
1 
 

 

 

 

 

 

 

倉吉市震災復興計画の策定について 

 

 

 

１．計画策定の趣旨 

平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震から、再生（復旧・復興）することを目指し、被

災者の生活、地域経済、そして社会基盤の再建と防災力の強化を図り、市民が安心して暮らし、働く

ことのできるまちづくりに全力を挙げて取り組むため、倉吉市震災復興計画を策定する。 

 

 

２．基本姿勢 

復興計画の策定にあたり、市民生活について、震災前以上の「安心・安全」「元気・活力」を備え

た暮らしよい倉吉市を目指すこととする。 

 

 

３．計画期間 

 平成２８年度～平成３１年度（３年５ヶ月）   
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４．目標と施策、及び指標について 

 復旧・復興のため、４つの目標を設定する。 

目標を達成するため、各施策を推進する。 

また、目標の達成度を測定するため、目標指標を設定し、定期的・定量的に把握する。 

 

目標１ 被災者の生活再建  

（施策） 

①被災者等に対するきめ細やかな生活支援体制の整備 

②心のケア体制の整備 

③各種支援金や義援金等の給付 

④援護資金や各種生活資金等の貸付 

⑤被災した児童・生徒に対する就学支援と教育相談の充実 

⑥税・手数料等の減免・徴収猶予 

⑦公営住宅や民間宿泊施設等の活用による一時入居住宅の提供 

⑧住宅の再建支援 

 

目標指標 平成 28 年度 

（281231 現在見込） 

平成 31 年度 

(目標) 

・被災住宅再建支援制度適用件数／被災住宅件数 82.4％ 

（7,464 件/9,055 件） 

100％ 

（9,055 件/9,055 件）

 

 

目標２ 地域経済の再建  

（施策） 

①被災した農地、農業用施設等の復旧 

②各種支援策の推進による農林業の再建 

③被災事業者に対する再建支援 

④中小企業に対する経営支援 

⑤観光客の回復と観光産業の育成 

⑥まちの元気回復 

⑦地域産品の消費促進 

⑧移住者確保  

⑨被災した商工業施設の復旧 

 

目標指標 平成 28 年度 

（281231 現在見込） 

平成 31 年度 

(目標) 

・年間観光入込客数（市内観光施設入込客数合計） 1,290,000 人 1,500,000 人 

・業況判断ＤＩ値（小売業） －25 ０以上 
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目標３ 社会基盤の再建  

（施策） 

①被災した道路の早期復旧 

②被災した公園の早期復旧 

③被災した上下水道の早期復旧 

④被災した公共・公共的施設の早期復旧 

 

目標指標 平成 28 年度 

（281231 現在見込） 

平成 31 年度 

(目標) 

・地区公民館復旧件数／被災した地区公民館数 8.3％（１館/12 館） 100％（12 館/12 館）

・小学校復旧件数／小学校数 ０％（０校/14 校） 

※旧山守小学校含む 

100％（14 校/14 校）

・中学校復旧件数／中学校数 ０％（０校/５校） 100％（５校/５校） 

・被災道路復旧件数／被災道路件数 37.6％ 

（226 箇所/600 箇所） 

100％ 

（600 箇所/600 箇所）

 

 

目標４ 防災力の強化  

（施策） 

①地域防災計画の検証・改訂 

②避難所の検証と運営の充実 

③市民の防災意識の啓発 

④災害に強い地域づくり活動の促進 

⑤記録・資料の保存・公開 

 

目標指標 平成 28 年度 

（281231 現在見込） 

平成 31 年度 

(目標) 

・市が養成した自主防災リーダー（防災士）の育成

人数（累計） 

６人 60 人 

・自主防災組織を結成している自治公民館数／自

治公民館数 

80.1％（177館/221館） 95％（210 館/221 館）
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５．目標・各施策に資する事業（調整中、平成 28 年度実施事業も含む。） 

施策を推進するため、事業を実施する。 

 

目標１ 被災者の生活再建  

（施策） 

①被災者等に対するきめ細やかな生活支援体制の整備 

   ○被災者総合相談窓口の設置 

・被災者の生活支援や各種支援制度の申請受付の総合相談窓口を設置する。 

 

   ○災害ボランティアセンターの開設 

・ボランティア受入れや被災者等からのニーズの受付、及びマッチングによる救援・復興支 

援活動へ、災害ボランティアを派遣する。 

 

   ○災害廃棄物処理事業 

・被災者の生活再建に向けた緊急的な支援対応として、災害廃棄物仮置場での受入れ処理及

び屋根等の修繕により排出される災害廃棄物の仮置場での受入れを行う。また、緊急的な

対応後については、工事に伴う廃棄物としての適正処理に移行する。 

 

