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【１．暮らしの安全安心】 （単位：千円）

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

防災センター整備事業 485,564 485,564

防災センター整備事業 485,564 485,564

【概要】
【新規】

鳥取中部ふるさと広域連合消防局と合築の防災センターを倉吉市
福守町の国交省施設「天神川河川防災ステーション」内に建設する
もの。倉吉市は、災害対策室、水防倉庫、展示室、大会議室を設け
る。

防災

小中学校耐震補強事業 475,180 475,180

小中学校耐震補強事業 475,180 475,180

【概要】
【拡充】

児童生徒及び地域の災害時避難場所の安全確保のため、震災復
興予備費等を活用し、小中学校施設耐震化計画を前倒して実施す
る。
・耐震補強工事（H24～25)　小学校５校
・耐震補強実施設計　　　　　小学校２校・中学校３校

教育

耐震性貯水槽整備 11,728 11,728

区分 事業概要 担当課

耐震性貯水槽整備 11,728 11,728

【概要】

【新規】

消防水利のない地域に、耐震性貯水槽を整備することにより、火災
時の水利を確保する。
・設置予定場所　 倉吉市尾田、中野

防災
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

急傾斜地崩壊対策事業 13,000 13,000

急傾斜地崩壊対策事業 13,000 13,000

【概要】

【新規】

急傾斜地の安全確保を図るため、急傾斜地の対策工事を実施する
もの。
・小規模急傾斜地崩壊対策事業
  5戸未満の急傾斜地において、県補助金を受けて、市が事業主体
となり,崩壊防止対策事業を推進するもの。
・急傾斜地崩壊対策事業
　県が行う急傾斜地崩壊対策事業について、経費の一部を市が負
担するもの。

小規模急傾斜地崩壊対策事業測量設計業務　10,000千円

建設

住宅・建築物安全ストック形成事業 613,586 22,051 591,535

市有施設等耐震化事業 75,869 12,180 63,689

【概要】

【新規】
【拡充】

市内の建物の耐震化を推進するため、公共施設の耐震補強設計・
工事の実施及び民間助成を行うもの。
市庁舎車庫棟耐震補強工事  　15,000千円
耐震補強設計（8施設）　　　　29,649千円
震災に強いまちづくり促進事業、がけ地近接移転事業　15,340千円

景観

上小鴨保育園耐震改修事業 71,720 71,720

【概要】

【新規】

Ｈ24実施の耐震診断の結果、耐震性が脆弱であることが判明した
上小鴨保育園について、耐震補強を行うもの。また、老朽化により
保育ニーズに十分対応できない状況への対策として大規模改修工
事を行うもの。
Is値0.20⇒改修後0.70
工事費 　65,874千円
監理委託　5,846千円

子ども

勤労青少年ホーム耐震改修事業 82,105 82,105

【概要】

【新規】

H24年度に実施した耐震診断により「地震に対して倒壊又は崩壊す
る危険性がある」と判明した勤労青少年ホームについて、利用者の
安全性を確保するため、耐震補強及び経年劣化改修を行うもの。
Is値0.34⇒改修後0.72
工事費　80,000千円
監理委託 2,105千円

商工

たからやアスベスト撤去事業 383,892 9,871 374,021

【概要】

【新規】

平成25年3月末で閉鎖するシビックセンターたからやのアスベスト撤
去工事の施工、及び建物解体の実施設計を行うもの。
アスベスト撤去工事及び実施設計　374,021千円
建物解体　実施設計　　9,871千円

政策
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

安全安心な生活空間の整備 204,168 31,325 172,843

道路ストック総点検 15,000 15,000

【概要】

【新規】

補修が必要な道路施設等を把握し、後年度の整備に結びつけるた
め、市道の路面・法面等の総点検をするもの。
道路ストックの総点検業務　15,000千円

建設

避難路整備 76,376 76,376

【概要】

【新規】

防災・震災対策（急傾斜地の避難路確保）として,市道に面した法面
の整備を図るもの。
市道みどり町２号線法面整備　75,000千円

建設

通学路整備 20,367 20,367

【概要】

【新規】

児童の通学時の安全を確保するため、通学路の安全対策として歩
道帯設置等を行うもの。
市道福吉町金森町線外14路線通学路整備　20,000千円

建設

橋りょう長寿命化 92,425 31,325 61,100

【概要】 既設橋梁の長寿命化を図るため、橋梁長寿命化計画（佐野大橋ほ
か)に基づき、橋梁補修工事を継続実施するもの。

建設

市制施行60周年記念式典 23,309 23,309

【概要】 周年記念と 各種事業を実施するも

市制施行60周年記念式典 23,309 23,309

【概要】
【新規】

60周年記念として各種事業を実施するもの。
主なものは、
・式典・公演等 7,638千円
・羅州市姉妹都市締結20周年記念事業 2,380千円
・記念植樹 2,300千円

総務

空き家・危険家屋対策 3,985 3,985

空き家・危険家屋対策 3,985 3,985

【概要】

【新規】

空き家対策関係条例制定のため、危険家屋等について詳細調査等
を行うもの。
賃金・社会保険料　3,985千円 景観
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

都市公園安全安心対策事業 284,341 1,500 282,841

打吹公園再生 36,813 1,500 35,313

【概要】 来園者の安全を確保するため公園内施設・通路の整備を行うもの。
公園施設長寿命化計画策定業務12,243千円
公園鎮霊神社線舗装工事12,000千円
市道打吹公園線舗装工事1,070千円
市道打吹公園線道路側溝工事10,000千円

管理

市営体育センター耐震補強・市営野球場整備 247,528 247,528

【概要】

【新規】

市営体育センター耐震診断結果に基づき倒壊防止措置が必要なた
め、管理棟部の耐震補強工事を行うもの。また、市営野球場改修基
本計画に基づき内外野グラウンド（土・芝生）の排水性、保水性の確
保及び凹凸の改善をするため、内外野グラウンド（土・芝生）及びラ
バーフェンスの改修を行うもの。
市営野球場整備 239,237千円
市営体育センター耐震補強 8,291千円

