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①子育て・教育環境の充
実

子育て環境づくりとして、地域の中で
支え見守っていける環境づくりと安心
して子育てができる支援体制の充実
に取り組む。

地域で安心して子どもが育て
られる教育環境の実現

【教育の充実・郷土愛の醸成】

〇放課後児童クラブの運営支
援

〇放課後児童クラブの運
営支援

〇放課後児童クラブの運営支援
〇放課後児童クラブの運営
支援

2,527 2,534 達成 継続
〇放課後児童クラブの運営
支援

2,553 2,553 A.達成
3.現状
維持

〇放課後児童クラブの運営支援
〇放課後児童クラブの運営支援
〇佐治小学校地域創造学校運営協
議会の活動支援

〇放課後児童クラブの運営
支援
〇佐治小学校地域創造学校
運営協議会の活動支援

- - A.達成
3.現状
維持

〇放課後児童クラブの運営
支援
〇佐治小学校地域創造学校
運営協議会の活動支援

- - A.達成
3.現状
維持

〇放課後児童クラブの運営
支援
〇佐治小学校地域創造学校
運営協議会の活動支援

- 学校教育課

②地域医療の確保による
保健、医療、福祉の連携
強化

県下で有数の過疎地域である本町
にとって、医療の確保は重要である。
本市で唯一国民健康保険診療所（医
科・歯科）が設置され、医師の派遣を
受けている。安全で安心な暮らしの
確保を図るうえで、国保診療所の継
続は絶対必要条件であり、高い高齢
化率等、地域の実情を反映した事業
の実施や医療機器等の充実に取り
組む。

安全で安心な暮らしの確保

【地域包括ケアの推進】

〇医療機器等の充実
〇通所リハビリテーション
開設

超音波診断装置更新(医科）
周波数体組成計更新（医科）
診察台更新（医科）
レセプトコンピュータ更新（歯科）
コンプレッサー更新（歯科）
根管拡大装置購入（歯科）
殺菌保管キャビネット更新（歯科）
タービン購入（歯科）

