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第２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

 震災や風水害などの災害に対する不安、犯罪や交通事故の危険、育児や

老後への不安など、安心で安全な日常生活を送るために解決すべき課題は

ますます増加しています。 

 このため、すべての人が安心して暮らせるように、地域福祉活動の推進

と国民健康保険などの社会保障の充実による行政としてのセーフティネッ

ト※を確立するとともに、健康でいきいきとした生活を続けられるための

生涯を通した健康づくりを推進します。 

 また、次代を担う子どもたちを健やかに育てていくための子育て環境の

充実、病気やけが等の不測の事態に即応できる地域医療の充実、高齢者や

障害のある人の生活を支援する施策の充実と社会参加の促進を図ります。 

 さらに、災害や犯罪に強いまちづくりを進めるための危機管理体制を強

化するとともに、食生活や消費生活を脅かす問題に対応し、安心でいきい

きとした市民の暮らしづくりを進めます。 

                            
※ セーフティネット 社会的な安全網として、最低限、住民の生命や財産に対するリスクをカバ

ーするもの 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 地域がセーフティネット※となり、市民一人ひとりを支えられるよう、地域の中で福祉活動な

どを行う団体や個人のネットワークづくりを進めるとともに、健康な生活を送れるための国民

健康保険のさらなる充実、老後の安心のための年金制度の普及啓発、さらには生活保護制度の

効果的な活用により、行政としてのセーフティネットを確立します。 

 

現状 市民の声 

○地域に住む市民のつながりが薄れてきてい

る一方で、心のつながりを求めている人も

数多くいます。 

○国民健康保険は、被保険者の中で高齢者や

無職者の占める割合が高く、医療費の増加

や収納率の低下を招くなどの構造的問題を

抱えています。 

○景気の低迷が続き、賃金の下落などによっ

て低所得者の生活が不安定になっており、

全国的な傾向と同様に本市においても生活

保護世帯は増加傾向にあります。また、生

活保護世帯が抱える問題は多様化してきて

おり、金銭的な対応だけでは対応が困難と

なってきています。 

○高齢化が進行する中で、一人暮らしの高齢

者と地域との交流などを充実させ、高齢者

一人ひとりに応じたサービスを提供する必

要がある。 

課題 

○だれもが住みやすい社会をつくるためには、最も身近な地域の中で互いに支え合う体制づく

りが必要です。 

○国民健康保険の充実のために、健康づくりによる医療費の抑制や負担の公平のための保険料

の収納対策を強化する必要があります。 

○年金受給資格のない人が発生しないようにする必要があります。 

○生活保護世帯の増加に対応するとともに、各世帯が抱える多様な問題に対応するために、経

済的な給付に限らず各世帯の実情に応じた自立支援を行う必要があります。 

 

                             
※ セーフティネット Ｐ．１０１参照 

健康福祉政策課 

保険年金課 

生活福祉課 
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目標の設定 

 平成１７年 平成２２年 

○福祉活動コーディネーター ４人（２地区） １２人（１０地区） 

施策の展開 

○総合的な地域福祉の推進 

 ・市民・福祉関係機関が一体となった地域ごとの福祉ネットワークの形成を推進します。 

 ・地域福祉活動の拠点として地区公民館を活用します。 

 ・福祉活動団体や市民と行政との橋渡しとなる福祉活動コーディネーターを育成・支援しま

す。 

○国民健康保険の健全運営 

 ・国民健康保険制度の趣旨の周知を図ります。 

 ・保健・医療の連携による健康づくり（病気などの予防）を推進します。 

 ・国民健康保険料の収納対策を強化します。 

 ・国の行う医療保険制度改革に適切に対応するとともに、市民ニーズの反映に努めます。 

○低所得者への多様な支援 

 ・生活保護制度に基づき、生活困窮世帯の困窮の程度に応じて必要な保護を行います。 

 ・金銭的給付に加え、民生児童委員、雇用機関などの関係機関と連携して、生活保護世帯の

実情に応じた自立支援を組織的に実施します。 

○国民年金制度の普及啓発 

 ・年金受給資格のない人の発生を防ぐため、国民年金制度の普及啓発を進めます。 

効果 

○地域内の福祉ネットワークが円滑に機能することによって、支援を必要とする人が自分に必

要な情報やサービスを受け取りやすくなります。 

○国民健康保険制度の充実や年金受給により、病気のときや老後の生活に安心をもたらすこと

ができます。 

○生活保護世帯の実情に応じた支援を行うことにより、生活保護世帯の早期自立が期待できま

す。 

 

主な指標・参考資料    ＜目標とする地域ネットワーク図＞ 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 これまでの健康対策の中心である健診（検診）による疾病の早期発見・早期治療（二次予

防）と併せて、生活習慣を改善して生活習慣病の発症を予防（一次予防）するための事業を行

うことで、健康な市民生活を送れるようにサポートします。 

 

