平成27年度予算における政策別事業一覧
― “みんなで目指す倉吉市の将来都市像” ―

愛着と誇り 未来いきいき
みんなでつくる倉吉
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【産業】

いきいきと働くことができるまち

1

【福祉･健康・人権】

いつまでも健やかに過ごせるまち

4

【教育・文化・コミュニティ】

活力に満ち、豊かな心と文化が息づくまち

7

【生活基盤・環境・防災】

安全･安心で快適に暮らせるまち

【その他】

12
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事業名及び事業費について
予算科目上の事業もしくは事務事業

区分欄について
新規：事業そのものが新規なもの
拡充：事業そのものは継続事業だが、内容・制度の拡充や一部新規事業があるもの
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いきいきと働くことができるまち【産業】
新たな担い手を育成し、活力ある農林水産業の振興
担い手規模拡大促進事業

農地を守る直接支払

農地集積・集約化対策事業

14,304

認定農業者等の規模拡大意欲を喚起し、農地の集積と耕作放棄地の未然防止を図るとともに、地域の担い手となりう
る特定農業団体等の育成を図るため、 認定農業者、準認定農業者が農業振興地域内にある農地について３年以上
の賃貸借権設定を行った場合、対象農地面積１㎡当たり８円を交付する。
対象面積；1,787,900 ㎡

103,118

平成27年度から平成31年度までの５年間にわたり耕作放棄地を出さないことを条件に、農地の生産条件・面積に応じ
た交付金を交付するもの。
平成26年度 集落協定数 52協定

農業構造の改革と生産コストの削減による農業の競争力強化を図るため、農地の中間的受け皿となる農地中間管理
機構による担い手への農地集積と集約化を支援するもの。
53,340 拡充
農地中間管理事業等業務（3,340千円）
機構集積協力金交付事業（50,000千円）

青年就農給付金事業

9,000

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（５年以内）の所得を確保する給付金を
交付するもの。

親元就農促進支援交付金事業

4,800

認定農業者等、地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の親族の当該経営体への就農を促進し、農業経
営の継続的な発展と地域農業の担い手としての定着を図る。
親元就農促進支援交付金（月額100千円、最大２年間）

土地改良

多面的機能支払交付金事業

農地の保全及び農業経営の発展を図るため、農業用施設の適正な維持管理を行うもの。
【主な新規事業】
団体営農業水利施設保全合理化事業（15,000千円）
天神野地区；用水路の除塵器の設置、狼谷ため池油圧ポンプの更新
84,323 拡充
（H27～28 総事業費80,000千円）
農業基盤整備事業（16,000千円）
輪王寺水利組合；用排水路整備 大倉土地改良区；樋門
県営農業水利施設保全合理化事業（5,000千円）
久米ヶ原土地改良区；導水路更新
地域の手で農地、農業用水や地域環境を守る取り組みについて支援を行うもの。
・農地維持支払 水路の草刈、泥上、農道の砂利補修など「農地、水路等の資源の管理」の支援
147,447 拡充
・資源向上活動（共同活動） 農村地域の環境保全に関する活動の支援
・資源向上活動（長寿命化） 老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修、更新の支援
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鳥取梨生産振興事業

事業費

事
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要

「新甘泉」「秋甘泉」をはじめとした梨新品種の生産拡大、高齢化に対応する機械の共同利用、戦略的な出荷による価
格安定など攻めの対策を実施することにより、鳥取県梨産業活性化ビジョンの実現を図るもの。
17,757 拡充 ・「新甘泉」「秋甘泉」特別対策事業 （5,885千円）
・【新規】低コスト体制強化事業（1,317千円）
・二十世紀梨適熟出荷体制整備事業（10,555千円）

地域特産品づくり事業
鳥獣被害総合対策事業（報償金、射撃
環境環境改善補助金）

区分

500 新規

極実スイカ等の地域特産品のブランド化を推進するため、市場における差別化による販売促進やＰＲ活動を支援するも
の。

イノシシ等の有害鳥獣の捕獲とその被害を防ぐため、施設の設置を支援するとともに、捕獲 奨励金を交付することに
14,132 拡充 より、農林産物等への被害を総合的に防止するもの。
【拡充】イノシシ等捕獲報償金、【新規】猟銃使用者の育成・確保
耕作放棄地の活用、中山間地域の活性化を図るため、漢方製剤・生薬の原料となる薬用作物の国内産地を目指し、地
域条件にあった栽培技術等の最適化試験栽培を行うもの。