解析付心電図（医科）
内視鏡洗浄消毒器（医科）
遠心機（医科）
画像処理システム（歯科）
5倍速コントラ（歯科）
口腔外集塵装置（歯科）

9,599 8,627 達成 継続

分包機錠剤カセット機構（医
科）
携帯解析付心電図（医科）
ツインパワータービン（歯科）
歯科技工用ラバトリーレーズ
（歯科）
電気メス（歯科）

3,885 3,851 A.達成
2.改善
継続

計画とおり医療機器を購入した。
〇医療機器等の充実
〇通所リハビリテーション開設

電子カルテシステム
歯科技工用鋳造機（歯科）
エアコン（医科・歯科）

6,125 4,820
B.概ね
達成

2.改善
継続

医科電子内視鏡システム
歯科可搬式ユニット
スリッパ殺菌保管庫
エアコン更新（除菌式）
歯科吸引装置

17,016 17,016 A.達成
2.改善
継続

除雪機
画像診断処理システムサー
バ更新

3,633 保険年金課

交通の利便性向上

【公共交通の確保】

〇事業開始
〇運営支援

〇運営支援 〇システム構築に向けての検討 - - - 継続 継続 - - -
B.概ね
達成

2.改善
継続

交通の利便性向上

【公共交通の確保】

〇公共交通の確保と共助交通の推
進支援
〇佐治町生活交通会議を開催し、
持続可能な生活交通の維持・確保
について検討

〇生活交通会議の設置
〇住民アンケート実施

- -
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇R3.10.1から共助交通運行
開始

- - A.達成
2.改善
継続

- -
交通政策課
佐治町総合支所

安全で安心な暮らしの確保

【生活基盤の充実】

〇冬期間の積雪で交通に支
障をきたす恐れのある集落の
融雪施設の整備改修
〇市道の拡幅改良及び危険
個所の改良促進

〇冬期間の積雪で交通に
支障をきたす恐れのある
集落の融雪施設の整備改
修
〇市道の拡幅改良及び危
険個所の改良促進

・平成２９年災佐治町刈地地区災害
測量設計業務外６件
・平成２９年災佐治町大井地区災害
復旧工事外１件
・川合谷川改良工事に伴う測量
設計業務
・市道南岸線舗装工事
・市道佐治用瀬線応急対策業務
・市道ホウニン線道路改良工事に
伴う測量設計業務
・河本地区用水路改修工事
・市道尾際南土居線南土居橋修繕
工事

・市道津野線道路改良工事
（用地、補償費含む）
・市道南岸線（用地、補償費）
・市道佐治小学校線上原橋
修繕工事
・市道南平線南平橋修繕工
事
・川合谷川改良工事
・市道佐治中央線ほか道路
修繕工事（外側線工）
・河本地区用水路改修工事
・平成２９年災佐治町刈地地
区災害復旧工事外3件

112,256 70,806 継続 継続

・市道南岸線（調査、工事費）
・市道佐治小学校線上原橋
修繕工事
・市道川奥線道路改良工事
・市道ホウニン線道路改良工
事
・市道つく谷線道路改良工事
・川合谷川改良工事
・市道佐治中央線ほか道路
修繕工事（外側線工）
・平成３０年災佐治町葛谷地
区災害復旧工事外３件
・消雪施設改修（４ヵ所）

97,858 121,535 A.達成
3.現状
維持

安全で安心な暮らしの確保

【生活基盤の充実】

〇冬期間の積雪で交通に支障をき
たす恐れのある集落の融雪施設の
整備改修
〇市道の拡幅改良及び危険個所の
改良促進

・市道南岸線道路改良工事
・市道ホウニン線道路改良工
事
・市道高山線舗装工事
・市道川奥線猿渡橋修繕工
事
・市道川奥線道路改良工事
・市道中ノ谷線道路橋整備工
事
・融雪施設改修等
・市道中ノ谷線他災害復旧

83,353 83,353 A.達成
3.現状
維持

市道南岸線道路改良工事
（交付金）（２→３繰越）
市道南岸線道路改良工事
（交付金）
令和2年度災第17号尾際谷
川河川災害復旧工事（２→３
繰越）
令和2年災第18号市道川奥
線道路災害復旧工事ほか道
路改良工事（２→３繰越）
令和3年災市道小原村中線
ほか災害復旧業務

142,408 142,408 A.達成
3.現状
維持

市道南岸線道路改良工事
（交付金）
市道余戸線第二余戸橋修繕
工事に伴う測量調査設計業
務（補助）
令和3年災第175号市道津野
線道路災害復旧工事（３→４
繰越）

57,207
道路課
佐治町総合支所

異常気象時（大雨、大雪等）に
おける民生の安定

【生活基盤の充実】

〇町内の国道482号線の危険
個所及び狭あい箇所等の改
良促進

〇町内の国道482号線の
危険個所及び狭あい箇所
等の改良促進

・国道４８２号余戸地内改良工事
H27年度から3ケ年間実施
・国道482号高山地内改良工事
・国道482号森坪地内改良工事

引 き 続 き 県 に 要 望 。
・国道４８２号余戸地内改良
工事H27年度から3ケ年間実
施 が 一 年 延 長
・国道482号高山地内改良工
事
・国道482号森坪地内改良工
事

- － 継続 継続

引き続き県に要望。
・国道４８２号余戸地内改良
工事H27年度から3ケ年間実
施がさらに１年延長
・国道482号高山地内改良工
事
・国道482号森坪地内改良工
事

