
差解消を。車椅子や乳母車を使
った人にしか分からない。 

○公営住宅に住みたいが、倍率が
あまりにも高すぎて、住むこと
ができない。一般家庭で低家賃
を希望する家庭には、そのよう
な機会が与えられず、困ってい
る。 

課題 

○街並みが美しく、憩いの空間が整い、自然と調和し、だれもが使いやすく分かりやすい住環

境づくりについて、市民の認識を深めていくことが重要です。 

○市営住宅は、市民が居住する公的な保障の役割を果たしていくことが求められており、ま

た、循環型社会への移行に伴う施設の長寿命化への要請や低成長時代における投資余力の低

下などを踏まえ、より効率的・効果的な整備と市有財産の有効活用が必要となっています。 

○地籍調査事業は、本市の土地に関する施策の基礎資料となり、また、市民に対する公正で高

度な行政サービスの提供のため、今後も積極的に事業推進を図る必要があります。 

 

                             
※ ユニバーサルデザイン Ｐ．２４参照 
※ 交通バリアフリー法 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

のこと。特に、駅やその周辺の施設を重点整備地区とし、公共交通事業者にはエレベーター・エスカレータ

ー、誘導ブロックなどの設置を義務付け、市町村が作成する基本構想に基づいた周辺施設の設備の改善や歩

道の拡張・段差解消などをめざすもの 
※ ハートビル法 Ｐ．２６参照 

都市計画課 

公園街路課 

建築指導課 

建築住宅課 

財産管理課 

総務課 

生活環境課 

生活福祉課 
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目標の設定 

                        平成１６年度    平成２２年度 

○市営住宅のバリアフリー化率            ２２％       ３０％ 

○地籍調査の進捗率                 １６％       ２１％                       

施策の展開 

○自然と人が調和する良好で快適な住環境づくりの総合的な推進 
 ・だれもが使いやすく分かりやすいユニバーサルデザインによる福祉のまちづくり、交通バ
リアフリー法やハートビル法に基づく住環境整備を推進します。 

 ・建築協定や地区計画などの制度活用により、良好な住環境や市街地形成を誘導します。 
 ・地域の特性を活かした市民との協働による良好な住環境創出のための「（仮称）鳥取市土地
利用条例（まちづくり条例）」の制定に向けて調査・検討します。（再掲Ｐ．９３） 

 ・適確な住居表示の実施と町界町名の変更による分かりやすいまちづくりを推進します。 
○都市公園等の整備、更新 
 ・市民ニーズ、施設機能に即した新たな都市公園、休養施設、修景施設等の整備や緑化を推

進します。 
 ・社会ニーズに即した既存公園施設の更新（バリアフリー化等）を図ります。 
 ・地域コミュニティ、市民活動団体などとの協働による維持管理体制を確立します。 
 ・地域の実情を踏まえて自然環境や都市景観に配慮した道路等の整備を推進します。 
 ・自然とふれあい憩いの場となる自然公園などの整備、活用、保全対策等を行います。 
○市営住宅の更新、住宅団地の整備 

 ・市営住宅の更新に優先順位をつけ、老朽化住宅の建替え、耐震住宅のバリアフリー化、設
備改善によるリフォームなどを行い、既存ストックの総合的な再生・活用を進めます。 

 ・住宅団地開発事業や若者向け賃貸住宅事業の調査・検討を行います。 
 ・Ｕ・Ｊ・Ｉターン※を受け入れる住宅や空き家に関する情報を発信します。 
○都心居住の推進（再掲Ｐ．１３７） 
 ・中心市街地再開発の推進や利便施設の充実など、都心での居住環境の整備を推進します。 

 ・中心市街地の公共性をより高めるとともに、空き家情報の提供など中心市街地での居住を
促進するための施策を検討します。 

○地籍調査事業の推進 
 ・外注化も視野に入れた事業方法、調査の統一化及び統一見解による紛争解決により、一層
の進捗向上を図ります。 

○市民の墓地需要への対応  

 ・市営墓地等の適正な管理を行うほか、市民等の墓地造成に対する適正な指導を行います。 

効果 

○自然と人が調和する良好で快適な環境づくりを推進することにより、広く市民や来訪者に受
け入れられやすい住環境が創られます。 
○既存市営住宅の有効かつ効率的な活用により、高齢者、障害のある人等が安全で安心して住
める良好な住宅・住環境、住宅困窮者も安心して快適に暮らせる住環境が整った都市となり