②心のケア体制の整備 

   ○こころの健康づくり事業 

・こころの健康に関する正しい知識を普及し、自死を未然に防止するために、関係機関と  

連携し自死対策を推進するとともに、被災者の心のケアを行う。 

 

③各種支援金や義援金等の給付 

   ○災害義援金 

・地震で被害を受けた人を支援するため、生活再建の一助とする義援金を受け付け、配分委

員会で決定した配分基準に基づき、被災者へ配分を行う。 

 

   ○民間賃貸住宅家賃補助事業 

・住居が被災した市民に、民間賃貸住宅への入居に係る家賃等を補助する。 

 

④援護資金や各種生活資金等の貸付 

   ○災害援護資金貸付事業 

・地震で被害を受けた人に対し、生活立て直しのための資金の貸付を行う。 

 

⑤被災した児童・生徒に対する就学支援と教育相談の充実 

   ○教育相談の充実 

・災害や事件・事故発生時における子どもの心のケアとその体制づくりを行う。 
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⑥税・手数料等の減免・徴収猶予 

   ○市税の減免 

・法律・条例の規定に基づいて、地震発生年度の市税のうち、地震発生日以降に到来する納

期限の市税について、地震で受けた損害の程度に応じて減免を行う。 

 

   ○証明手数料の減免 

・災害復旧に係る公的支援の手続きや金融機関からの融資等を受けるために必要な税務証

明を減免する。 

 

⑦公営住宅や民間宿泊施設等の活用による一時入居住宅の提供 

   ○被災者への公営住宅提供事業 

・住居が被災した市民に、市営住宅を一時入居として提供する。 

 

⑧住宅の再建支援 

   ○被災者住宅の応急修理事業 

・被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業

者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理を行う。 

 

   ○被災者住宅再建支援制度（国事業） 

・住宅の被害程度に応じて支援金を支給する。 

【建設・購入】 

全壊３００万円（単数世帯 225 万円） 

大規模半壊２５０万円（単数世帯 187.5 万円） 

【補修】 

全壊２００万円（単数世帯１５０万円） 

大規模半壊１５０万円（単数世帯 112.5 万円） 

 

   ○被災者住宅支援事業（県事業） 

・住宅の被害程度に応じて支援金を支給する。 

半壊１００万円（単数世帯７５万円） 

一部損壊３０万円 

被災者住宅修繕支援金 

一部損壊１万円から５万円 
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目標２ 地域経済の再建  

（施策） 

①被災した農地、農業用施設等の復旧 

   ○農林水産業共同利用施設復旧応援 

・ＪＡ共同利用施設の復旧を支援する。 

 

   ○現年度補助災害復旧 

・地震により被災した農地、農業用施設（農道、水路等）、林道について、国庫補助（県経

由）を受け、復旧工事を実施する。 

 

②各種支援策の推進による農林業の再建 

   ○農業施設等復旧支援資金応援事業 

・被害施設復旧にかかる資金借入に伴う金利負担軽減を措置する。 

 

③被災事業者に対する再建支援 

   ○公衆浴場確保対策事業 

・被災した公衆浴場大社湯を修繕する。 

 

   ○貸工場施設管理事業 

・西倉吉工業団地内貸工場ならびにテクノパーク灘手内貸工場の被害のあった箇所を修繕

する。 

 

④中小企業に対する経営支援 

   ○特別金融支援事業 

・中小企業への災害等緊急対策資金の貸し付けを行なう金融機関に対し、その資金に一部を

預託する。 

 

⑤観光客の回復と観光産業の育成 

   ○ポップカルチャーによる観光客等誘致促進事業 

・フィギュア・楽曲配信コンテンツ等ポップカルチャーを活用し観光客等を誘客する。 

 

   ○関金温泉開湯 1300 年祭推進事業 

・関金温泉開湯 1300 年を記念して各種イベントを開催する。 

 

⑥まちの元気回復 

   ○第 41 回倉吉打吹まつり 

・倉吉打吹まつりの中で、地震被害からの復興をアピールする取組を実施する。 

 

⑦地域産品の消費促進 

   ○ふるさと納税ＰＲ強化事業 

・ふるさと納税を活用した本市産品のＰＲを強化する。 
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   ○晩生梨被害緊急支援事業 

・地震による落果等の被害を受けた梨の販売促進、訳あり梨販促にかかる経費等に対する支

援を行う。 

 

⑧移住者確保  

   ○移住定住情報発信事業 

・震災後に移住された方へスポットをあて、相談会などで震災にも勝る倉吉の良さを PR す

る等、正確かつ効果的な情報発信を行う。 

 