－ - A.達成
3.現状
維持

異常気象時（大雨、大雪等）におけ
る民生の安定

【生活基盤の充実】

〇町内の国道482号線の危険個所
及び狭あい箇所等の改良促進

引き続き県に要望。
・国道482号高山地内改良工
事
・国道482号森坪地内改良工
事

- - A.達成
3.現状
維持

引き続き県に要望。
・国道482号高山地内改良工
事
・国道482号森坪地内改良工
事

- - A.達成
3.現状
維持

引き続き県に要望。
・国道482号高山地内改良工
事
・国道482号森坪地内改良工
事

-

*事業主体が
県なので事
業費は未記
載

佐治町総合支所

地域で買い物が出来るなど、
安心して住み続けられる地域
の実現

【魅力ある中山間地域の振
興】

○移動販売事業の拡充（販売
回数・商品の充実等）
○見守りを合わせて行う「買
い物福祉サービス支援事業」
による運営支援

○移動販売事業の拡充
（販売回数・商品の充実
等）
○見守りを合わせて行う
「買い物福祉サービス支援
事業」による運営支援

・移動販売事業運営支援（買い物福
祉サ―ビス事業）

・移動販売事業運営支援（買
い物福祉サ―ビス事業）

2,150 2,150 達成 継続
・移動販売事業運営支援（買
い物福祉サ―ビス事業）

2,500 2,500 A.達成
3.現状
維持

地域で買い物が出来るなど、安心し
て住み続けられる地域の実現

○移動販売事業の拡充（販売回数・
商品の充実等）
○見守りを合わせて行う「買い物福
祉サービス支援事業」による運営支
援

・移動販売事業運営支援（買
い物福祉サ―ビス事業）

2,500 2,500 A.達成
3.現状
維持

・移動販売事業運営支援（買
い物福祉サ―ビス事業）

2,500 2,500 A.達成
3.現状
維持

・移動販売事業運営支援（買
い物福祉サ―ビス事業）

2,500
市民生活部地域振興課
佐治町総合支所

水道の安定供給

【生活基盤の充実】
〇水道設備の改良整備 〇水道設備の改良整備

・配水池整備工事（津無・口佐治）
・詳細設計業務（大水・畑・つく谷・
余戸）

・工事（津無）
・詳細設計業務（余戸）
・水位計・流量計（大水・畑・
つく谷）

115,140 115,140 継続 継続

・工事（津無）
・詳細設計業務（余戸）
・水位計・流量計（大水・畑・
つく谷）

162,122 149,101
B.概ね
達成

2.改善
継続

平成29年度に鳥取市地域水道整備
計画を策定した。2037年度までの整
備計画を軸に地域水道整備を継続
的に推進していく。

温暖化や地下水の変動など取水量
の低下現象が生じているため、新た
な水源の確保など随時、状況に応じ
た整備計画の見直しが必要となって
いる。

〇水道設備の改良整備 - -
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇水道設備の改良整備 - -
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇水道設備の改良整備 -
農村整備課
水道局

⑤「５つの資源」を生かし
た地域振興

本町では、地域の宝である「星」「梨」
「和紙」「話」「石」の「五し」の資源を
活かした地域づくりに取り組んでい
る。事業の推進母体である「五しの
里さじ地域協議会」は地域の元気を
復活することを目標に掲げ、田舎暮
らし体験や林業体験などによる体験
滞在型観光事業を積極的に推進して
いる。
今後、協議会の育成支援、地域の特
性を活かした新たな体験メニュー、
「さじアストロパーク」を拠点とした県
の星取県事業と連携した環境整備や
取組、グリーンツーリズムの拡大、全
国に誇れる佐治谷話の保存伝承な
ど地域一丸となった集客・交流により
地域振興に取り組む。

観光事業の推進体制整備と広
域連携による入込客の増加

【滞在型観光の推進】

〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

〇たんぽり荘をはじめとす
る山王谷地域の施設修繕
と充実

〇たんぽり荘をはじめとする山王谷
地域の施設修繕と充実

〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

500 500 継続 継続
〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

3032 3032
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇たんぽり荘をはじめとする山王谷
地域の施設修繕と充実