薬用作物産地確立支援事業

1,040 新規

優良雌子牛購入資金貸付

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
1,810 拡充 種の生産確保と改良増殖の促進を図るもの。
単価の増額 600千円／頭

森林整備地域活動支援交付金

4,380

木材の生産コスト低減による安定供給を図るため、森林所有者、森林組合等が行う森林施業の集約化に必要な森林情
木材の生産コスト低減による安定供給を図るため
森林所有者 森林組合等が行う森林施業の集約化に必要な森林情
報の収集、境界確認等の諸活動に必要な作業路網の改良を支援するもの。

多くの所得を産みだせる産業の基盤整備
企業誘致

医療機器関連企業誘致

大谷工業団地再整備

252,607

地域産業の活性化と雇用の場を確保するため、企業訪問による誘致活動、立地に対する補助金の交付を行うもの。
≪主な事業≫
企業立地促進補助金 3社 219,818千円

1,317,640

地域産業の活性化と雇用の創出を図るため、灘手工業用地を再整備し、医療機器関連企業の誘致に必要な業務を実
施するもの。H26年から継続整備 H27年12月完成予定。

137,681

雇用の創出と地域の活性化を図るため、市内企業の事業拡大（工場新設）に係る用地を確保するもの。測量設計や造
成・整備工事の他、再整備の影響を受ける中尾遺跡の発掘調査を実施する。
1期；造成工事 7,415.09㎡ 2期；土地購入費、測量・設計 4,746.00㎡
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市外からの来訪者と消費の拡大
ポップカルチャーによる観光客等誘致促
進事業

8,000 新規

交流人口の拡大と地域産業の活性化を図るため、誘致企業と連携した観光、まちづくりの情報発信を行うもの。
観光客等誘致促進事業委託

地域資源観光活用事業（関金地区）

7,642

関金温泉に賑わいと交流の拠点を創出するため、元老舗温泉旅館を活用した関金温泉グランドデザインの推進を行う
団体を支援するもの。
≪主な事業≫
関金温泉グランドデザイン推進事業費補助金（7,498千円）

若女将による関金温泉街活性化事業

3,640

地域おこし協力隊制度（総務省）を活用した「関金温泉若女将」により温泉街の活性化を中心とした地域づくり活動を行
うもの。
関金温泉の情報発信、ＰＲ、特産品を活用した６次産品の開発

地域おこし協力隊による関金活性化事
業

2,821 新規

関金温泉グランドデザインの推進を図るため、地域おこし協力隊を配置し、計画されている各プロジェクトの活性化及び
連携を図るもの。

観光関連団体助成事業

38,591

観光・コンベンション事業の効果を高めるため、連携する観光・コンベンション推進団体等への支援を行うもの。
≪主な事業≫
倉吉観光マイス協会補助金 29,355千円
とっとりコンベンションビューロー開催補助金
とっとりコン
ンションビュ ロ 開催補助金 1,000千円
コンベンション等誘致支援助成金 275千円

6,503

本市出身で名誉市民でもある第53代横綱琴桜に関する貴重な資料等の展示を行い、琴桜関を顕彰するとともに観光客
の立ち寄り施設として観光客の滞在時間を増やすことを目的に運営するもの。

商店街等活性化

8,630

商店街等の活性化を図り、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、空き店舗を活用した起業家の支援、新規参入者に
対する店舗改修、家賃補助等を支援するもの。
チャレンジショップ設置運営事業（1,300千円）
にぎわいのある商店街づくり事業費補助金（7,080円）
中心市街地にぎわい創出事業費補助金（250千円）

地域資源活用新事業創出支援事業

1,200

中小企業者等による農商工連携、異業種企業連携等による新事業（新商品・新サービス）創出に向けた取組みを促進
するため、地域資源を活用した新規性・独自性のある商品・サービスの開発に要する経費について支援するもの
新商品等開発 4件（700千円） 連携体支援 1件（500千円）

琴桜記念館運営事業
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いつまでも健やかに過ごせるまち【福祉･健康･人権】
安心して子育てができるまちづくり