生涯

地域の元気づくり事業（公共事業） 54,400 54,400

地域の元気づくり事業（公共事業） 54,400 54,400

【概要】 車両通行の円滑化・歩行者の安全確保を図るため,市道の拡幅改良
工事、歩道・側溝等の改良工事を行うもの。

建設

地域の防災力向上 7,382 7,382

地域の防災力向上 7,382 7,382

【概要】

【新規】

【新規】

【新規】

災害に強いまちづくりを推進するため、自主防災組織の組織率の向
上及び既存の自主防災組織の充実強化を図るもの。

洪水ハザードマップの作成
国の洪水・浸水データの更新に伴い、倉吉市洪水ハザードマップを
更新する。(2,158千円:業務委託費、印刷製本費）
防災マップの作成
各自治公民館と市が協働で、各自治公民館ごとに防災マップを作成
する。(1,199千円:印刷製本費）
自主防災組織消火栓整備補助金
上水道及び簡易水道が整備されていない地域内において、市民が
行う初期消火活動の能力を十分に発揮させるため、私設消火栓を
設置し、火災による被害の軽減を図り、市民の生命及び財産の安全
を確保する。(600千円:補助金）

防災
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

地域交通対策 103,504 103,504

地域交通対策 103,504 103,504

【概要】

【新規】

地域住民の福祉を確保するために必要な公共交通機関の維持確
保を行うもの。
関金温泉バス停留所(上り)鉄骨塗替修繕工事　　1,000千円

政策

交通災害共済加入促進 3,641 3,641

交通災害共済加入促進 3,641 3,641

【概要】

【拡充】

交通事故の被害者の負担軽減のため、鳥取中部ふるさと広域連合
が所管する交通災害共済の加入促進、共済金の請求事務等を行う
もの。
報償金　加入割　2,000千円(単価の増額：現行45円→80円）

政策

市有施設健全化計画作成委託料 2,500 2,500

市有施設健全化計画作成委託料 2,500 2,500

【概要】

【新規】

市有施設の維持保全のため、耐震性の無い市有施設について、大
規模改修を含め、施設の維持保全について計画を策定するもの。
市有施設耐震化計画作成委託料　　　　2，500千円 景観

地域の元気づくり基金 525,276 525,276

地域の元気づくり基金 525,276 525,276

【概要】

【新規】

地域の経済の活性化を図るため、地域の元気づくり基金を設置する
もの。
基金積立金　525,276千円
（地域の元気臨時交付金524,492千円、基金利子784千円）

財政

小計 2,811,564 1,752,617 1,058,947
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【２．経済の活性化と雇用の確保】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

782,791

うち債務負担
68,695

企業誘致 782,791 782,791

【概要】

【新規】

【新規】
【新規】

企業誘致を促進し、雇用創出を図るため、貸工場整備、企業立地促
進補助金交付等を行うもの。
西倉吉工業団地貸工場整備　251,668千円
　　（うち債務負担行為68,695千円）
西倉吉工業団地新規進出企業用地周辺整備　20,000千円
西倉吉工業団地用地造成工事　5,844千円
企業立地促進補助金　482,015千円
情報通信関連企業補助金　20,575千円

商工

制度融資 1,800,698 1,800,698

地域総合整備資金貸付金
（ふるさと融資)

123,000 123,000

【概要】

【拡充】

民間事業者による複合福祉施設（短期入所施設とサービス付き高
齢者住宅を併設）建設について、地域振興に資すると認められるこ
とから、地域総合整備資金（ふるさと融資）による貸付を行うもの。
※総事業費433,000千円（うち ふるさと融資額 123,000千円）
融資比率 20％以内→35％以内

商工

企業誘致事業 782,791

区分 事業概要 担当課

【拡充】 融資比率 以 以

制度融資貸付金ほか 1,677,698 1,677,698

【概要】

【新規】

長期、低利の制度融資を実施するため、資金貸付を行う金融機関
に対し、その資金の一部を預託するもの。（※金融機関への預託は
年度当初又は融資実行後に行い、年度末に一括償還）
経営再生円滑化借換特別資金貸付金　59,027千円
（経営支援と金融支援の一体的な推進により中小企業等の経営再
生を支援するため、H24.8に県により新設された融資制度。H25年度
から新たに市町村が協調し、金融機関への預託を行う。）

商工
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

商店街活性化・地域特性を生かした産業活性化 25,118 25,118

市場開拓支援事業 4,008 4,008

【概要】 首都圏・関西圏等の物産展等に参加し、地域・産品のPR等を行う。
また、市内事業者の販路開拓を支援するため、商談会等への出展
に要する経費の一部について助成するもの。
・商品等販路開拓支援事業費補助金　3,000千円 商工

商店街活性化対策 5,530 5,530

【概要】

【新規】

商店街等の活性化を図り、にぎわいのあるまちづくりのため下記の
事業を実施する。
　・にぎわいのある商店街づくり事業費補助金    4,080千円
 　　 ※うち貸主による改装費への補助 1,000千円は【新規】
　・チャレンジショップ設置運営事務委託　　 1,200千円
　・中心市街地にぎわい創出事業補助金（「あきない中心倉」 活動
支援）　250千円

商工

地域資源活用 1,200 1,200

【概要】

【新規】

農商工連携、異業種企業連携等による新商品・新サービスの創出
に向けた取組みを促進するため、補助金を交付する。
　・地域資源活用新事業創出事業費補助金　　　1,200千円 商工