現状 市民の声 

○「健康が豊かな人生を支える基本」という

健康志向はますます高まりをみせていま

す。 

○単なる寿命の延伸のみにとどまらず、健康

で生きがいを持った心豊かな生活を送るこ

とができる「健康寿命の延伸」と「生活の

質の向上」を求める人が多くなっていま

す。 

○喫煙の低年齢化や食生活の不規則化など、

不健康な生活習慣が若者の間で広がってい

ます。 

○食の安全・安心の確保や健康的な食生活な

どが強く求められています。 

 

○高齢者が寝たきり等にならないための健康

教室や理学療法士を養成し、リハビリ施設

の充実した病院を増やしてほしい。 

○地産地消、食の安全、子どもたちへの食育

活動など、もっと行政の働きかけが必要な

のでは。 

課題 

○乳幼児から高齢者まで、市民一人ひとりがそれぞれのライフステージにあった健康づくりを

主体的に取り組むことが必要です。 

○市民一人ひとりが取り組む健康づくりを社会全体で支援する機会の提供や環境の整備が必要

です。 

○食の安全の確保のため、食生活に関する情報提供や、地産地消の推進を図る必要がありま

す。 

 

 

中央保健センター 

企画調整課 

産業振興課 

健康福祉政策課 
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目標の設定 

 平成１７年 平成２２年 
○「健康だと感じている人」の割合 ７２．７％ ８０％以上 
○子育てを楽しいと感じる人の割合 父親 ６８．９％ ７３％以上 
  母親 ６６．８％ ７０％以上 
○「生活習慣を改善した人」の割合 
・「朝食を毎日取る人」の割合 ７６．３％ ８０％以上 

・「運動習慣がある人」の割合 １８．２％ ２５％以上 

施策の展開 

○健康づくり計画の策定と推進 
 ・「健康日本２１」鳥取市計画と母子保健計画を一体化した「健康づくり計画」（平成１８～   
２２年度）を推進します。 

 ・関係機関と連携しながら市民が主体的に健康づくりを実践できる環境を整備します。 
○母子保健事業の充実 
 ・妊婦健診、乳幼児健診、両親学級、子育て相談を充実させます。 

○基本的な生活習慣の確立の支援 
 ・健康づくり地区推進員や食生活改善推進員など住民組織の活動を支援します。 
 ・生活習慣病予防対策を推進します。 
 ・健康教育、健康相談、訪問指導を充実させます。 
 ・高齢者の健康づくり事業を推進します。 
○保健センター機能の充実 

 ・施設整備や機能拡充により保健センターの健診、健康相談業務の充実を図ります。 
○健康的で安全な食生活の実現 
 ・国や県からの食の安全に関する情報を提供するとともに、健全な食習慣の普及･促進を図り
ます。 

 ・食品関係者による衛生管理、内容表示の徹底及び県による食品衛生管理体制の強化を要請
します。 

 ・食育アドバイザーの活動により、地産地消や食の安全意識の普及・啓発を進めます。 
 ・地域における健康教育等による食品表示の食の安全に関する知識の普及など、より健康的
な食習慣づくりを推進します。 

○難病患者に対する居宅生活支援 
 ・特定疾患患者等に対する、ホームヘルプサービス、短期入所サービス、日常生活用具の給
付などの生活支援を推進します。 

効果 
○市民一人ひとりが健康に対する認識を深め、自ら健康づくりを実践することで、生活習慣病
の発症を予防し、要介護状態になることを防ぐことができます。 
○「健康寿命の延伸」により、市民が元気になり、地域に活力を与えます。 
○食に関する市民の意識が向上することにより安心な食生活が確保されるとともに、食に関す

る正確な情報を提供することで市民の健康への悪影響が未然に防止されます。 

主な指標・参考資料 

主要死因別死亡数（合併前の鳥取市）
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 鳥取県東部医療圏における中心的な総合病院として、鳥取市立病院のがん専門医療の機能強

化など特色ある病院づくりを進めるとともに、佐治町診療所の安定運営を進め、市民が安心し

て暮らせる医療サービス体制の整った環境づくりを進めます。 

 

 

現状 市民の声 

○死因の第一位である「がん」疾患の治療に

対する地域住民の医療のニーズは非常に高

くなっています。 

○高齢化及び疾病構造の変化により慢性期疾

患が増大しています。 

○鳥取県東部医療圏において急病・災害の際

に救急車では対応できない地域が多く存在

します。 

○医療機器の機能低下等により、多様な医療

ニーズにこたえきれなくなっています。 

 

○総合病院が鳥取の中心市街地に集中してい

ます。救急医療の十分な体制づくりを強く

望みます。 

○がんの治療は、いろいろな治療法で行って

ほしい。 

 

課題 

【市立病院】 

○鳥取県東部医療圏の中核的病院として、救急医療体制の充実と地域住民に信頼される病院と

して医療の質を低下させない医療サービスの提供を行う基盤を整備する必要があります。 

【佐治町診療所】 

○過疎地域にとって、医療提供体制の存続は地域住民が安心して暮らすための重要な要素とな

っており、今後も安定した運営が求められています。 

 

 

 

 

 