児童福祉総務

子育て支援事業

保育所運営

126,492

児童、児童家庭の育成･支援及び児童の養護･保護を行うため、児童福祉法、子ども・子育て支援法に規定される事業
を実施するもの。
≪主な事業≫
子ども・子育て会議の開催 ２回
児童福祉施設併設型民間児童館事業委託 3施設（29,853千円）
母子生活支援施設措置委託 4施設（88,615千円）
届出保育施設等運営費補助金（1,961千円）
子育て応援買物事業（170千円）

19,163

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、運営するもの。子ども子育て支援新制度に伴い、利用者支援専門員を配置し、子育て相談の受付
や支援の情報提供を行う。

保護者が就労や病気などで、家庭において十分に保育することができない児童を、家庭の保護者にかわって保育する
ため、公立保育園の運営及び私立保育園、認定こども園へ委託を行うもの。
1,746,222 拡充
子ども・子育て支援新制度による子育て支援の量と質の向上を図る。
公立保育園；10園 私立保育園；13園 認定子ども園；3園
32,253 新規

保育環境の改善を図るため、公立保育園の改修を行うもの。
社保育園天井改修、給水管改修 10,065千円
西郷、小鴨保育園主要間仕切改修 22,188千円

母子福祉事務

12,601

ひとり親及び寡婦家庭の生活基盤の安定を図るため、相談事業をはじめ、経済的自立の支援や就学時の支援、また児
童の自立支援として学習支援等を行うもの。
≪主な事業≫
学習支援ボランティア事業（4,580千円）
母子家庭自立支援給付補助金（4,556千円）

子育て世帯臨時特例給付金事業

22,250

消費税率の引上げに伴う子育て世帯の経済的な負担の軽減を図るため、平成27年6月分児童手当受給者に対して給
付措置を行うもの。
対象児童1人につき3千円を支給 （特例給付金18,750千円）

公立保育園整備改修事業
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自分らしくいきいきと過ごせる福祉環境の整備
在宅福祉（単県補助）

1,899

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと自立した生活を送るために、住環境整備の実施及び年金を受け取ることができ
ない外国人高齢者等に対し、給付金を支給するもの。
高齢者居住環境整備事業（1,599千円）
【拡充】社会福祉協議会補助金（56,670千円）
成年後見のニーズが高まる中、職員を配置し法人後見を受任することに伴う補助金の増。
福祉の店販売機能強化事業補助金（2,142千円）

社会福祉事業団体助成

58,812 拡充

生活困窮者自立支援

生活保護に至る段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立・家計の総合相談支援、住宅確保給
付金の支給を行うもの。
20,414 新規
総合相談モデル事業（自立相談支援、家計相談支援事業）14,828千円
住居確保給付金等の支給 5,586千円

自立支援給付事業

地域生活支援事業

生活保護

認知症にかかる支援体制整備事業（定
住自立圏）（市民後見推進事業）

1,101,042

103,184

1,256,283 拡充

障がい者等が自立した日常生活や社会生活を営み、安心して地域で暮らすため、障がい者の能力や適性に応じた
サービスを提供するもの。
居宅介護、生活介護、共同生活介護、施設入所支援、就労継続Ｂ型、計画相談支援等
障がい者が地域で安心して日常生活や社会生活を送るため、相談支援体制の充実や必要な支援を行うもの。
障がい者が地域で安心して日常生活や社会生活を送るため
相談支援体制の充実や必要な支援を行うもの
≪主な事業≫
聴覚障がい者意思疎通支援（8,161千円）
障がい者相談支援（23,353千円）
日常生活用具給付費（17,029千円）
地域生活支援給付費；移動支援、日中一時支援等（48,030千円）
【新規】就労準備支援事業委託料 8,329千円
社会適応能力に問題を抱えていたり、勤労意欲が低下している被保護者の自立を助長するため、個々の適性に応じ
たボランティア活動体験から就職までの一貫した支援を行う。

タッチパネルを利用した簡易検査で認知症を早期に発見し、医療機関との連携を図りながら適切な診断・治療を行い、
認知症になっても地域で安心して暮らし続けることができるようにする。
2,130 拡充
認知症高齢者の権利擁護を図るため、市民成年後見を推進する認知症中部成年後見支援センターの運営を支援する
もの。（常勤職員の増員 1名）
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臨時福祉給付金

区分

99,408

事

業

概
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消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実の
ための措置と併せ、低所得者に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として給付措置を行うもの。
給付対象者1人につき6千円を支給 （臨時福祉給付金78,000千円）