【概要】 地域産業の振興を目的とし、下記の事業を実施する。

2 695 2 695
  ・はこた人形等の製作技術の承継事業 2,695千円

商工2,695 2,695 商工

地場産業振興 3,597 3,597

  ・ふるさと産業（伝統工芸等）の規模拡大、
    担い手育成への補助等　3,597千円 商工

8,088 8,088
【新規】

  ・地域産業活性化推進員（商議所）による
    地域商品開発・PR支援、 空店舗マッチング、
    起業者支援等  8,088千円
    ※うち起業者支援等は【新規】
　　　商議所に起業者支援窓口を設置。
　　　中小企業診断士を活用し、起業を目指す方や起業後間もない
　　　方に対し、相談・助言等、個別的かつ総合的なサポートを行う。

商工

農地を守る直接支払 102,379 102,379

農地を守る直接支払 102,379 102,379

【概要】

【拡充】

中山間地域など条件不利地域の農地を守るため交付金を交付する
もの。
緩傾斜地の基準緩和　1/39　→　1/100　 2,008千円

農林
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

梨等果樹振興対策 8,098 8,098

特産品生産振興対策事業 1,117 1,117

【概要】

【拡充】

特産品である梨の生産振興及び栽培農家の経営安定を目的とし、
果樹共済掛け金の生産者負担の一部を助成するもの。

助成率10%→20%
農林

梨産地活性化事業 6,981 6,981

【概要】 梨新品種の導入、生産基盤の整備等を支援することにより、新たな
鳥取梨ブランドの創出、鳥取県梨産地活性化ビジョンの実現を図る
もの。 農林

就農支援・農業設備等導入費用の支援 62,553 62,553

就農条件整備事業 6,055 6,055

【概要】 本市の効率的かつ安定的な農業経営の担い手となるのにふさわし
い青年等の就農の促進及び自立を支援するため、認定就農者等が
必要な機械・施設の整備に補助を行うことにより、就農初期の経営
基盤整備の負担軽減を図るもの。
  

農林

次世代につなぐ地域農業バックアップ事業 13,731 13,731

【概要】 将来にわたって集落営農を継続できる体制づくりを推進するため、
組織化に向けた取り組み、機械施設の整備、経営の多角化の支援
を行うもの。 農林

青年就農給付金 9,000 9,000

【概要】 青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定
な就農直後の所得を確保する交付金を交付するもの。

農林

就農応援交付金 480 480

【概要】 認定就農者に対し、自らの営農計画の実現に向けて経営を開始す
るにあたり、就農初期の運転資金、基盤整備費等に対し交付金を交
付し、その自立を支援するもの。 農林

がんばる農家プラン事業 33,287 33,287

【概要】 元気な農業者を育成するとともに地域農業の振興を図るため、意欲
的な農業者等が行う規模拡大や低コストなどの取り組みを支援する
もの。

農林
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

畜産振興対策 3,959 3,959

畜産経営改善 246 246

【概要】 鳥取県畜産推進機構への会費負担による畜産振興への寄与及び
各種畜産共進会の出品報償により生産者の意欲向上を図るもの。
報償金　210千円（家畜の繁殖と飼養管理技術の改善を促し、畜産
農家の生産意欲の向上を図るために開催される各共進会の出品者
に対し、1頭あたり5千円を支払う。）

農林

畜産振興対策事業 1,603 1,603

【概要】

【新規】

【新規】

【新規】

【新規】

畜産の振興及び畜産農家の経営の維持・振興を図るもの。

〔肉用牛肥育経営安定対策事業〕→肉用牛枝肉価格低落等による
所得低下時に補填金を支給する基金を積み立てる場合、生産者負
担の10%を補助するもの。　606千円

〔和牛子牛改良推進事業〕→牛の改良・増殖に必要な受精卵移植に
おける採卵に要する経費の1/3を補助するもの。　235千円

〔養豚経営安定対策事業〕→豚肉価格低落等による所得低下時に
補填金を支給する基金を積み立てる場合、生産者負担の10%を補助
するもの。　228千円

〔養豚疾病予防対対策事業〕→従来のワクチンから新型混合ワクチ

農林

ンへの切り替えを推進するため、上昇価格の1/3を補助するもの。
284千円

資金貸付 2,110 2,110

【概要】 繁殖農家に対して優良繁殖用雌子牛の購入資金を貸付することに
より、繁殖雌牛の能力向上を図り、経済性の高い畜種の生産確保と
改良増殖の促進を図るもの。また、農業経営者に対して優良乳用雌
牛の購入資金を貸付することにより、乳用雌牛の品質改良を促進
し、酪農経営の発展を図るもの。 農林

耕作放棄地再生利用推進事業 5,288 5,288

耕作放棄地再生利用推進事業 5,288 5,288

【概要】 耕作放棄地を再生利用する取り組み及びこれに付帯する施設等の
整備等を支援し、耕作放棄地の早期解消を推進するもの。

農林
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

経営所得安定対策推進事業 15,112 15,112

経営所得安定対策推進事業 6,668 6,668

【概要】 経営所得安定対策の円滑な実施を図るため、実施主体である倉吉
市農業再生協議会に対し、活動に要する経費を補助するもの。

農林

人・農地問題解決推進事業 8,444 8,444

【概要】 集落内での主体的判断により農地集積を促す仕組みを構築し、農
業の競争力・体質強化を図るため、集落レベルでの話し合いに基づ
き農地集積を含む地域農業のあり方を記載した「人・農地プラン」作
成に要する経費及び「人・農地プラン」に位置づけられた地域の中心
となる経営体への農地集積に協力する農地の所有者に対して協力
金を交付するもの
農地集積協力金事業費補助金  8,100千円

農林

鳥獣被害対策 10,561 10,561

鳥獣被害総合対策事業 10,364 10,364

【概要】 有害鳥獣の捕獲奨励等と有害鳥獣の被害を防ぐための施設の設置
を支援することにより、農林産物等への被害を総合的に防止するも
の。
有害鳥獣捕獲奨励金  2,650千円
鳥獣被害総合対策事業費補助金　7,689千円

