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慣れ親しんだアーケードへ感謝
さよならアーケード七夕まつり

　７月７日（土）午前１０時から、東仲町、西仲町、西町のアー
ケード街で「さよならアーケード七夕まつり」が行われました。
　アーケードは、約４５年間、地元の人に親しまれてきまし
たが、老朽化が進み危険なため、今月中旬から撤去されます。
　開会式では、地元住民を代表して西町の槇浦美香さんが「子
どものころからアーケードがあるのが当たり前でした。今日
来ていただいた全ての人に感謝の気持ちでいっぱい。今後も
まちが元気であるよう頑張っていきたいので見守ってくださ
い」と挨拶されました。
　アーケードには、成徳小学校の児童が書いた短冊が飾られ、
訪れた人は七夕気分を満喫しながら、アーケードとの別れを
惜しんでいました。
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３on３ストリートIN倉吉
（14:00～ 18:00　天神川上流河川敷特設コート）
　３対３で行うバスケットボールで、限られたスペー

スの中、スピーディーかつ熱い戦いが繰り広げられま

す。ギャラリーにも豪華賞品があるかも。

楽市楽座（出店）
（16:30～ 21:15　飛天夢広場）

　花火会場の飛天夢広場で、祭りのにぎわいを作りま

す。みなさんのお腹も満たします。

飛天ＦＲＥＥ ＪＡＭ‘０７
（16:00～ 20:30　飛天夢広場ステージ）

　今年は飛天夢広場のステージを一本化！
それを記念して各イベントがステージを盛り上げます。

ちなみにＦＲＥＥ ＪＡＭ（フリージャム）とは、自由に

ミックスするということで、今回、バンド演奏やＤＪ、

打吹天女コンテストや太鼓演奏などにぎやかなステージ

を演出し、フィナーレには太鼓とバンドのセッションも

予定しています。どうぞお楽しみに！

  ★Ｆｒｅｅ Ｊａｍ“倉吉ごっつＦｕｎｋｙだら～”
（16:00～ 17:40、19：50～ 20:30）

　オーディションで選ばれたグループの演奏や、ＤＪ、

ダンスなど倉吉の若さをＰＲ。会場のみなさんと一体

となってまつりを盛り上げます。

  ★打吹天女コンテスト　　　　　　　　
（18:10～ 19:05、19：30～ 19：50）

　明るく元気に倉吉の魅力を PR する“倉吉の顔”が選ば

れます。

  ★太鼓ステージ（打吹童子ばやし・倉吉打吹太鼓）　
（17:40～ 17:55、19:05～ 19:30）

　倉吉を代表する子どもとおとなの太鼓グループ。心

と体に響く、迫力ある演奏をお楽しみください。

飛天花火大会
（20:30～ 21:00　

倉吉大橋下流側）
　「天女伝説の地 倉吉の

幻想の世界」をテーマに、

第３１回倉吉打吹ま

つりのフィナーレを

飾るにふさわしい約

３, ０００発の華麗な花

火が倉吉の夏の夜空を

いろどります。

８月5日（日）　

※内容・時間・場所などが変更する場合があります。詳しくは直前の折込チラシで！

～前進！倉吉　スタイル～

花火の日（５日）のみの限定サービス！
　その１　ホテル・旅館　素泊まり３，０００円

　倉吉市ホテル旅館組合のご協力で、花火の日に何と

たったの３，０００円でご宿泊いただけます。

　■料　金／３，０００円（素泊まり・税込み）

　■対　象／倉吉市ホテル旅館組合加盟のホテル旅館

　※申込・問合せ先：倉吉市ホテル旅館組合（倉吉市

　　山根 543－1　あ 26－9797）

　その２　花火会場～倉吉駅　シャトルバス運行

　日交・日ノ丸バスのご協力で、花火終了後、花火会

場（総合事務所前バス停）と倉吉駅を結ぶシャトルバス

を運行します。

　■料　金／通常区間運賃（１６０円）

　■時　間／花火終了後、おおむね１時間

＜倉吉打吹まつり協賛事業＞
■白壁土蔵「光の回廊」＆打吹天女伝説まつり

　日　時／７月 28 日（土）16:00 ～ 21:00
　場　所／白壁土蔵群・赤瓦周辺＆倉吉銀座商店街

　内　容／かがり火・ガラス灯ろう、地鶏やきとり、

生ビール、明倫小・成徳小金管バンド隊パ

レード、ステージイベント、土曜夜市歩行

者天国 ほか

■関金温泉夏まつり ～かっサマー関金～

　日　時／８月 15 日（水）18:00 ～ 21:30
　場　所／市役所関金庁舎駐車場

　内　容／ステージイベント、出店、花火

■河原町地蔵祭花火大会

　日　時／８月 23 日（木）20:00 ～ 20:45
　場　所／河原町西地蔵前小鴨川河川敷

　　まつりオリジナルＴシャツ

好評販売中！　　

　今年のオリジナル Tシャツのデザインは、まつりのテー
マ“前進！くらよしスタイル”をイメージし、天女と童子

の音頭によって「ピッピ！」と市民みんなが楽しく前進し

ていこうという思いが込められています。ぜひみなさん

で買って、着て、まつりに参加してください！

　■販売価格／１，５００円
　■色／赤（レッド）、黄（デイジー）、薄紺（デニム）

　■サイズ／１３０、１５０、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬ

　■販売取扱店／パープルタウン（インフォメーション）、

シビックセンターたからや、BY ヨシダ、赤瓦一･八号館、

打吹商事（市内３店）、ミュージアムショップ梨の懸け橋

（梨記念館入口）、グリーンスコーレせきがね、せきがね

湯命館、道の駅犬挟、商工会議所、商工観光課（北庁舎）、

支所管理課（関金庁舎）
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オープニングセレモニー
（14:00～ 15:00　プロムナード公園）