だれもが健康で安心して暮らせるまちづくり

個別予防接種

がん検診

123,023

71,251

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん延を予防するため、各種予防接種を実施するもの。
≪主な事業≫
予防接種委託料；個別予防接種、季節性インフルエンザ予防接種、高齢者用肺炎球菌ワクチン（107,131千円）
季節性インフルエンザ予防接種助成費（10,475千円）
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種助成費（810千円）
おたふくかぜワクチン助成費（893千円）
がんの早期発見、早期治療による死亡者数の減少を図るため、各地区公民館及び医療機関等において、各種がん検
診を実施するもの。医療機関・産業保健との連携により受診者の利便性向上に向けた取組みを推進するほか、協会け
んぽとの「健康づくり事業に関する包括連携協定」を行い、保健事業（受診向上等）の推進を図る。
がん検診委託料（63,372千円）

湯中運動事業

1,933
,

膝痛・腰痛の緩和・転倒予防、さらに医療費の削減のため、関金温泉を使った湯中運動の取組を行うもの。湯中運動
リ ダ 養成を行い 教室や自主サ クルの指導者を養成する
リーダー養成を行い、教室や自主サークルの指導者を養成する。

公共施設へのＡＥＤ設置

1,743 拡充

緊急時に、迅速に救命措置が行えるよう、公共施設にＡＥＤを設置するもの。
設置場所及び台数；保育所10、公民館８、市営温水プール１、関金総合文化センター１、打吹公園１

2,070

人権施策の推進を図るため、人権尊重のまちづくりの基本目標である「お互いを認め、尊重し合える人権文化のまち」
づくりに向けた取組みを行うと同時に、あらゆる差別をなくする審議会の提言等を踏まえた「第5次倉吉市あらゆる差別
をなくする総合計画」を策定するもの。

776

男女共同参画社会の実現を図るため、「第4次くらよし男女共同参画プラン」に基づく施策を展開すると共に、平成28年
度以降の第5次計画の策定に向けた取組みを行うもの。

互いを認め、尊重し合えるまちをつくる
同和対策

男女共同参画の推進
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事

業

名

事業費

区分

事

業

概

要

活力に満ち、豊かな心と文化が息づくまち【教育･文化・コミュニティ】
次世代を担う子どもたちの育成
家庭児童相談室運営

児童健全育成
公立放課後児童クラブ運営

家庭における適正な児童の養育と児童福祉の向上を図るため、増加する児童虐待、児童養護等の相談に応じる専属
5,813 拡充 の相談員を配置し、迅速かつ適正な支援を行う体制を整えるもの。
【新規】安全確認等対応職員（嘱託職員）の配置
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童の健全な育成を図るため、市内全小学校校区に放課
後児童クラブを設置し、適切な遊び及び生活の場を整えるもの。
子ども・子育て支援新制度による受入対象学年の拡大
【公立】 7クラブ
51,605 拡充
【民間】 11クラブ（うち新規3クラブ増設）

62,979 拡充

放課後児童クラブ整備事業

子ども・子育て支援新制度による放課後児童クラブの受入学年が拡大されることから利用児童の増加が見込まれる小
学校区のクラブ増設のための施設整備を行うもの。
35,457 新規
上灘小学校区（小学校内に設置） 学童保育室整備 6,400千円
西郷小学校区（小学校敷地に新設）学童保育施設新築 29,057千円

小鴨小学校校舎増築事業

17,014 新規

児童数の増加による教室不足を解消し、きめ細かな指導を行う学習教育環境の確保を図るため、普通教室、少人数指
児童数の増加による教室不足を解消し
きめ細かな指導を行う学習教育環境の確保を図るため 普通教室 少人数指
導教室棟を増築するもの。

成徳小学校耐震補強事業

320,495

児童生徒及び地域の災害時避難場所の安全確保のため、耐震性の不足する施設の耐震補強と併せて老朽改修及び
環境改善工事を行うもの。
教室棟 Is値0.3未満 S35～S37年建築 RC造3階建 延床面積2,105㎡
既存校舎(教室棟)の解体工事および仮設校舎の設置とその周辺整備工事を行うもの。