農林

カワウ繁殖抑制実証事業 197 197

【概要】

【新規】

カワウによる魚類の食害を軽減するため、市内向山で確認されてい
るカワウの営巣地で親鳥の捕獲により繁殖を抑制し、その効果を測
定し、内水面漁業の振興を図るもの。
モニタリング調査委託に要する経費　197千円
（カワウ繁殖抑制対策の効果をモニタリングし、「抑制マニュアル」作
成の基礎資料とする。）

農林
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

農業用施設補修支援 8,500 8,500

農業用施設補修支援 8,500 8,500

【概要】

【拡充】

農業用施設等の補修整備を行う団体に対し、原材料支給や機械借
り上げを実施し、施設等の適正な維持管理を行うもの。
農業用施設補修材料 5,200千円　１件あたり100千円→130千円
農業用施設補修用重機等借上料  3,300千円 １件あたり　100千円
→110千円

農林

緑の産業再生プロジェクト事業 113,756 113,756

緑の産業再生プロジェクト事業 113,756 113,756

【概要】 間伐、路網整備、高性能林業機械の導入、木材加工流通施設整備
等を支援することにより、低コスト化、生産性の向上を図り、効率的
な森林施業システムを確立するもの。 農林

漁業雇用促進対策 2,261 2,261

【概要】 新規漁業就業希望者を雇用し 漁労研修を実施する漁業者を支援

漁業雇用促進対策 2,261 2,261

【概要】 新規漁業就業希望者を雇用し、漁労研修を実施する漁業者を支援
することにより、漁労者の円滑な確保及び雇用機会の創出を図るも
の。 農林

小計 2,941,074 2,941,074 0
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【３．観光資源の活用・コンベンションの振興】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

観光資源活用事業 27,278 27,278

関金温泉活性化事業 8,039 8,039

【概要】

【新規】
【新規】
【新規】

関金温泉の賑わいを取り戻し、再興に向けた取組みと、温泉保養地
としてのグランドデザインを地域一丸で描いていくことを支援するも
の。
関金温泉グランドデザイン策定補助金　3,140千円
湯中運動リーダー養成業務委託料　1,400千円
地域おこし協力隊（若女将による活性化）　2,999千円

観光

がんばる観光地支援事業 2,990 2,990

【概要】

【新規】
【新規】

本市の伝統産業、文化、建造物、自然環境、風景、食、農水産物等
の「観光資源」の掘り起こしと有効活用、及びその活性化を図るもの。
わがまち自慢募集・選定・ＰＲ事業　490千円
倉吉市がんばる観光地支援事業補助金　1,500千円 観光

第53代横綱琴櫻記念館運営・整備事業 7,283 7,283

【概要】

【新規】
【新規】

第５３代横綱琴櫻資料館を常設で展示し、観光客が気軽に立ち寄る
ことができる場の運営を委託するもの。また、記念館外壁改修及び新
たに外塀の整備を行うもの。
琴櫻記念館改修設計監理委託料　520千円
琴櫻記念館改修工事費　2,800千円

観光

区分 事業概要 担当課

観光案内アプリケーション整備事業 988 988

【概要】

【新規】

日々拡大をしているスマートフォン利用者を対象に、パンフレットでは
できない「初めて訪れた方でも迷わず、安心してまち歩きができる」観
光案内アプリケーションの作成を業務委託するもの。
観光案内アプリケーション作成委託料　998千円

観光

「遥かな町へ」PR事業 1,998 1,998

【概要】

【新規】
【新規】

まんが「遥かな町へ」を活用した情報発信と観光客の回遊促進につな
がる取組を業務委託するもの。
「遥かな町へ」PR事業委託料　1,000千円
試し読みコミック「遥かな町へ」制作費　998千円

観光

農村型体験旅行推進事業 3,180 3,180

【概要】

【新規】

関金地域の豊富な自然環境・農産物を活かした、農村型体験旅行の
受け入れ体制の充実を図るもの。
農村型体験旅行推進委託料　2,936千円 観光

倉吉淀屋管理事業 2,800 2,800

【概要】 市指定有形文化財「倉吉淀屋」の建物の保存のため管理人を常駐さ
せ活用するもの。
建物管理委託料    2,800千円

文化
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

コンベンション等誘致支援 4,434 4,434

コンベンション等誘致支援 4,434 4,434

【概要】

【新規】

市内において宿泊を伴うコンベンション等の誘致活動負担金及び実
施主体へ開催助成するもの。
とっとりコンベンションビューロー運営負担金　2,534千円
とっとりコンベンションビューロー対象開催補助金　650千円
市独自（小規模）コンベンション開催補助金　250千円
第51回女流アマ囲碁都市対抗戦倉吉大会補助金　1,000千円
（800人規模の全国大会を支援）

観光

観光MICE協会との連携と観光情報の発信 31,472 31,472

観光情報発信事業 1,827 1,827

【概要】
【拡充】

有名旅行雑誌を活用し、誌面・Webにより倉吉の魅力を伝えるため掲
載を業務委託するもの。
誌面（中綴じパンフレット）掲載　1,176千円
Ｗｅｂ掲載・メールマガジン配信　651千円

観光

くらよし観光・ＭＩＣＥ協会活動支援 29,645 29,645

【概要】 民間主体による観光・ＭＩＣＥ（会議・ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ・ｲﾍﾞﾝﾄ等）推進組織の
運営を委託・支援するもの。
観光・MICE推進事業委託(重点分野雇用創出事業)　4,952千円
観光 MICE推進事業委託 5 702千円

観光観光 協会活動支援
観光・MICE推進事業委託　5,702千円
観光・MICE協会運営費補助　18,991千円

観光

打吹まつり、ばえん祭、春まつり開催支援 11,850 11,850

打吹まつり、ばえん祭、春まつり開催支援 11,850 11,850

【概要】 観光誘客及び市民生活に密着したイベントに対し、開催支援及び業
務委託をするもの。
打吹まつり実行委員会補助金　4,500千円
倉吉ばえん祭開催費補助金　2,000千円
倉吉春まつり運営委託料等　5,350千円

