
番
号

基本目標
施策の柱

推進する施策 担当課
市の取り組み
施策の概要（具体的な施策
の方向性）

事業者の取り組み 市民の取り組み
取り組み指標及び実績
（基準日：平成29年3月31日）

取り組み指標及び実績
（基準日：平成30年3月31日）

取り組み指標及び実績
（基準日：平成31年3月31日）

実施期間
平成29年度以降の実績及び取組計画
（目標値がある場合は目標数値も記入願います）

平成30年度以降の実績及び取組計画
（目標値がある場合は目標数値も記入願います）

令和元年度以降の実績及び取組計画
（目標値がある場合は目標数値も記入願います）

備　　　考

Ⅰ 地球にやさしいまちを実現する

1 地球温暖化防止
対策の推進

◆１　低炭素型のま
ちを推進する

環境課 国・鳥取県・関係機関と協力
し、地球環境問題の解決に
取り組みます。

国・鳥取県・倉吉市等の地球
環境保全対策に協力しましょ
う。

 国・鳥取県・倉吉市等の地
球環境保全対策に協力しま
しょう。

○国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し地球温暖化防止対策に係る情報
提供を行う。

○国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し地球温暖化防止対策の情報提供
を行う。

○国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し地球温暖化防止対策の情報提供
を行う。
○鳥取県星空保全条例の施行を踏まえ、大気環
境の保全を図るため、星空保全活動の啓発を行
う。

H29～Ｈ33 ○国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し地球温暖化防止対策に係る情報
提供を行う。

○国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、地球温暖化対策の情報提供を行
う。
○鳥取県星空保全条例施行を踏まえ、星空保全
活動の啓発を行う。

国、県・鳥取県地球温暖化防止活動推進センター
等と連携し地球温暖化対策の情報提供を行う。家
庭での省エネ等の意識の向上を図るため、必要
な情報発進等の啓発を行う。

鳥取県星空保全条例（平成29年12月26日制
定）
平成30年 ４月 １日施行
倉吉市関金町全域　令和元年10月31日指定

2 環境課 地球温暖化防止のための倉
吉市行動計画を策定し、二
酸化炭素の排出抑制に努め
ます。

地球温暖化防止のため、二
酸化炭素の排出抑制に努め
ましょう。

二酸化炭素の排出抑制のた
め、エアコンの設定温度を適
正に設定する等、省エネル
ギー・省資源に努めましょう。

○国・県のCO2削減ライトダウンキャンペーン実施
(６月・７月の各１回）の協力実施
〇「市役所ノー残業デー」（毎週水曜日）の取り組
によるCO2排出抑制

○国・県のCO2削減ライトダウンキャンペーン実施
(６月・７月の各１回）の協力実施
〇「市役所ノーマイカーデー」「市役所ノー残業
デー」（毎週水曜日）の取り組によるCO2排出抑制

「市役所ノーマイカーデー」「市役所ノー残業デー」
（毎週水曜日）の取り組によるCO2排出抑制

Ｈ29～Ｈ33 ○国・県のCO2削減ライトダウンキャンペーン実施
(６月・７月の各１回）
〇「市役所ノー残業デー」（毎週水曜日）の取り組
によるCO2排出抑制

○国・県のCO2削減ライトダウンキャンペーン実施
(６月・７月の各１回）
〇「市役所ノー残業デー」（毎週水曜日）の取り組
によるCO2排出抑制

○国・県のCO2削減ライトダウンキャンペーン実施
(６月・７月の各１回）
〇「市役所ノー残業デー」（毎週水曜日）の取り組
によるCO2排出抑制

3 環境課
農林課

再生可能エネルギー（バイオ
マス、太陽光、小水力等）の
導入を支援します。

－ － 【環境課】
倉吉市木質バイオマス等再生可能エネルギー活
用検討協議会（15事業者）を設立し、雲南市視察
研修会及び木質バイオマス事業化講演会を行っ
た。（市内メガソーラー６事業所）

【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。
【環境課】
平成29年５月11日に木質バイオマス等再生エネ
ルギー活用検討協議会を開催し、木質バイオマス
の導入に関して、発電ではなく熱利用を検討する
との方向性を決定した。

【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。
【環境課】
木質バイオマスエネルギーの活用を着実に進め
ていくための具体的かつ実行可能な計画を策定し
た。

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
市内事業者が木質バイオマス事業化研究事例及
びNEDOみずほ情報総研事例発表を行った。（今
後、市内メガソーラー２事業所計画中）
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。
【環境課】
木質バイオマス等再生エネルギー活用検討協議
会において、継続して調査研究を行う。

【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。
【環境課】
木質バイオマス等再生エネルギー活用検討協議
会において、木質バイオマスの熱利用について、
引き続き調査研究を行う。

4 環境課 家庭の二酸化炭素排出量が
わかる環境家計簿の普及啓
発に努めます。

エコポイント活動に参加しま
しょう。

エコポイント活動の参加や環
境家計簿を活用しましょう。

ゴミ減量化による二酸化炭素排出量の抑制を図る
ため、「ゴミの区分と出し方」の周知や倉吉市ごみ
減量推進員研修会で環境家計簿の活用を啓発し
た。

ゴミ減量化による二酸化炭素排出量の抑制を図る
ため、「ゴミの区分と出し方」の周知や倉吉市ごみ
減量推進員研修会で環境家計簿の活用を啓発し
た。

ゴミ減量化による二酸化炭素排出量の抑制を図る
ため、倉吉市ごみ減量推進員研修会等を通じて、
「ゴミの区分と出し方」及びゴミ減量と二酸化炭素
抑制の必要性の説明を行った。

Ｈ29～Ｈ33 倉吉市ホームページや倉吉市ごみ減量推進員研
修会で環境家計簿の活用を啓発する。。

倉吉市ホームページや倉吉市ごみ減量推進員研
修会で環境家計簿の活用を啓発した。

ゴミ減量化による二酸化炭素排出量の抑制を図
るため、「ゴミの区分と出し方」を周知し、ゴミの減
量化を推進する。

※エコポイント：省エネ住宅の新築やエコリフォームの普
及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資の
拡大を図る事を目的とし、一定の省エネ性能を有する住
宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等と交
換できるポイントを発行する制度です。

5 ◆２　エネルギーの
消費量を削減する

総務課 公共施設の照明のＬＥＤ化を
推進する等、様々な省エネ
ルギーに努めます。

省エネルギー対策を検討す
るとともに節電に努め、照明
のＬＥＤ化等、省エネルギー
機器を利用しましょう。

エネルギー消費が高まる夏
場・冬場を中心に、クールビ
ズやウォームビズに取り組み
ましょう。

点灯時間の長い執務室内を主にLED化
  ・市庁舎直管蛍光灯ＬＥＤ照明借上1,000本

点灯時間の長い執務室内を主にLED化
  ・市庁舎直管蛍光灯ＬＥＤ照明借上1,000本

点灯時間の長い執務室内を主にLED化
  ・市庁舎直管蛍光灯ＬＥＤ照明：1,000本

Ｈ29～Ｈ33 照明器具新設の際にはその点灯時間等に応じて
LED照明器具の設置を検討する。

照明器具新設の際にはその点灯時間等に応じて
LED照明器具の設置を検討する。
・LED借上契約がH30.5.31に終了したが、契約終
了後は該当本数を購入することで対応した。

照明器具新設の際にはその点灯時間等に応じて
LED照明器具の設置を検討する。

6 環境課 省エネルギー機器の周知や
利用促進の啓発を行いま
す。

環境保全に役立つ商品の開
発に努めましょう。

電化製品は省電力型のもの
を選びましょう。

国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

Ｈ29～Ｈ33 国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

国の夏季・冬季の省エネルギー対策等を周知し、
家庭での使用電力削減及び省エネ意識の向上を
図る。

7 環境課 ゴーヤやアサガオ等の植物を
育てて作るグリーンカーテンの
取り組みを普及啓発します。

- ゴーヤやアサガオ等の植物
を育ててグリーンカーテンを
作りましょう。

夏場の電力消費の削減を図るため、鳥取県クー
ルシェアスポットの利用推進を図るため、周知を
行った。

夏場の電力消費の削減を図るため、鳥取県クー
ルシェアスポットの利用推進を図るため、周知を
行った。

夏場の電力消費の削減を図るため、鳥取県クー
ルシェアスポットの利用推進を図るため、周知を
行った。

Ｈ29～Ｈ33 グリーンカーテン等の普及啓発を行う。
鳥取県クールシェア・スポットの登録数の増加を
図る。

グリーンカーテン等の普及啓発を行う。
鳥取県クールシェア・スポットの登録数の増加を
図る。

グリーンカーテン等の普及啓発を行う。
鳥取県クールシェア・スポットの登録数の増加を
図る。

クールシェア：一人で一台のエアコンを使わずに多くの
人が公共施設や飲食店等に集まり涼しい空間をシェア
し、電力消費量を減らすそうというキャンペーン

8 環境課 エコライフ活動の普及啓発に
努めます。

市民に販売する電化製品に
ついては、省電力型のものを
提案しましょう。

エコライフ活動に努めましょ
う。
自動車を購入する際には、
電気自動車、プラグインハイ
ブリッド車等、エコカーの車
両を選びましょう。

○市内急速充電器設置
　・急速充電器：　９基（公共施設２基）
　・普通充電器： 10基（公共施設１基）
平成24年3月、電気自動車急速充電器を設置。平
成24年11月、電気自動車を購入し、業務に支障の
ない限り市内においてボランティア活動等を行う団
体に貸出し、エコカーの普及啓発に努めてきた。
（中部地震のため中止、貸出予定件数1件）

○市内急速充電器設置
　・急速充電器：　９基（公共施設２基）
　・普通充電器： 10基（公共施設１基）
平成24年3月、電気自動車急速充電器を設置。平
成24年11月、電気自動車を購入し、業務に支障の
ない限り市内においてボランティア活動等を行う団
体に貸出し、エコカーの普及啓発に努めてきた。
（台風のため貸出し中止、貸出予定件数1件）

○市内急速充電器設置
　・急速充電器：　９基（公共施設２基）
　・普通充電器： 10基（公共施設１基）
平成24年3月、電気自動車急速充電器を設置。平
成24年11月、電気自動車を購入し、業務に支障の
ない限り市内においてボランティア活動等を行う団
体に貸出し、エコカーの普及啓発に努めてきた。
（貸出予定件数1件→電気自動車故障修理のため
貸出中止）

Ｈ29～Ｈ33 ○市内急速充電器設置
　・急速充電器：　９基（公共施設２基）
　・普通充電器： 10基（公共施設１基）

電気自動車（ボランティア公用車）を業務に支障
のない範囲で市内においてボランティア活動等を
行う団体に貸出し、エコカーの普及啓発を図る。

電気自動車の及び民営の電気自動車充電器の
増加に伴い、市営の電気自動車充電器施設の廃
止を検討する。ボランティア活動等を行う団体に
貸出し、エコカーの普及啓発に努める。

電気自動車の及び民営の電気自動車充電器の
増加に伴い、市営の電気自動車充電器施設の廃
止を検討する。ボランティア活動等を行う団体に
貸出し、エコカーの普及啓発に努める。

※エコライフ活動：地球温暖化を防止するため
に、私たち自身ができる活動のひとつです。
地球環境を破壊しないような電化製品や、自
動車を購入することもエコライフ活動のひとつ
です。そして、それを長く使い続けることも立派
なエコライフ活動です。

9 ◆３　再生可能エネ
ルギーを使用する

環境課 住宅用太陽光発電システム
や家庭用コージェネレーショ
ンシステムを導入する市民に
対して、鳥取県と連携して支
援します。

太陽光発電等、再生可能エ
ネルギーを利活用しましょ
う。

太陽光発電等、再生可能エ
ネルギーの利活用に努めま
しょう。

○住宅用太陽光発電システム導入補助金制度
 ・平成28年度補助件数40件　
 ・累計：H22年度～H28年度 　468件　
○家庭用燃料電池　１件　
 ・累計：H25～H28   ９件

