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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・制度の拡充や新規の事務事業があるもの

○「総合戦略」欄について

地方版総合戦略　『倉吉未来いきいき総合戦略』　関連の事業又は事務事業



事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要

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 19,440

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10ａ当たり8,000円を交付する。
　対象面積；2,429,900㎡

農地を守る直接支払 99,600
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27年度　集落協定数　50協定

就農条件整備事業 11,273
就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図るため、認定新規就農者等が就農から3年以内に行う機械、施設の整備に
係る経費を支援するもの

鳥獣被害総合対策事業 20,386 拡充 ◆

鳥獣による農作物の被害を防止するため、「有害鳥獣被害対策実施隊」を設置し、被害防止計画に基づく捕獲、防護
柵の設置等の被害防止対策を行うもの
≪主な事業≫
【新規】有害鳥獣被害対策実施隊の設置（461千円）
鳥獣被害防止計画に基づく事業を実施した場合、事業費の80%が特別交付税措置される等の財政支援が受けられる

青年就農給付金事業 18,000
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。
　前年度からの継続給付者　10名（15,000千円）　　新規給付予定者　2名（3,000千円）

がんばる農家プラン事業 18,711 拡充

元気な農業者の育成と地域農業の振興を図るため、やる気のある農業者が作成し、県が認定した生産、流通等の計
画の実現に必要な施設、設備に対する支援を行うもの

がんばる農家プラン事業費補助金
①後継者育成と新規雇用による規模拡大プラン
　　コンバイン１台　（3,676千円）
②未来の安定経営のために、西瓜農家のモデルになるぞ
　　作業用ハウス、フロントローダー1台、新中型支柱600本　（1,035千円）
③集落営農法人の活動拠点整備による次世代につなぐ地域農業の活性化プラン
　　農機具保管庫等整備工事一式（14,000千円）

事 業 名
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

農地集積・集約化対策事業 80,385

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。
　農地中間管理事業等業務　（3,385千円）
　機構集積協力金交付事業（77,000千円）

親元就農促進支援交付金事業 3,700

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、 大２年間）
　前年度からの継続給付者2,500千円　新規給付者1,200千円

認定就農者総合支援対策事業 420 新規 ◆
就農初期の農業技術の不足を補うため、認定新規就農者に対して技術指導等を行う篤農家に謝金を交付するもの
　篤農家による技術指導報償金（420千円）

薬用作物等生産振興対策事業 2,061 ◆
耕作放棄地の有効活用と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
す取り組みを推進するもの

鳥取型低コストハウスによる
　　　　施設園芸等推進事業

44,608 拡充 ◆
強い園芸産地づくりを推進するため、高収益な野菜、花き等のハウス栽培品目の生産を行う鳥取型低コストハウスの
導入を支援するもの　　総事業費　66,912千円　導入面積　360㎡（３棟）、7,560㎡（28棟）、1,200㎡（４棟）

園芸産地活力推進事業 1,800 拡充 ◆
野菜や花き等の園芸品目の振興を図るため、農作業用共同機械等の導入を支援するもの
【新規】園芸産地活力増進事業費補助金（1,800千円）
　発展・成長タイプ　野菜苗定植機　３台

定年帰農者等支援事業 900 新規 ◆
農業の新たな担い手を育成と負担の軽減を図るため、定年帰農者等の農業技術の習得や就農初期に係る経費を支
援するもの
　定年帰農者等支援事業費補助金（900千円）

畜産振興対策事業 2,354 拡充

畜産農家の経営の維持、発展を図るため、肉価格低落等による所得補てん及び繁殖等に係る経費を支援するもの
≪主な事業≫
肉用牛肥育経営安定対策事業費補助金　　　　　（733千円）　　　養豚経営安定対策事業費補助金（250千円）
養豚疾病予防対策事業費補助金　　　　　　　 　　（226千円）
【新規】肉用牛繁殖空胎防除対策事業費補助金（150千円）
【新規】優良乳用牛造成支援事業費補助金　　　（995千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