ます。 
○地籍調査の積極的な事業推進により、市民の大切な財産に対する権利を確保できます。ま
た、災害復旧事業の基礎資料となるほか、行政財産の管理の適正化、公共事業における用地
買収等の作業が容易となり、土地に関する情報資料としてさまざまな期待ができます。 

主な指標・参考資料 

●市営住宅戸数                       （平成１７年３月末現在） 

耐火構造 簡易耐火 
規 格 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造等 
木 造 合 計 

団地数   １７   ９  １９   ４５ 

戸 数 １,６１８ ２５３ ２９９ ２,１７０ 
 

 

                             
※ Ｕ・Ｊ・Ｉターン  Ｐ．１６参照 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 市民とさまざまな水道情報を共有し、限りある水資源の有効利用と自然環境の保全を図りなが

ら、クリプトスポリジウム※等に汚染されるおそれのある水道原水への対策として膜ろ過法によ

る浄水施設の整備を進め、また、渇水に備えて殿ダム整備による水源を確保するなど、安全な水

を安定して安く供給することをめざします。 

現状 市民の声 

○水道水の安全性やコストに関する情報提供が求め

られています。水道を取り巻く健全な環境を構築

するため、市民の水道に対する意識の向上や、よ

り一層の理解と協力が不可欠です。 

○本市の水道原水である千代川伏流水や一部の簡易

水道の水源から、定期検査の際クリプトスポリジ

ウムによる汚染の目安となる菌が検出されてお

り、暫定対策指針により、水道原水は、クリプト

スポリジウムによる汚染のおそれがあると判断さ

れています。 

○千代川の流量は減少傾向にあり、既得水利権水量

の確保が困難になってきています。 

○簡易水道施設には、老朽化や施設基準・生活様式

の変化等により、水質の不安定なものや配水池の

容量不足のものがあり、施設改良を図る必要があ

ります。 

○安全な水を確保してほしい。 

○市民への情報提供と合意形成を十分に

図ってほしい。 

○現在の簡易水道施設の大半は、昭和５

０年代に建設された施設で、既に３０

年近く経過している。そのため、施設

の老朽化が著しく再三の修理を余儀な

くされている。この施設の維持管理の

大半は地元管理であり、組合員の高齢

化に伴い、今後の管理が不可能になる

おそれがある。１日も早い整備をお願

いしたい。 

課題 

○市民に安全な水道水を供給するため、水道法、厚生労働省令及びクリプトスポリジウム暫定対

策指針に従い、早急に浄水施設を整備することが必要です。 

○地震等の自然災害や、水質事故等の非常事態においても、生命や市民生活のための安全な水道

水の確保が求められています。 

○簡易水道事業は、整備されてきた経過から地元管理となっている数多くの施設がありますが、

今後順次市管理へ移行するとともに、統合整備を進めて施設数を減らし、維持管理の効率化

と、安全で安定した水の供給を図る必要があります。 

                             
※ クリプトスポリジウム 胞子虫類コクシジウム目の原虫。人畜共通の消化管内寄生虫で、寄生によりクリプト
スポリジウム症を引き起こす。 

水道局 

農村整備課 

都市建設課 
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目標の設定 

                          平成１６年度     平成２２年度 

○膜ろ過法による浄水施設整備：施設の完成    事業進捗 現況３８％   １００％ 

（目標年度：平成２２年度）    

○殿ダム建設 （目標年度：平成２３年度）    事業進捗 現況４２％    ９９％ 

○配水施設整備（目標年度：平成３５年度）    事業進捗 現況４２％    ５５％ 

○老朽管更新 （目標年度：平成３２年度）１９３kmの内１１４km改良   １４２km改良 

○鉛製給水管更新事業（目標年度：平成２８年度）32,700戸の内18,080戸改良 25,500戸改良 

○簡易水道施設の統合整備           簡易水道施設：全８２箇所  全７３箇所 

施策の展開 

○上水道事業の推進 