〇住宅用太陽光発電システム導入補助金制度
・平成29年度補助件数　32件　
・累計：H22年度～H29年度  500件
〇家庭用燃料電池　２件
・累計：H25年度～H29年度　11件

〇住宅用太陽光発電システム導入補助金制度
・平成29年度補助件数　27件　
・累計：H22年度～H30年度  527件
〇家庭用燃料電池　２件
・累計：H25年度～H30年度　13件

Ｈ29～Ｈ33 再生可能エネルギーの利用促進を推進する。
住宅用太陽光発電システムの目標値
・第11次倉吉市総合計画（後期計画）
・歳出年度・H32年度末までに累計 600件

再生可能エネルギーの利用促進を推進する。
住宅用太陽光発電システムの目標値
・第11次倉吉市総合計画（後期計画）
・歳出年度・H32年度末までに累計 600件

住宅用太陽光発電設備の持続的な利用を推進す
るため、設備の相談・点検に対応する鳥取県太陽
光発電サポート協会の取り組みについて周知を
図る。

住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料
電池導入補助金：平成31年度以降は予算化し
ない。
補助制度創設前に比べ導入費用が安くなり普
及が図られたと判断したもの。

10 農林課 小水力等の再生可能エネル
ギーの導入を支援します。

- - ○活用可能な水路等があった場合、改良区等の
所有者との調整を支援する。

活用可能な水路等があった場合、改良区等の所
有者との調整を支援する。

活用可能な水路等があった場合、改良区等の所
有者との調整を支援する。

Ｈ29～Ｈ33 活用可能な水路等があった場合、改良区等の所
有者との調整を支援する。

活用可能な水路等があった場合、改良区等の所
有者との調整を支援する。

活用可能な水路等があった場合、改良区等の所
有者との調整を支援する。

11 環境課 木質バイオマス等再生可能
エネルギー活用検討協議会
を設置し、木質バイオマス発
電事業化（木質チップボイ
ラー、薪ボイラー含む）につ
いて調査・研究に取り組みま
す。

木質バイオマスで発電した電
力等、再生可能エネルギー
の利活用を推進しましょう。
地域エネルギー社会構築へ
の取り組みに理解を深めま
しょう。

地域エネルギー社会構築へ
の取り組みに理解を深めま
しょう。

倉吉市木質バイオマス等再生可能エネルギー活
用検討協議会（15事業者）を設立した。
雲南市視察研修会及び木質バイオマス事業化講
演会を行った。（市内メガソーラー６事業所）

平成28年度における２回の協議会を経て、平成29
年度において発電ではなく熱利用で取り組むこと
とするよう一定の方向性を決定した。

木質バイオマスエネルギーの活用を着実に進め
ていくための具体的かつ実行可能な計画を策定し
た。

Ｈ29～Ｈ33 市内事業者が木質バイオマス事業化研究事例及
びNEDOみずほ情報総研事例発表（会場：岡山
市）を行った。（今後、市内メガソーラー２事業所計
画中）

木質バイオマス等再生エネルギー活用検討協議
会において、木質バイオマスの熱利用について、
引き続き調査研究を行う。

木質バイオマス等再生エネルギー活用検討協議
会において、木質バイオマスの熱利用について、
引き続き調査研究を行う。

※地域エネルギー社会：太陽光、バイオマス、
温泉熱、小水力等地域内の資源を使用して作
られた再生可能エネルギーをその地域に供給
し、エネルギーの地産地消を行うことにより、
地域内で経済循環を行うこと。

12 ◆４　温室効果ガス
の排出を抑制する

環境課 フロン排出抑制法に基づく義
務等の周知に努めます。

フロン類の充塡・回収や機器
の廃棄等が必要なときは、第
一種フロン類充塡回収業者
に依頼しましょう。

家庭で使用しているエアコ
ン、冷蔵庫等を更新、廃棄等
するときは、家電リサイクル
法等の制度に従い適正に処
分しましょう。

フロン排出抑制法に基づく施設管理等の鳥取県
説明会に市役所市有施設の所管課等と参加する
予定だったが、鳥取県中部地震のため中止になっ
た。

フロン排出抑制法に基づく施設管理等の鳥取県
説明会（会場：倉吉市内）に市役所市有施設の所
管課等とに参加し、施設管理者の点検等の遵守
事項等の情報を共有した。

フロン排出抑制法に基づく義務等の周知に努め
る。

Ｈ29～Ｈ33 フロン排出抑制法に基づく施設管理等の鳥取県
説明会（会場：倉吉市内）に参加周知し、倉吉市か
ら施設管理の関係課で参加する。

業務用エアコン等を使用する市有施設の管理者
に対し、フロン類の漏えい防止を図るため、適正
な管理を周知する。

フロン排出抑制法に基づく義務等の周知に努め
る。

13 総務課 フロン排出抑制法に基づき、
倉吉市役所の施設等に使用
されている業務用エアコン・
冷凍冷蔵機器を「第一種特
定製品の管理者の判断の基
準となるべき事項（2014(平成
26)年経済産業省、環境省告
示第13号）。以下「管理者の
判断基準」といいます。）」に
基づき点検等を実施する等、
適正に管理しフロン類の漏え
いを防止します。

 第一種特定製品の管理者
は、フロン排出抑制法に基づ
き業務用エアコン・冷凍冷蔵
機器を「管理者の判断基準」
に基づき点検等を実施する
等、適正に管理しフロン類の
漏えいを防止しましょう。

- 庁舎内設置の業務用エアコンについて、定期的な
簡易点検を行い、異常の発見を早めることでフロ
ンガスの漏えいを防ぐ。
業務用エアコン設置数
　本庁舎　室内機43台、室外機46台
　東庁舎　室内機11台、室外機11台
　南庁舎　室内機 ４台、室外機 4台
　北庁舎　室内機 ９台、室外機 3台

庁舎内設置の業務用エアコンについて、定期的な
簡易点検を行い、異常の発見を早めることでフロ
ンガスの漏えいを防ぐ。
業務用エアコン設置数
　本庁舎　室内機43台、室外機46台
　東庁舎　室内機11台、室外機11台
　南庁舎　室内機 ４台、室外機 4台
　北庁舎　室内機 ９台、室外機 3台

庁舎内設置の業務用エアコンについて、定期的な
簡易点検を行い、異常の発見を早めることでフロ
ンガスの漏えいを防ぐ。
業務用エアコン設置数
　本庁舎　室内機43台、室外機46台
　東庁舎　室内機11台、室外機11台
　南庁舎　室内機 ４台、室外機 4台
　北庁舎　室内機 ９台、室外機 3台

Ｈ29～Ｈ33 室外機の圧縮機出力が7.5ｋｗ以上50.0ｋｗ未満の
エアコンについては、３年以内に１度の有資格者
による定期点検が必要となっているため、これを
行っていく。
　本庁舎議会棟エアコン　
　　圧縮機出力12.9ｋｗ　２台
　北庁舎エアコン
　　圧縮機出力 7.5ｋｗ　３台

室外機の圧縮機出力が7.5ｋｗ以上50.0ｋｗ未満の
エアコンについては、３年以内に１度の有資格者
による定期点検が必要となっているため、これを
行っていく。
　本庁舎議会棟エアコン　
　　圧縮機出力12.9ｋｗ　２台
　北庁舎エアコン
　　圧縮機出力 7.5ｋｗ　３台

室外機の圧縮機出力が7.5ｋｗ以上50.0ｋｗ未満の
エアコンについては、３年以内に１度の有資格者
による定期点検が必要となっているため、これを
行っていく。
〇本庁舎議会棟エアコン　
　　圧縮機出力12.9ｋｗ　２台
〇北庁舎エアコン
　　圧縮機出力 7.5ｋｗ　３台（R2更新予定）

※「第一種特定製品」：業務用のエアコン・冷凍冷蔵機
器で、冷媒としてフロン類が使用されているものをいい
ます。（ただし、カーエアコンを除きます。）
※「第一種フロン類充塡回収業者」：第一種特定製品に
冷媒としてフロン類を充填したり、回収したりすることを
業として行う者をいいます。
※「第一種特定製品」：業務用のエアコン・冷凍冷蔵機
器で、冷媒としてフロン類が使用されているものをいい
ます。（ただし、カーエアコンを除きます。）
※「第一種フロン類充塡回収業者」：第一種特定製品に
冷媒としてフロン類を充填したり、回収したりすることを
業として行う者をいいます。

14 環境課 エコカー導入の普及啓発に
努めます。

空ぶかしやアイドリングを止
める等、エコドライブに努め
ましょう。
エコカー等の導入を図りま
しょう。

空ぶかしやアイドリングを止
める等、エコドライブに努め
ましょう。
エコカーの購入に努めましょ
う。

平成24年3月、電気自動車急速充電器を設置。平
成24年11月、電気自動車の公用車（ボランティア
公用車）を購入。ボランティア活動等を行う団体に
貸出し、エコカーの普及啓発に努めてきた。（中部
地震のため中止、貸出予定件数1件）

倉吉市ボランティア公用車貸出要綱に基づき、地
域団体（１件）の借用申し込みを受け付けた。（台
風の接近に伴い、使用目的の催事は中止となっ
た。）

倉吉市ボランティア公用車貸出要綱に基づき、地
域団体（１件）の借用申し込みを受け付けた。（使
用日前に貸出し予定の電気自動車の故障修理す
るため貸出中止となった。） 

Ｈ29～Ｈ33 エコカーの普及啓発を行うため、倉吉市ボランティ
ア公用車貸出要綱に基づき、電気自動車の貸出
しを行う。

エコカーの普及啓発を行うため、倉吉市ボランティ
ア公用車貸出要綱に基づき、電気自動車の貸出
しを行う。

エコカーの普及啓発を行うため、倉吉市ボランティ
ア公用車貸出要綱に基づき、電気自動車の貸出
しを行う。

15 企画課 公共交通機関や自転車利用
の普及啓発に努めます。

- クルマを利用している身近な
場面を公共交通機関や自転
車利用へ転換を図りましょ
う。

【市の取り組みに関する指標、実績】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の周
知回数
実績：平成28年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
実績：平成28年度：18.7
利用者数：898,567人（バス事業者提供）
人口：48,045人（平成29年３月末現在）

【市の取り組みに関する指標、実績】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の周
知回数
実績：平成29年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
実績：平成30年度：17.9
利用者数：848,751人（バス事業者提供）
人口：47,496人（平成30年３月末現在）

【市の取り組みに関する指標、実績】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の周
知回数
実績：平成30年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
実績：平成30年度：18.0
利用者数：845,977人（バス事業者提供）
人口：47,017人（平成31年３月末現在）

Ｈ29～Ｈ33 【市の取り組みに関する指標、計画】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の周
知回数
計画：年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
目標数値：平成33年度：18.7
（平成28年度実績の維持）

【市の取り組みに関する指標、計画】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の
周知回数
計画：年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
目標数値：令和3年度：18.7
（平成28年度実績の維持）

【市の取り組みに関する指標、計画】
指標：市報等による公共交通機関利用促進の
周知回数
計画：年度２回（９月、３月）
【市民の取り組みに関する指標、実績】
指標：路線バス利用者数割合
利用者数÷人口
目標数値：令和3年度：18.7
（平成28年度実績の維持）

Ⅱ　安全・安心して暮らすことができるまちを実現する

16 大気・水・騒
音・悪臭等の対
策推進

◆１　大気を守る　 環境課 中国大陸から運ばれて来る
PM2.5等の大気汚染物質の
状況に関する情報提供に努
めます。

大気汚染防止法等の関係法
令を遵守し、事業活動に伴う
大気汚染物質の排出を抑制
し、施設の適正管理に努め
ましょう。

野焼きを行わずごみの減量
化に努めるとともに、分別等
による排出を行いましょう。

県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行った。（情報提供９
回）

県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行った。（情報提供９
回）

県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行った。（情報提供６
回）

Ｈ29～Ｈ33 県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行う。

県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行う。

県と連携し、関係機関にPM2.5等の大気汚染物質
の状況に関する情報提供を行う。
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17 環境課
建築住宅課