観光

小計 75,034 75,034 0
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【４．教育環境の充実・文化の育成】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

いじめ対策・学校支援 30,579 30,579

ソーシャルワーカー活用 3,652 3,652

【概要】 関係機関を有効に活用し，不登校を含む長期欠席児童生徒や保護
者の支援を行うため社会福祉士等の資格を有する者を雇用するも
の。

学校

心の教室相談員配置 4,013 4,013

【概要】 生徒の学校への適応支援や悩み等の相談を行い，不登校や生徒指
導上の諸問題等の解決・改善を図るため市内全中学校に相談員を
配置するもの。

学校

元気はつらつプラン 17,291 17,291

【概要】 発達障がいや基本的生活習慣が身についていない等の理由から，
個別の支援を必要とする児童生徒の支援を行うため教員補助職員
を配置するもの。

学校

学校支援ボランティア 3,451 3,451

【概要】 児童生徒の学習意欲や地域への愛着を高めるとともに，地域活動を
活性化するため，体験活動や学習の支援に地域人材を活用するも
の。

学校

【概要】 検査結果をいじめや不登校の未然防止に活用するため集団適応検
査(hyper QU)を実施するもの

区分 事業概要 担当課

集団適応検査 2,172 2,172 【拡充】
査(hyper-QU)を実施するもの。
〔小学校実施学年〕５年→４・５・６年
〔中学校実施学年〕３年→１・２・３年

学校

輝く人材育成事業 1,300 1,300

輝く人材育成事業 1,300 1,300

【概要】

【拡充】

教育振興基金の果実を活用し、スポーツ・文化活動の振興及び次代
を担う人材の育成を図る。
教育奨励賞の授与に加え、全国大会等に出場する児童生徒に対し、
激励費を支給する。

教育
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

小中学校熱中症対策 132,084 56,856 75,228

小中学校天井扇風機設置 3,484 3,484

【概要】 学校の熱中症対策のため、小学校のうち扇風機が未設置の特別支
援教室等に天井扇風機を設置するもの。

教育

小中学校音楽室外空調設備設置 128,600 53,372 75,228

【概要】
【新規】

学校の熱中症対策のため、国の緊急経済対策事業の活用等によ
り、小中学校の音楽室、特別活動室等に空調設備を設置するもの。
（小学校13校・中学校５校）

教育

指定文化財保存整備 26,752 26,752

旧倉吉町水源地ポンプ室建物保存修理 20,816 20,816

【概要】

【新規】

国登録有形文化財旧倉吉町水源地ポンプ室の保存のため修理工事
を行うもの。
設計監理委託料 等 　  3,141千円
維持補修工事　　　　　17,675千円

文化

指定文化財保存整備 5,936 5,936

【概要】

【新規】
【新規】

国県市指定の文化財の保護・保存のため、適切な修理を行うととも
に、防災・防犯対策を行うもの。
県保護文化財建築物保存修理補助金 2件　2,175千円
県保護文化財防災施設補助金 2件 2,627千円

文化
【新規】
【拡充】

県保護文化財防災施設補助金　2件　2,627千円
倉吉淀屋自動火災報知設備設置　700千円

博物館特別展 3,570 3,570

ジュディ・オング倩玉　木版画の世界展 2,001 2,001

【概要】

【新規】

椿に魅せられた木版画家 ジュディ・オングの作品展を開催し、春まつ
りのにぎわいを創出するもの。
開催負担金他2,001千円 博物館

前田寛治大賞展 877 877

【概要】
 
【新規】

郷土ゆかりの洋画家・前田寛治の顕彰と写実をテーマとしたコレク
ションの形成を行うもの。
作家選考他開催準備経費877千円 博物館

大伯耆国展 692 692

【概要】
 
【新規】

博物館開館40周年を記念して平成26年度に開催する特別展の準備
を行うもの。
展示品調査研究・広報費692千円 博物館
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

理科備品の整備 12,740 12,740

理科備品の整備 12,740 12,740

【概要】

【拡充】

理科教育振興費国庫補助金（補助率1/2）により理科教育設備を購
入し、理科教育の振興を図る。
国の緊急経済対策（成長による富の創出）を活用し、小中学校の理
科設備の整備充実を図る。（50万円/校×19校＝9,500千円）

教育

ＡＥＤ設置 18,411 18,411

公民館ＡＥＤ設置 680 680

【概要】

【新規】

安心して施設を利用できるよう利用者の安全を守るため、地区公民
館に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を年次的に整備していくもの。
Ｈ25：2台

生涯

体育施設ＡＥＤ設置 680 680

【概要】

【拡充】

安心して施設を利用できるよう利用者の安全を守るため、体育施設
に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を年次的に整備していくもの。
Ｈ24：5台、Ｈ25：2台

生涯

関金Ｂ＆Ｇ海洋センター　上屋付プール及び管理棟解体整備 17,051 17,051

関金Ｂ＆Ｇ海洋センター　上屋付プール及び管理棟解体整備 17,051 17,051

【概要】

【新規】

現在、休館となっている海洋センターの上屋付プール及び管理棟を
解体撤去するもの。
上屋付プール及び管理棟解体整備工事（17,051千円）

生涯

山上憶良短歌募集事業 244 244

山上憶良短歌募集事業 244 244

【概要】

【拡充】

山上憶良にちなみ優れた歴史文化遺産を擁する倉吉をＰＲするため
県内を対象に短歌募集を行うもの。
応募対象  H24 市内小中高生　→ H25 県内小中高生及び一般

図書館
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

伝統的建造物群　防災計画策定調査 1,450 1,450

伝統的建造物群　防災計画策定調査 1,450 1,450

【概要】

【新規】

倉吉打吹伝建地区の防災対策のため、総合的に現状を把握し防災
計画を策定し伝建地区の保全を図るもの。
防災計画策定検討書作成業務委託料　　1,450千円 文化

小計 227,130 151,902 75,228
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【５．子育て・いきいき生活・地域づくり支援】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

