
平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
農林行政対
策

農林水産業の振興を図る
・倉吉市農林振興協議会の開催・農
林水産業振興総務経費・倉吉地区農
業士会への負担金

2,046 3,197

農林課
農業後継者
養成対策

84 0

農林課
久米農村広
場維持管理

農業者の健康及び福祉を増進すると
ともに、地域住民の相互交流による
連帯意識の高揚を図り、以て農業の
振興に資するため設置した農村広場
の維持管理を行う。

農村広場を適正かつ円滑に管理する
ため、平成18年度より指定管理者制
度を導入。指定管理者である北谷地
区自治公民館協議会への管理料。

148 148

農林課
鳥獣被害総
合対策事業

イノシシ等の有害鳥獣の捕獲、その
被害を防ぐ施設の設置、捕獲奨励金
の交付を支援し、野生鳥獣による農
林産物等への被害を総合的に防止
する。

鳥獣捕獲奨励金の交付鳥獣捕獲事
業補助被害防止施設(侵入防止電気
柵、捕獲柵）設置補助

3,396 4,019

農林課
農業振興対
策

・中部産米改良協会　　中部における
米麦等主要農作物の計画的生産と
生産技術の向上に向けての取組を支
援　　し、農家経済の安定向上を図
る。・県農業信用基金協会　　農業者
が必要とする各種制度資金等につい
て円滑な融資を図る。（保証債務事
業）

・中部産米改良協会　負担金　　負担
割合は作付面積割（作付面積
1,569ha）・県農業信用基金協会への
出資金　一般資金

119 117

農林課
農業近代化
資金利子補
助

農業者に対し融資機関が行う農業近
代化資金の融通を円滑にするため、
市が利子補給することで農業経営の
健全化を図る。

県が別に定める率を勘案し、市長が
別に定めた率で利子補助を行う。（平
成１８年度より県要領改正に伴い、同
資金の市利子補給の事項を廃止）

103 43

農林課
特定野菜等
価格安定対
策

野菜の価格は変動が大きく、消費者
や生産者に不安を与えるため、需要
に見合った生産及び計画出荷を行う
ことで野菜価格の安定を図る。

野菜価格が著しく低迷した場合、生
産者の経営に及ぼす影響を緩和する
ため、生産者に対し価格差補給金を
交付する。

2,473 2,318

農林課
農業経営体
総合支援

国の支援対象が担い手へと集中する
なか、認定農業者や集落営農組織等
の担い手の育成・確保に取組み地域
農業の持続的な発展と農村の活性
化を図る。

市、ＪＡ、農業委員会、農業改良普及
所等の関係機関で構成される倉吉市
担い手育成総合支援協議会が、地域
の実情に考慮した担い手の育成・確
保への取組方法を調整し具体的な支
援活動を行う。

692 400

農林課
食農教育支
援

725 0

農林課
農業振興地
域整備促進

33 0
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
健康農園維
持管理

市民に農業体験の場を提供し、土に
ふれ農業に対する理解を深めていた
だくとともに、人との出会い、ふれあ
いの場となる健康農園を農業地を活
用して設置し維持管理を行う。

倉吉健康農園　　区画総数 １６１　第
１農園　区画数４６， 第２農園　区画
数３４　第３農園　区画数４３， 第４農
園　区画数３８関金健康農園　　総区
画数 ３３入園料　＊10月を過ぎてか
らの貸し付けは半額となる　倉吉
66㎡　5,000円、33㎡　2,500円、13㎡
1,000円　関金　　44㎡　3,700円、30
㎡　2,500円

884 868

農林課
チャレンジプ
ラン支援

1,119 0

農林課
担い手規模
拡大促進事
業

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、将来地域の担
い手となりうる特定農業団体等を育
成する。

①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、
②特定農業団体等が３種類以上の
基幹的農作業を３年以上継続して受
託した場合に要する経費に対して助
成する。

5,760 21,845

農林課
災害対策資
金利子補助

平成１６年台風１８号等による被害を
受けた農業者が農業経営維持安定
資金等を借り受けた場合、農業者の
利子負担を軽減し、経営の維持安定
を図る。

・農業経営維持安定資金の借入
（末端金利０％とする　負担割合：県、
市、農業団体　各１／３）・農業経営
維持安定資金以外で認めた資金の
借入　（末端金利１％とする　　負担
割合：市、ＪＡ　各１／２）

379 240

農林課

農業経営基
盤強化資金
利子補助事
業

認定農業者が効率的・安定的な経営
を目指して、経営改善計画に即して
農業経営基盤強化資金を借り受けた
場合において、当該農業者の利子負
担を軽減し、農家の経営安定を図る。

同資金交付要綱に定める率で、県市
義務補助分を利子補給する。

1,652 1,122

農林課
果樹等経営
安定資金利
子補助

農家が災害時または農作物の市場
価格の低迷時の再生産に必要な資
金を確保するために果樹等経営安定
資金を借り受けた場合に利子負担を
軽減することで農家の経営安定を図
る。

果樹等経営安定資金を借り受けた場
合、利子補助を行う。（負担割合：県、
市、農業団体各１／３）

299 107

農林課
農地賃借料
助成

237 0

農林課
農地を守る
直接支払

　平地に比べ自然的、経済的、社会
的条件が不利な中山間地域等にお
いて、適切な農業生産活動を通じて
耕作放棄地の発生防止と多面的機
能の確保を図る。

　平成17年度から平成21年度までの
5年間にわたり耕作放棄地を出さない
ことを約束すること（協定の締結）を
条件に、農地の生産条件、耕作面積
に応じた額（交付金）を交付。自律的
かつ継続的な農業生産活動等の前
向きな取組等を推進するため交付要
件と交付金の単価等を設定。