アスベスト使用の建築物の
解体工事等に対する調査や
作業基準遵守の指導に努め
ます。

- - 【環境課】
○市有施設のアスベスト含有調査４ヶ所実施
【建築住宅課】
○アスベスト撤去支援事業補助実績２件
○建設リサイクル法届出受理件数実績156件

【環境課】
○市有施設のアスベスト含有調査 ４ヶ所実施
【建築住宅課】
○アスベスト撤去支援事業補助実績 ２件
○建設リサイクル法届出受理件数実績 156件

【環境課】
○市有施設のアスベスト含有調査 ２ヶ所実施
【建築住宅課】
○アスベスト撤去支援事業補助実績 ２件
○建設リサイクル法届出受理件数実績 231件

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
○市有施設改修工事等の際に必要なアスベスト含有調査を
行う。
【建築住宅課】
○アスベスト使用の建築物の解体工事等に対する調査や
作業基準遵守の指導

【環境課】
○市有施設改修工事等の際に必要なアスベスト含有調査を
行う。
【建築住宅課】
○アスベスト使用の建築物の解体工事等に対する調査や
作業基準遵守の指導

【環境課】
○市有施設改修工事等の際に必要なアスベスト含有調査を
行う。
【建築住宅課】
○アスベスト使用の建築物の解体工事等に対する調査や
作業基準遵守の指導

18 ◆2  悪臭の抑制さ
れたまちをつくる

環境課 悪臭防止法に基づき、鳥取
県や関係機関と連携して測
定・規制を行います。

事業活動において、大気汚
染物質の排出基準を守りま
しょう。

屋外での野焼きはやめましょ
う。

公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施した。（２事業所）

公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施した。（２事業所）

公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施した。（２事業所）

Ｈ29～Ｈ33 公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施する。（２事業所）

公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施する。（２事業所）

公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象事
業所の悪臭の測定を実施する。（２事業所）

19 環境課 悪臭が発生した場合は、鳥
取県や関係機関と連携して、
指導を行います。

- 生ごみ等の適正処理やペッ
ト等を適正管理し、悪臭の発
生を防止しましょう。

通報等有れば随時指導対応する。（指導件数７
件）

通報等有れば随時指導対応する。（指導件数２
件）

通報等有れば随時指導対応する。（指導件数１
件）

Ｈ29～Ｈ33 通報等有れば随時指導対応する。 通報等有れば随時指導対応する。 通報等有れば随時指導対応する。

20 環境課 法的規制区域にかかわら
ず、法的基準内となるよう普
及啓発に努めます。

法的規制区域外であっても、
事業活動における悪臭の発
生を抑制しましょう。

- 悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行った。

悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行った。

悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行った。

Ｈ29～Ｈ33 悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行う。

悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行う。

悪臭の抑制を図るため、市民等からの苦情や相
談への対応を行う。

21 ◆３　水を守る 環境課 水質汚濁防止法等の関係法
令に基づき、鳥取県や関係
機関と連携し公共用水域の
水質を測定し、事故発生時
には迅速な対応に努めま
す。

水質汚濁防止法等を遵守す
るとともに、法規制外であっ
ても水環境保全を考え、自主
的な水質保全対策を実施し
ましょう。

河川の美化等の環境保全活
動に参加しましょう。

公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施した。（定点観測17地
点）水質事故を対応した。（１件対応）

公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施した。（定点観測17地
点）水質事故を対応した。（９件対応）

公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施した。（定点観測17地
点）水質事故を対応した。（９件対応）

Ｈ29～Ｈ33 公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施する。（定点観測17
地点）水質事故発生時に迅速に対応する。

公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施する。（定点観測17
地点）水質事故発生時に迅速に対応する。

公共水域水質測定計画に基づき天神川水系の定
点観測を国、県と連携し実施する。（定点観測17
地点）水質事故発生時に迅速に対応する。

22 環境課 工場・事業場からの排水測
定を行います。

農地への過剰な肥料や農薬
の使用を避け、水田の濁水
流出防止等の水管理等、環
境にやさしい農業を推進しま
しょう。

排水に油・生ごみ等を直接
流さないようにしましょう。

○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施した。（４事業所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施した。（２事業所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施した。（２事業所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

Ｈ29～Ｈ33 ○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施する。（２事業
所）
○公害防止協定関係機関立会による現地調査会
実施（１事業所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施する。（２事業
所）
○公害防止協定関係機関立会による現地調査会
実施（１事業所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

○公害防止計画及び公害防止協定に基づき対象
事業所の排出水等の測定を実施する。（２事業
所）
○鳥取中部ふるさと広域連合水質検査立会（１事
業所）

23 下水道課 公共下水道・農業（林業）集
落排水施設・浄化槽等を整
備促進し、公共用水域の水
質保全に努めます。

公共下水道・農業（林業）集
落排水施設・浄化槽等に接
続し、排水を直接公共用水
域に流さないようにしましょ
う。

公共下水道・農業（林業）集
落排水施設・浄化槽を設置
する等、生活排水を直接公
共用水域に流さないようにし
ましょう。

○Ｈ28実績　　　　普及率　　　　接続率
　・公共下水　　　 76.5％　　　　64.9％
　・集落排水　　　 14.8％　　　　11.7％
　・合併浄化槽 　 　2.6％　　　    2.6％
　　　　 計　　　　　 93.9％　　　　79.2％
　生活排水未処理人口　10,003人

○Ｈ29実績　　　　普及率　　　　接続率
　・公共下水　　　 77.1％　　　　65.5％
　・集落排水　　　 14.8％　　　　12.1％
　・合併浄化槽 　 　2.5％　　　    2.5％
　　　　 計　　　　　 94.4％　　　　80.1％
　生活排水未処理人口　9,466人

○Ｈ30実績　　　　普及率　　　　接続率
　・公共下水　　　 79.4％　　　　70.1％
　・集落排水　　　 14.6％　　　　12.0％
　・合併浄化槽 　 　1.6％　　　    1.7％
　　　　 計　　　　　 95.6％　　　　83.8％
　生活排水未処理人口　7,603人

Ｈ29～Ｈ33 ○目標（普及率）　　Ｈ33　　　　Ｈ38
　・公共下水　　   　77.0％　　77.9％
　・集落排水　 　　  13.2％　　13.2％
　・合併浄化槽　 　   3.0％　　  3.4％
　　　　計　　　　　　 93.2％　 　94.5％

○目標（普及率）　　Ｈ33　　　　Ｈ38
　・公共下水　　   　77.0％　　77.9％
　・集落排水　 　　  13.2％　　13.2％
　・合併浄化槽　 　   3.2％　　  3.9％
　　　　計　　　　　　 93.4％　 　95.0％

○目標（普及率）　　Ｈ33　　　　Ｈ38
　・公共下水　　   　77.0％　　77.9％
　・集落排水　 　　  13.2％　　13.2％
　・合併浄化槽　 　   3.2％　　  3.9％
　　　　計　　　　　　 93.4％　 　95.0％

24 農林課 良質な水の安定供給を確保
する観点からも森林保全の
整備推進に努めます。

- - 団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

Ｈ29～Ｈ33 団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

団体等が策定する森林整備計画が適切に実施で
きるよう進捗の把握と支援を行う。

25 環境課 化学物質による環境汚染、
生態系への影響を防止する
ため、一般環境中における
環境汚染化学物質（ダイオキ
シン類、環境ホルモン等）に
ついて情報提供に努めま
す。

- - 鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境汚
染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）の
実態把握をする際に測定ポイントを選定する等の
協力支援を行った。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持した。

鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境汚
染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）の
実態把握をする際に測定ポイントを選定する等の
協力支援を行った。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持した。

鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境汚
染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）の
実態把握をする際に測定ポイントを選定する等の
協力支援を行った。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持した。

Ｈ29～Ｈ33 鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境
汚染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）
の実態把握をする際に測定ポイントを選定する等
の協力支援を行う。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持する。

鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境
汚染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）
の実態把握をする際に測定ポイントを選定する等
の協力支援を行う。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持する。

鳥取県が化学物質による環境汚染、生態系への
影響を防止するため、一般環境中における環境
汚染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）
の実態把握をする際に測定ポイントを選定する等
の協力支援を行う。
水質汚染等が発生した場合、関係各課に情報提
供するなどの体制を維持する。

26 ◆４　騒音・振動の
少ないまちをつくる

環境課 騒音規制法・振動規制法に
基づき、鳥取県や関係団体
等と連携して測定・規制を行
います。

 騒音規制法・振動規制法を
遵守し、騒音・振動の発生を
抑制しましょう。
事業用自動車については、
エコカーの導入促進、運転マ
ナーの良い運転に努めましょ
う。

公共交通機関や自転車を利
用する等、マイカー使用の抑
制に努めましょう。
近い場所に行く場合には、自
転車利用や徒歩に努めま
しょう。

騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚起
を行った。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行った。

騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚起
を行った。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行った。

騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚起
を行った。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行った。

Ｈ29～Ｈ33 騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚
起を行う。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行う。

騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚
起を行う。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行う。

騒音規制法及び振動規制法に基づく測定及び実
地調査により、振動騒音の抑制に向けて注意喚
起を行う。著しい騒音や振動を発生する「特定施
設」を設置する場合や著しい騒音や振動を発生す
る「特定建設工事」を実施する場合の届出につい
ても周知を行う。

27 環境課 法的規制区域にかかわら
ず、法的基準内となるよう普
及啓発に努めます。

- 近隣に、騒音被害が出ない
ように努めましょう。

騒音に関する苦情３件について、現地調査や聴き
取りを行った上で騒音の解消を図った。

騒音・振動に関する苦情や相談もなく、規制等が
遵守された。

騒音・振動に関する苦情や相談もなく、規制等が
遵守された。

Ｈ29～Ｈ33 騒音・振動の公害を未然に防止するため、日常で
の苦情や相談を解決に導くため、丁寧に対応す
る。

騒音・振動の公害を未然に防止するため、日常で
の苦情や相談を解決に導くため、丁寧に対応す
る。

騒音・振動の公害を未然に防止するため、日常で
の苦情や相談を解決に導くため、丁寧に対応す
る。

28 環境課 鳥取県公害防止条例に基づ
き、深夜（午後10時から翌朝
午前６時まで）の事業活動に
よる騒音について測定・規制
を行います。

鳥取県公害防止条例を遵守
し、深夜（午後10時から翌朝
午前６時まで）の事業活動に
よる騒音が発生しないように
しましょう。

- 深夜騒音の苦情や相談がなく、騒音に関する規制
か遵守された。

深夜騒音に関する苦情1件があり、その原因究明
を行い、解決に向けて深夜騒音の遵守を呼びか
けた。

深夜騒音に関する苦情1件があり、その原因究明
を行い、解決に向けて深夜騒音の遵守を呼びか
けた。

Ｈ29～Ｈ33 深夜騒音を未然に防止するため、倉吉市ホーム
ページ等を活用して注意喚起を行う。

深夜騒音を未然に防止するため、倉吉市ホーム
ページ・市報等を活用して注意喚起を行う。

深夜騒音を未然に防止するため、倉吉市ホーム
ページ・市報等を活用して注意喚起を行う。

29 美化活動・汚染
物質・不法投棄
の対策推進

◆５　美化活動を推
進する

建設課
管理計画課
環境課

河川や道路、排水路、公園
等の全市一斉清掃を実施し
ます。

河川や道路、排水路、公園
等の環境美化活動に協力し
ましょう。

河川や道路、排水路、公園
等の環境美化活動に協力し
ましょう。

【管理計画課】
委託業者による定期的な公園の清掃を実施した。
【建設課】
4月に天神川一斉清掃を実施
（道の日の道路清掃、川の日の玉川清掃を計画し
たが、大雨注意報が発令され、中止した）
【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運動
に協力（毎月15日実施）