上灘小学校耐震補強事業

112,424

特別・普通教室棟耐震補強 Is値0.52 S55年建築 RC造3階建 延床面積1,127㎡

灘手小学校耐震補強事業

163,437

管理教室棟耐震補強 Is値0.63 S54年建築 RC造3階建 延床面積1,770㎡

上小鴨小学校耐震補強事業

187,091

管理教室棟耐震補強 Is値0.46 S54年建築 RC造3階建 延床面積1,923㎡

明倫小学校耐震補強事業

391,546

①普通特別教室棟耐震補強 Is値0.57 S51年建築 RC造3階建 延床面積1,225㎡
②管理教室棟耐震補強 Is値0.44～0.68 S32～S40年建築 RC造3階建 延床面積2,879㎡

西中学校耐震補強事業

75,000

柔剣道場耐震補強 S48年建築 木造平屋建 320㎡
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事

業

名

久米中学校耐震補強事業
小学校屋内運動場天井等落下防止対策
事業
中学校屋内運動場天井等落下防止対策
事業
適正配置準備

早期支援研究事業

事業費
75,000

区分

事

業

概

要

柔剣道場耐震補強 S48年建築 木造平屋建 293㎡

天井、照明等の非構造部材の耐震補強及び天井照明のＬＥＤ化
13校（改築する上灘小学校は除く）
天井、照明等の非構造部材の耐震補強及び天井照明のＬＥＤ化
83,072
5校
少子化社会における学校の適正配置の理解を深めるため、保護者、地域住民を対象とした市民シンポジウムを開催す
るもの。また、適正配置に伴う統合準備委員会を立ち上げ、保護者、地域住民、教育関係者等が一体となって統合を推
54 新規
進していくもの。
統合準備委員会の立ち上げ H27 関金小学校、山守小学校
学習面や行動面で何らかの困難を示す児童生徒の学校生活への不適応を防ぐため、小学校低学年の読み書きの困
3,619 新規 難さを早期発見・早期支援、授業や指導方法の改善等の助言を行う発達障がい支援アドバイザーを配置し、併せて研
究事業を行うもの。

189,196

生涯学習の環境整備

文化芸術活動振興

国際交流

国内交流

2,274

文化芸術の振興を図るため、市内における文化芸術団体への支援や協働を通じて、地域の伝統文化の継承、芸術文
化の鑑賞及び機会の提供を行うもの。
≪主な事業≫
第14回倉吉天女音楽祭委託料（1,600千円）
文化芸術団体、活動に対する補助
体
補

3,217

国際交流の機会を提供し、市民の異文化理解を推進するもの。
≪主な事業≫
国際交流員の雇用 １人
国際理解講座の開催 ３回（ロシアのマトリョーシカ作り、中国食文化体験、ブラジルについての講座を実施予定）
韓国語講座 ４クラス各20回、募集人数120名

1,472

≪主な事業≫
松戸市夏休み小学生交流事業（948千円）
毎年、夏休みを利用し平成13年から隔年で相互交流しており、平成27年度は倉吉市の小学６年生を派遣する。
期間；平成27年８月18日（火）～20日（木）
松戸まつり参加（240千円）
開催時期；10月上旬 場所；千葉県松戸市 内容；特産品の販売、観光PR
彦根物産展参加（284千円）
開催時期；11月上旬 場所；滋賀県彦根市 内容；特産品の販売、観光PR
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事

業

名

里見ブランド化推進事業

事業費

1,661

区分

事

業

概

要

本市が「南総里見八犬伝」のモチーフといわれる里見氏の終焉の地であることを活用し、里見ゆかりのまちである千葉
県館山市等とも連携を図りながら、全国発信できる本市のブランドとしての素材価値を高めるもの。また、「倉吉せきが
ね里見まつり」や「里見時代行列」等の里見氏に関連するイベントを盛り上げることにより、地域への誇りや合併した市
の一体感など市民意識の醸成を図るもの。
館山市南総里見まつり参加（161千円）
開催時期；10月中旬～下旬 場所；千葉県館山市
倉吉せきがね里見まつり実施委員会補助金（800千円）

体育施設維持管理

≪主な事業≫
【新規】関金農林漁業者等健康増進施設屋根改修 （24,850千円）
82,403 拡充
老朽化した屋根の改修を行うもの
市営陸上競技場横駐車場管渠改修 （52,584千円；平成26年度からの継続事業）
老朽化した管渠の改修を行うもの