保険年金課 

鳥取市立病院 

健康福祉政策課 
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目標の設定 

○がん専門医療及び救急医療に取り組み、地域住民の医療ニーズにこたえます。 

施策の展開 

【市立病院】 
○がん専門医療の推進 
 ・がんの的確な治療を行うための早期発見と診断精度の向上を実現するＰＥＴ―ＣＴ※装置

を導入します。 
 ・鳥取県の東部医療圏に不足している疼痛緩和ケア病床の設置を検討します。 
○療養型病床の新設 
 ・慢性疾患を対象とした療養型病床と脳疾患や脊椎損傷を罹患した若年層（介護保険対象外
の年齢層）の回復期リハビリテーション病床の設置を検討します。 

○ヘリポートの整備検討 

 ・医師同乗救急ヘリコプターの円滑な運用のためのヘリポートの整備を検討します。 
○診療実績の公開 
 ・がん症例や手術などの診療実績のウェブサイト※への公開など、身近で行われている高度
な専門医療の実績を周知します。 

○高度医療機器の整備 
 ・地域住民の医療のニーズに対応するため、医療機器更新により高度医療機器を整備しま

す。 
【佐治町診療所】 
○佐治町診療所の安定運営 
 ・保健センター、市立病院等との連携による保健事業の推進や地域住民が安心できるサービ
ス供給体制を構築します。 

 ・医師の確保に努めます。 

【その他】 
○救急診療体制の充実 
 ・休日・夜間の救急診療体制の充実に努めます。 
 ・休日歯科診療体制の充実に努めます。 
○献血の安定的確保 
 ・献血意識の高揚を図り、円滑な献血事業の推進に努めます。 

効果 
○がん診療機能の充実を図ることにより、がんの治癒率の向上と死亡率の減少が実現し、地域
住民のがんに対する不安の解消と安心の確保に貢献するとともに、医療費負担の軽減にもつ
ながることとなります。 
○慢性期医療の充実と若年層のリハビリテーション対象疾患の患者の支援が可能となります。
また、急性期から慢性期まで一連の医療提供が可能となります。 
○ヘリポートの整備により、大規模災害などへの広域的な救急医療への早期対応が可能となり
ます。 
○診療実績を公開して地域住民が市立病院の診療実績を認識することにより、特色ある医療サ
ービスが安心して受けられます。 
○診療機能の充実を図ることにより、地域住民が期待する医療の提供が可能となります。 
○佐治地域の住民への医療提供体制の充実及び健康づくりの推進が図られます。 

主な指標・参考資料 

鳥取市の「がん」による死因率（合併前の鳥取市：鳥取県保健統計より） 
(％）

24

26

28

30

32

34

36

死因率（％） 29.2 29.6 28.3 29.1 33.9 32.5 29.2

平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年

 

                             
※ ＰＥＴ―ＣＴ コンピュータによる断面撮影と併せてがん細胞の代謝を利用してがんの発生状況を診断する方
法 

※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 多様な保育ニーズに対応した保育サービスの提供や育児にかかわる相談支援機能の充実、放

課後児童クラブの効果的な運営などを行うとともに、子育てしやすい職場の環境づくりについ

て企業に対する意識啓発を行い、次代を担う子どもたちを健やかに生み育てるための社会環境

を整備します。 

 

現状 市民の声 

○社会環境や就労環境の変化によって保育ニ

ーズが多様化しています。 

○核家族化や地域との関係の希薄化により、

育児に関する不安や孤立感などから児童虐

待が増加しています。 

○就労のため保護者が昼間家にいない小学校

低学年児童を授業終了後に預かる放課後児

童クラブの需要はますます高まっていま

す。 

○３０人学級や少人数指導が進む中、放課後

児童クラブの開設場所としての余裕教室の

確保が困難な状況になりつつあります。 

○女性の就業率が高く、共働き家庭が多い状

況です。 

 

○鳥取市が地元でない、家族もいない母親に

とって、乳幼児と親が顔を出せ、過ごせる

育児サロンのようなところが多く必要。子

育てする母親が孤立化しやすい時代であ

り、親子とも外で人とかかわるチャンスを

必要としています。 

 

課題 

○次代の社会を担う子どもたちを健やかに生み育てる社会環境を整備するため、事業者も仕事

と家庭の両立支援などについて具体的な行動計画を策定する必要があります。 

○多様化する保育ニーズへの対応や施設の充実など、保育サービスの充実が必要です。 

○育児不安や悩みの解消を図るため、保護者が気楽に集え相談できる場所について、より一層

の周知が必要です。 

○児童の養育に関する支援が必要な家庭への適切な支援とともに、地域の中で親子を見守って

いけるような環境づくりが必要です。 

 

児童家庭課 

中央保健センター 

学校教育課 
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目標の設定 

 平成１６年 平成２２年 

○病後児保育（施設型）実施箇所数 ３か所 ５か所 

○放課後児童クラブ実施箇所数 ３３校／４８校 ４８校／４８校 

施策の展開 

○総合的な子育て環境づくりの推進 
 ・「鳥取市次世代育成行動計画」（平成１７～２１年度）に基づき、地域における子育ての支
援、教育環境の整備、子育てを支援する生活環境の整備、仕事と家庭の両立支援、子ども
の安全確保などを推進し、出生率の向上をめざします。 