【管理計画課】
委託業者による定期的な公園の清掃を実施した。

【建設課】
○4月に天神川一斉清掃を実施
○7月川の日の玉川清掃
○8月道の日の道路清掃

【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運動に
協力（毎月15日実施）

【管理計画課】
委託業者による定期的な公園の清掃を実施した。
【建設課】
○4月に天神川一斉清掃を実施
○7月川の日の玉川清掃
○8月道の日の道路清掃
【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運動
に協力（毎月15日実施）

Ｈ29～Ｈ33 【管理計画課】
公園を定期的に清掃し美化活動を推進する。

【建設課】
河川、道路の一斉清掃により美化活動を推進す
る。

【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運
動に協力（毎月15日実施）する。

【管理計画課】
公園を定期的に清掃し美化活動を推進する。

【建設課】
河川、道路の一斉清掃により美化活動を推進す
る。

【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運
動に協力（毎月15日実施）する。

【管理計画課】
公園を定期的に清掃し美化活動を推進する。

【建設課】
河川、道路の一斉清掃により美化活動を推進す
る。

【環境課】
関係課と連携し、鉄道記念館周辺のピカ美化運
動に協力（毎月15日実施）する。

30 環境課 公共の場所におけるごみや
タバコ等のポイ捨て禁止の
周知徹底を図ります。

- 家庭から出るごみやタバコ等
のポイ捨てはしないようにし
ましょう。

○ポイ捨て等禁止の注意喚起を市ホームページ
で周知
○環境美化促進地区（打吹玉川伝統的建造物保
存地区・ポケットパーク、関金町清流遊ＹＯＵ村周
辺）の地元自治公民館や環境美化団体と連携し、
適宜、注意喚起及び指導を実施

○ポイ捨て等禁止の注意喚起を倉吉市ホーム
ページで周知
○適宜、注意喚起及び指導を実施した。

〇ポイ捨て等禁止の注意喚起を市ホームページ
で周知
○適宜、注意喚起及び指導を実施した。

Ｈ29～Ｈ33 ○ポイ捨て等禁止の注意喚起を市ホームページ
等で周知する。
○適宜、注意喚起及び指導を実施する。

○ポイ捨て等禁止の注意喚起を倉吉市ホーム
ページ等で周知する。
○適宜、注意喚起及び指導を実施する。

○ポイ捨て等禁止の注意喚起を倉吉市ホーム
ページ等で周知する。
○適宜、注意喚起及び指導を実施する。

31 環境課 公共の場所における飼い犬
等のフンの放置を防ぐととも
に、マナーの周知に努めま
す。

- 犬の飼い主は、マナーを守り
フン等を適正に処理しましょ
う。

マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施した。（看板貸出14件、班回覧15町）

マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施した。（看板貸出5件、班回覧2町）

マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施した。（看板貸出4件、班回覧は今年度実績
無し）

Ｈ29～Ｈ33 マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施し、美化活動を推進する。

マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施し、美化稼働を推進する。

マナー啓発の看板貸出、リーフレット等の班回覧
を実施し、美化活動を推進する。

32 環境課 鳥取県や環境美化指導員と
連携し、環境美化促進地区
の一層の美化を推進します。

- - 鳥取県や環境美化指導員との連携はできなかっ
たが、シルバー人材センターに委託し、毎月１回
玉川清掃を実施した。

鳥取県や環境美化指導員との連携はできなかっ
たが、シルバー人材センターに委託し、毎月１回
玉川清掃を実施した。

鳥取県や環境美化指導員との連携はできなかっ
たが、シルバー人材センターに委託し、毎月１回
玉川清掃を実施した。

Ｈ29～Ｈ33 地元自治公民館、環境美化団体鳥取県・環境美
化推進員等と連携し、地域の美化活動を推進す
る。

地元自治公民館、環境美化団体鳥取県・環境美
化推進員等と連携し、地域の美化活動を推進す
る。

地元自治公民館、環境美化団体鳥取県・環境美
化推進員等と連携し、地域の美化活動を推進す
る。

33 人権政策課 いかなる落書きもないよう防
止啓発に努めます。

- - H28年度は落書きの事案は発生しなかった。 ○H29年６月に国道179号跨線橋遮音壁に個人名
を書き、誹謗中傷する内容の落書きが発見され
る。

○Ｈ30年6月に倉吉市小田東３８０－１　市道の白
線上に、個人名を書き誹謗中傷する内容の落書き
が発見される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○Ｈ30年6月に倉吉市井手畑４付近、個人所有の
倉庫の入口門扉に落書が発見される。

Ｈ29～Ｈ33 差別落書及び落書の防止に向けての啓発活動の
推進・町内学習会等でテーマに取り上げる。

差別落書及び落書の防止に向けての啓発活動の
推進・町内学習会等でテーマに取り上げる。　

○差別落書及び落書の防止に向けての啓発活動
の推進。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇落書きが発見された場合、迅速かつ適切な対
応を行う。・町内学習会等でテーマに取り上げる。

34 施設管理者 公共施設におけるバイク、自
動車等の放置の原則禁止を
周知します。

- - 倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

Ｈ29～Ｈ33 倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

倉吉市公共施設等における放置自動車の適正な
処理に関する条例に基づき、公共施設等の機能
の保全及び地域の美観の維持を図る。

35 ◆６　美化活動を支
援する

環境課 清掃ボランティアへのごみ袋
の無償提供等支援を行いま
す。

- 環境美化活動に取り組みま
しょう。

玉川、鉢屋川、上灘の清掃活動ボランティア、赤
十字奉仕団へ支援を行った。

清掃活動ボランティアへごみ袋の配布（ごみ処理
手数料の減免）を実施。
　H29年度配布枚数 大袋2,540枚、小袋100枚

清掃活動ボランティアへごみ袋の配布（ごみ処理
手数料の減免）を実施。
　H30年度配布枚数 大袋2,016枚、小袋380枚

Ｈ29～Ｈ33 玉川、鉢屋川、上灘の清掃活動ボランティア、赤
十字奉仕団の清掃支援及び清掃活動ボランティ
アへごみ袋の配布による支援を行う。

玉川、鉢屋川、上灘の清掃活動ボランティア、赤
十字奉仕団の清掃支援及び清掃活動ボランティ
アへごみ袋の配布による支援を行う。

玉川、鉢屋川、上灘の清掃活動ボランティア、赤
十字奉仕団の清掃支援及び清掃活動ボランティ
アへごみ袋の配布による支援を行う。

36 環境課 自治公民館や地域ごとの生
活排水溝清掃等、地域清掃
活動を支援します。

自治公民館や地域毎の環境
美化活動に協力しましょう。

自治公民館や地域での清掃
活動に協力しましょう。

○生活排水溝土砂運搬の支援　
　H28年度　220台
○フックロールコンテナ借上の支援
　H28年度　２ｔ86台　４ｔ45台

○生活排水溝土砂運搬の支援
　H29年度　96台
○フックロールコンテナ借上の支援
　H29年度　２ｔ93台　４ｔ52台

○生活排水溝土砂運搬の支援
　H30年度　96台
○フックロールコンテナ借上の支援
　H30年度　２ｔ92台　４ｔ43台

Ｈ29～Ｈ33 〇町内清掃活動を支援する。
・生活排水溝土砂運搬の配車　
・フックロールコンテナの借上　

〇町内清掃活動を支援する。
・生活排水溝土砂運搬の配車　
・フックロールコンテナの借上　

〇町内清掃活動を支援する。
・生活排水溝土砂運搬の配車　
・フックロールコンテナの借上　

37 ◆７　野焼きを禁止
する

環境課 廃棄物処理法に基づき、野
焼きの原則禁止を周知しま
す。

事業活動として野焼きは止
め、ごみの分別を行い適正
な排出に努めましょう。

ごみを屋外で焼却したりせ
ず、きちんと分別して適正に
排出しましょう。

市のホームヘージ等で野焼きの原則禁止につい
て注意喚起を行った。

市のホームヘージ・市報等で野焼きの原則禁止の
注意喚起を行った。市民からの野焼きの目撃や苦
情 14件について、現場に出向くなどして対応し
た。

市のホームヘージ・市報等で野焼きの原則禁止の
注意喚起を行った。市民からの野焼きの目撃や苦
情 14件について、現場に出向くなどして対応し
た。

Ｈ29～Ｈ33 市のホームヘージ・市報等で野焼きの原則禁止
の注意喚起を行い、。野焼きによる環境汚染を未
然に防止する。

市のホームヘージ・市報等で野焼きの原則禁止
の注意喚起を行い、。野焼きによる環境汚染を未
然に防止する。

市のホームヘージ・市報等で野焼きの原則禁止
の注意喚起を行い、。野焼きによる環境汚染を未
然に防止する。
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38 ◆８　まちの清潔を
保持する

環境課
農林課

不法投棄に対し、鳥取県や
倉吉警察署等の関係機関と
協力・連携し、監視強化と防
止活動に努めます。

ごみの不法投棄をせず、倉
吉市一般廃棄物処理許可業
者（収集運搬等）や鳥取県産
業廃棄物処理許可業者（収
集運搬等）に委託し適正処
理しましょう。

市民一人ひとりが監視員の
役割を務めましょう。

【環境課】
○不法投棄パトロール２回実施
○不法投棄撤去（４ヶ所）
○夜間パトロールによる不当投棄発見件数４ヶ所
（県実施）
【農林課】
「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」の
パトロールなど地域の協力を得ながら速やかに対
応する。
　・月に一度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

【環境課】
○不法投棄パトロールを随時実施した。
【農林課】
「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」の
パトロールなど地域の協力を得ながら速やかに対
応する。
　・月に一度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

【環境課】
○不法投棄パトロール実施
○不法投棄撤去（23件）
【農林課】
「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」の
パトロールなど地域の協力を得ながら速やかに対
応する。
　・月に３回程度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
○不法投棄パトロール２回実施
○不法投棄撤去（４ヶ所）
○不法投棄撤去ボランティア活動２ヶ所実施（円
谷広瀬線、別所地内）
【農林課】
「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」の
パトロールなど地域の協力を得ながら速やかに対
応する。
　・月に一度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

【環境課】
○不法投棄パトロールの実施
○不法投棄撤去

【農林課】
「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」の
パトロールなど地域の協力を得ながら速やかに対
応する。
　・月に一度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

【環境課】
○不法投棄パトロールの実施
○不法投棄撤去

【農林課】
○「広域基幹林道円谷広瀬線緑を守り育てる会」
のパトロールなど地域の協力を得ながら速やかに
対応する。
　・月に３回程度のパトロール
　・不法投棄撤去ボランティア作業

※不法投棄の違反者には、５年以下の懲役若しくは
1,000万円（法人の場合は３億円）以下の罰金、又はそ
の両方が科せられます。

39 環境課
建築住宅課

土地や建物で適切に管理さ
れていないものがあれば、そ
の所有者や管理者等に清掃
や原状回復等、適正管理を
お願いするよう努めます。

事業者として、土地や建物は
適正に管理しましょう。

自分が所有する土地や建物
は、きちんときれいに維持管
理しましょう。
自分が所有する土地であっ
ても、不用物等を捨てたり放
置しないようにしましょう。

【環境課】
○県と連携し、指導件数１件（社地区）
〇不法投棄看板等の貸し付け等を行い、不法投
棄の防止活動に取り組んだ。
【建築住宅課】
空き家の所有者等への助言･指導実績19件

【環境課】
不法投棄看板等の貸し付け等を行い、不法投棄
の防止活動に取り組んだ。
【建築住宅課】
空き家の所有者等への助言･指導実績５件

【環境課】
〇不要品回収業者への指導１件（生田・日興産
業）
〇不法投棄看板等の貸し付け等を行い、不法投
棄の防止活動に取り組んだ。
【建築住宅課】
空き家の所有者等への助言･指導実績21件

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
適正に管理・処理されていない廃棄物について、
管理者等に対して指導する。
【建築住宅課】
適切に管理されていない空き家の所有者等に対
して助言･指導する。

【環境課】
適正に管理・処理されていない廃棄物について、
管理者等に対して指導する。
【建築住宅課】
適切に管理されていない空き家の所有者等に対
して助言･指導する。