105,306 105,306
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
地産地消推
進

地産地消の推進

・倉吉市地産地消推進協議会専門部
会の開催・「極実スイカ」ブランド化推
進のためのPR・全国和牛能力共進会
に開催される「大地と海のフェスタ」へ
の出展・郷土料理の伝承のための講
習会の開催及びレシピ集作成

219 434

農林課
数量調整円
滑化推進

3,400 0

農林課
就農基盤整
備補助事業

新規就農者が就農時（５年間）に必要
な機械、設備を整備する事業に対す
る補助を行うことで就農初期の経営
基盤整備の負担軽減を図る。

新規就農者が就農時に必要な機械
設備を整備する事業に対し補助す
る。（負担率：県１／３、市１／６）

0 622

農林課
新規参入農
業者対策事
業

倉吉で農業を始めたい方のニーズに
答えるため、具体的な支援に関する
情報収集を行う。

認定農業者等を対象にアンケートを
実施し、新規参入農業者に対し可能
な支援策を検討する。

0 35

農林課
特産品生産
振興対策事
業

　市の特産品である梨、スイカ、メロ
ンについて高齢化、後継者不足等に
より栽培面積が伸び悩んでいる。そこ
で、経費の一部を助成し、生産面積
の維持拡大、農家の生産意欲の向上
と特産品の振興を図る。また、新たな
特産品として栽培に取り組みやすい
ニンニクの普及を図る。

　農協及び各生産部に対して、苗木、
苗代等の一部を助成し、特産品振興
と生産面積を確保する。（平成19年度
～平成21年度）○梨新品種改植目標
現状:0ha　→　H21:6.3ha○極実スイ
カ作付目標　現状:8.3ha　→
H21:12ha　進物割合:11％○プリンス
メロン作付目標　現状:8.5ha　→
H21:10.5ha　増反面積:2.0ha○ニンニ
ク作付目標　現状:0ha　→　H21:9ha
種球必要面積:1.8ha、1,400㎏

0 1,278

農林課
新農業構造
改善

　農山漁村及び過疎地域等における
産業経済の開発振興と地域住民の
生活の安定及び福祉の増進を図るた
め関係機関で情報活動及び調査研
究等の事業を行う。

鳥取県地域振興対策協議会（農業農
村振興部会事業費負担金）

20 15

農林課
農業経営構
造対策

32 0

農林課
畜産経営改
善

畜産に関する生産の振興及び経営
技術の指導、情報の提供等による生
産技術及び知識の普及啓発並びに
家畜の排せつ物の管理に関する技
術の指導を行うとともに、肉用子牛生
産者補給金の交付等により家畜等の
価格の安定を図り、併せて畜産物の
消費及び流通の促進等を行うことに
より、鳥取県の畜産の振興に寄与す
る。

会費負担 256 447
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
肉用牛生産
性向上対策

・肉用牛の内部・外部寄生虫等の駆
除を行うことにより、牛のストレスを軽
減し、繁殖　成績を向上させ、子牛の
質を向上させることにより、せり市場
での産地形成（ブラン　ンド）をめざ
す。・母牛についての妊娠鑑定の実
施の拡大を図り、空胎期間の長期化
による出荷頭数の減少　を防ぐととも
に、空胎期間の短縮による繁殖出荷
頭数の維持拡大を図り、もって経営
の　健全化を目指す。

・動物薬品購入費の助成・妊娠鑑定
に係る費用の助成

282 282

農林課
優良子牛生
産対策

和牛繁殖農家の所得向上と生産基
盤の維持を図るため、優良精液を導
入し、子牛価格の引き上げを図る。

優良精液購入費補助 250 250

農林課
優良雌子牛
購入資金貸
付

繁殖農家に対し、優良繁殖用雌子牛
の購入資金を貸付けすることにより、
繁殖雌牛の能力向上を図り、経済性
の高い畜産の生産確保と改良増植
の促進を図る。

優良繁殖用雌子牛購入資金の貸付
＊貸付条件　　・貸付利息　　無利子
・貸付期間　　5年以内

1,200 1,200

農林課
優良乳用牛
購入資金貸
付

農業経営者に対し優良乳用雌牛の
購入資金を貸付けすることにより、乳
用雌牛の品質改良を促進し、酪農経
営の発展を図る。

優良乳用雌牛購入資金の貸付　＊貸
付条件　　・貸付利息　　無利子　　・
貸付期間　　5年以内

1,000 1,000

農林課
養豚衛生対
策

豚の体外伝染病予防、体外寄生虫駆
除のために消毒を実施し、衛生予防
管理を図り、生産性の向上、安定的
な生産の確立を図る。

消毒剤、駆虫剤、殺虫剤費の助成 125 149

農林課
全国和牛能
力共進会対
策

第9回全国和牛能力共進会に向けた
取組みに対して支援を行い、鳥取和
牛の発展につなげる。

・ＰＲ資材の作成・出品報償金・候補
牛保留対策、飼育管理、調教訓練な
どの支援

682 3,549

農林課
養豚種豚導
入事業

種豚の更新を行うことによって、規格
統一、出生率の維持向上を図り、経
営の安定を図る。

優良種豚導入助成 0 1,050

農林課
小規模零細
地域営農確
立促進対策

事業対象地域の農業経営の安定向
上及び当該地域の農業の活性化を
図る。

・同和対策事業で整備した農業用施
設の整備　　保守点検、委託料、土地
借上料、修繕原材料費など

3,429 305

農林課
林業行政対
策

団体運営(事業)費の負担 135 126

農林課
林業経営改
善

各施設維持管理団体運営(事業)費負
担

522 420
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
林道維持管
理

市が管理する林道について維持管理
を行う。

市管理林道について、倒木処理・側
溝掃除・除草作業を行う。地元の林
道・作業道について、補修を行おうと
する地区に対し、原材料を支給する。
破損の生じた市管理林道の修繕を行
う。