幼稚園教育・幼稚園型認定こども園支援 25,431 25,431

幼稚園教育振興 17,223 17,223

【概要】

【拡充】

幼稚園就園家庭の経済的負担の軽減を図るため、　幼稚園就園家
庭の所得の状況に応じて保育料の軽減を図る。
幼稚園就園奨励費補助事業 　15,387千円
（多子世帯の同時在園の場合の保育料を、原則として第２子を第１子の1/2、
第３子以降を無料となるよう補助額を引き上げ）

子ども

認定こども園 8,208 8,208

【概要】

【拡充】

幼稚園型認定こども園の保育の質を確保するため、運営事業費の
一部を補助し体制の整備を図る。
認定こども園運営費補助金　　8,208千円
（１・２歳児の補助基準単価を引き上げ　月額：19,500円⇒57,000円）

子ども

新福祉センター整備 160,000 160,000

新福祉センター整備 160,000 160,000

【概要】

【新規】

社会福祉協議会の地域福祉活動拠点施設建設費に対して補助金を
交付するもの。
社会福祉協議会施設整備費補助金　160,000千円

福祉

区分 事業概要 担当課

生活保護対策 6,179 6,179

職場適応訓練委託 990 990

【概要】

【新規】

不就労期間が長い等で直ちに就労が困難な生活保護受給者に就業
体験の場を提供し、就労支援の充実を図るため、民間事業所等へ
の委託事業（職場適応訓練委託）を実施する。
職場適応訓練委託料
　（5人×22日/月×3ケ月）×3千円=990千円

福祉

技能修得費・就職支度費 1,010 1,010

【概要】

【拡充】

生活保護法に基づく扶助費の一つである生業扶助として、技能修得
費（仕事に就くために必要な技能や資格を身につけるための経費）、
就職支度費（就職のため必要とする衣服等の購入費等）を支給する
ことにより、就労支援を強化するもの。
技能修得費 　支給対象者数　H24　１人　→　H25　10人
就職支度費   支給対象者数　H24　３人　→　H25　10人

福祉

就労支援員 1,992 1,992

【概要】 稼動能力を有するが就労に至らない生活保護受給者等への就労支
援を行う就労支援員１名を継続配置するもの。
報酬　1723千円　共済費　269千円 福祉

生活保護適正化推進員 2,187 2,187

【概要】

【新規】

生活保護の不正受給の防止及び生活保護受給者等の生活相談対
応の充実を図るため、福祉課生活保護係に警察ＯＢ１名を嘱託職員
として配置するもの。
報酬　1,888千円　共済費　299千円

福祉
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

不妊症治療支援 4,900 4,900

不妊治療助成費 4,900 4,900

【概要】

【新規】

子どもを産み育てたいという希望をもちながらも不妊に悩む夫婦に
対し、治療にかかる経済的負担を軽減することを目的に不妊治療及
び不育症治療に係る費用の一部を助成する。
不育症治療費助成金　300千円

保健

予防接種 138,300 138,300

個別予防接種 92,249 92,249

【概要】

【新規】

協力医療機関において、各種予防接種を個別に実施することで、伝
染のおそれのある疾病の発生及び蔓延を予防する。
水痘ワクチン助成費　2,095千円 保健

ワクチン接種緊急促進事業 46,051 46,051

【概要】 子宮頸がんの予防のため、また、免疫が未発達の子どもが罹患しや
すいといわれている細菌性髄膜炎の予防のため子宮頸がん予防ワ
クチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン費用を助成する。
平成25年度より定期予防接種化。

保健

がん検診 61 518 61 518がん検診 61,518 61,518

がん検診 61,518 61,518

【概要】

【新規】

各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見及び死亡者数
を減少させる。
40・60歳検診無料化　864千円

保健

健康診査 2,949 2,949

健康診査 2,949 2,949

【概要】

【新規】

がんに次いで死亡する割合が高い脳卒中や心疾患など循環器疾患
を早期に発見し、生活習慣病、特にメタボリックシンドロームの予防
を図る。また、肝炎ウイルス検査を、40～74歳の未受診者を対象に
実施する。
歯周疾患検診　1,000千円
健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防する
ために40・50・60歳の人を対象に検診を行う。

保健
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

地域づくり支援 78,421 78,421

みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援 390 390

【概要】

【新規】

中山間地域で実施される移動販売車に係る維持管理経費を補助す
ることにより、買物困難者を支援するもの。
みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金　　390千
円

政策

元気の出る地域づくり支援 19,500 19,500

【概要】 各地域の市民が参画し、地域の活性化を図るため、各地域（市内13
地区）の特色ある取組みに対して、150万円を上限として交付金を交
付するもの。

政策

協働のまちづくり活動助成 500 500

【概要】 協働のまちづくりを推進するため、自主的で公益的な市民活動に対
し、助成を行うもの。

政策

県ボランティア・市民活動支援センター出えん金 129 129

【概要】

【新規】

平成25年9月に鳥取県が中部地区に設置予定の「鳥取県ボランティ
ア・市民活動支援センター（仮称）」の各市町村の出えん金
 県ボランティア・市民活動支援センター出えん金　129千円

政策

集落支援員活用事業 5,832 5,832

【概要】 集落支援員を配置し、集落巡回・集落点検を通して、地域の現状や
課題を把握し、地域の実情に応じた集落の維持・活性化策を検討す
るもの。
平成24年度に引き続き、3地区（明倫・北谷・関金）：各1名配置