【環境課】
適正に管理・処理されていない廃棄物について、
管理者等に対して指導する。
【建築住宅課】
適切に管理されていない空き家の所有者等に対
して助言･指導する。

40 地域の特性を活
かした景観づく
り

◆９　伝統的景観と
都市景観を守る

文化財課 所有者等と連携し、伝統的な
建造物の保存・伝統的景観
の整備に努めます。

伝統的な木造建築物の維
持・保全を行う伝統技術継承
者の育成に努めましょう。

景観まちづくり活動に参画
し、地域の景観を創り・守る
ことを次世代に伝えましょう。

伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
た。
・特定物件（建築物）の件数　　346件

伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
た。
・特定物件（建築物）の件数　351件（H30年度末見
込）

伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
た。
・特定物件（建築物）の件数　351件

Ｈ29～Ｈ33 伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
る。
・特定物件（建築物）の件数　350件（H29年度末見
込）

伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
る。
・特定物件（建築物）の件数　351件（H30年度末見
込）

伝統的建造物の保存・伝統的景観の整備に努め
る。
・特定物件（建築物）の件数　352件（R２年度末見
込）

41 管理計画課 周辺景観との調和に配慮し
た都市景観の保全に努めま
す。

地域における景観形成活動
に積極的な役割を果たすよう
努めましょう。

地域における景観形成活動
に積極的に参加し、景観形
成施策に協力しましょう。

届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導した。

届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導した。

届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導した。

Ｈ29～Ｈ33 届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導する

届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導する

届出対象の行為について内容を審査し、景観形
成基準に適用する指導する

42 管理計画課 屋外広告物の適切な指導を
行います。

景観形成基準や屋外広告物
の設置基準等を遵守し、景
観形成に配慮した事業を推
進しましょう。

- 屋外広告物適正化旬間にあわせて市報による広
報及びパトロールを行った。

屋外広告物適正化旬間にあわせて市報による広
報及びパトロールを行った。

屋外広告物適正化旬間にあわせて市報(9月号)に
よる広報及びパトロールを行った。

Ｈ29～Ｈ33 屋外広告物適正化旬間にあわせて市報による広
報及びパトロールを行う。

屋外広告物適正化旬間にあわせて市報による広
報及びパトロールを行う。

屋外広告物適正化旬間にあわせて市報による広
報及びパトロールを行う。

43 管理計画課
建設課

公園・緑地、街路樹の保全に
努めます。

公園管理に協力するととも
に、緑化に努めましょう。

公園管理に協力するととも
に、緑化に努めましょう。

【管理計画課】
公園・緑地について、59の公民館等へ94箇所の公
園の管理を委託し保全に努めた。また、危険木・
支障木を早期に発見、除去し警官の保全に努め
た。
【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害虫
駆除等を行い、景観の保全に努めた。

【管理計画課】
公園・緑地について、62の公民館等へ100箇所の
公園の管理を委託し保全に努めた。また、危険
木・支障木を早期に発見、除去し景観の保全に努
めた。
【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害虫
駆除等を行い、景観の保全に努めた。

【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害虫
駆除等を行い、景観の保全に努めた。
【管理計画課】
公園・緑地について、62の公民館等へ100箇所の
公園の管理を委託し保全に努めた。また、危険
木・支障木を早期に発見、除去し景観の保全に努
めた。

H29～H33 【管理計画課】
公園・緑地の危険木・支障木を早期に発見・除去
し、景観の保全に努める。
【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害
虫駆除等を行い、景観の保全に努める。

【管理計画課】
公園・緑地の危険木・支障木を早期に発見・除去
し、景観の保全に努める。
【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害
虫駆除等を行い、景観の保全に努める。

【管理計画課】
公園・緑地の危険木・支障木を早期に発見・除去
し、景観の保全に努める。
【建設課】
街路樹の管理を委託し、巡視点検や剪定、病害
虫駆除等を行い、景観の保全に努める。

44 地域づくり支援
課

良好な自然環境を確保し、
かつ、美観風致を維持する
ため必要があると認めるとき
は、一定の基準に該当する
樹木、樹林等を保存樹、保
存林として指定します。

- 歴史的景観を守ることで倉
吉市固有の文化を次世代に
継承していきましょう。

指定箇所：保存樹58箇所・保存林33箇所 指定箇所：保存樹57箇所・保存林33箇所 指定箇所：保存樹57箇所・保存林33箇所 Ｈ29～Ｈ33 指定箇所：保存樹57箇所・保存林33箇所 指定箇所：保存樹57箇所・保存林33箇所 指定箇所：保存樹57箇所・保存林33箇所

45 動物愛護活動の
推進

◆10　ペットを適正
管理し動物と共生
する

環境課 ペットの飼い方の指導や終
生飼養の普及啓発に努めま
す。

自らの責任や義務を自覚し
事業者が終生飼養を行うとと
もに、適正なペットの販売や
譲渡に努めましょう。

ペットはきちんとしつけを行っ
てマナーを守り、虐待や遺棄
をしたりせず、他の人に迷惑
をかけないよう適切な終生飼
養に努めましょう。

鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力した。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談20件を受け、県と連携して問題解決に取り
組んだ。

鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力した。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談22件を受け、県と連携して問題解決に取り
組んだ。

鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力した。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談11件を受け、県と連携して問題解決に取り
組んだ。

Ｈ29～Ｈ33 鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力する。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談について、県と連携して問題解決に取り組
む。

鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力する。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談について、県と連携して問題解決に取り組
む。

鳥取県のペットの飼い方の指導や終生飼養の普
及啓発に協力する。ペツトの飼養等に関する苦情
や相談について、県と連携して問題解決に取り組
む。

46 環境課 飼い主のいない猫に不妊や
去勢の手術を受けさせる取り
組みを支援します。

- 飼い猫や飼い主のいない猫
に不妊や去勢の手術を受け
させましょう。

倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の活用
（補助制度利用　89件）

倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の活用
（補助制度利用　83件）

倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の活用
（補助制度利用　84件）

Ｈ29～Ｈ33 野良猫の繁殖を抑制し生活環境を保全するた
め、倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の周
知を図り、利用を推進する。

野良猫の繁殖を抑制し生活環境を保全するた
め、倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の周
知を図り、利用を推進する。

野良猫の繁殖を抑制し生活環境を保全するた
め、倉吉市野良猫不妊去勢手術費補助制度の周
知を図り、利用を推進する。

47 環境課 動物が空き家等に棲みつか
ないよう市民へ注意喚起に
努めます。

- 飼い主のいない猫に対して、
無責任な餌のやり方をしない
ようにしましょう。

市民からの通報を受けて、問題を解決するため対
応した。（通報対応８件、うち班回覧３ヶ所）

動物が空き家等に棲みつき、生活環境が悪化して
いる苦情や相談等はなかった。

動物が空き家等に棲みつき、生活環境が悪化して
いる苦情や相談等はなかった。

Ｈ29～Ｈ33 市民からの通報があれば、問題を解決するため
対応する。

市民からの通報があれば、問題を解決するため
対応する。

市民からの通報があれば、問題を解決するため
対応する。

基本目標 Ⅲ　人と自然が共生するまちを実現する

48 農地・森林等の
適切な整備推進

◆１　豊かな農地を
守る

地域づくり支援
課
商工観光課
農林課

地域で取り組む自然保護活
動や学習活動等の支援に努
めます。

自然保護活動への積極的な
参加・協力に努めましょう。

身近な自然環境や地域固有
の環境資源とのふれあいを
通じ自然への理解を深めま
しょう。

【地域づくり支援課】
○緑の観察会　（参加者46人）
○名木めぐりバスツアー　（参加者57人）
【観光交流課・農林課】
○農家民泊・体験学習利用者数（597人）
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林
整備体験を支援

【地域づくり支援課】
○緑の観察会（参加者８人）
○名木めぐりバスツアー（参加者19人）
【農林課】
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林整
備体験のイベントを支援した。
【商工観光課】
〇農家民泊・体験学習利用者308人

【地域づくり支援課】
○緑の観察会（参加者８人）
○名木めぐりバスツアー（参加者19人）
【農林課】
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林整
備体験のイベントを支援した。
【商工観光課】
〇農家民泊・体験学習利用者763人

H29～H33 【地域づくり支援課】
○緑の観察会　(参加者10人)
○名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【農林課】
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林整
備体験のイベントを支援する。
【観光交流課・農林課】
○農家民泊・体験学習利用者数（H33目標　1,100人)

【地域づくり支援課】
　・緑の観察会　(参加者10人)
　・名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【農林課】
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林整
備体験のイベントを支援する。
【商工観光課】
○農家民泊・体験学習利用者数（H31実施見込　
1,500人)

【地域づくり支援課】
　・緑の観察会　(参加者10人)
　・名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【農林課】
○団体などによる森林づくりへの参加を促す森林整
備体験のイベントを支援する。
【商工観光課】
〇農家民泊・体験学習利用者（R2実施見込1,850人）

49 農林課 地域の特色ある自然環境の
保護や普及啓発に努めま
す。

土地改変等の開発や事業活
動時における周辺自然環境
への配慮に努めましょう。

- 立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

H29～H33 立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

50 農林課 食の安全に対する消費者
ニーズの高まりに対応して、
土づくり・減化学肥料・減化
学農薬に取り組むエコファー
マーを育成し、環境にやさし
い農業者を支援します。

農地や森林を適正管理する
とともに、環境にやさしい農
業を実践し消費者への情報
発信に努めましょう。
遊休農地・耕作放棄地の増
加を抑制するため、農地等
の賃借や事業協力に努めま
しょう。

環境にやさしい農業への取り
組みに理解を深めましょう。

遊休農地・耕作放棄地の増
加を抑制するため、農地等
の賃借等相互協力に努めま
しょう。

○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
　・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面
積（2,203.7ｈａ）
　・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（70.9％）

○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面積
（H33目標：2,203.7ｈａ）
・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（H33目標：70.9％）

○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面積
（H33目標：2,203.7ｈａ）
・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（H33目標：70.9％）

H29～H33 ○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面積
（H33目標：2,203.7ｈａ）
・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（H33目標：70.9％）

○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面積
（H33目標：2,203.7ｈａ）
・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（H33目標：70.9％）

○日本型直接支払制度により適切に農地を維持
管理
・地域の手で地域環境を守り・維持する農地面積
（H33目標：2,203.7ｈａ）
・環境にやさしい活動に取り組む営農団体（５団
体）
○買い物時に倉吉産農産物を選ぶ市民の割合
（H33目標：70.9％）

51 ◆２　健やかな森林
を守る

農林課 地域の森林保全活動を支援
し、森林が持つ多面的機能
が今後とも維持・発揮される
よう努めます。

森林を適正管理するととも
に、森林保全活動を推進しま
しょう。

環境にやさしい森林保全の
取り組みを理解し、森林の保
全活動に協力しましょう。

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

H29～H33 団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援する。

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援する。

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援する。

※森林環境保全税（県税）：私たちの生活に多くの恵み
をもたらす森林は、荒廃が進んでいるため、健やかな森
林を再生する取り組みが必要とされています。そのた
め、県民の皆様に薄く広く偏りのない税の負担をいただ
き、県民共有の財産である森林を守り育てる事業を一
層進めるためのもの

52 農林課 森林所有者による整備が困
難で機能が低下した森林に
ついて、間伐を中心とした森
林整備を支援します。

- 山林所有者等は、森林の適
正な管理に努めましょう。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

H29～H33 ○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

53 農林課 森林環境保全税を活用し
て、森林所有者による整備
が困難な荒廃森林について
は健全な森林整備に努めま
す。

- - ○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

H29～H33 ○平成31年からスタートする森林環境譲与税を活
用するための準備と効果的な使途設定を行う。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