 ・クリプトスポリジウム対策のための膜ろ過法による浄水施設を整備します。 

 ・水道事業の経費の節減合理化と業務改善を推進します。 

 ・市報、ウェブサイト※等の活用、水道モニター会議、水道水源の市民一斉清掃等の実施など

により、市民に分かりやすい広報活動を推進し、市民の水道に対する一層の理解と協力につ

いて啓発します。 

 ・新たな水源や水利権の確保のため、殿ダム建設（国）を促進します。 

 ・各配水管、送水管、配水池を計画的に整備します。 

 ・老朽管の更新等に併せて耐震管を整備します。 

 ・鉛製給水管・石綿管（配水管）の廃止に向けた水道管の更新を推進します。 

 ・「鳥取市水道水源保全条例」に基づく水道水源を保全する取組みを推進します。 

○簡易水道事業の推進 

 ・新たな簡易水道整備計画を策定し、簡易水道の上水道への編入や、簡易水道等施設の統合を

推進します。 

 ・老朽化施設を改良するとともに、ろ過施設を整備します。 

 ・水道未普及地域における整備計画を策定し、未普及地域の解消に向けて事業を推進します。 

 ・地元管理施設の市への管理体制一元化を推進します。 

○殿ダム関連事業の推進・促進 

 ・水没・ダム周辺集落等の生活再建・活性化対策、ダム周辺の整備、ダム関連道路など、水辺

空間と調和した整備を促進します。 

 ・水力発電所の整備（県）を促進します。 

 ・工業用水供給体制の整備（県）を促進します。 

効果 

○市民参加活動や情報の共有化により、さらに市民の意向を反映した給水サービスの提供を行う

ことができます。 

○膜ろ過法による浄水施設の整備と鉛給水管の更新により、市民が安全な水道水を安心して飲む

ことができます。また、新たな水源の確保により、渇水時でも安定した水の供給が可能となり

ます。さらに、配水施設や耐震管の整備により、災害によって発生する断水等、市民生活への

影響を最小限に抑えることができます。 

○簡易水道における老朽化施設の改良や浄水施設の統合を推進し、ろ過施設の整備を進めること

により、水道の安定供給はもとより、施設維持管理の効率化が期待できます。 

主な指標・参考資料 

●水道事業、簡易水道事業の状況                  （平成１７年３月末現在） 

区 分 
総人口 

（人） 

給水人口 

（人） 

普及率 

（％） 

施設能力 

（ｍ3） 

年間総配水

量(千ｍ3) 

１日最大配

水量(ｍ3) 

１人１日最

大配水量㍑) 

上水道 164,947 119,628.2 22,658 75,403 457 

簡易水道 
200,820 

34,906 
99.5 

16,623 4,747 17,095 490  

 

                             
※ ウェブサイト Ｐ．１８ 
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第２章 自然と社会が調和した環境づくりと 

安心でいきいきとした暮らしづくり 
 

 第１節 自然と社会が調和した環境づくり 

 

  第１ 持続可能な循環型社会の形成 

  第２ 廃棄物の減量と処理 

  第３ 優れた自然環境の保全 

  第４ 市民ぐるみの環境教育・環境学習の推進 

  第５ 自然と調和する都市景観の形成 

  第６ 快適な住環境の整備 

  第７ 上水道・簡易水道等の整備 

  第８ 下水道等の整備 

 

めざす方向 

 公共下水道、集落排水などの下水処理施設を整備することにより、衛生的な生活環境の改善

と、河川、湖沼等の公共用水域の水質保全を図るとともに、７年に１回程度発生する豪雨（１

０分間最大１７mm、１時間最大５０mm）に対応できる浸水に強い都市環境づくりをめざしま

す。 

現状 市民の声 

○計画的な下水道整備、集落排水整備などによ

り市民の生活環境の改善が図られてきていま

すが、下水道未整備区域などがあります。 

○近年、集中豪雨などにより、特に市街地で

は、たびたび浸水被害が起っています。 

○雨天時、旧袋川の雨水吐口より未処理下水が

排出される場合があり、公共用水域が公衆衛

生上好ましくない状況です。 

○汚水処理が整備された快適な環境の中で生

活したい。未整備区域における早期の整備

を望む。 

○集中豪雨などが起きると、浸水するのでは

と心配になる。排水施設が整った浸水に強

いまちづくりを行ってほしい。 

 