伝統的建造物群保存地区保存事業

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区の歴史的景観を守るため、所在する伝統的建造物の修理・修景を行い、倉
吉町並み保存会とともに、移住定住、商店の復活など地域の諸問題に取り組み中心市街地の活性化を図るものもの。
≪主な事業≫
31,074 拡充 建築物保存修理・修景事業補助金 6件（28,644千円）
【新規】建築物調査業務委託 建物カルテ修正（1,323千円）
選定から15年、地区拡大から10年が経過した伝建地区内建造物の基礎データを収集し現状を把握するとともに、今
後の補助基準や活用計画の見直しを検討する資料を作成するもの

指定文化財保存整備

交流プラザ総務管理

国・県・市指定文化財の建造物、工芸品等の保護、保存修理、保全及び整備。主に広く一般市民に対して、指定文化財
を公開活用するために保存整備事業を行うことによりこれを活用したまちづくりを行う。
≪主な事業≫
【新規】波波伎神社社叢緊急調査（3,173千円）
9,631 拡充 国の天然記念物である波波伎神社社叢区域の地籍測量及び立木の配置図作成等、生育環境や周辺環境を調査し、
適切な保護対策を進めていくもの
【新規】市指定 倉吉淀屋付属物建物解体工事（2,573千円）
観光振興による地域の活性化を図るため、市指定有形文化財の旧牧田家住宅の付属屋を江戸時代の外観に復原
し、観光客のためのトイレも整備して観光の拠点とするもの
生涯学習及び交流学習の場の提供及び支援を行うため、図書館と生涯学習の機能を持つ倉吉交流プラザ施設の維持
管理を行うもの。
36,887 拡充
≪主な事業≫
【新規】図書館LED化事業（3,305千円）
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事

業

博物館維持管理

特別展「舘野鴻絵本原画展」

くまのがっこう絵本原画展

名

事業費

区分

事

業

概

要

≪主な事業≫
【新規】博物館耐震補強・屋根、外壁改修工事（151,812千円）
安心安全な鑑賞環境を提供するため、施設の耐震補強、屋根、外壁の老朽化対策工事を行うもの。（H27年9月から
186,489 拡充
H28年2月まで休館）
【新規】可動式調湿展示ケース設置 2台（12,896千円）
人間国宝；大坂弘道氏の業績を顕彰するため、寄贈された作品の展示ケースを整備し、広く市民に公開するもの。
細密描写で知られる絵本作家・舘野鴻(たての ひろし)の原画展。
「倉吉市緑を守り育てる条例」制定30周年を記念し、夏休み期間中に自然に親しむことを目的とした展覧会を開催する。
1,867 新規 市民や協力団体と協働し、生態系や人との関わりを紹介する展示に取り組む。
会期；平成27年8月1日～8月30日。
舘野鴻絵本等の原画と絵本に登場する昆虫標本、打吹山の紹介。
「くまのがっこう」（絵あだちなみ、文あいはらひろゆき）日本を代表する絵本キャラクターの絵本原画展
会期；平成27年4月11日～5月10日
2,001 新規
絵本の原画とそれに関連する展示、ワークショップ等イベント開催
日本海新聞社との共催事業。

地域の結びつきによる、地域力の向上

26 690
26,690

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、自治公民館施設整備費の補助等を行うもの。
自治公民館 地区自治公民館協議会 の市民協働活動支援
自治公民館・地区自治公民館協議会への市民協働活動支援
自治公民館連合会補助金（運営補助、行事災害保険料補助）
自治公民館施設整備費補助金

元気の出る地域づくり支援

19,515

住民が参画し地域の活性化を図るため、各地区の特色ある取り組みを行う地区振興協議会へそれぞれ1,500千円を上
限として交付金を交付するもの。（13地区）
（参考；平成26年度主な事業内容）
上灘桜並木保存、北谷のジゲの川で遊ぶ、明倫冬の祭り、上小鴨ふるさと再発見事業 等

集落支援員活用事業（増員）

地域住民自らが現状認識や課題を整理して集落の維持、活性化を図るため、集落支援員を配置、地域の実情に応じ
た地域支援策の検討、取り組みを推進するもの。
13,196 拡充
継続 3地区（明倫、北谷、関金）
新規 4地区

自治公民館活動推進
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名

事業費

区分

事

業

概

要

≪主な事業≫
地域力創造アドバイザー業務委託（3,455千円）
地域独自の魅力や価値の向上を図るため、地域住民が行うワークショップを通じた地域力創造の取組みに対して指
導、助言を行うアドバイザーを派遣するもの