鳥取和牛振興総合対策事業 31,579

畜産農家の育成強化を図るため、将来の和牛生産の中核的な畜産農家等が行う和牛繁殖雌牛の増頭の取り組みや
新規参入者の経営開始に必要な和牛繁殖雌牛の購入に係る経費を支援するもの
≪主な事業≫
鳥取和牛振興総合対策
　新規参入支援　　（5,544千円）  　担い手の増頭に対する緊急支援（20,800千円）
　担い手施設整備 （5,235千円）

多面的機能支払交付金事業 136,991

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。
≪主な事業≫
　・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(59,575千円)
　・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(20,676千円)
　・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(54,440千円)

土地改良 101,997 拡充

農地の保全及び農業経営の発展のため、農業用施設の適正な維持管理を行うもの

【主な新規事業】

・県営事業負担金（35,778千円）

　　久米ヶ原（送水管布設）、羽合堰（頭首工改修）、福山大口（頭首工改修）、天神野（ため池改修）

　　東谷（ため池改修）、般若・般若区有（ため池ハザードマップ作成等）

・団体営農業水利施設保全合理化事業（30,000千円）

　　　天神野（大鳥居地区除塵機設置工事、堀地区ため池斜樋測量設計）

・農業基盤整備促進事業　　　　　　　　　（11,330千円）　　黒見（用排水路整備）、堀野田原（用排水路測量設計）

・農地耕作条件改善事業　　　　　　　　    （7,000千円）　　不入岡（樋門修繕）

・ため池防災減災対策推進事業　　　 　　（1,600千円）  　桜・観ノ目（ため池ハザードマップ作成）

きのこ王国鳥取推進事業 4,237 新規 ◆

「きのこ王国とっとり」の実現に向けた「鳥取茸王」の生産拡大を図るため、緊急的にきのこ生産者の施設整備等に係
る経費を支援するもの
「鳥取茸王」緊急生産拡大事業費補助金（4,237千円）　以下うち数
　 ・原木支援、種菌事業（450千円）　・ハウス、散水施設事業（3,787千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

多くの所得を産みだせる産業の基盤整備

企業誘致 462,189 ◆

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　　　　　　　　　  　7社 　432,831千円
　情報通信関連企業立地促進補助金　１社 　  　7,826千円
　事務管理関連雇用事業補助金　　　 　3社　 　16,125千円

金融対策 413,000 拡充 ◆

地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するため、地域総合整備
財団(ふるさと財団)の支援を得て民間事業者等の設備投資に係る無利子資金の貸付を行うもの
≪主な事業≫
【新規】地域総合整備資金貸付金（413,000千円）

大谷工業団地再整備事業 69,749 ◆
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に要する工業用地の整備を行うもの
事業規模　　2期造成工事　6,122㎡　事業費　56,826千円　　文化財発掘調査　12,923千円

就職情報提供事業 2,053 新規 ◆
雇用の拡大と企業が求める『人財』を発掘するため、市内事業所の求人の開拓や求人と求職者とのマッチングを行う
専門職員を配置するもの
【新規】雇用推進コーディネーターの配置　1名

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

16,000 拡充 ◆
交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、ポップカルチャーを活用した観光客の誘客を図るもの
≪主な事業≫
ポップカルチャーによる観光客等誘致業務（15,400千円）

観光一般 14,321 拡充 ◆
観光客の利便性の向上と近年、増加傾向にある外国人観光客に対応するため、GPS機能を有する多言語の音声ガイ
ドシステムの貸し出しサービスによる観光施設、名所の解説、情報提供を行うもの
【新規】観光音声ガイドサービス業務（1,390千円）

広報公聴 19,394 拡充 ◆
本市の魅力を発信することによる交流人口の拡大、ＩＪＵ施策に活用するもの
【新規】倉吉市ＰＲポストカード　20,000部（238千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

若女将による関金温泉街活性化事業 1,985 拡充 ◆

関金温泉若女将による関金の特産品及び地域資源の発掘や活用による関金温泉、地域の活性化を図るもの
　任期；平成28年6月末まで
【新規】地域おこし協力隊起業支援補助金（1,000千円）
　関金地域の特産品や地域資源を活用した地域おこし協力隊の起業を支援するもの