○個人負担が必要な造林事業に対し、国県補助
金に加え市独自に助成する。
○森林整備の基礎となる骨格的な林道を開設し、
林業の活性化と公益的効能の維持を図る。

54 農林課 造林地等における竹林の除
伐、皆伐によるクヌギ等の造
林、タケノコ栽培林化による
竹林の適正管理の推進を支
援します。

- - 団体等の放置竹林等の整備への支援を行った。
(２団体)

団体等の放置竹林等の整備への支援を行った。
(４団体)

団体等の放置竹林等の整備への支援を行った。
(５団体)

H29～H33 団体等の放置竹林等の整備への支援を行う。 団体等の放置竹林等の整備への支援を行う。 団体等の放置竹林等の整備への支援を行う。

55 建築住宅課
農林課

公共事業・公共施設への県
産材の利用に努めます。

事業所や建築資材に県産材
を使用しましょう。

住宅等への県産材の利用を
増やしましょう。

【建築住宅課】
公共工事県産材使用量実績 0.82ｍ3
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

【建築住宅課】
公共工事県産材使用量実績1.99ｍ3
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

【建築住宅課】
公共工事県産材使用量実績7.55ｍ3
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

H29～H33 【建築住宅課】
公共事業・公共施設への県産材の利用に努め
る。
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

【建築住宅課】
公共事業・公共施設への県産材の利用に努め
る。
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

【建築住宅課】
公共事業・公共施設への県産材の利用に努め
る。
【農林課】
地元木材を建材やボイラー燃料に活用されるよう
働きかける。

56 農林課 立地条件や市民のニーズ等
に応じ広葉樹の導入を図る
等、多様な森林整備を推進
します。

- - 団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

H29～H33 団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援

57 農林課 美的景観の維持・形成に配
慮した森林整備を推進しま
す。

- - 森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理を行う。

森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理を行う。

森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理及び樹種転換を行う。

H29～H33 森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理を行う。

森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理を行う。

森林病害虫等の駆除、まん延防止を図るため被
害木薬剤処理及び樹種転換を行う。
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58 自然環境の保全
と生物多様性の
確保

◆３　野生動植物の
生息・生育環境を守
る

建設課 公共工事の実施にあたって
は、野生動植物の生息・生育
環境に配慮します。

土地改変等の開発や事業活
動を行う際に野生動植物の
生息・生育環境に配慮しま
しょう。

- 野生動植物の生息・生育環境に影響を及ぼすよう
な所での工事は実施していない。

野生動植物の生息・生育環境に影響を及ぼすよう
な所での工事は実施していない。

野生動植物の生息・生育環境に影響を及ぼすよう
な大規模工事は実施していない。

H29～H33 公共工事の実施にあたっては、野生動植物の生
息・生育環境に配慮する。

公共工事の実施にあたっては、野生動植物の生
息・生育環境に配慮する。

野生動植物の生息・生育環境に影響を及ぼすよう
な工事を実施する予定はない。

59 環境課
農林課

特定外来生物に関する情報
を提供するとともに、在来種
を保護するため、特定外来
生物を駆除するよう周知に
努めます。

- 特定外来生物の放逐抑制と
ペットの責任ある終生飼養
に努めましょう。

【環境課】
オオキンケイギクの駆除活動参加及び啓発班回
覧１ヶ所、市報啓発の実施
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・捕獲頭数（ヌートリア：28頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：103頭）

【環境課】
オオキンケイギクの駆除の市報啓発の実施
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・捕獲頭数（ヌートリア：85頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：86頭）

【環境課】
オオキンケイギクの駆除の市報啓発の実施
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・捕獲頭数（ヌートリア：134頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：102頭）

H29～H33 【環境課】
オオキンケイギクの駆除活動参加及び市報啓発
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組む。
　・捕獲頭数（ヌートリア：85頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：86頭）

【環境課】
オオキンケイギクの駆除活動参加及び市報啓発
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組む。
　・捕獲頭数（ヌートリア：１７０頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：１００頭）

【環境課】
オオキンケイギクの駆除活動参加及び市報啓発
【農林課】
個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組む。
　・捕獲頭数（ヌートリア：１７０頭）
　・捕獲頭数（タヌキ・アナグマ：１００頭）

60 農林課 原生的な森林生態系、希少
な野生動植物が生息・生育
する森林、陸域・水域にまた
がり特有の動植物が生息・
生育する河畔林等の属地的
に機能の発揮が求められる
森林については、生物多様
性保全機能の維持増進を図
る森林として保全に努めま
す。

野生動植物や生態系保全活
動への参加・協力・支援に努
めましょう。

生物多様性保全活動への参
加・協力に努めましょう。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る

H29～H33 立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

立木の伐採や森林の土地取得をした場合等の届
出が適正に処理されるよう周知を図る。

61 農林課 近年、イノシシやシカ等の生
息地域が拡大し農作物被害
が深刻化しており、個体数減
少対策に取り組みます。

- - 個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・狩猟免許取得者数（106人）
　・捕獲頭数（イノシシ：682頭）
　・捕獲頭数（シカ：40頭）
　・防護柵設置助成数（61基）

個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・狩猟免許取得者数（153人）
　・捕獲頭数（イノシシ：524頭）
　・捕獲頭数（シカ：43頭）
　・防護柵設置助成数（県68基、国29基）

個体数を減らすための方策と、防護柵等を設置
し、被害軽減に取り組んだ。
　・狩猟免許取得者数（158人）
　・捕獲頭数（イノシシ：677頭）
　・捕獲頭数（シカ：84頭）
　・防護柵設置助成数（県55基、国62基）

H29～H33 個体数を減らすための方策と侵入防止、防護柵を
実施し、被害軽減に取り組む
・狩猟免許取得者数（H33目標：120人）
・捕獲頭数（イノシシ：524頭）
・捕獲頭数（シカ：43頭）
・防護柵設置助成数（68基）

個体数を減らすための方策と侵入防止、防護柵を
実施し、被害軽減に取り組む
・狩猟免許取得者数（H33目標：１８０人）
・捕獲頭数（イノシシ目標：８００頭）
・捕獲頭数（シカ目標：１２０頭）
・防護柵設置助成数（８０基）

個体数を減らすための方策と侵入防止、防護柵を
実施し、被害軽減に取り組む
・狩猟免許取得者数（H33目標：１８０人）
・捕獲頭数（イノシシ目標：８００頭）
・捕獲頭数（シカ目標：１２０頭）
・防護柵設置助成数（８０基）

62 ◆４　自然とのふれ
あいを進める

管理計画課 市民の憩いの場である公園・
緑地の充実に努めます｡

- - 94箇所の公園を59の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成した。

100箇所の公園を62の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成した。

100箇所の公園を62の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成した。

H29～H33 94箇所の公園を59の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成する。

100箇所の公園を62の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成する。

100箇所の公園を62の公民館等へ管理委託し、憩
える環境を醸成する。

63 企画課 青少年の森や水辺と親しむ
親水公園等の環境を関係機
関と連携して整備に努めま
す。

- - 指標：青少年の森ボランティア作業
実績：平成28年度計画２回実施２回

指標：青少年の森ボランティア作業
実施：平成29年度計画２回実施２回

指標：青少年の森ボランティア作業
実施：平成30年度計画２回実施２回

H29～H33 指標：青少年の森ボランティア作業
取組計画：平成29年度計画２回実施２回

指標：青少年の森ボランティア作業
取組実績：平成30年度計画２回実施２回
取組計画：平成31年度計画２回実施２回

指標：青少年の森ボランティア作業
取組実績：令和元年度度計画２回実施１回
取組計画：令和２年度計画２回

64 博物館
地域づくり支援
課

自然観察会や自然体験学習
の場の充実に努めます。

- - 【博物館】
○自然観察会：年間11回実施（H28実績522人）
　・開催状況は別紙のとおり
○夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催  
(H28．8/6～28 20日間開催　1,067人）
【地域づくり支援課】
○緑の観察会　(参加者46人)
○名木めぐりバスツアー　(参加者57人)

【地域づくり支援課】
○緑の観察会（参加者８人）
○名木めぐりバスツアー（参加者19人）
【博物館】
○自然観察会：年間11回実施（H29実績413人）
○夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催  
(H29．8/5～27 21日間開催　1,146人）

【地域づくり支援課】
○緑の観察会（参加者８人）
○名木めぐりバスツアー（参加者19人）
【博物館】
○自然観察会：年間12回実施（510人）
○夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催  
(H30．8/4～26 20日間開催　2,502人）

H29～H33 【地域づくり支援課】
　・緑の観察会　(参加者10人)
　・名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【博物館】
○自然観察会：年間11回実施（H29実績413人）
　・開催状況は別紙のとおり
　・夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催  
(H29．8/5～27 21日間開催　1,146人）

【地域づくり支援課】
　・緑の観察会　(参加者10人)
　・名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【博物館】
○自然観察会：年間11回実施（H30．12月現在451
人）
○夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催  
(H30．8/4～26 20日間開催　2,502人）

【地域づくり支援課】
　・緑の観察会　(参加者10人)
　・名木めぐりバスツアー　(参加者25人)
【博物館】
○自然観察会：年間12回実施
　（開催状況は別紙のとおり　R1.12現在：518名）
○夏休み自然科学展：毎年夏休み期間中に開催
  (R1．8/3～25　20日間開催　1,240名）

65 農林課 立地条件や市民のニーズ等
に応じ広葉樹の導入を図る
等、多様な森林整備や美的
景観の維持・形成に配慮した
森林整備を推進します。

- - 団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行った。
　・松くい虫防除（18.5㎥）
　・ナラ枯れ駆除（300本）

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行った。
　・松くい虫防除（21.6㎥）
　・ナラ枯れ駆除（878本）

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行った。
　・松くい虫防除（17.7㎥）
　・ナラ枯れ駆除（1,000本）

H29～H33 団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行う。
　・松くい虫防除（21.6㎥）
　・ナラ枯れ駆除（878本）

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行う。
　・松くい虫防除（17.7㎥）
　・ナラ枯れ駆除（1,000本）

団体等が実施する間伐、作業道開設に対する支
援
・森林病害虫等の駆除、まん延防止図るため、被
害被害木薬剤処理を行う。
　・松くい虫防除（14.0㎥）
　・ナラ枯れ駆除（1,600本）
　・ナラ枯れ若返り対策事業（2.4ha）

66 環境課 鳥取県や鳥取県地球温暖化
防止活動センターと連携し、
環境問題の情報提供や学習
機会の提供を図るとともに、
環境教育・学習の実践者・指
導者の育成に努めます。

- - 鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機会
の提供を図る。

鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機会
の提供を図る。

鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機会
の提供を図る。

H29～H33 鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機
会の提供を図る。

鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機
会の提供を図る。

鳥取県及び鳥取県地球温暖化防止活動推進セン
ター等と連携し、環境問題の情報提供や学習機
会の提供を図る。

67 環境課 環境教育活動を促進するた
め、こどもエコクラブ活動に
必要な支援に努めます。

- - こどもエコクラブ活動支援
　　　11団体　1,807人
　　（H26   11団体　1,176人）
　　（H27　　9団体　1,337人）

こどもエコクラブ活動支援
　　　11団体　2,072人

こどもエコクラブ活動支援
 　　　11団体　1,698人

Ｈ29～Ｈ33 こどもエコクラブ活動支援
　11団体、2,072人
　・平成30年度　1,700人を見込む

こどもエコクラブ活動支援
　　　11団体　1,698人
　・平成31年度　1,700人を見込む

こどもエコクラブ活動支援の実施
　・令和元年度　1,700人以上を見込む

基本目標 Ⅳ　ごみの少ないまちを実現する

68 廃棄物の減量化
とリサイクルの
推進

◆１　ごみの排出量
を抑制する

環境課 ごみ減量に向けた環境学習
等、各種普及啓発を充実し
ます。

ごみの資源化を図り減量化
に努めましょう。
食べキリ等、食べ残し削減の
啓発やエコクッキングの普及
啓発に努めましょう。

リサイクル商品や環境負荷
の少ない物品等の優先的な
購入（グリーン購入）に努め
ましょう。
外食時の適量注文に努め、
食べ残しをなくしましょう。

指標　ごみ減量に向けた学習会等の開催
実績　１５回
　・ごみ減量推進員研修会（13回）
　・自治公民館学習会（２回）

指標　ごみ減量に向けた学習会等の開催
実績　１５回
　・ごみ減量推進員研修会（13回）
　・自治公民館学習会（２回）

指標　ごみ減量に向けた学習会等の開催
実績　８回
　・ごみ減量推進員研修会（４回）
　・自治公民館学習会（４回）

Ｈ29～Ｈ33 ごみ減量に向けた学習会等を開催する。
・ごみ減量推進員研修会（全地区）
・自治公民館学習会（要望のある自治公民館）

ごみ減量に向けた学習会等を開催する。
・ごみ減量推進員研修会（全地区）
・自治公民館学習会（要望のある自治公民館）

ごみ減量に向けた学習会等を開催する。
・ごみ減量推進員研修会（全地区）
・自治公民館学習会（要望のある自治公民館）

69 環境課 市民や事業者に対するごみ
減量・リサイクルに関する情
報発信や普及啓発に努め、
ごみの減量化を図ります。

使い捨て商品の製造を自粛
し、ごみになりにくい製品、ご
みの発生を最小限にする製
品、リサイクルしやすい製
品、長く使える製品の開発に
努めましょう。
環境に配慮した製品の製
造、環境負荷の少ない商品
の販売に努めましょう。