定住対策事業

倉吉市移住定住者住宅取得支援補助金（4,400千円）
【新規】店舗兼住宅の店舗改修費用
倉吉市移住定住促進空き家取得事業支援助成金（700千円）
移住定住の促進を図るため、空き家情報の提供、お試し住宅の提供や住宅の取得を支援する交付金等の交付す
9,949 拡充 るもの
移住定住推進活動費補助金（1,239千円）
お試し住宅を活用した移住定住に取り組む団体を支援するもの
【新規】賃貸物件家財処分費助成金（400千円）
賃貸物件の空き家バンク登録の拡大を図るため、登録の妨げとなっている家財の処分費用を助成するもの
【新規】賃貸物件家賃等助成金（150千円）
定住促進を図るため、空き家バンク登録の賃貸物件に移住者が入居する際の家賃等を助成するもの

若者定住・ＵＪＩターン事業

28,915

≪主な事業≫
出会い力アップセミナー（527千円）
未婚・晩婚化の解消を図るため、コミュニケーション能力等の結婚に必要なスキルを身につけるセミナーを開催する
もの。
若者定住等による集落活性化総合対策（25,000千円）
中山間地域における小規模集落の存続を図るため、将来の地域の人材を確保し、集落の再生や活性化に向けた取
組みを支援するもの。

協働のまちづくり

市民参画と協働のまちづくりを推進するため、まちづくり市民活動団体の活動を支援するもの。
≪主な事業≫
打吹まつり実行委員会補助金（4,500千円）
8,080 拡充
倉吉ばえん祭開催費補助金（2,000千円）
協働のまちづくり活動助成事業交付金（500千円）
【新規】ＳＵＮ－ＩＮ未来ウォーク運営費補助金（300千円）
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名

事業費

区分

事

業

概

要

安全･安心で快適に暮らせるまち【生活基盤・環境・防災】
だれもが住み続けたいと思える住環境の整備
中心市街地活性化推進事業

8,825

中心市街地の継続的な活性化を図るため、策定した計画の追加変更等を行うとともに、必要とされる調査を実施する。
また、計画の認定に必須となる法定協議会の運営を支援するもの。
協議会設立運営に関する補助金（6,848千円）
観光振興による地域の活性化を図るため、シビックセンター跡地を活用し、観光駐車場、トイレ施設を整備するもの。
観光駐車場 整備面積 4,400㎡ 大型バス7台 乗用車65台（身体障がい者等用含む）
トイレ整備 建築面積
60㎡ 木造平屋建

シビックセンターたからや跡地整備事業

92,137

打吹公園管理

市の自然物の象徴であり、市民の憩いの場である打吹公園を快適で安心・安全な魅力ある公園とするため、遊歩道の
整備、サル舎改修、適切な維持管理を行うもの。
42,776 拡充 ≪主な事業≫
【新規】遊歩道の整備（1,858千円） Ｌ＝25ｍ
【新規】サル舎改修（10,966千円）

公園管理事業

緑豊かで潤いのある快適で安心・安全な公園施設を確保するため、緑地帯の整備、適切な維持管理を行うもの。
≪主な事業≫
14,986 拡充
【新規】旧国鉄跡地の緑地帯整備（芝生化事業） 八屋地内 （4,000千円）
（4 000千円）
【拡充】公園遊具の更新（2,927千円）

公園施設長寿命化対策支援事業

12,770 拡充

道路橋梁総務

安心安全な道路空間を確保するため、道路照明、防犯灯のＬＥＤ照明を設置するもの。
11,260 拡充 ・【新規】倉吉駅前道路照明灯ＬＥＤ化事業（2,000千円）
・防犯灯の新設 43基 切替 102基（4,640千円）

地域住宅交付金（大坪住宅）

629,319

公園利用者の安全性の確保と利便性の向上を図るため、公園施設長寿命化計画に基づく施設整備を行うもの。
・打吹公園羽衣池太鼓橋改修（12,000千円） 【新規】打吹公園中央トイレ屋根改修（770千円）

安心安全で快適な住空間を確保するため、市営住宅を整備するもの。
（ＲＣ）Ａ棟4階建24戸、Ｂ棟4階建24戸、（木造）２階建3DK２戸、平屋建2DK２戸、平屋建2K２戸
（解体）大坪住宅20戸
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豊かな自然を守り、環境にやさしいまちづくり
緑を守り育てる