地域おこし協力隊による関金活性化事業 3,757 ◆
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。併せて、平成29年迎える開湯1300年に向けた事業展開に参画するもの

地域資源観光活用事業（関金地区） 4,500 ◆

≪主な事業≫
○農村型体験旅行推進事業費補助金（2,500千円）
農山村地域の活性化と賑わいの創出を図るため、農村型体験旅行の受入と修学旅行等の団体を受け入れる体制の
整備に取り組む団体を支援するもの

○関金温泉グランドデザイン推進事業費補助金（1,050千円）
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

観光施設維持管理事業 6,156 拡充

≪主な事業≫
打吹地区における観光客の回遊性、利便性の向上を図るため、平成27年度に完成した観光駐車場の供用を開始す
る
【新規】宮川町観光駐車場（旧ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰたからや跡地）供用開始　平成28年4月

観光関連団体助成事業 37,531

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　28,000千円
　とっとりコンベンションビューロー開催補助金　1,525千円
　コンベンション等誘致支援助成金　275千円

琴桜記念館運営事業 6,074
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 6,630 ◆

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　（5,080千円）
　中心市街地にぎわい創出事業費補助金　　　　（250千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

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 116,102

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（80,316千円）

子育て支援事業 19,965
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。

保育所運営 1,797,892 拡充 ◆

≪主な制度改正≫
　保育料の無償化対象世帯の拡大
　保育料の負担軽減対象児童の拡大
　保育士確保のための処遇改善

妊婦出産包括支援事業 5,081 新規 ◆

育児不安の早期解消、児童虐待等を未然に防ぐため、妊娠期から出産後までの心身ともに不安定な時期の妊産婦を
保健師等の専門職により総合的に支援するもの
≪主な事業≫
【新規】産前・産後サポート事業　保健師等による相談支援、個別訪問　2名配置

母子福祉事務 14,914

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　　　（3,880千円）
　母子家庭自立支援給付補助金（7,538千円）

児童扶養手当 301,287 拡充
制度改正；ひとり親世帯の生活の安定と自立を促進するため、手当の第２子加算、第３子以降加算を増額する
　８月の支給月分から実施見込み
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

自分らしくいきいきと過ごせる福祉環境の整備

障がい児支援給付事業 65,904

　障がい児が心身ともに健やかに成長し、また、保護者の介護負担を軽減することで、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、医療給付、在宅生活支援給付、通所支援給付等、利用者負担の助成を行う
もの
≪主な事業≫
　生活支援給付費（25,177千円）　障がい児通所給付費等（31,356千円）

自立支援給付事業 1,240,810
障がいのある方が地域での安心で自立した生活を送るため、障がい者の能力や適性に応じたサービスの提供と支援
をするもの

地域生活支援事業 115,021

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（6,470千円）
　障がい者相談支援　　　　 　（23,132千円）
　日常生活用具給付費　　　 （16,919千円）
　地域生活支援給付費；移動支援、日中一時支援等（60,574千円）

生活困窮者自立支援 22,864 拡充

生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、特に複合的な課題から就労に向けての準備が整ってい
ない生活困窮者に対して、個々の適性に応じた基礎能力の形成や就労体験等による就労に向けた支援を行うもの。
≪主な事業≫
　自立支援事業（12,579千円）　　家計相談支援事業（3,145千円）　　住居確保給付金（3,744千円）

【新規】就労準備支援事業（3,396千円）
　・ボランティア活動体験事業
　　ボランティア活動等の体験機会を定期的に提供。活動参加を通じて就労に必要な仲間意識、達成感を醸成すると
ともに、就労に必要な基礎能力を身につけ、社会への参加意欲を高めていく。
　・中間的就労支援事業
　セミナー開催、履歴書、面接等の指導や職業訓練等の就労体験を通じて就業能力を高めるとともに、個別の就労支
援を行う。
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