政策

ゾ 創

【概要】 県内外からアーティストを招聘し、地域住民と連携して芸術・文化活
動をおこない 地域づくり・まちづくりの活性化を図るもの

アーティストリゾート創造支援 600 600
動をおこない、地域づくり・まちづくりの活性化を図るもの。
アーティストリゾート創造事業費補助金　600千円

観光

コミュニティ助成 24,900 24,900

【概要】 (財）自治総合センターによるコミュニティ助成金を、自治公民館など
のコミュニティ組織へ助成することにより、コミュニティ活動の推進を
図るもの。
コミュニティ助成事業費補助金　　24,900千円

政策

自治公民館活動推進 26,570 26,570

【概要】 自治公民館活動を推進するため、自治公民館、自治公民館連合会
に対し、市民協働活動支援報償金の支出、行事災害保険料の補
助、自治公民館整備費の補助等を行うもの。
自治公民館施設整備事業費補助金等　　　2,095千円

政策
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

移住定住・UIJターン支援 7,439 7,439

定住対策事業 3,520 3,520

【概要】 移住定住希望者に対し空き家情報の提供、住宅の取得を支援する
交付金等の交付や移住者がスムーズに地域へ入っていけるよう地
域住民との交流を促進するための活動支援など、移住定住の促進
を図るもの。

政策

若者定住・ＵＪＩターン事業 3,427 3,427

【概要】 交流人口、定住人口の増加を図るため、移住定住を希望する人が
円滑に市内に定住できるように支援を行うもの。また、結婚のきっか
けとなる出会いの場を提供する団体へ経費の一部補助を行うもの。 政策

定住自立圏構想推進事業 492 492

【概要】 定住自立圏の将来像の実現のため、定住自立圏共生ビジョン懇談
会による検討、周辺町との協議を継続しながら、定住自立圏形成協
定の変更及び定住自立圏共生ビジョンの修正を行い、具体的な事
業を実施するもの。

政策

大坪住宅建替 60,713 60,713

大坪住宅建替 60,713 60,713

【概要】 居住環境整備のため市営大坪住宅建替事業を実施するもの。
基本設計15,668千円、実施設計41,716千円、地質調査3,329千円

景観

障がい児支援給付 53,647 53,647

障がい児支援給付 53,647 53,647

【概要】

【新規】

障がい児が心身ともに健やかに成長するため、また地域で安心して
生活できるよう児童福祉法及び障害者総合支援法等に基づき必要
な支援を行う。
自立支援医療給付費 1,346千円
（身体に障がい又は疾患のある児童について、将来的な障がいの回
避又は症状の軽減を図るため、治療に要する医療費の一部を助成
するもの。実施主体が都道府県から市町村へ移譲された）

子ども
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

子育て支援 18,952 18,952

子育て支援センター運営等 16,651 16,651

【概要】 子育ての負担感の緩和を図り、安心して子育て、子育ちができる環
境を整備するため、子育て支援拠点として子育て支援センターを設
置し、運営する。子育て総合支援センター１か所、地域子育て支援セ
ンター３か所（内１か所は委託）。

子ども

きらり子育て家庭支援事業 2,301 2,301

【概要】
【新規】

乳幼児期の児童の発達を支援するため、専門的な人材を雇用し、子
育て教室の開催、保護者への相談支援、保育所への支援等を行う。
賃金・社会保険料　2,255千円、需用費・通信運搬費46千円 子ども

病児・病後児保育 16,038 16,038

病児保育 9,018 9,018

【概要】 子育て支援の一環として、保育所等に通園している子どもが病気に
なった時、家庭で保育が出来ない場合に病児保育室( きらきら園）に
て保育を行う。事業２年目。１２か月間開所。

子ども

病後児保育 7,020 7,020

【概要】 子育て支援の一環として、保育所等に通園している子どもが病気の
「回復期」にあたり、保育所等において集団生活での保育が困難な
時、家庭で保育が出来ない場合に病後児保育室(すくすく園）にて保
育を行う。

子ども

未熟児養育医療 4,134 4,134

未熟児養育医療 4,134 4,134

【概要】

【新規】

養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に
対し、必要な医療の給付を行う。
未熟児養育医療費　4,125千円
※母子保健法の一部改正により、実施主体が都道府県から市町村
へ移譲された

保健

特別医療助成 319,749 319,749

特別医療助成 319,749 319,749

【概要】 心身障がい、ひとり親家庭、中学校卒業までの子ども、特定疾病者
に対する医療費の負担を軽減するため、助成を行うもの。
特別医療費扶助費　319,749千円

医療
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

コンビニ収納対応【国保会計】 1,008 1,008

コンビニ収納対応【国保会計】 1,008 1,008

【概要】

【新規】

納入者の利便性の向上を図るため、これまでの金融機関での納付、
口座振替に加え、24時間納入可能なコンビニ収納を導入するもの。
コンビニ収納対応システム改修委託料1,008千円 医療

介護基盤施設整備等支援 44,316 44,316

介護基盤緊急整備費補助金 17,316 17,316

【概要】

【新規】
【新規】

県の「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、小規模多機能
居宅介護支援事業所及びスプリンクラーの整備に補助金を交付す
る。
小規模多機能型居宅介護事業所　1施設×15,000千円
小規模福祉施設スプリンクラー整備　１施設　補助対象延べ床面積
386㎡×6千円＝2,316千円

長寿

施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 27,000 27,000

【概要】

【新規】

県の「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を活用し、介護施設等の
開設に当たり必要となる初年度設備経費等について補助金を交付
する。
認知症グループホーム　２施設×10,800千円=21,600千円
小規模多機能型居宅介護支援事業所　1カ所×5,400千円

長寿

認知症支援 7,809 7,809

認知症地域支援施策推進事業 6,348 6,348

【概要】 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域ぐる
みで認知症の本人と家族を支援し見守る体制を構築する。また、効
果的な医療、介護、生活支援のサービスを提供できるよう介護と医
療の連携強化を図る。
・認知症地域支援推進員の配置（２人）
・小地域（自治公民館）を単位とした認知症予防教室の開催
・小学生を対象とした認知症の普及・啓発（絵本教室の開催）