○保育施設とその機能の充実 
 ・職員体制の充実、老朽施設の年次的改修、病後児保育施設の充実などにより、多様な保育
ニーズに対応します。 

 ・子育てしやすい職場の環境づくりについて企業に対する意識啓発を行うとともに、事業所
内保育所の設置推進を図るための補助制度を創設します。 

 ・指定管理者制度の導入、民間が行う施設整備への支援など民間活力を利用し、特別保育な
どの保育サービスの充実に努めます。 

○子育て相談機能の充実 
 ・保健センター、子ども家庭支援室、地域子育て支援センター、子育て総合相談室等による
子育て相談機能の充実を図ります。 

○児童・ひとり親家庭の福祉の推進 
 ・母子自立支援員、家庭相談員、民生児童委員等と連携した相談体制を充実させます。 
 ・児童扶養手当などの支援による自立の促進と生活の安定向上を図ります。 
 ・乳幼児、ひとり親家庭、特定疾病の医療費助成による生活支援を行います。 
○母子保健事業の充実 
 ・妊婦健診、乳幼児健診、両親学級、子育て相談、発達相談などを実施します。 
 ・民間団体委託、関係機関や地域組織との連携強化により要配慮児※の支援のネットワークを
広げます。 

○児童虐待への対応 
 ・児童虐待に適切に対応する専門部署の設置により、虐待防止へ向けた取組みを強化しま
す。 

○放課後児童クラブの整備 
 ・放課後児童クラブ未設置の校区への保護者会の設立を支援し、年次的に専用施設を整備し

ます。 

効果 

○多様な保育ニーズに対応することで、子育てをする親の仕事と育児の両立支援が図られま

す。 

○保育施設などの保育環境の充実により、待機児童の解消を図ることができます。 

○子育てに関する相談機能の充実により、育児不安の解消が実現されます。 

○ひとり親家庭の自立の促進と生活の安定向上を図ることによって、子どもの健全な発達を促

すことができます。 

○働く親たちが安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めることで、保育する児童に適切

な遊びや生活の場を与えられ、子どもたちの健全育成が図られます。 

主な指標・参考資料 

 

 

                             
※ 要配慮児 医学的、家庭環境、社会環境に関して不利な条件をもつ子ども 

注）グラフは、合併前の鳥取市のみのデータです。 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 介護や支援を必要とする高齢者や障害のある人ができる限り住み慣れた地域で暮らせるよう

に、サービスの充実に努めます。特に高齢者については、介護や支援が必要な状態にならない

ためのケアマネジメント※や介護予防サービスを充実させていきます。 

 

現状 市民の声 

○介護保険施設等は大規模なものが広域的に

整備されているため、これらの施設入所を

希望した場合、多くの人は遠く離れた地域

に行かなくてはなりません。 

○高齢者の多くが、要介護状態になっても、

住み慣れた地域で継続して生活することを

望んでいますが、高齢者本人の身体・精神

状況や家庭の事情などにより、介護保険施

設等への入所を選択せざるを得ません。 

○障害者福祉サービスのニーズが増加してお

り、今後、障害のある人の地域生活を推進

する上で、支援の必要度に応じて公平にサ

ービスを受けられる新たな仕組みをつくる

必要があります。 

○高齢者の入所施設はこれ以上必要ないので

は。もっと在宅介護、介護予防事業の拡大

を。高齢者を家庭に帰してあげたいもので

す。 

○高齢者や障害者等の日常生活が困難な人た

ちでも、安全で幸せと感じられるまちをつ

くってほしい。 

課題 

○住み慣れた地域で生活が継続できる体制づくりを進めるとともに、介護保険制度のメニュー

と一貫性・連続性を持たせた総合的な介護予防システムを確立する必要があります。 

○障害のある人の自己選択・自己決定に必要な相談支援体制の整備や安心して地域で暮らせる

ための在宅サービスの充実を図る必要があります。 

 

 

 

                             
※ ケアマネジメント 要介護者に対して、適切なサービスを受けられるようにケアプランを作成し、それに基
づいて必要なサービスの提供を確保し、在宅生活を支援すること。 