臨時福祉給付金 89,571

平成26～27年度と同様に、低所得者に対し、消費税引上げによる影響を緩和するため、簡素な給付措置を実施する

もの。また、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者を支援するため、簡素

な給付措置対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している者に向けた加算給付を行うもの。

≪主な事業≫

○低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金

　・支給対象者　平成28年度簡素な給付措置の支給対象者のうち、障害・遺族基礎年金を受給している者

　・支給金額　　1人につき30千円

○簡素な給付措置（臨時福祉給付金）

　・支給対象者　市民税(均等割)が課税されていない者(市民税課税者の扶養親族、生活保護の被保護者を除く）

　・支給金額　　1人につき 3千円
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

特別医療 326,169 拡充 ◆
健康の保持及び生活の安定をはかるため、障がいのある方（身体・知的・精神）、特定疾病患者、児童生徒、ひとり親
家庭を対象に医療費の助成を行うもの
【拡充】小児扶助の対象年齢の拡大　「中学校卒業まで」から「18歳の年度末まで」

個別予防接種 127,865 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】ロタウィルスワクチン助成（1,500千円）
　乳幼児の健康維持と子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、乳幼児期のロタウイルスによる胃腸炎の予防接
種費用を助成するもの

老人福祉一般 43,178 拡充

高齢者の地域での生活環境づくりを促進するため、第6期倉吉市高齢福祉・介護保険事業計画に基づく、地域密着型
サービスの施設整備を行う
≪主な事業≫
【新規】地域医療介護総合確保基金事業費補助金
　開設準備費（11,178千円）
　施設整備費（32,000千円）　認知症高齢者グループホーム　1施設

がん検診 76,283 拡充 ◆
がん疾患の早期発見のため、健康診断の周知と受診機会の拡大を行うもの
≪主な事業≫
【拡充】生活保護受給者に対するがん検診の無償化

健康診査 2,818 拡充
健康を保つ口腔機能の維持、向上を図るため、歯周疾患検診を実施するもの
≪主な事業≫
【拡充】対象年齢の拡大　40，50，60歳に加え、70歳を対象とする

互いを認め、尊重し合えるまちをつくる

同和対策 1,954
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」を推進するもの。

男女共同参画の推進 664
男女共同参画社会の実現を図るため、本年度から始まる「第5次くらよし男女共同参画プラン」に基づき女性が地域や
職場で活躍できる環境づくりを推進するもの。

だれもが健康で安心して暮らせるまちづくり
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

次世代を担う子どもたちの育成

児童健全育成 76,351 拡充 ◆

公立児童クラブ運営 57,400 ◆

放課後子ども教室推進事業 4,109 拡充 ◆

倉吉に誇りと愛着を持つ子どもの育成を図るため、地域の方々の参画を得て各地区に安全・安心な子どもの活動拠
点（居場所）を設け、地域の特色を生かした文化・スポーツ活動、交流活動を推進するもの。

※一体型の放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の設置（関金小学校区）
「倉吉市子ども・子育て支援事業計画」の放課後子ども総合プランの推進に向けての行動計画に基づくもの

スクールソーシャルワーカー活用 4,561 拡充 ◆
不登校を含む長期欠席者の出現率が高い本市の課題克服のため、社会福祉士等の資格を有する者を雇用し、学校
や児童生徒、保護者への支援を行うもの
　有資格者の専門職員の配置　3名（対前年度比　1名増員）

元気はつらつプラン 19,722 拡充 ◆
学習教育環境を整備するため、学習、学校生活の中で個別対応が必要な児童生徒を支援するもの
　学校統合に伴う増員　19名（対前年度比　1名増員）
　　学校統合に伴う環境変化に対応するため、教員補助職員を増員配置するもの

不登校児童生徒への支援事業 4,757 新規 ◆
フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒の状況に応じた総合的な教育支援体制を構築するためのモデル事業を通じ
て、不登校児童生徒が自信を持って学べる教育環境を整備するもの
　中部子ども支援センターに専門職員を2名配置、家庭訪問を通じて相談、学習支援を行うもの

教育総務 5,953 拡充
≪主な事業≫
地域学校委員会（126千円）
　地域の次世代育成のため、学校と連携し「教育を考える会」を開催する。

適正配置準備 54
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。

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、授業の終了後に児童厚
生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与える事業を実施するもの。
≪主な事業≫
　民間委託　12クラブ　　公立クラブ運営　7クラブ
　【新規】西郷、上灘小学校の対象児童数の増加によるクラブの増設　西郷地区児童クラブ、上灘地区児童クラブ