2,917 3,260

農林課
森林基幹道
整備

森林整備の基礎となる骨格的な林道
を開設し、民有林の合理的な管理経
営および公益的機能の維持増進を図
り地域振興に寄与し、山村及び林業
の活性化の促進を図る

事業主体　鳥取県事業計画　平成8
年度から平成24年度全体事業量
L=11,900m

8,668 8,668

農林課
森林整備担
い手育成対
策

森林整備の担い手である林業労働者
を育成・確保するため、林業労働者
の技術向上、労働条件の改善を図
る。

林業労働者の社会保険料に係る事
業主負担分の１／２を補助。

280 240

農林課
林業労働者
福祉向上推
進

林業労働者の年金への加入を促進
するとともに、年末一時金を完全支給
することにより、生活の安定と福祉の
向上を推進し、林業労働者の安定的
確保を図る。

財団法人鳥取県森林担い手育成財
団の取り扱う共済年金および年末一
時金の支給に要する経費の４／１０
を県内市町村が共同して補助。この
４／１０に当たる額に係る各市町村の
負担割合は林業就労促進基金への
拠出金額割合。

648 648

農林課 県単林道
山村及び林業の活性化の促進を図
るため森林整備の基礎となる森林基
幹林道を開設する。

森林基幹林道山守矢送線開設工事
に伴い、用地を取得する。

6,000 4,560

農林課
森づくり作業
道整備

小規模な森林所有者に対し作業道整
備の道を開くことにより、健全な森づ
くりへの積極的な取り組みを促進し、
労働負荷や搬出コストの低減を図
る。

健全な森づくりの推進及び木材生産
等の林業生産活動を行うため、作業
道の開設を行う者に対し、助成を行
う。

1,608 2,190

農林課 造林
森林病害虫等の被害のまん延を防
止し、森林の保全を図る。

松くい虫被害対策事業実施要領に基
づく樹種転換。事業費の９％を補助。

721 721

農林課
森林病害虫
等防除

松くい虫等の森林病害虫を早期に且
つ徹底的に駆除し、まん延防止を徹
底し、もって森林の保全を図る。

森林病害虫等の駆除、まん延防止を
図るため、被害木の伐倒・薬剤処理
を行う。

3,663 2,915

農林課
森林整備地
域活動支援
交付金

森林整備のための地域における取組
を推進することにより、森林の適切な
整備を促し、森林の有する多面的機
能の発揮を図る。

協定に基づき協定期間内を通じて行
われる森林施業の実施に不可欠な
地域における活動（対象行為）を行う
対象者に対し、交付金を交付（代表
者に一括）。事業実施期間　：　平成
19年度～平成23年度（５カ年）対象森
林　（１）４５年生までの人工林（既施
業計画作成森林）　５，０００円／ha
（２）３６年生～４５年生までの人工林
（新規施業計画作成森林）１５，０００
円／ha

25,287 25,157
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農林課
生きがい林
業促進

森林の持つ多面的機能を発揮するた
めに必要な森林整備の実施に意欲と
能力があり、自家労力で小規模な森
林施業を行う森林所有者を助成する
ことにより、林家の自立を促すととも
に山離れを防ぎ、自発的な森林整備
の推進を図る。

１施行地の面積が０．１ha以上かつ年
間の施行地面積合計が０．５ha未満
の森林施業に係る費用の４／１０を
補助。事業実施期間　：　平成16年度
～平成20年度（５カ年）

1,501 1,501

農林課 緊急間伐

間伐の遅れによる森林の公益的機能
の低下を防ぐため、団地を設定し、計
画的かつ一体的な間伐の推進を図
る。

協定を締結した団地内で実施する間
伐に要する経費の８％を補助。事業
実施期間　：　平成17年度～平成19
年度（３カ年）

850 757

農林課
枯松伐採促
進事業

現在、美しい松が多数枯死している
状況の中、森林所有者や管理者によ
る自主的な枯松の伐採を促進し、市
の美観の維持及び市民の安全の確
保を目的とする。

美観維持及び安全確保のため、森林
所有者及び管理者が枯松を伐採する
際、その経費について助成することに
より、市の美観維持・安全確保の啓
発に努める

0 118

農林課 市行造林

昭和48年度より植林を始め、「造林思
想の啓発普及をはかり、あわせて森
林資源の造成を期すること」を目的と
し保育を行ってきている。

昭和48年度より植林を行い、約200ha
の森林を造成している。それぞれの
森林に対し、年次的に適切な保育を
行う。

3,700 3,700

農林課
地域養殖業
振興

市内の養殖業を育成するため、意欲
を持って養殖業を営もうとする者に対
し、経営に必要な養殖施設整備等に
ついて支援を行う。このことで市内養
殖業者の創造、育成を図るとともに、
水産物の安定供給と地域振興を図
る。