高齢社会課 

生活福祉課 



 111 

目標の設定 

 平成１６年 平成２２年 

○障害者居宅生活支援事業所数 １０７か所 １３６か所 

施策の展開 

○「鳥取市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」（平成１８～２０年度、以降３年ごとに更

新）に基づく事業の推進 

 ・計画に基づき、介護保険事業、各種の福祉サービスや保健サービスを推進します。 

○「鳥取市障害者計画」（平成１７～２６年度）に基づく事業の推進 

 ・計画に基づき、障害のある人の多様化するニーズに対応するための施策を推進します。 

○地域密着型サービスの導入 

 ・要介護者等が住み慣れた地域でできる限り生活し続けられるよう、必要なサービス基盤の

整備を促進します。 

 ・「通い」を中心として随時「訪問」や「泊まり」が可能な小規模多機能型居宅介護等、新た

なサービスを導入します。 

○総合的な介護予防システムの確立・運用 

 ・虚弱高齢者から軽度認定者まで一貫性・連続性のある介護予防マネジメントを確立しま

す。 

 ・軽度認定者への筋力向上や栄養改善等の新予防給付の導入など、介護予防を充実させま

す。 

 ・虚弱高齢者への認知症予防や閉じこもり予防など、予防サービスを中心とする地域支援事

業を導入します。 

 ・新予防給付や地域支援事業の介護予防マネジメントを中立・公正な立場から行う地域包括

支援センターを設置します。 

○障害のある人に対する生活支援サービスの充実 

 ・障害のある人がそれぞれの地域で生活できるための、総合的な相談体制を整備します。 

 ・障害のある人のニーズに応じたホームヘルプなどの在宅福祉サービスを提供できる体制を

整備します。 

 ・相談事業、在宅福祉サービスなどの各種支援活動の充実を図ることで、身体・知的・精神

の三障害に対する障害者施策の一元化を推進します。 

 ・これまで障害者施策に位置付けられてこなかった発達障害や難病のある人、またその家族

についても総合的な支援に取り組んでいきます。 

 ・障害の早期発見から速やかな早期療育体制への移行、就学から職場への定着など、障害の

ある人やその家族に対する一貫した相談・支援体制の確立に努めます。 

効果 

○高齢者や障害のある人が、住み慣れた地域でできる限り自立した生活を送ることができま

す。 

○介護予防の推進により、要介護者の増加を抑えることができます。 

○介護サービスや生活支援サービスの充実により、きめ細やかなサービスを受けられます。 

主な指標・参考資料 

 

 

一貫性・連続性のある総合的 
介護予防システムの確立 

非該当   要支援・要介護者 

軽 度 
（要支援・要介護１） 

中重度 
（要介護２～５） 

非該当 

 「新・予防給付」の創設 
軽度者に対する給付内容、

マネジメントシステムを介護

予防の視点から見直し 

「地域支援事業（仮称）」の導入 
要支援・要介護状態に陥るおそれが

ある者（高齢者人口の５％程度）等を

対象とした介護予防事業の実施 

× × 

介護予防の推進 

地域包括支援センターによる

マネジメントの実施 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で暮らせるために、ユニバーサルデザイン※の考え方

を活かしたまちづくりを進めるとともに、情報格差の是正、就業促進や地域活動の促進などの

事業や活動を支援し、社会に参画しやすい環境を整備していきます。 

 

 

現状 市民の声 

○道路や建物のバリアフリーが進まず、障害

のある人の社会生活の不便を生じていま

す。 

○心から長寿を喜べる社会を築くためには、

高齢者が社会の中で「生きがい」を持って

生活することが大切です。 

○シルバー人材センターの具体的な内容につ

いてあまり知られていません。 

 

○障害のある人や高齢者が安心して通れる道

を作ってほしい。 

○高齢者や障害のある人が便利なようにエレ

ベーターなどを設置し、バリアフリー化を

進めるべき。 

 

課題 

○高齢者や障害のある人がまちに出歩きやすいような、ユニバーサルデザインの考え方による

まちの整備が必要です。 

○障害のある人が収入を得て自立した生活を行うための、就業環境の整備が必要です。 

○高齢者の社会参加と生きがいづくりを支援するため、高齢者がさまざまな活動に取り組める

ような体制が必要となります。 

○高齢者や障害のある人の、情報通信技術の利用機会や活用能力の格差を解消する必要があり

ます。 

○就業機会の確保の一環としてのシルバー人材センターの経営安定のため、会員確保と受注の

拡大が必要です。 

 

 

 