〇たんぽり荘をはじめとする山王谷
地域の施設修繕と充実

〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

1536 1536
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

3787 3787
B.概ね
達成

2.改善
継続

〇たんぽり荘をはじめとする
山王谷地域の施設修繕と充
実

3487
観光・ジオパーク推進課
佐治町総合支所

⑥産業振興

［農林業の振興］
本町の農林業は、高齢化による担い
手不足の進行、農産物、木材などの
安価な輸入品の増加による競争力
の低下などにより不安定な経営状況
である。　このため、廃園や耕作放棄
地が急激に増加している。今後は意
欲ある担い手への農地集積や農作
業受託体制の拡充、荒廃地の再生・
利活用、新たな特産品の開発に取り
組む。
また、特産物（梨等）の有利販売事
業（インターネット・プチマルシェ等）
の取組み、手作り梨工房をはじめと
する各種加工グループの育成・支
援、有害鳥獣解体処理施設の整備
など過疎地域の活性化を図るため、
地域の特色ある資源を活用した産業
振興に取り組む。

就業者の高齢化等による担い
手・後継者不足の改善【農林
水産業の振興】

〇後継者・担い手確保対策
〇担い手等への集積による規
模拡大と農地保全
〇農作業受託体制の拡充（農
業機械の整備、更新）

〇後継者・担い手確保対
策
〇担い手等への集積によ
る規模拡大と農地保全
〇農作業受託体制の拡充
（農業機械の整備、更新）

〇後継者・担い手確保対策
〇担い手等への集積による規模拡
大と農地保全
〇農作業受託体制の拡充（農業機
械の整備、更新）

- - - - 継続 継続 - - - C.未達
2.改善
継続

- - - - - C.未達
2.改善
継続

- - - C.未達
2.改善
継続

- - 佐治町総合支所

⑦小さな拠点事業の取組
将来に渡って住み続けられるよう新
たな地域運営システムを構築する。

新たな地域運営システムの構
築（小さな拠点事業の取組）

【魅力ある中山間地域の振
興】

○新たな地域運営の仕組み
づくり （地域助け合いセン
ター等）

○新たな地域運営の仕組
みづくり （地域助け合い
センター等）

小さな拠点事業地域検討会の立ち
上げ・地域住民対象アンケートの実
施と事業の方向性検討

小さな拠点事業の推進委員
会を立ち上げ、事業を推進す
る。

2,879 2513 達成 継続
小さな拠点事業の実施団体
を立ち上げ、事業を開始す
る。

2680 2680 A.達成
2.改善
継続

小さな拠点事業の実施団体を立ち
上げ、事業を開始した。

地域運営の実施主体となるNPOさじ
未来を支援する。

地域運営の実施主体となる
NPOさじ未来を支援する。

2266 2266 A.達成
5.休止、
廃止、
終了

- - - A.達成
5.休止、
廃止、
終了

- - 佐治町総合支所

③交通の確保

本町の主要幹線の国道482号線や
市道南岸線をはじめとする道路の危
険個所の改良促進、冬期間の積雪
で交通に支障をきたす恐れのある集
落の融雪施設の整備改修、自動車
などを運転されない方の移動手段の
確保に取り組む。

④住環境の充実促進・定
住対策

①高齢化の進行が著しい本町では、
買い物の不便な方に対する移動販
売事業は町内の第三セクターによっ
て運営されているが、訪問頻度も週
１回と少なく、事業の充実に取り組
む。

②生活環境基盤では水道施設の多
くは老朽化が進み、規模が小さく点
在していることから水道施設の整備
を推進する。

中期（～R元年度）における総括R元年度

佐治町総合支所　「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計画　進捗チェック状況

項目名 事業概要
目標

【基本計画・施策】

推進期間

備考
担当課

（支所・本課）

短期（～H２９年度）における総括 H３０年度 R２年度 R３年度 R４年度
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