事業主体：横手ホンモロコ生産組合
(最終年度)事業内容：井戸掘削、付
帯する施設の整備

0 574

商工観光
課

勤労青少年
ホーム

勤労青少年ホームの管理 勤労青少年ホームの管理 8,585 9,480

商工観光
課

勤労者福祉 労働者の福祉の増進に対する事業 労働者の福祉の増進に対する事業 283 283

商工観光
課

商工総括事
業

商工業の振興 中小企業の振興を図る。 2,783 2,949

商工観光
課

計量検査 計量法に基づく秤（計量器）の検定
計量法に基づく秤（計量器）の検定の
協力

25 0

商工観光
課

同和対策 同和対策に対する事業
同和問題・人権問題に対する企業へ
の啓発活動

497 574

商工観光
課

商工業振興 商店街等の振興事業 商店街等の振興事業 464 464

商工観光
課

企業誘致

企業誘致により、雇用の創出を図り、
地域経済の活性化を図るため西倉吉
工業団地等に企業誘致を促進する事
業

市内外の企業訪問による企業誘致活
動及び立地後に投下固定資産総額
に対する企業立地促進補助金の交
付をするものである。

192,416 157,009
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

商工観光
課

労働対策
新規学卒者および永年勤続者に対
する支援事業

新規学卒者及び永年勤続者の激励
のため商工従業員激励大会を開催
するものである。

1,281 967

商工観光
課

地場産業振
興

地場産業の振興に対する事業倉吉
産品の新たな市場開拓

異業種交流プラザ・倉吉絣後継者等
を支援する事業倉吉の産品の新たな
流通、市場開拓に要する経費

1,524 2,374

商工観光
課

金融対策 倉吉市の中小企業者支援として

中小企業者の経営安定のために貸
付を行う金融機関に対し、その資金
の一部を預託することにより、長期低
利の制度融資を実現する。金融機関
への預託は年度当初または融資実
行後に行い、年度末一括償還とす
る。

2,030,068 1,716,403

商工観光
課

商店街等活
性化

商店街等の活性化を支援する事業
中心市街地商店街を活性化し、にぎ
わいのあるまちづくりの創出

8,048 8,666

商工観光
課

近畿圏企業
誘致推進

倉吉市大阪事務所の運営に係る事
業

倉吉市大阪事務所に嘱託職員を１名
配置し、企業誘致活動等を実施

4,554 4,572

商工観光
課

倉吉市地域
雇用創造ア
クションプラ
ン策定事業

倉吉市第１０次総合計画に基づき「若
者の定住化」を促進する事業

地域を再生するため重点分野を定
め、人材育成支援策・新規産業育成
策・新規開業対策を実施し雇用の創
出をはかる事業

0 2,232

商工観光
課

起業家教育
促進事業

上位目標である雇用の創出を図るた
めには新規事業の立ち上げが必要と
なるが、現在の社会情勢はチャレン
ジ精神あふれる「起業家的人材」を輩
出しづらい環境である。このため、児
童・生徒に良質な教育プログラムを
提供し、社会を意識した、失敗を恐れ
ない起業家マインドを持った人材を多
数輩出していくことを目指す。

小学校６年生から中学校３年生を対
象に、社会や仕事について考えるた
めの授業を行う。授業は６時限で、市
場経済をシミュレートしたトレーディン
グゲームを中心に、楽しみながら学
べる体験型のプログラムを提供する。
併せて、地域人材講師の育成も行
い、実際の授業では地域講師が進行
役を務めることで、子どもたちへの説
得力も向上し、地域に根ざした教育と
しての事業効果も期待できる。

0 2,809

商工観光
課

観光一般 観光の推進
観光事業の実施観光関係団体の支
援・補助

25,346 32,034

商工観光
課

観光キャン
ペーン

「遥かなまち倉吉」をスローガンとし、
効果的に倉吉を露出することにより
観光客誘致、新たな倉吉を創出し
もって、地域との連携により「まちづく
り」を進める事を目的として倉吉市観
光協会へ委託する。

倉吉市の観光魅力向上のための事
業。（倉吉市観光商品造成、ノベル
ティー作成等）倉吉観光露出のため
の県外キャラバンと、ＡＧＴ訪問を行
い誘客につなげる。

3,200 1,337

商工観光
課

観光ビジョン
推進

「地域資源を活用した観光の推進」に
向け、基幹産業としての観光振興の
方策及び具体のアクションプランを定
めた「倉吉市観光ビジョン」の推進を
図る。

「昭和を中心としたレトロな街」構想の
実現に向け、倉吉レトロまちなみ博物
館の実施、谷口ジロー氏「遥かな町
へ」映画化に向けたプロジェクト及び
歴史講談実施の支援等を行う。