　祭りの始まりを告げるのが打吹童子ばやしと牛鬼の登場か

ら。愛媛県・津島牛鬼会さんも多数かけつけてオープニング

を盛り上げます。

屋台（山車）巡行・牛鬼大パレード
（15:00～ 16:00　倉吉銀座通り周辺）

　新町１丁目、明治町、明倫地区の屋台が登場。屋台

の巡行にあわせて仁
に わ か

輪加がにぎわいを加えます。それ

に「牛鬼パレード」も合流し、通りを練り歩きます。

小学生金管バンド隊パレード・合同演奏
（16:00～ 16:45　倉吉銀座通り、プロムナード公園）
　特別編成された約 350 人の金管バンド隊が市内をパ

レード。ぜひ、沿道から声援を送ってください。

女みこし・牛鬼
（17:45～ 19:00　倉吉銀

座通り、打吹公園通り）
　“粋なねえさん”たちが威勢

良く担ぐ姿は、もはや倉吉の

夏の風物詩。打吹太鼓のはや

しと牛鬼との共演で、いよい

よまつりモード全開！

遥かなまち夢回廊（灯ろう、かがり火）
（19:00～ 21:00　白壁土蔵群・赤瓦周辺）

　白壁土蔵群周辺を、灯ろうのほのかな明かりで「思わ

ず歩きたくなる路」を演出します。玉川沿いにはかがり

火とガラス灯ろうでロウソクの炎が揺れ、夜の白壁土

蔵を演出します。

GO‐1打吹（アームレスリング）大会
（15:00～ 18:00　打吹公園通り周辺）

　だれでも参加できる“腕相撲”で今年のミスター打吹を

決めようじゃありませんか！

申込・問合せ先：日本アームレスリング連盟鳥取支部

代表　下山（あ 090-8715-1015※平日は午後6時以降、土・

日は日中でも可）

たからやうまいもん屋台
（16:00～ 21:30　シビックセンターたからや）
　子どもたちにもまつりを楽しんでもらうため、ゲー

ムコーナーにかき氷、揚げ物の屋台が出ておもてなし。

あとは来てのお楽しみに！

　また、シビックセンターたからやによる催物を同時開催中。

・劇団みく公演「からすてんぐのおんがえし」ほか（18：

30 ～）

・ペットの似顔絵展「あなたのペットの似顔絵をお描き

します！」

・書道教室、絵画教室展示会（7月 30 日～ 8月 6日）

くらのいち
（16:00～ 21:00　打吹公園通り周辺）

　市（いち）を通じて倉吉の特産品を創造。自慢の家庭

料理、お店の名物料理を出店します。

ちょこっと屋台
（16:00～ 21:00　赤瓦周辺）

　子どもたち集まれ！射的、ヨーヨー釣り、スーパーボー

ルすくいなどのゲームコーナーをお楽しみください。

 にぎわいステージ
（17:00～ 17:45　鉄道記念館前特設ステージ）
　打吹童子ばやしの演奏と竹内克文ライブをお楽しみくだ

さい。

倉吉みつぼし踊り大会・輪踊り広場
（19:30～ 21:00　倉吉銀座通り、鳥取銀行倉吉支店横）

　銀座通りを往来す

る倉吉伝統のみつぼ

し踊り大会。また、

今年は特別にやぐら

を設置しており、太

鼓の演奏と倉吉民踊

の会による輪踊りを

お楽しみください。

飛天ＷＡＳＳＯ（ワッソ）
（18:00～ 21:00　

倉吉銀座通り、鉄道記念館前特設ステージ）
　“ワッソ、ワッショイ”の掛け声で創作みこしを担ぎ

上げ、それを囲んで自由なパフォーマンスを競い合う

飛天ＷＡＳＳＯ。倉吉の若者が「新しき伝統」を築き、

年を重ねるごとにパワーアップ。年に一度の晴れ舞台

が、一緒に盛り上がるあなたを待っています！趣向を

凝らしたコスチューム

も必見です！！

遥かなまち光の万華鏡（レーザー）
（20:20～ 21:00　鉄道記念館前特設ステージ）
　夜空に浮かぶ光のパフォーマンスとレーザーショウ

で幻想的な世界を演出します。

まつりに参加する子どもたち大募集！
屋台・牛鬼の引き手を募集

　「屋台」と「牛鬼」を元気いっぱいに引いてくれる子ど

もたちを募集します。飛び入り参加ももちろんＯＫ！

いずれも参加してくれた子どもたちには「ちょこっと

屋台・たからやうまいもん屋台共通ゲームプレイ券」

をプレゼントしちゃいます。

　詳しくは、まつり実行委員会事務局まで。

倉吉打吹まつり実行委員会事務局　あ０９０－３６３２－２６０６

８月4日（土）

～前進！倉吉　スタイル～

第３１回

牛鬼
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年度予算執行の状況をお知らせします

　平成１８年度も国の三位一体改革の影響は大きく、

さらに１９年度以降も、国の財政再建のため、地方交

付税の減額はとどまらないものと思われます。

　倉吉市を取り巻くこのような厳しい財政状況を十分

に考慮し、合併による効率化に努め、将来にわたって