詰替え商品を利用しましょ
う。
リターナブルびん等、リサイ
クルしやすい商品を選びま
しょう。

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率20.28％　リサイクル率22.51％
　・資源化量         　4,113t （前年度比  129t増）
　・ごみ総収集量　20,285ｔ （前年度比1,049t増）
　・団体回収量      　 584t （前年度比      5t増）
　（H26 資源化量3,956ｔ、ごみ総収集量19,054ｔ
　回収団体量660t）
　（H27 資源化量3,984ｔ、ごみ総収集量19,326ｔ
　回収団体量589ｔ）

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率21.44％　リサイクル率23.65％
　・資源化量          4,295t （前年度比  112t増）
　・ごみ総収集量　20,038ｔ （前年度比  465t減）
　・団体回収量      　 580t （前年度比     3t減）

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率20.91％　リサイクル率23.04％
　・資源化量          4,015t （前年度比  280t減）
　・ごみ総収集量　19,206ｔ （前年度比  832t減）
　・団体回収量      　 534t （前年度比    46t減）

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成38年度のリサイクル率 27％ 目標：平成38年度のリサイクル率 27％ 目標：平成38年度のリサイクル率 27％

70 環境課 生ごみについては、水切りの
徹底の普及啓発を推進する
とともに、液肥等への再資源
化の調査研究に努めます。

- - ごみ減量推進員研修会でゴミ減量化推進を啓発
した。

ごみ減量推進員研修会でゴミ減量化推進を啓発
した。

ごみ減量推進員研修会でゴ減量化推進を啓発し
た。

Ｈ29～Ｈ33 ごみ減量推進員研修会でゴ減量化の推進を啓発
する。

ごみ減量推進員研修会でゴ減量化の推進を啓発
する。

ごみ減量推進員研修会でゴ減量化の推進を啓発
する。

71 環境課  エコショップやマイバッグ運
動の普及啓発に努めます。

包装は必要最小限にしましょ
う。
マイバッグ運動に協力すると
ともに、レジ袋有料化を実現
させましょう。

過剰包装は断りましょう。
マイバッグを持って買い物へ
出かけ、レジ袋を断りましょ
う。

指標　マイバッグ運動の実施回数
実績　６回

指標　マイバッグ運動の実施回数
実績　６回

指標　マイバッグ運動の実施回数
実績　６回

Ｈ29～Ｈ33 目標：マイバッグ運動の実施回数を維持する。

○レジ袋削減に関する協定を締結（平成30年３月
１日）し、レジ袋辞退率80%以上をめざす。
事業者：ＪＡ鳥取中央、大黒天物産（株）
活動賛同団体：鳥取県連合婦人会、鳥取県母子
寡婦福祉連合会、鳥取県商工会女性部連合会、
とっとり県消費者の会、北栄町女性団体連絡協議
会
行政：鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄
町、琴浦町、鳥取中部ふるさと広域連合

目標：マイバッグ運動の実施回数を維持する。

○レジ袋削減に関する協定を締結（平成30年３月
１日）し、レジ袋辞退率80%以上をめざす。
事業者：ＪＡ鳥取中央、大黒天物産（株）
活動賛同団体：鳥取県連合婦人会、鳥取県母子
寡婦福祉連合会、鳥取県商工会女性部連合会、
とっとり県消費者の会、北栄町女性団体連絡協議
会
行政：鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄
町、琴浦町、鳥取中部ふるさと広域連合

目標：マイバッグ運動の実施回数を維持する。

○レジ袋削減に関する協定を締結（平成30年３月
１日）し、レジ袋辞退率80%以上をめざす。
事業者：ＪＡ鳥取中央、大黒天物産（株）
活動賛同団体：鳥取県連合婦人会、鳥取県母子
寡婦福祉連合会、鳥取県商工会女性部連合会、
とっとり県消費者の会、北栄町女性団体連絡協議
会
行政：鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄
町、琴浦町、鳥取中部ふるさと広域連合

72 環境課 家庭から出る資源ごみを自
治公民館や地域活動団体、
倉吉市の回収を通じて倉吉
市の委託業者へ搬出するよ
う啓発に努めます。

- 自治公民館や地域活動団
体、倉吉市の資源ごみ回収
の推進に協力しましょう。

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　583,455kg（前年度比5,832㎏減）
　　　　（H26 659,772㎏）
　　　　（H27 589,287㎏）

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　 582,801kg（前年度比654㎏減）
　　　　（H26 659,772㎏）
　　　　（H27 589,287㎏）
　　　　（H28 583,455kg）

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　533,525kg（前年度比 46,732㎏減）

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成27年度の実績値を維持する。 目標：平成27年度の実績値を維持する。 目標：平成27年度の実績値を維持する。

73 環境課 鳥取中部ふるさと広域連合
をはじめ中部４町と連携し、
小型家電回収を拡大し小型
家電に含まれるレアメタル等
の希少金属のリサイクルとご
み減量に努めるとともに、焼
却灰や落じん灰のリサイクル
を図ります。

- ごみの分別を徹底し、可燃ご
みの減量化に努めましょう。

指標　最終処分場への埋立量（１市４町分）
実績　 1,689m3
　　　　（H26　2,848m3）
　　　  （H27  1,647m3）

指標　最終処分場への埋立量（１市４町分）
実績　 1,665m3

指標　最終処分場への埋立量（１市４町分）
実績　 1,643m3

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成28年度の実績値を維持する。 目標：平成28年度の実績値を維持する。 目標：平成28年度の実績値を維持する。 ※平成27年度より開始した焼却灰リサイクル
によって、最終処分場への埋立量が減少。

74 環境課  2026(平成38)年度の１人当
たりのごみの排出量を
2014(平成26)年度の３％減と
し、ごみ処理費用の負担が
軽減されるよう努めます。

使い捨て容器等、廃棄物とな
る容器の製造・販売を極力
抑えましょう。

不用になったものでもまだ使
用可能なものは譲ったり、バ
ザーやフリーマーケットに出
す等長期間使用しましょう。

指標　１人当たりのごみ排出量
実績　521g/人日（前年度比 39g減）

指標　１人当たりのごみ排出量
実績　521g/人日（前年度比 39g減）

指標　１人当たりのごみ排出量
実績　515g/人日（前年度比  6g減）

Ｈ29～Ｈ33 平成38年度：１人当たりのごみ排出量、平成26年
度比の3％減

平成38年度：１人当たりのごみ排出量、平成26年
度比の3％減

平成38年度：１人当たりのごみ排出量、平成26年
度比の3％減
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75 ◆２　リサイクルを
推進する

環境課 廃棄物処理法をはじめ各種
リサイクル関連法の趣旨を
市民・事業者に啓発します。

各種リサイクル法の対象事
業者は、ごみの減量化・リサ
イクルに取り組みましょう。

倉吉市が定める方法により
ごみの分別排出し、減量化・
リサイクルに協力しましょう。

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率20.28％　リサイクル率22.51％
（Ｈ26 資源化率20.76％　リサイクル率23.41％）
（Ｈ27 資源化率20.62％　リサイクル率22.96％）

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率21.44％　リサイクル率23.65％

指標　資源化率・リサイクル率
実績　資源化率20.91％　リサイクル率23.04％

Ｈ29～Ｈ33 平成38年度：リサイクル率、27％ 平成38年度：リサイクル率、27％ 平成38年度：リサイクル率、27％

76 環境課 ごみの分別収集と減量化の
徹底を図ります。

ごみを分別排出し、適正処
理しましょう。

- 指標　ごみの収集量
実績　16,174,670kg（前年比832,470㎏増）
　　　　（Ｈ26 15,053,140㎏）（Ｈ27 15,342,200㎏)
資源収集量
実績　4,111,333kg（前年比127,143㎏増）
　　　　（Ｈ26 3,955,557㎏）（Ｈ27 3,984,190㎏)

指標　ごみの収集量
実績　15,742,300kg（前年比 578,370㎏減）

資源収集量
実績　 4,295,245kg（前年比 183,722㎏増）

指標　ごみの収集量
実績　15,190,780kg（前年比 551,520㎏減）

資源収集量
実績　 4,015,039kg（前年比 280,206㎏増）

Ｈ29～Ｈ33 ・平成28年度収集量の１％削減 ・平成28年度収集量の１％削減 ・平成28年度収集量の１％削減 ※布団類のリサイクル化を開始
（Ｈ２８）実証事業
（Ｈ２９）本格実施

77 環境課 資源ごみの集団回収等の支
援と推進に努めます。

- 集団回収等、リサイクル活動
に積極的に参加しましょう。

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　583,455kg（前年度比5,832㎏減）
　　　　（Ｈ26 659,772㎏）
　　　　（H27 589,287㎏）

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　580,257kg（前年度比 2,782㎏減）

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　533,525kg（前年度比 46,732㎏減）

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成27年度の回収量を維持する。 目標：平成27年度の回収量を維持する。 目標：平成27年度の回収量を維持する。

78 会計課
管理計画課

公共事業等には、積極的に
再生商品、再生原料を使用
します。

ごみを出さないシステムづく
りに努めましょう。

- 【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
　・H28年度　全品目のうち77％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
している。

【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
　・H29年度　全品目のうち78％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
している。

【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
・H30 年度　全品目のうち75％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
している。

Ｈ29～Ｈ33 【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
　・H29年度　全品目のうち78％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
する。

【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
　・H30年度　全品目のうち80％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
する。

【会計課】
グリーン購入法適合商品・事務用品の調達
　・R１年度　全品目のうち89％
【管理計画課】
建設工事の契約図書で、建設資機材及び建設副
産物の使用について、リサイクルの推進の記載を
する。

79 環境課 再生商品の周知や利用促進
の啓発を行います。

再生原料、再生部品の優先
的利用に努めましょう。

積極的な再生商品の購入に
努めましょう。

エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

Ｈ29～Ｈ33 エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品等、再生商品
の周知及び利用促進の普及啓発に努める。

80 環境課 廃食用油のリサイクルの支
援に取り組みます。

- - 指標　廃食用油の回収量
実績　416kg
廃食用油の回収場所：１５箇所

指標　廃食用油の回収量
実績　3,630kg
廃食用油の回収場所：27箇所

指標　廃食用油の回収量
実績　3,379kg
廃食用油の回収場所：27箇所

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成28年度の回収量を維持する。
廃食用油の回収場所：１５箇所