                             
※ ユニバーサルデザイン Ｐ．２４参照 

生活福祉課 

高齢社会課 

情報政策課 

生涯学習課 

産業振興課 
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施策の展開 

○ユニバーサルデザインに基づく社会の実現 

 ・各種啓発・広報活動の充実により、高齢者や障害のある人に対するこころのバリアフリー

化を推進します。 

 ・建築物、公共交通機関、歩行空間等の生活空間のユニバーサルデザインを推進します。 

 ・自宅で安全に安心して生活するための住宅改修を支援します。 

○高齢者・障害のある人の社会参加 

 ・生きがいづくり、健康づくりを通じて豊かな地域づくりを推進する役割が期待されている

老人クラブの一層の育成・支援を図ります。 

 ・障害のある人の雇用促進のため、労働行政と連携し、事業主への啓発や各種助成制度の周

知を図ります。 

 ・公共機関での障害者雇用を促進するとともに、障害者雇用に積極的な事業所等を支援しま

す。 

 ・障害のある人の起業を支援します。 

 ・一般就労の困難な障害のある人が就労する小規模作業所などの整備・運営を支援します。 

○情報格差の解消 

 ・障害のある人も容易に情報を入手・発信するための情報通信基盤を整備します。 

 ・高齢者・障害のある人を含む市民を対象としたＩＴ講習を充実させます。 

○高齢者・障害のある人の就業促進 

 ・市報等を通じたシルバー人材センターのＰＲを行います。 

 ・シルバー人材センターが行う就業者確保、受注拡大のために行う講習会、相談員の配置な

どに対する支援を充実させます。 

 ・障害者就業・生活支援センターの相談支援事業を活用し、福祉的就労から一般就労への移

行を支援する体制を充実させます。 

効果 

○社会生活を営む上での物理的、社会的、制度的、心理的な障壁を除去するだけでなく、障害

のある人への配慮を特別なこととせず、すべての人にとって暮らしやすい福祉のまちを実現

します。 

○高齢者や障害のある人がその適性と能力に応じて社会活動や経済活動に参加することで、そ

れぞれの人の生きがいを生み出すとともに、社会全体の活力を生み出します。 

○シルバー人材センターが認知されることにより、市民に積極的に活用され、就労という手段

による高齢者の社会参加が促進されます。 

主な指標・参考資料 

授産施設：雇用されることが困難な障

害者に設備と仕事を提供するととも

に、生活指導を併せて行い、自立を

助長することを目的とする施設 

 

小規模通所授産施設：通所施設である

授産施設であって、常時利用する者

が10人以上20人未満であるもの 

 

小規模作業所：在宅の障害のある人で

あって、雇用されることが困難な場

合に設備と仕事を提供するととも

に、生活指導を合わせて行い、自立

を助長することを目的とする施設  
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 「自助」「共助」「公助」の観点から、行政等の関連機関の防災情報ネットワークを構築する

とともに、行政機関や地域における防災訓練の推進や防災マニュアルの整備による地域防災力

の向上により、大規模化・複雑化する災害や事故の際に市民の安全を的確に確保します。 

 

 

現状 市民の声 

○鳥取県西部地震、新潟県中越地震のような

大地震や新潟、福島、福井及び豊岡災害の

ような集中豪雨による被害など大規模な災

害が頻発し、防災・危機管理体制の充実・

強化が必要となっています。 

○有事を想定した迅速・的確な避難体制の確

立など、国民保護計画を市民に周知徹底す

る必要があります。 

 

○防災対策に力を入れてほしい。地震等によ

る被害を受けた時、役立つ知識を住民に教

育する。災害を防ぐのは無理だが、災害を

受けた時にどうするか、この知識があると

ないとではぜんぜん違うと思う。 

○地域に住む人々が皆一年に一度くらいは、

火事・津波などいろいろなシチュエーショ

ンに対応した避難訓練に参加できるシステ

ムがあればとてもいいと思います。 

課題 

○大規模・複雑化する災害に迅速・的確に対応するための各種災害に適応できるマニュアルの

整備や、実災害を想定した訓練による災害特性の知識や対応技術の向上を図っていく必要が

あります。 

○地域における防災力の向上と、自主的な防災活動を促進するため、地域住民による支援体制

の確立や地域の消防団の活性化を図る必要があります。 

○災害ボランティア活動を円滑に行うための受入れ体制の整備と災害ボランティアコーディネ

ーターの導入が必要となります。 

○国民保護法に係る国民の避難体制の確立するため、国民保護協議会で十分審議した計画を市

民へ推進していく必要があります。 

○世界で唯一の被爆国として核拡散の動きを食い止める必要があります。 

 

 

 

 

 

危機管理課 

総務課 
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施策の展開 

○危機管理体制の充実 

 ・地域防災計画の推進により、災害時の市民の安全を確保します。 

 ・防災行政無線の整備、ＣＡＴＶ※、インターネット、ウェブサイト※、携帯電話等の活用に

よる災害情報等の伝達体制を確立します。 

 ・災害時に専用のウェブサイトを立ち上げ、情報の積極的な伝達に努めます。 

 ・防災資機材、防災備蓄品を整備します。 

○行政・関係機関の災害対応力の向上 

 ・災害対応マニュアルを整備するとともに、実践的な総合防災訓練を実施します。 

 ・自治体間の相互応援協定に基づき、関係機関相互の応援体制を確立します。 

 ・鳥取県東部広域行政管理組合消防局と連携し、火災等の災害に備えます。 

○市民の災害対応力の向上 

 ・消防団の活性化、消防団員の確保に取り組むとともに、消防団拠点施設や資機材の充実、

消火栓や防火水槽などの消防水利を整備します。 

 ・自主防災組織等を育成するとともに、防災訓練の実施を促進します。 

 ・災害時要援護者への支援体制を確立します。 

 ・防災資機材の整備及び防災広報紙等の配布を行います。 

○災害ボランティア支援体制の確立 

 ・ＮＰＯ※との連携により災害ボランティアの組織化を促進します。 

 ・被災地における災害ボランティアの受入れ体制を整備します。 

 ・災害ボランティアコーディネーターを育成します。 

○国の安全の確保 

 ・国民保護法に係る国民保護計画を推進し、避難体制を確立するとともに、避難訓練を実施

します。 

 ・非核平和都市宣言に基づく啓発活動を推進するとともに、日本非核宣言自治体協議会と連

携して、核廃絶のための運動を行います。 

効果 

○各種災害の初動体制の確立、情報収集・伝達管理体制の充実や災害ボランティアの活躍によ

り、市民の迅速・的確な避難が可能となります。 

○平素からの自主防災活動により、地域における災害時の初期対応を的確に行うことができま

す。 

○消防団組織の活性化や消防設備の整備により、地域における消火活動が迅速かつ円滑に行な

われます。 

○有事に対する国民の的確な避難誘導が可能になります。 

○非核平和思想の普及により核のない平和な世界を実現できます。 

主な指標・参考資料 

 