1,000 1,774
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

商工観光
課

まちかどス
テーション管
理

まちかどステーションの管理 まちかどステーションの維持管理 812 812

商工観光
課

物産ギャラ
リー

ふるさと物産館、ふるさと工芸館の管
理

ふるさと物産館、ふるさと工芸館の維
持管理

581 611

商工観光
課

伯耆回廊み
ちしるべ案
内所及び駐
車場管理

倉吉駅前における観光案内 伯耆回廊みちしるべの維持管理 3,796 3,711

商工観光
課

飲食・物販
施設管理

飲食・物販施設（倉吉パークスクエア
食彩館）の管理

飲食・物販施設（倉吉パークスクエア
食彩館）の維持管理

10,600 12,460

商工観光
課

せきがね観
光施設維持
管理

関金エリアの観光施設において、維
持管理を目的とする。

倉吉市関金都市交流センター管理委
託料。倉吉市関金湯命館及び関金都
市交流センター修繕。国民宿舎グ
リーンスコーレせきがね貸付金及び
繰り出し金。

451,342 409,270

商工観光
課

琴桜観光駐
車場整備事
業

打吹地区への観光バス発着地である
琴桜観光駐車場は、現在３台分のス
ペースしかなく、観光客・観光バス従
事者からの苦情が絶えず、また、大
型バスの路上駐車が恒常化してお
り、交通渋滞や観光客の安全面での
問題を抱えているのが、現状である。
これを解消し、観光地としての基本イ
ンフラを整備することが目的である。

既存の琴桜観光駐車場の向かいに、
観光バス専用回転広場として土地約
1,200㎡を購入し、バス待機スペース
８台分を含んだ、回転広場、バス待合
所・トイレ等を有する施設を一体的に
整備する。

0 150,000

農村整備
課

ふるさと農村
活性化基金

集落共同活動を促進し、農村の活性
化を図る。

　基金造成し、その運用益等を活用
し、土地改良施設や農地を中心とし
たさまざまな地域資源を保全する共
同活動について、地域の合意形成や
保全・整備に必要な資材の提供等に
必要な経費として支援するものであ
る。

8 8

農村整備
課

農村環境改
善センター
管理

農家生活の改善及び合理化、農業者
等農村在住者の健康増進、地域連帯
感の増進地域文化の向上を図る。

施設の維持管理・運営（利用者が施
設を有効に安全かつ快適に利用でき
るように管理運営する。）

5,801 5,824

農村整備
課

農村総合整
備モデル

農村総合整備モデル事業に要する経
費に対し、市長が必要と認める団体
等に15箇年度以内にわたって補助金
を交付する。（債務負担行為）

尾原地区共同施行ほか（計７団体）に
補助金を交付する。

5,882 4,775

農村整備
課

土地改良
農業の保全・発展のために、農業用
施設の適正な維持管理を目的とす
る。

農業用施設等の補修整備を行う団体
（自治公民館、改良区等）を対象に、
これに要する資材の支給及び建設機
械等の借上の実施。土地改良事業費
補助金交付（債務負担行為）県営農
道整備事業費負担金

68,305 49,043

農村整備
課

調査設計
（耳地区基
盤整備促
進）

750 0

8



平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農村整備
課

地籍調査

・土地の境界や地目、面積の明確化
・公共事業のスピードアップ化や経費
削減・災害復旧作業のスムーズな進
行　・土地取引（土地の流動化や有
効利用）の促進・課税の適正化、公
平化

・国土調査法に基づく地籍調査とは、
土地の最も基礎的な情報である境界
や地目、面積を　明らかにし、その成
果を記録するものである。成果を数
値的に管理することにより、半　永久
的に位置を特定できる。・関金町関金
宿、関金町堀、関金町明高、関金町
福原、西福守町、福守町、西倉吉町
関金町堀、関金町明高、国府、西倉
吉町、秋喜、秋喜西町、福光の各一
部・①住民への説明会→②一筆地調
査→③地籍測量→　→④地籍測定、
地籍図作成→⑤成果の閲覧→⑥法
務局送付

36,272 32,056

農村整備
課

単県農道整
備（古川沢）

3,200 0

農村整備
課

単県農用地
の改良及び
保全（三江
開田）

4,000 0

農村整備
課

単県農用地
の改良及び
保全（栗尾）

1,000 0

農村整備
課

単県農用地
の改良及び
保全（広瀬）

800 0

農村整備
課

単県農業用
用排水路施
設整備（北
野）

1,500 0

農村整備
課

単県農用地
の改良及び
保全（福積）

3,500 0

農村整備
課

単県農用地
の改良及び
保全（不入
岡）

6,000 0

農村整備
課

単県農道整
備（松河原）

5,000 0

農村整備
課

農業農村整
備事業

老朽化した農業用施設の改修整備を
行い、農業経営の安定化と、維持管
理の軽減を図る。

農業用用排水路　L=260ｍ（若土130
ｍ、横田50ｍ、福原80ｍ）樋門　２基
（上余戸1基、桜1基）農業用かんがい
排水施設　１箇所（久米ヶ原）【県交付
金事業】

0 14,000

農村整備
課

耳地区元気
な地域づくり
交付金事業
（基盤整備
促進）

国土の保全と農業水路の安定供給
するとともに、維持管理の軽減と農業
経営の安定と向上を図る。

用排水路改修　L＝150ｍ 0 10,100
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

農村整備
課

農地・水・環
境保全向上
対策支援事
業

　農地・農業用水等の資源は、食料
の安定供給、農業の多面的機能の発
揮を支える社会共通資本である。特
に、農地や農地周辺の水路、農道な
どの資源の多くは、これまで集落など
地域の共同活動により保全管理され
てきましたが、近年の集落機能の低
下により地域共同活動が衰え、力強
い農業構造の実現や活力ある農村
の振興に支障をきたしている。　これ
を踏まえて、農地・水・環境の良好な
保全と質的向上を図る。