持続可能な財政運営を目指しているところです。この

ように地方自治体は大変厳しい状況に直面しており、

財政基盤の確立が課題となっています。

　したがって、今後とも国に対する税財源の確保を働

きかけながら、歳入では、市税や使用料などの自主財

源の確保に努め、歳出では、さらに経常的経費の節減

を図り、地方分権の推進に対応できる取り組みを進め

ていきます。

　このような状況のもと、倉吉市は合併特例債を活

用した「上井羽合線沿道土地区画整理事業」や「小鴨小

学校改築事業」などの普通建設事業や白壁土蔵群を中

心とした歴史的財産を活用した文化的および観光事

業、若者定住に向けた各種事業を進め、最終予算額は

25,120,492千円となりました。

　最終予算額を性質別に見ると、義務的経費12,010,140

千円（人件費4,023,249千円、扶助費3,951,286千円、公

債費4,035,605千円）が、47.8％を占め、投資的経費は、

普通建設事業1,952,604千円、災害復旧事業38,459千円

で 8.0％となります。そのほかは、物件費2,440,034千

円、補助費など2,947,439千円、出資貸付金2,430,099千

円、繰出金3,022,625千円、積立金145,245千円などとな

ります。

　普通建設事業の主なものは、交通結節点改善事業

70,000千円、学校施設耐震診断事業27,248千円、小鴨

小学校改築事業709,862千円、鴨川中学校体育館改築事

業219,891千円、伝統的建造物群保存地区保存35,291千

円、景観重要建造物保存活用45,000千円、地方道路交

付金事業180,000千円などです。

　今後とも予算の執行にあたっては、人件費の抑制、

物件費の節減など最小の経費で最大の効果を挙げるよ

う努めていきます。

●住民のみなさんの負担は次のとおりです

区 分 調定額（千円）
住民一人当た

り負担額（円）

１ 市 民 税 2,170,968 41,579 

個 人 1,502,267 28,772 

法  人 668,701 12,807 

２ 固 定 資 産 税 3,084,933 58,535 

土 地 1,047,507 20,063 

家 屋 1,468,580 28,127 

償 却 資 産 540,147 10,345 

交 納 付 金 28,699 -

３ 軽 自 動 車 税 122,363 2,344 

４ 市町村たばこ税 348,061 6,666 

５ 入 湯 税 3,252 62 

６ 都 市 計 画 税 250,686 4,801 

小 計 5,980,263 113,987 

国民健康保険料 1,312,909 62,720 ＊

国民健康保険税 547 26 ＊

小 計 1,313,456 62,746 

合 計 7,293,719 176,733 

＊被保険者一人当たり負担額

住民基本台帳人口 51,887人 （平成19.3.31現在）

外国人登録人口 325人 （平成19.3.31現在）

被 保 険 者 数 20,933人 （平成19.3.31現在）

　

国民健康保険事業特別会計
　最終予算額は、5,183,110千円であり、歳入では、国

民健康保険料（税）1,286,050千円、国庫支出金1,511,887

千円、歳出では、保険給付費3,372,481千円、老人保健

拠出金933,170千円が主なものです。

介護保険事業特別会計
　最終予算額は、3,896,470千円であり、歳入では、介

護保険料699,046千円、国庫支出金950,131千円、支払

基金交付金1,120,152千円、繰入金513,571千円、歳出

では、保険給付費3,600,000千円が主なものです。

下水道事業特別会計
　最終予算額は、3,591,659千円であり、歳入では、使

用料および手数料756,860千円、国庫支出金100,000千

円、繰入金1,255,149千円、市債1,262,200千円、歳出で

は、管渠築造などの工事請負費547,145千円、流域下

水道維持管理費負担金445,834千円、公債費2,091,239

千円が主なものです。

集落排水事業特別会計
　最終予算額は、653,695千円であり、歳入では、県

支出59,085千円、市債199,500千円、歳出では、集落排

水施設整備工事131,852千円が主なものです。

◎そのほかの特別会計についても、順調に運営しています。

　特別会計

　一般会計

財
政
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