長寿

認知症にかかる支援体制整備事業 1,461 1,461

【概要】

【新規】

認知症の人を早期発見し、適切な医療や認知症予防事業に繋げる
ことを目指し、医療機関と連携し、早期発見を行うための体制づくり
を構築する。また、認知症に係る介護事業の充実を図るため、中部
市町(定住自立圏)で連携し取り組みの検討を行うもの。

成年後見支援センター設置委託  1,239千円
（認知症等により意思決定できず、成年後見が必要な者の各種相談
を行う拠点を整備する。運営費：運営費見込み7,440千円の内、
3,000千円を県、3,000千円を中部市町、残りを事業収入で運営）

長寿
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事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正
区分 事業概要 担当課

福祉のまちづくり推進事業費補助金 2,000 2,000

福祉のまちづくり推進事業費補助金 2,000 2,000

【概要】

【新規】

福祉のまちづくり条例に基づくトイレ等の施設整備の促進のため、施
設整備の助成を行うもの。
福祉のまちづくり推進事業補助金　　　　2,000千円 景観

1,500 1,500

高齢者健康増進対策事業
（市営温水プール利用無料化事業）

1,500 1,500

【概要】 高齢者の健康増進に寄与することを目的に、70歳以上の利用者を
無料とし、その減免分を一定額支出するもの。

Ｈ２４：実費（1,923千円）見込額、Ｈ２５：定額1,500千円

生涯

地域支え愛活動支援 1,566 1,566

地域支え愛活動支援 1,566 1,566

【概要】

【新規】

災害時要援護者を対象とした避難訓練の実施等、地域での共助の
取り組みを広げるため、自治公民館を対象とした補助金を交付する
もの。
わが町支え愛活動支援事業補助金
　20自治公民館×50千円＝1,000千円

福祉

高齢者健康増進対策事業
（市営温水プール利用無料化事業）

くらすけくんＰＲ事業 1,623 1,623

くらすけくんＰＲ事業 1,623 1,623

【概要】 倉吉市イメージキャラクターくらすけくんの積極的なＰＲ活動を行うこ
とにより、住民との更なる一体感や親近感を醸成するもの。

政策

打吹地区街なみ環境整備 28,772 28,772

打吹地区街なみ環境整備 28,772 28,772

【概要】 八橋往来、玉川沿いの修景保全及び、この地区の主要な市道の美
装化を図り、潤いのある街並みを演出するため建物の外観補修等に
要する費用の一部を補助するもの。また、この地区の主要な市道の
美装化を図り、潤いのある街並みを演出するもの。
修景補助（１４件分）　19,600千円
市道美装化工事　　7,500千円

景観

小計 1,046,964 1,046,964 0
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【6．環境エネルギー対策】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

11,064

うち債務負担
5,300

庁舎照明器具ＬＥＤ化 6,300 6,300

【概要】

【拡充】

庁舎の節電対策として、既存の照明器具から消費電力が少なく長寿
命であるLED化に改修する。
＠100円/本×1,000本×60ヶ月＝6,000千円
買取価格＠100円/本×1,000本×3カ月＝300千円

総務

市内街灯ＬＥＤ切替 1,000 1,000

【概要】 環境負荷の軽減、維持経費の削減を図るため、道路照明をＬＥＤへ
切替するもの。

建設

防犯街灯設置費補助（ＬＥＤ切替等） 3,040 3,040

【概要】 市民の防犯と安全を確保し、ＬＥＤ切替により環境負荷の軽減及び
維持経費の削減を図るため防犯街灯を設置する自治公民館に対
し、補助金を交付するもの。

建設

パークスクエア埋め込み照明ＬＥＤ化 724 724

【概要】

【拡充】

環境負荷の軽減、維持経費の削減を図るため、埋め込み照明（144
個）をハロゲン球からLED球に交換するもの。
H24年度72個交換、25年度に残り72個を交換

図書館

LED化の促進 11,064

区分 事業概要 担当課

住宅用太陽光発電システム導入促進事業 28,000 28,000

住宅用太陽光発電システム導入促進事業 28,000 28,000

【概要】 環境負荷の少ない自然エネルギーの導入促進と環境保全意識の向
上を図るため、住宅用太陽光発電システムに対し補助金を交付する
もの。

補助件数の拡大　80件→140件 （単価250千円→200千円）

環境

環境イニシアティブ推進事業 1,313 1,313

環境イニシアティブ推進事業 1,313 1,313

【概要】

【新規】

再生可能エネルギーの導入について、公共施設の屋根を活用した
太陽光発電事業計画に伴い、貸出可能な公共施設の構造を検証す
る。

公共施設再生可能エネルギー利活用調査　1,313千円

環境

小計 40,377 40,377 0
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【7．その他】

事業 H25年度当初+H24年度3月補正予算額

細事業 Ｈ25当初 H24.3月補正

ほうきリサイクルセンター改修 228,772 228,772

ほうきリサイクルセンター改修 228,772 228,772

【概要】 広域連合がごみ焼却施設を構成する設備や機器の機能回復・向上
を図り延命化させるための改良工事を行う負担金。平成24年度～平
成26年度（３カ年）

ほうきリサイクルセンター基幹的改良事業負担金　228,772千円

環境

市長選挙費 20,396 20,396

市長選挙費 20,396 20,396

【概要】 市長選挙を執行するもの。

市長選挙執行     20,396千円
選挙

市議会議員一般選挙費 39,434 39,434

区分 事業概要 担当課

市議会議員一般選挙費 39,434 39,434

【概要】 市議会議員一般選挙を執行するもの。

市議会議員一般選挙執行     39,434千円
選挙

参議院議員通常選挙費 21,790 21,790

参議院議員通常選挙費 21,790 21,790

【概要】 参議院議員通常選挙を執行するもの。

参議院議員通常選挙執行     21,790千円
選挙

小計 310,392 310,392 0
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