地域において農地・水・環境の良好
な保全と質的向上を図るため、　　①
農地・農業用水等の保全向上に関す
る地域ぐるみでの効果の高い共同活
動　　②農業者ぐるみでの環境保全
に向けた先進的な営農活動　　③こ
れらの活動の質をさらにステップアッ
プさせるための取り組み　をともに協
定に位置付け、多様な主体の参画を
得てこれらを総合的・一体的に実施
する　活動を支援。本対策の実施期
間は、平成１９年度から２３年度まで
の５ヶ年間

0 10,136

農村整備
課

調査設計事
業（大鴨地
区基盤整備
促進）

団体営で実施する元気な地域づくり
交付金事業等の土地改良事業の実
施が見込まれる地域について、調査
設計の負担を行う。

事業採択に係る調査設計 0 675

農村整備
課

農道維持管
理

　市管理農道を常に良好な状態に管
理し、農道としての機能を十分に発
揮せしめることを目的とする。

　農道としての機能を維持するため、
巡視するとともに維持管理を行う。

34,057 36,572

農村整備
課

現年度補助
災害復旧

被災した農地及び農業用施設等の復
旧を図り、被災農家等の安定的な農
業生産活動の回復に資する。

農地及び農業用施設の災害復旧事
業【国庫補助】

10,000 10,000

農村整備
課

現年度単独
災害復旧

被災した農地及び農業用施設等の復
旧を図り、被災農家等の安定的な農
業生産活動の回復に資する。

農地及び農業用施設の災害復旧事
業【市単独】

1,000 1,000

管理課
土木総務
（管理）

認定道路・指定準用河川等の管理台
帳管理費として

市道台帳調書・閲覧システム管理
費、指定準用河川の台帳管理費、鳥
取県土木事業振興負担金

12,097 7,633

管理課
道路橋梁総
務（管理）

道路改良期成会等負担金として 道路改良期成会等負担金 555 473

管理課 境界確定 境界確定事務費として
境界確定事務費、境界確定に伴う地
積測量図等作成経費

2,409 1,967

管理課
県道改良事
業費地元負
担金

県道改良事業費地元負担金として 市内の県道改良事業費地元負担金 23,400 2,625

管理課
都市計画総
務（管理）

県・市内における国県道整備に係る
期成会等に参加し、国に対する要望
や期成会活動を行うこと、また市内の
土地区画整理地内の保留地、保有地
の管理、建設業法に関する事務を行
うこと等、都市計画管理に関する事
務費として

道路整備促進期成会総会等出席旅
費、土地区画整理保留地・保有地等
管理費、建設業関係事務費、中国国
道協会等負担金

2,072 2,348

管理課
県街路改良
事業費地元
負担金

県街路改良事業費地元負担金として
市内の県街路改良事業費地元負担
金

30,150 27,135
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

管理課
打吹公園管
理

打吹公園管理費として

年間を通じた公園の清掃、草刈り、樹
木剪定、トイレ清掃等（動物舎を含
む）公園内施設（トイレ、遊具、動物
舎）の定期点検、維持補修、ふれあ
い型小動物の飼育、飛龍閣の利用管
理、保守管理、大山国立公園協会負
担金の支払い

29,031 29,271

管理課 トイレ管理 トイレ管理費として

さわやかトイレ、上灘コンフォート、福
祉会館跡トイレ、西倉吉トイレの維持
管理等、明倫ふれあい広場管理委託
料の支払い、年間を通じた公園の清
掃、草刈り、樹木剪定、トイレ清掃
等、施設の定期点検、維持補修

3,935 4,171

管理課
まちづくり管
理

まちづくり管理費として

鉄道記念館、駅前エントランス広場、
小鴨地区広場、プロムナード公園、西
倉吉工業団地グラウンド等の維持管
理、年間を通じた公園の清掃、草刈
り、樹木剪定等、施設の定期点検、
維持補修

4,302 2,598

管理課
街区公園外
管理

街区公園外管理費として

公園管理委託料の支払い（地元公民
館の４３件）、月に２～３回のゴミ収集
（上灘中央公園外１５公園）、年間を
通じた公園の清掃、草刈り、樹木剪
定、トイレ清掃等、公園内施設（トイ
レ、遊具等）の定期点検、維持補修

8,057 10,891

管理課
都市公園外
管理

都市公園外管理費として

大平山公園、上灘中央公園、七峰公
園、河北中央公園の維持管理、年間
を通じた公園の清掃、草刈り、樹木剪
定、トイレ清掃等、公園内施設（トイ
レ、遊具等）の定期点検、維持補修

5,363 6,973

管理課
児童遊園地
管理

児童遊園地管理費として

八幡町児童遊園地、上井第１児童遊
園地（上井東公園）の維持管理、年
間を通じた公園の清掃、草刈り、樹木
剪定、トイレ清掃等、公園内施設（トイ
レ、遊具等）の定期点検、維持補修

1,004 604

倉吉駅周
辺整備事
務所

上井羽合線
特別会計繰
出金

51,644 56,055

倉吉駅周
辺整備事
務所

倉吉駅周辺
まちづくり整
備

交通結節点改善事業の施行に併せ、
地域の賑わい創出を図る。中部の玄
関口にふさわしい空間、導線確保の
ための整備を図る。

地域交流センター　約1,200㎡整備南
口駅前広場の整備エスカレーター、ト
イレの整備

66,355 360,299

倉吉駅周
辺整備事
務所

交通結節点
改善

倉吉駅周辺地区は、鉄道によって南
北が分断されており、自由交通が阻
害されている状況にある。南北地域
の一体化を推進し、市民生活の利便
性や安全性の向上及び鉄道利用者
のネットワーク化を図る。広域交通の
拠点機能の向上を図る。