年齢区分別消防団員数（鳥取市 平成１７年４月１日現在） 

 ～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳～ 団員数計 

鳥取市 

（実人数） 
6人 191人 511人 491人 140人 1,339人 

鳥取市 

（構成比） 
0.4% 14.3% 38.1% 36.7% 10.5% 100% 

全国 

（構成比） 
0.4% 23.8% 38.6% 24.6% 12.6% 100% 

 

                             
※ ＣＡＴＶ Ｐ．６参照 
※ ウェブサイト Ｐ．１８参照 
※ ＮＰＯ Ｐ．１１参照 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 ダム整備等の治水事業、水道等のライフライン※の確保、建築物の耐震化などにより、洪水や

地震に強いまちづくりを進めます。 

 

 

現状 市民の声 

○本市の河川は急流が多く、豪雨時には急激

に増水する可能性があり、下流域を含めて

水害の危険性が高い状況にあります。 

○市内に残っている老朽化した水道管は、地

震などの強い力を受けると損傷する可能性

があり、飲料水や医療用水等の供給が困難

になるおそれがあります。 

○昭和５６年以前の特定建築物※、木造住宅建

築物は、旧耐震設計の建物であり、十分な

耐震性を有していない場合があります。 

 

 

○千代川流域など川原の堆積した土砂・生え

た木などが多くなり、大水等時には堤防な

ど崩れやすく水害の起こる原因になるので

はと心配。堆積した土砂等を取り除き川底

を低くすることが大切では。 

課題 

○土砂災害や水害は、広範囲にわたり市民の生活や人命に大きな被害をもたらすため、このよ

うな災害を未然に防止する治山・治水事業等の促進を図る必要があります。 

○近年の異常気象で集中豪雨が発生し、特に中心市街地ではたびたび浸水被害が起っており、

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。 

○下水道への予想外の水の流入、風や落雷での停電等による下水道施設の運転停止などによ

って生じる汚水流出等の被害を防止するため、情報を収集し、緊急時の対応を行う必要が

あります。 
○大震災の際の建築物等の倒壊を防ぐため、住宅、民間の公共的な建物の耐震診断や改修工事

を促進する必要があります。 

 

 

                             
※ ライフライン 上下水道、電気、ガス、電話など人間の血管や神経のように都市にはりめぐらされている市民
生活を支え、都市が機能するのに欠かせない施設 

※ 特定建築物 学校、病院やスーパーマーケットなど、多くの市民が利用する公共・民間の建物 

都市建設課 

下水道計画課 

下水道管理課 

水道局 

建築指導課 

都市計画課 
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目標の設定 

  平成１６年 平成２２年 

○建築物の耐震化診断 公共建物（小中学校等） ５０％ １００％ 

（昭和５６年以前に建設）特定建築物（病院、マーケット等）１２％ ２０％ 

 木造住宅 未実施 １０％ 

○建築物の耐震化率 公共建物（小中学校等） ５０％ ７５％ 

（昭和５６年以前に建設）特定建築物（病院、マーケット等） ５％ １０％ 

 木造住宅 未実施 １０％ 

○水道の耐震化 水道管１，１１４kmの内 ２９２km ３４４km 

施策の展開 

○治水、水源確保のための殿ダムの整備 

 ・治水、水源確保のために整備する殿ダムに関係する水没集落、ダム周辺集落等の生活再建・

活性化対策、ダム周辺の整備、ダム関連道路網の整備を行います。 

○治山・治水事業の促進 

 ・急傾斜地の災害対策を実施します。 

 ・災害に強い河川の改修を行います。 

 ・海岸の侵食防止対策を促進します。 

○中心市街地の浸水対策 

 ・早期に効果の出る箇所から、貯留管、ポンプ場、側溝等の設置、山地雨水の分離などの整備

を進めます。 

○公共下水道・集落排水への警報設備の整備 

 ・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。 

○水道施設の耐震化の推進 

 ・震災等の災害時にも最小限必要な生活用水を確保するため、耐震性に劣る老朽管（鋳鉄管

等）を耐震管に更新します。 

○既存建築物等の耐震施策の推進 

 ・震災に強いまちづくり促進事業による建築物の耐震化を推進します。 

 ・住宅耐震診断支援事業の推進と啓発を行います。 

○公共建物の耐震化の推進 

 ・小中学校など、公共建物の耐震化を推進します。 

効果 

○殿ダムの整備により、災害時の治水のみでなく、工業用水・水道用水・農業用水の確保、発

電、ダム湖を中心としたにぎわいのある地域の創出などが実現します。 

○下水道の排水能力の向上により浸水被害の解消が図られ、安心して都市活動を行うことができ

るようになります。 

○警報設備を整備することにより、災害への早期対応が可能となり、市民生活の安心・安全の確

保が図られます。 

○水道管の耐震化を進めることにより被害が減少し、水道施設の復旧までの期間を短縮すること

ができます。 

○耐震性が不十分な建物を耐震化させることで、いつ起きても不思議ではない大地震の災害から

住民の生命財産を守り、住民が安心して暮らせる安全な生活基盤が確保されます。 

主な指標・参考資料 

 