⑨被災した商工業施設の復旧 

   ○まちかどステーション管理事業 

・まちかどステーションの被害のあった箇所を修繕する。 

 

   ○飲食・物販施設管理事業 

・倉吉パークスクエア飲食・物販施設（食彩館）の被害のあった箇所を修繕する。 
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目標３ 社会基盤の再建  

（施策） 

①被災した道路の早期復旧 

   ○公共土木施設補助災害復旧事業 

・鳥取県中部地震により、被災した道路施設の復旧工事を実施する。 

 

   ○公共土木施設単独災害復旧事業 

・鳥取県中部地震により、被災した道路施設の復旧工事を実施する。 

 

②被災した公園の早期復旧 

   ○公園施設災害復旧事業 

・被災した公園施設の修繕を実施する。 

 

   ○国指定史跡・史跡内施設の修理 

・地震で被害を受けた史跡を復旧する。 

 

③被災した上下水道の早期復旧 

   ○公共下水道施設災害復旧事業 

・被災した公共下水道施設（管渠、マンホール、排水溝）を復旧する。 

 

   ○上水道施設災害復旧 

・被災した上水道施設（取水施設、配水施設）を復旧する。 

 

④被災した公共・公共的施設の早期復旧 

   ○市役所被災庁舎再建事業 

・被災した本庁舎及び議会棟、東庁舎並びに南庁舎及び水道局庁舎の被災建築物被災度区分

判定調査等を行い、修繕方法や再建方法等を検討し、早期の再建を行う。 

 

   ○小学校災害復旧事業 

・被災した市立小学校の機能を回復するため、破損した学校施設の復旧工事を実施する。 

 

   ○中学校災害復旧事業 

・被災した中学校の機能を回復するため、破損した学校施設の復旧工事を実施する。 

 

   ○公民館施設災害復旧事業 

・地区公民館（上北条・上井・西郷・上灘・成徳・明倫・社・灘手・北谷・高城・小鴨・上

小鴨）の災害復旧を実施する。 

 

   ○学校給食センター復旧事業 

・地震で天井面及び壁面等に被害を受けた給食センターの復旧を実施する。 
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   ○伝統的建造物群の修理・修景 

・伝統的建造物群修理･修景を行う（特定物件の保存修理への補助など）。 
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目標４ 防災力の強化  

（施策） 

①地域防災計画の検証・改訂 

   ○鳥取県中部地震の教訓を踏まえた地域防災計画の修正 

・鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、地域防災計画の検証及び修正を行う。 

 

②避難所の検証と運営の充実 

   ○共助と公助の連携による避難所運営体制の整備と防災活動拠点の整備 

・倉吉市総合防災訓練（自主防災組織等と連携した避難所運営訓練の実施）を実施し、避難

所の運営方法等を検証し、地域防災計画の修正に反映する。 

・物資の備蓄・供給計画及び本部機能の移転計画を策定し、当該計画に基づく備蓄倉庫の整

備及び防災センターの機能強化を図る。 

 

   ○小・中学校校舎内トイレ洋式化事業 

・校舎内に設置されている和式便器を全て洋式化する。 

 

③市民の防災意識の啓発 

   ○地震ハザードマップの作成 

・新たな地震被害想定に基づく地盤の揺れやすさ等を示した地震ハザードマップの作成し、

地域の危険性や避難所等の防災拠点施設、災害時の行動計画等を周知する。 

 

   ○防災普及指導員による防災意識の普及啓発の実施 

・防災普及指導員による自主防災組織等の防災研修、防災訓練の実施支援をはじめ、地域住

民による防災マップづくり、防災センターにおける視察研修等を通じて、市民の防災意識

の普及啓発を図る。 

 

   ○防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

・自然災害等、地域や学校の抱える安全上の課題に対し、安全管理体制や地域住民・保護者・

関係機関との連携体制の構築に取り組む。 

 

④災害に強い地域づくり活動の促進 

   ○自主防災リーダー（防災士）の育成 

・災害時に住民が主体的に防災活動を実施できる自主防災組織を育成する。 

・自主防災組織の活動を牽引するリーダーを育成するため、住民による防災士資格の取得を

促進する。 

 

⑤記録・資料の保存・公開 

   ○鳥取県中部地震震災記録誌作成 

・平成 28 年 10 月 21 日に発生した鳥取県中部地震の被害状況や対応状況を記録する。 

 

   ○鳥取中部地震関連資料収集事業 

・地震や行政・住民の対応等に関する各新聞記事や雑誌記事など資料を収集する。 