自由通路　W=6.0ｍ　L=50.0ｍ駅北広
場　約3,500㎡

70,000 290,000
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

建設課
土木総務
（建設）

各地方公共団体や関連団体と連携し
た国等への各種要望活動の実施や
各種研修会へ参加することにより、今
後の土木行政の推進を図る。

各種要望活動への参加旅費及び大
会等負担金

540 478

建設課
道路橋梁総
務（建設）

夜間の交通事故防止のための道路
照明の管理及び市民の防犯と安全を
図るための防犯街灯の設置を図る。

市内街灯の維持修繕（河北散歩道街
灯６基、その他市内街灯３５基）街灯
の新設（２基）防犯外灯を設置する自
治公民館に対する補助（新設40基）

4,981 7,195

建設課 除雪対策

冬期間の積雪、凍結時における道路
交通の混乱を解消し、市民の円滑な
交流を図ることにより市民生活の安
定を図る。

＜市道除雪＞　主要幹線382路線、
延長258km＜歩道除雪＞　各地区へ
市所有12台、県貸与3台を貸出し、通
学路等を確保＜凍結防止＞　凍結防
止剤設置（市内２８箇所）、凍結防止
剤散布（6路線）

15,055 16,717

建設課
道路維持
（建設）

道路管理者として市道を適切に管理
し、人々が快適に通行出来るように
努める。

市道清掃・除草、市道維持補修工
事、交通安全施設整備工事、道路補
修用原材料支給

73,386 107,951

建設課
一般道路新
設改良

市道の新設及び改良を行い、車両通
行の円滑化や歩行者の安全確保を
図る。

＜道路新設改良工事＞舗装、拡幅改
良、側溝改良、歩道関連工事、土地
購入及び補償＜道路改良負担金＞
県代行事業費負担金など

58,368 67,658

建設課
県代行負担
金

0 0

建設課
地方道路交
付金

市道東昭和町下田中町線　県立厚生
病院の改築に伴い交通アクセスの利
便性を図る。市道山根中央線　歩道
のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化により、高齢者・障害を
持つ人等歩行者の円滑な　移動を図
る。市道上井17号線　通行車両のす
れ違いを可能にし、歩行者・通行車
両の安全を図る。

市道東昭和町下田中町線（L=165
ｍ、W=7ｍ）、市道山根中央線（L=560
ｍ、W=12ｍ）、市道上井17号線
（L=540ｍ、W=6ｍ）

185,000 115,000

建設課 辺地対策

平成１８年４月に「辺地総合整備計
画」を策定し、立見地区住民の安全
な通行確保を図るため、道路整備を
実施。

市道横手立見線道路改良工事・橋梁
工事施工延長　Ｌ＝３２０ｍ　Ｗ＝５．
０ｍ　（内橋梁２基）

0 80,000

建設課
まちづくり交
付金

景観阻害であったアーケードを撤去
後景観にあう自然色舗装、側溝、照
明施設等の設置を行い環境整備を図
る

市道西町越殿町・市道東仲町仲ノ町
線（L=300ｍ）、照明施設設置

0 15,000

建設課
橋梁維持補
修

橋梁を修繕し、橋梁の保全と通行者
の安全を確保する。

＜落橋防止＞　１ヶ所　東橋（設計業
務）、＜橋台撤去＞　１ヶ所　向田橋、
＜補修工事＞　３ヵ所　浅井橋、坂の
下橋、第１野添橋

3,285 30,902
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

建設課
一般橋梁新
設改良

橋梁の新設や改良を行い、交通の安
全と円滑化を確保し、市民生活の利
便性・安全性・快適性の確保を図る。

橋梁整備事業費負担金 1,687 1,685

建設課
河川総務及
び維持

河川及び水路の維持改修を進めると
ともに、各種治水団体へ参加すること
により、河川治水事業の円滑な実施
を行う。

国・県所管樋門（37ヵ所）の樋門操作
員報酬等、河川・水路維持改修工
事、基幹水利施設補修事業費負担
金、各種期成同盟会負担金

12,536 24,467

建設課
急傾斜地崩
壊対策

「急傾斜地の崩壊による災害の防止
に関する法律」に基づき、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。