殿ダムの貯水池容量 
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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２節 安心でいきいきとした暮らしづくり 

 

  第１ 地域福祉と社会保障の充実 

  第２ 生涯を通した健康づくりの推進 

  第３ 地域医療の充実 

  第４ 子育て環境の充実 

  第５ 高齢者・障害者支援施策の充実 

  第６ 高齢者・障害者の社会参加の促進 

  第７ 危機管理体制の強化 

  第８ 災害に強いまちづくり 

  第９ 安心な日常生活 

 

めざす方向 

 「自助」「共助」「公助」の観点から、警察・国・県・市と地域とが連携して、地域における

防犯体制の整備や交通安全活動の推進による地域の安全を確保するとともに、商取引等におけ

る消費者の被害回避、食の安全に関する情報提供や市民意識の向上を進めます。 

 

 

現状 市民の声 

○凶悪犯罪の増加、非行の低年齢化、女性・

高齢者被害の増加など、治安の悪化が進む

とともに、社会全体の規範意識の低下が問

題となっています。 

○車中心の社会になる中、高齢者が巻き込ま

れる交通事故が増加傾向にあります。 

○ＩＴ化の進展など消費生活を取り巻く環境

の多様化・複雑化に伴い、消費の場面でト

ラブルに遭遇する危険が増しています。 

 

 

○子どもが犯罪被害にあうケースが他府県で

あるが、我がまちに広がらぬよう、行政・

市民が目を光らせること。 

○学校・児童・生徒の交通マナー教育をして

いただきたい。 

○犯罪防止のため、防犯灯をもっとつけてほ

しい。 

○事故の少なくなるような交通基盤を整備し

てほしい。 

課題 

○地区防犯協議会などの機能向上、市民、行政、警察等の連携強化や、防犯対策の総合的検討

機関の設立が必要です。 

○警察、国、県等関係機関との連携を密にしながら交通安全対策の充実を図る必要がありま

す。 

○消費者自らが必要な知識を得て自主的・合理的な消費行動がとれるよう、消費者のための相

談体制の充実を図るとともに、消費生活に関する情報提供や啓発による主体性のある消費者

の育成、食の安全行政体制の推進等による消費生活の安全性を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

危機管理課 

市民参画課 
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目標の設定 

 平成１６年 平成２２年 

○市内犯罪件数 ２，９２３件 ２，２５０件 

○市内交通事故件数 １，０２０件 ７５０件 

施策の展開 

○市民・行政・警察の役割分担の明確化と協働による安全で安心なまちづくりの推進 

 ・「鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例」を普及・推進します。 

 ・安全安心まちづくりリーダーの育成と、地域コミュニティを核とした安全推進モデル地区

の設定を行います。 

 ・地区防犯協議会連絡会を設置し、関係機関と連携して防犯に取り組みます。 

 ・防犯灯の設置を支援します。 

○交通安全対策 

 ・交通安全施策の総合的展開を図るための「第８次鳥取市交通安全計画」（平成１８～２２年

度）を策定し、推進します。 

 ・交通安全指導員をはじめとする地域の交通安全指導者を育成します。 

 ・市民が安心して道路を通行できるようにするために歩道、防護柵、道路標識、信号機等の

交通安全施設の整備を進めます。 

 ・市民交通災害共済の内容を充実させ、加入を促進します。 

○消費生活の安全 

 ・消費者自らが主体的・合理的行動を取るための消費者団体の育成を実施します。 

 ・消費者被害や苦情に迅速に対応するため、相談窓口の周知を行います。 

 ・情報セキュリティ意識の向上のための啓発を行います。 

 ・インターネット※などを介してふれる可能性のある有害情報から子どもを守るよう、情報対

応能力の向上のための啓発を行います。（Ｐ．６３再掲） 

○新たな危険への対応 

 ・新たに市民の安心・安全を脅かす事象が現れた際に、組織的に対応していきます。 

効果 

○「自助」「共助」「公助」の取組みを強化することにより、犯罪の発生を抑制することができ

ます。 

○地区防犯協議会の連携により効率的な事業の展開が図られるとともに、地域コミュニティに

おける防犯組織の整備が促進されます。 

○環境と意識の両面から交通安全対策をとることにより、交通事故を減少させることができま

す。 

○消費者、消費者団体、事業者、行政のそれぞれの責任と義務を明確することで、より安心で

きる消費生活を送ることができます。 

主な指標・参考資料 

  

                             
※ インターネット Ｐ．５参照 
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