目標：平成28年度の回収量を維持する。 目標：平成28年度の回収量を維持する。

81 環境課  エコマーク商品・グリーン
マーク商品の利用促進の普
及啓発に努めます。

- -  エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

Ｈ29～Ｈ33 エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

エコマーク商品・グリーンマーク商品の利用促進
の普及啓発に努める。

82 環境課 小型家電回収が定着しつつ
あることから、引き続きボック
ス回収とステーション回収を
進めます。

- 容器包装、家電、パソコン、
自動車、その他今後リサイク
ル対象となるもののリサイク
ルに努めましょう。

指標　小型家電の回収量
実績　63,480kg（前年度比17,810㎏増）
　　　　（H26 11,740㎏）
　　　　（H27 45,670㎏）
小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

指標　小型家電の回収量
実績　66,180kg（前年度比 2,700㎏増）

小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

指標　小型家電の回収量
実績　71,860kg（前年度比 5,600㎏増）

小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成28年度の回収量を維持する。

小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

目標：平成28年度の回収量を維持する。

小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

目標：平成28年度の回収量を維持する。

小型家電回収ボックスの設置箇所：２３箇所

※平成28年度は鳥取中部地震における廃棄物の
増量により、小型家電の回収がここ数年で最も多
かった。

83 環境課 ミックスペーパーの分別徹底
について普及啓発に努めま
す。

- - 汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行った。

汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行った。

汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行った。

Ｈ29～Ｈ33 汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行う。

汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行う。

汚れた紙と資源集団回収の対象物の分別徹底に
ついて、ごみ減量推進員研修会で啓発を行う。

84 環境課 自治公民館や地域活動団体
等での積極的な資源ごみ回
収の取り組み拡大を進めま
す。

- - 指標　資源回収団体の資源回収量
実績　583,455kg
登録団体：249団体、実施団体：98団体

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　582,801kg
登録団体：253団体、実施団体：106団体

指標　資源回収団体の資源回収量
実績　古紙509,777㎏　金属20,165㎏ビン5,971本
登録団体：252団体、実施団体：103団体

Ｈ29～Ｈ33 目標：平成27年度の回収量を維持する。

登録団体：253団体、実施団体：84団体

目標：平成27年度の回収量を維持する。

登録団体：253団体、実施団体：84団体

目標：平成27年度の回収量を維持する。

登録団体：253団体、実施団体：84団体

85 ◆３　廃棄物を適正
に処理する

環境課 一般廃棄物は、倉吉市一般
廃棄物処理計画に基づき適
正な処理を行います。

- - ○ごみ収集量　　　： 16,172ｔ
○資源収集量　　　：  4,113t
○ごみ総収集量 　：20,285ｔ

○資源化率　　　　：20.28%
○リサイクル率　　：22.51%

○ごみ収集量　　： 15,742ｔ
○資源収集量　　：  4,295t
○ごみ総収集量  ： 20,038ｔ

○資源化率　　　　：21.44%
○リサイクル率　　：23.65%

○ごみ収集量　　： 15,191ｔ
○資源収集量　　：  4,015t
○ごみ総収集量  ： 20,206ｔ

○資源化率　　　　：20.91%
○リサイクル率　　：23.04%

Ｈ29～Ｈ33 ○平成28年度の収集量の削減をめざす。

○平成28年度の資源化率以上をめざす。

○平成28年度の収集量の削減をめざす。

○平成28年度の資源化率以上をめざす。

○平成28年度の収集量の削減をめざす。

○平成28年度の資源化率以上をめざす。

86 環境課  鳥取県と連携し監視カメラを
設置する等監視強化を行
い、廃棄物の不法投棄撲滅
や不適正処理の防止に努め
ます。

環境美化活動や資源回収
等、地域活動団体等へ積極
的に協力しましよう。

市民一人ひとりが監視員の
役割を果たしましょう。

指標　不法投棄新規箇所数（発見数）
実績　10箇所
監視カメラ設置：２ヶ所

指標　不法投棄新規箇所数（発見数）
実績　12箇所

指標　不法投棄新規箇所数（発見数）
実績　11箇所

Ｈ29～Ｈ33 鳥取県中部総合事務所とも協力し、発見数分の
撤去に努める。
　・監視カメラ設置：２ヶ所

鳥取県中部総合事務所とも協力し、発見数分の
撤去に努める。

鳥取健中部総合事務所とも協力し、発見数分の
撤去に努める。

87 環境課 鳥取県と連携し「鳥取県使用
済物品等の放置防止に関す
る条例」に基づき、不適切な
不用品回収業者に対する監
視強化と指導に努めます。

排出者責任を意識し、廃棄
物の適正処理を行いましょ
う。

不法投棄（ポイ捨て）防止、
不適正処理防止の実践に努
めましょう。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者等の使用済物品の
放置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者等の使用済物品の
放置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者等の使用済物品の
放置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

Ｈ29～Ｈ33 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者の使用済物品の放
置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者の使用済物品の放
置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に
基づき、使用済物品回収業者の使用済物品の放
置等による生活環境課の悪化を防止し、廃棄物
の適正処理を推進する。

88 環境課 市民に対して、違法な不用品
回収業者を利用しないよう注
意喚起に努めます。

- 環境教育・学習や環境美化
活動等への参加・協力をしま
しょう。

ごみ減量推進委員研修会での啓発を行った。
・ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進

ごみ減量推進委員研修会での啓発を行った。
・ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進

ごみ減量推進委員研修会での啓発を行った。
・ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進

Ｈ29～Ｈ33 ごみ減量推進委員研修会での啓発
ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進する。

ごみ減量推進委員研修会での啓発
ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進する。

ごみ減量推進委員研修会での啓発
ごみの区分と出し方（保存版）の活用による廃棄
物
の適正処理を推進する。

基本目標 Ⅴ　環境意識が高いまちを実現する

89 環境学習の推進 ◆１　環境意識を醸
成する

環境課
子ども家庭課
学校教育課

 認定こども園・幼稚園・保育
所、児童館、小・中学校と連
携し、環境教育・学習機会の
提供と環境教育活動の充実
を図り、幼児・児童・生徒の
環境意識を高め、環境問題
の解決に向け行動できる人
材育成に努めます。

環境保全を自らの社会的責
任と捉え、企業・事業所等で
環境経営に取り組みましょ
う。

倉吉市の青少年の森等、身
近な里山の保全活動に参加
しましょう。

【環境課】
○こどもエコクラブ活動支援（11団体、1,807人）
○出前ごみ分別・リサイクル学習会（上灘小）
【子ども家庭課】
取組み指標なし
【学校教育課】
環境教育の年間計画を見直すとともに、各教科、
道徳、総合的な学習の時間などにおいて、相互関
連的・総合的に実践する。（全小中学校）

【環境課】
〇こどもエコクラブ活動支援（11団体　2,072人）
【子ども家庭課】
取組み指標なし
【学校教育課】
新学習指導要領の趣旨を踏まえ、環境教育の年
間計画を見直すとともに、各教科、道徳、総合的
な学習の時間などにおいて、相互関連的・総合的
に実践する。（全小中学校）

【環境課】
○こどもエコクラブ活動支援（11団体　1,698人）
【子ども家庭課】
取組み指標なし
【学校教育課】
各教科、道徳、総合的な学習の時間などの年間
指導計画に合わせて、環境教育を実践（全小中学
校）
　⇒１００％

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
○こどもエコクラブ活動支援
【子ども家庭課】
取組み計画なし
【学校教育課】
環境教育の年間計画の見直しと実践（Ｈ２９　小13
校、中5校）
　・Ｒ２　小学校学習指導要領全面実施
　・Ｒ３　中学校学習指導要領全面実施
に向けた見直し

【環境課】
○こどもエコクラブ活動支援
【子ども家庭課】
取組み計画なし
【学校教育課】
○環境教育の年間計画の見直しと実践（Ｈ３０　小
13校、中5校）
　・Ｒ２　小学校学習指導要領全面実施
　・Ｒ３　中学校学習指導要領全面実施
○地域と連携・協働した取組
（クリーン活動、菜の花プロジェクト等）

【環境課】
○こどもエコクラブ活動支援
【子ども家庭課】
取組み計画なし
【学校教育課】
○環境教育の全体計画の見直しと実践
　・Ｒ２　小学校学習指導要領全面実施
　・Ｒ３　中学校学習指導要領全面実施
○地域と連携・協働した取組
（クリーン活動、菜の花プロジェクト等）

90 自主的な実践の
推進

環境課 関係機関や市民団体等と連
携し、市民一人ひとりの学習
機会の提供に努め、市民一
人ひとりが主体的に環境活
動等を実践できるよう普及啓
発に努めます。

 国・鳥取県・倉吉市等の行う
環境保全の学習会等に参加
しましょう。

国・鳥取県・倉吉市等の行う
環境保全の環境教育・学習
会等に参加しましょう。

民間団体と共催による木質バイオマスエネルギー
事業化講演会開催した。（参加者数40人）

平成29年５月11日に木質バイオマス等再生エネ
ルギー活用検討協議会を開催し、木質バイオマス
の導入に関し、発電ではなく熱利用を検討すると
の方向性を決定した。

木質バイオマスエネルギーの活用を着実に進め
ていくための具体的かつ実行可能な計画を策定し
た。

Ｈ29～Ｈ33 ○とっとり県消費者の会家電リサイクル視察研修
会支援（27人）
　・視察先：兵庫県加東市 パナソニックエコテクノ
ロジーセンター

木質バイオマス等再生エネルギー活用検討協議
会において、継続して調査研究を行う。

協議会において、木質バイオマスの熱利用につい
て、引き続き調査研究を行う。

91 環境課  鳥取県等と連携し、様々な
環境教育活動を実施するこ
どもエコクラブ活動を支援し
ます。

- - こどもエコクラブ活動支援（11団体、1,807人） こどもエコクラブ活動支援（11団体、2,072人） こどもエコクラブ活動支援（11団体　1,698人） Ｈ29～Ｈ33 こどもエコクラブ活動支援 こどもエコクラブ活動支援 こどもエコクラブ活動支援

92 環境課 環境家計簿の普及啓発に努
めます。

エコポイント活動へ参加しま
しょう。

身近な環境配慮活動に取り
組み、ライフスタイルの転換
に努めましょう。

ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行った。 ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行った。 ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行った。 Ｈ29～Ｈ33 ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行う。 ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行う。 ごみ減量推進員研修会で普及啓発を行う。

93 環境に関する情
報提供及び注意
喚起

◆２　環境に関する
情報を提供する

環境課
学校教育課

市報、ホームページ、その他
の広報活動により自然環境・
公害関係の情報提供に努め
ます。

- - 【環境課】
市報、ホームページ等に掲載し啓発活動を行う。
（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

【環境課】
市報、ホームページ等に掲載し啓発活動を行う。
（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

【環境課】
市報、ホームページ等に掲載し啓発活動を行う。
（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

Ｈ29～Ｈ33 【環境課】
市報、市ホームページ等に掲載し啓発活動を行
う。（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

【環境課】
市報、市ホームページ等に掲載し啓発活動を行
う。（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

【環境課】
市報、市ホームページ等に掲載し啓発活動を行
う。（特定外来生物、動物愛護事業等）

【学校教育課】
取組み指標なし

94 環境課 各種イベント、環境教育・学
習会等を開催し、環境問題
の情報提供に努めます。

- - 各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を
行った。（アミティエフェスタ、動物愛護週間イベン
ト）

各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を
行った。（アミティエフェスタ、動物愛護週間イベン
ト）

各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を
行った。（アミティエフェスタ、動物愛護週間イベン
ト）

Ｈ29～Ｈ33 各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を行
う。（市民ボランティア展、エコフェスティバル他）

各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を行
う。（市民ボランティア展、エコフェスティバル他）

各種イベントでパネル等を設置し、情報提供を行
う。（市民ボランティア展、エコフェスティバル他）

95 ◆３　環境を監視
し、注意喚起を促す

環境課 大気汚染・水質汚濁、騒音・
振動、悪臭等の事故発生時
には適切な対応に努めま
す。

- - 天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できる体制を整えた。

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できる体制を整えた。

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できる体制を整えた。

Ｈ29～Ｈ33 天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できるように努める。

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できるように努める。

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会の会員とし
て水質事故現地対策訓練に参加し、事故発生時
に迅速に対応できるように努める。
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