住宅用太陽光発電システム導入促進

≪主な事業≫
【新規】保存樹・保存林保全補助金（800千円）
1,771 拡充
緑の保全と緑化を推進するため、市指定の保存樹・保存林の保全に要する費用を支援するもの。（補助率 2/3 補助
基準額上限500千円）
14,000

環境への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高揚を図るため、住宅用太陽光発電システム設
置費用を支援するもの。
住宅用太陽光発電システム導入促進事業費補助金 70件

災害に強く、犯罪や事故のない安全安心なまちづくり
防災倉庫建設事業

災害時における避難所等へ備蓄物資を速やかに輸送するため、市役所近隣に防災倉庫を設置するもの。
（老人福祉センター跡地）
30,880 新規
測量設計業務、土木・建築工事、土地購入費
整備面積 1,580㎡ 防災備蓄倉庫 木造平屋建 72㎡

水防対策

洪水（浸水）に備えた防災機能の強化を図るため、水防倉庫等の保全、水防資機材の整備、災害用ポンプ等の維持管
理、水防団（消防団）の避難誘導や市対策本部の指示・連絡手段の整備を行うもの。
≪主な事業≫
1 869 拡充
1,869
【新規】水防救助用無線整備業務（1,391千円）
簡易無線機の伝達距離を市内一円に拡大するため、市役所と防災行政無線設備に簡易無線機のアンテナを整備する
もの。

災害対策

地域防災計画に基づく防災施設・設備の整備及び被災者の生活支援体制の整備等を行い、災害に強いまちづくりを行
うもの。
≪主な事業≫
5,591 拡充
【新規】消防団員・職員安否確認・参集システム導入（551千円）
災害時における消防団員、市職員の安否や参集状況を一覧で確認できるシステムを導入し、迅速な災害対応を行うも
の。

小規模急傾斜地崩壊対策
自然災害防止対策

22,000

災害の発生を未然に防ぎ、市民の生命、財産の保護を図るため、国や県の補助事業の対象とならない急傾斜地の崩
壊防止対策事業や砂防等に係る事業を実施するもの。
≪主な事業≫
小規模急傾斜地崩壊対策事業に伴う測量設計業務；谷・福庭・関金宿滝川（15,000千円）
清水北谷川砂防流路工事（5,000千円；測量設計、補償費含む）
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行政の経営方針
【新規】個人番号カード交付（18,510千円）
平成27年10月に開始する社会保障・税番号制度による「個人番号」を通知し、申請のあった者に対して「個人番号カー
ド」の交付を行うもの。
社会保障・税番号制度推進

65,712 拡充

社会保障・税番号システム整備（24,036千円；平成26年度からの継続事業）
住基、地方税、統合宛名システムの整備（中間サーバ利用負担金含む）
社会保障・税番号制度システム改修（23,505千円）
生活保護、障がい者福祉、児童福祉、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、健康管理、国民年金の各システ
ム改修

企画政策推進

2,295

≪主な事業≫
未来担い手育成塾（598千円）
市民と市職員が、市の施策のつくり方、地域での市民活動の方法などについてともに学ぶことにより、まちづくり、地域
づくりに関わる次世代リーダーの養成を図るもの。
専門性が必要とされる業務、期間が限定される業務に従事させる職員を任用するもの。
保育園長2名

人件費（任期付）

13,321 新規

人事管理

≪主な事業≫
30,747 拡充 【新規】勤務管理システム導入（3,685千円）
市職員の労務管理を行うため、ＩＣカードによる勤務管理システムを導入するもの。

財政事務

ふるさと納税

営繕

≪主な事業≫
【新規】固定資産台帳整備業務委託料（6,048千円）
8,073 拡充
全国統一基準に基づく財務書類を作成するため、市が所有する固定資産（庁舎、学校、道路等）の台帳を整備するも
の。
168,928

財源の確保及び地域特産品を全国に発信するため、贈呈品の充実、地域産品のＰＲと地域産業の活性化を図るもの。
ふるさと納税寄附金見込み額360百万円

市有施設の適切な維持管理を行うため、公共施設等総合管理計画（建築物部分）作成の基となる公共施設マネジメン
11,170 拡充 ト計画を策定するもの。
【新規】公共施設マネジメント計画策定委託料 10,800千円
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