県施行の急傾斜地崩壊対策事業の
事業費に対する地元負担金　5ヶ所

12,000 9,200

建設課 水防対策
水災害の警戒に備えるため、水防倉
庫の保全に努める。

水防倉庫修繕工事　1ヶ所、備蓄用消
耗資材購入

579 454

建設課
公共土木補
助災害復旧

異常気象により被災した河川、道路
等などの市が管理する公共土木施設
について速やかに事業査定を受け3
年以内に復旧工事を実施し、施設を
従前の機能に回復させる。

河川・道路災害復旧工事、設計委託 11,000 11,000

建設課
公共土木単
独災害復旧

異常気象により被災した河川、道路
等などの市が管理する公共土木施設
について、災害復旧工事を実施し、
施設を従前の機能に回復させる。

河川・道路災害復旧工事、設計委託 1,000 2,000

下水道課
集落排水事
業推進基金
積立金

整備に必要な費用の一部を確保する
ことで、集落排水事業の安定した執
行を図る。

○基金の運用や貯金による利息等の
積立○基金造成事業補助金の積立
及び運用

587 6,671

下水道課
集落排水事
業特別会計
繰出金

集落排水事業特別会計の安定運営
を確保する。

○集落排水特別会計における赤字
補填分の確保。○事業の性質上、公
共的部分にかかる経費の一部を一般
会計が負担する。

224,731 304,339

下水道課 下水道繰出
下水道事業特別会計の安定運営を
確保する。

○下水道事業特別会計の赤字補填
を図る。○事業の性質上、公共的費
用にかかる一部を一般会計が負担す
る。

1,256,428 1,285,721

景観まちづ
くり課

建築指導
建築主に対し、建築基準法等に基づ
き建築指導を行い、秩序あるまちづく
りを目指す。

建築基準法の規定に基づく建築確認
業務倉吉市震災に強いまちづくり促
進事業

19,399 43,975
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

景観まちづ
くり課

まちづくり交
付金

本市のまちづくりにおける重点課題
「若者定住化」に関連する取り組みと
して、地域資源を活用した観光振興
及び市街地の整備を行なうために必
要な本町通り西側３００ｍのアーケー
ドを撤去を行なう。なお、本事業は国
土交通省の承認を受けた都市再生
整備計画（第１回変更）にもとづき、ま
ちづくり交付金を活用して実施する

西町、西仲町、東仲町の老朽化し危
なくなったアーケードを撤去すること
により市民の安全な歩行空間の確保
を行なう。アーケード撤去後に、今ま
で整備困難であった地区住民の生活
基盤（上下水道・側溝整備等）の整備
を行い、街なみ環境整備事業等によ
り修景を実施し、歴史的景観を活かし
たまちづくりを進める。今後建物調査
を実施し、伝統的建造物群保存地区
の拡大について検討する。

0 15,000

景観まちづ
くり課

都市計画総
務（景観）

第１０次総合計画のまちづくりの基本
目標「環境にやさしく快適で安全なま
ちづくり」基本的政策「自然と調和した
快適空間の創造と総合的な土地利
用の促進」施策「市街地の整備」「景
観の保全」を実施するために平成１８
年から２箇年で行なう都市計画マス
タープランの検討や、平成１７年から
景観法にもとづく景観行政団体として
実施している項目の実施に必要な検
討、情報収集、審議会・説明会の開
催を行なう。

都市計画マスタープランの検討都市
計画審議会の開催（審議内容：都市
計画・景観計画・屋外広告物）市民説
明会の開催各種資料の収集、会議へ
の参加

21,232 8,744

景観まちづ
くり課

倉吉打吹地
区街なみ環
境整備

街なみ環境整備事業は住環境の整
備をし、ゆとりとうるおいのある住宅
地区形成をすることにより公共の福
祉に寄与することを目的とする。　『遥
かなまちとの出会い』をテーマに地区
内の街並みが統一され、調和され、
倉吉特有の歴史（文化、香、水、緑）
の要素を取り入れ、先人が築き上げ
た八橋往来、玉川沿いの歴史的建造
物などの街並みを活かし、生活感が
あり快適で現代的要素も加味しなが
ら街なみ環境整備を行う。

期間：平成１８年度より平成２７年度
まで区域：成徳、明倫地区（倉吉打吹
地区）の約32ヘクタール整備概要住
宅：地区内の外壁、屋根等にかかる
改修工事への補助記小公園等：空き
地の活用をしつつ住民がくつろげるス
ペースをつくる。その他：地区の防災
面を強化する為消火器ボックス、電
柱、街灯を景観に配慮し整備す
る。

2,700 25,038

景観まちづ
くり課

市営住宅維
持管理

公営住宅法に基づく公営住宅、改良
住宅、市単独住宅、特定公共賃貸住
宅及び都市再生住宅の適正な維持
管理を行う

市営住宅の維持管理　維持管理・保
守にかかる経費　収納及び徴収等に
かかる経費　用途廃止に伴う市営住
宅除去等工事費

20,698 27,615

景観まちづ
くり課

県営住宅維
持管理

県より管理代行している県営住宅の
適正な維持管理を行う

県営住宅８団地　７５戸の維持管理
及び関係する事務経費

3,230 2,580

景観まちづ
くり課

改良住宅維
持管理

1,729 0

景観まちづ
くり課

特定公共賃
貸住宅維持
管理

756 0

景観まちづ
くり課

市単独住宅
維持管理

641 0

景観まちづ
くり課

上井都市再
生住宅維持
管理

26 0
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平成19年度予算

一般会計 （単位：千円）

所属課名称 事業名称 事業目的 事業概要
18年度
予算額

19年度
要求額

景観まちづ
くり課

余戸谷町住
宅整備

　余戸谷町に整備した市営住宅の土
地の代金の支払いの為

　平成１４年に買収した旧ＮＴＴ宿舎を
市営住宅として利用　　債務負担行
為により１０年間で土地代を支払い
（年額8,840,000円）

8,840 8,840

景観まちづ
くり課

地域住宅交
付金事業

少子高齢化の急速な進展等社会経
済情勢が大きく変化する中で、子育
てしやすい居住環境の整備、高齢者
や障害者の地域居住の要請など、地
域における多様な需要に応じた公的
賃貸住宅の整備及び管理をすること
を目的としている。

市営住宅ストック総合活用計画：火災
報知器の整備

0 3,353

合計 5,377,918 5,925,507
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