課題 

○市民の環境問題に対する関心は年々高くなっており、公共下水道や集落排水の未整備区域の

解消、「鳥取市生活排水処理施設整備構想」に基づいた公共下水道又は集落排水事業を行わな

い地域における合併処理浄化槽の設置（公設・個人設置）について、生活環境の改善、公共

用水域の水質保全のため、各事業の推進を図る必要があります。 

○生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、下水道整備区域等における水洗化率を向上

する必要があります。 

○千代水クリーンセンターの流入汚水量が増加しており、処理施設の増設が必要になるととも

に、秋里下水終末処理場は供用開始以来３０年近く経過して設備の老朽化が進んでおり、改

築が必要です。 

○集中豪雨などによる浸水に対する安全性を早急に確保し、安心して都市活動ができるように

する必要があります。 

○合流式下水道各吐口からの放流水に対する法規制がなされ、平成２５年度までに、放流水に

含まれる汚濁負荷量の削減を図る必要があります。 

○整備後相当期間が経過した集落排水処理施設は老朽化が進んでおり、公共用水域の水質保全

のために改築更新及び統合が必要です。 

 

 

下水道計画課 

下水道管理課 

下水道施設課 

生活環境課 
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目標の設定 

                           平成１６年度   平成２２年度 

 ９２．５％ ９７．３％ 

公共下水道整備事業 

（処理場増設等含む。） 
６７．７％ ７１．７％ 

集落排水整備事業 １８．４％ ２０．９％ 

○人口普及率 

 

  （内訳） 

 

合併処理浄化槽設置整備事業 ６．４％ ４．７％ 

公共下水道整備事業 

（処理場増設等含む。） 
８５．１％ ８８．５％ 

集落排水整備事業 ９５．６％ １００ ％ 

○事業普及率 

合併処理浄化槽設置整備事業 ５８．０％ ９３．０％  

施策の展開 

○公共下水道整備事業の推進 

 ・公共下水道の未整備区域について、年次的に整備します。 

 ・秋里下水終末処理場について、年次的に改築します。 

 ・耐震強度を考慮した老朽管更新事業を推進します。 

 ・新技術の普及と効率的な事業の執行を図るほか、下水道管渠に一般利用を兼ねた光ファイ

バーケーブルを設置するなどの機能高度化下水道事業を推進します。 

 ・貯留管、ポンプ場、山地雨水の分離、側溝等の設置による浸水対策を推進します。 

 ・塩素消毒施設、スクリーン等の設置により、合流式下水道を改善します。 

・水洗化の普及・啓発を図ります。 

・公共下水道・集落排水が災害にあった際に警報を発する設備を整備します。 

（再掲Ｐ．１１７） 

○集落排水整備事業の推進 

 ・集落排水未整備区域について事業継続します。 

 ・処理施設を更新する場合には、効率を考えて近隣の他処理区との統合等を考慮して整備し

ます。 

○合併処理浄化槽の設置促進 

 ・公共下水道・集落排水の未整備地域について、設置を促進します。〔個人設置型（補助事

業） 一部公設型〕 

○し尿処理体制の充実 

・し尿処理体制の効率化を図るとともに、汚泥の肥料化を促進します。 

効果 

○下水道施設、集落排水施設、合併処理浄化槽等の整備により、市民の快適な生活環境が整う

とともに、河川、湖沼等の公共用水域や農山漁村地域の生活環境及び農業用排水の水質保全

が図られます。 

○下水道整備における浸水対策により、集中豪雨時などの浸水被害の解消が図られ、市民が安

心して都市活動を行うことができるようになります。 

○合流式下水道の改善により、河川の汚れが緩和でき、公衆衛生上の環境改善が図られます。 

○集落排水施設の統合・改築を効果的に行うことにより、維持管理費の低減とともに、水質保

全が図られます。 

主な指標・参考資料 

●公共下水道の普及率及び水洗化率                       （単位：％） 

年 度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

普及率  ５７.３  ６０.８  ６３.８  ６５.８  ６７.７ 

水洗化率  ８５.３  ８３.９  ８５.６  ８７.２  ８８.４ 
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