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】
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

小学校理科教育パワーアップ事業 500 新規
小学校理科教育における教員の指導力の向上を図るため、モデル校での公開授業や教員研修の実施、研究団体と
連携した取り組みを行う（モデル校；社小学校）

幼保小連携推進モデル事業 600 新規
幼児期の育ちを小学校へ円滑な継続につなげるため、接続期のカリキュラムの作成・実践等を通して、幼児教育・保
育と小学校教育をつなぐ取組を進めるもの

中学校教育研修 5,187 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】倉吉検定の実施（10千円）
　「くらよし風土記」の活用を通じて、文化・伝統・歴史・自然・人物について学び、ふるさとへの強い誇りと愛着心を育
み、将来Ｕターンを考えてもらえるきっかけづくりを目指すもの

小学校運営（総務） 219,232 拡充

≪主な事業≫
【新規】関金小学校校舎改修（86,342千円）　可動間仕切り設置、エアコン設備、トイレ洋式化　等
　関金、山守の両校が統合し、平成28年4月に開校する新「関金小学校」の学習教育環境の整備を行うもの

【新規】河北小学校間仕切り改修実施設計（1,680千円）
　河北小学校の学習教育環境の向上を図るため、ワークスペースと教室間の可動式間仕切壁を防音性能のある固定
式間仕切壁に改修するもの（改修工事実施予定　平成29年度）

成徳小学校耐震補強事業 73,959 拡充
外構整備工事（68,558千円）
　工事概要　　門扉、バリアフリー対応スロープ、外構フェンス　ほか

小鴨小学校校舎増築事業 185,529 新規
【新規】教室棟増築工事（185,157千円）
　工事概要　　鉄筋コンクリート造3階建(3教室、多目的スペース)　延床面積300㎡

上灘小学校屋内運動場跡地整備事業 25,605 拡充

【新規】屋内運動場解体工事（22,449千円）
【新規】屋内運動場跡地整備実施設計（3,156千円）
　整備工事の概要
　　　整備内容　プール用トイレ、更衣室、渡り廊下、遊具移設・交流広場整備

小学校屋内運動場避難所整備事業 5,700 新規
地域の災害時避難場所の機能強化を図るため、車椅子や高齢者の移動がスムーズに行えるよう施設整備を行うもの
　　灘手小学校アスファルト舗装工事　アスファルト舗装　691㎡

中学校屋内運動場避難所整備事業 15,859 新規
生徒の学習教育環境の充実と災害避難者のプライバシーや障がい者に配慮した環境整備を行うもの
　西中学校屋内運動場トイレ改修工事
　　延べ床面積　29.02㎡　車椅子対応洋式ブース設置
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

公民館管理 122,194 拡充

≪主な事業≫
社会教育事業の推進及び地域コミュニティ活動の促進を図るため、トイレのバリアフリー化による誰もが安心して利用
できる環境整備を行うもの。
【新規】北谷公民館トイレ改修（9,902千円）設計監理、工事
工事概要
　　男性・女性トイレ　面積約20㎡
　　和式便器の洋式化取替え（女性用：洋式２基・和式１基、男性用：洋式１基・小便器３基）
　　段差解消、男女間仕切壁設置、LED照明・人感センサー設置他

社会体育振興 17,198 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】全国高等学校総合体育大会自転車競技倉吉市実行委員会負担金（7,182千円）
【新規】全日本クライミングユース選手権ボルダリング競技大会補助金（200千円）
【新規】中国中学校卓球選手権大会補助金（50千円）

体育施設維持管理 52,655 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】武道館照明設備改修（15,997千円）　設計監理、工事　LED化
【新規】陸上競技場上流部排水改修（2,035千円）実施設計
【新規】市営野球場バックスクリーン・スコアボード改修（2,000千円）基本設計
【新規】体育施設の設備整備（25,655千円）
　　　陸上競技場の写真判定機、走り高跳び用マット、ハンマー投げサークル、グランド整備用スポーツトラクター
【新規】関金屋根付多目的広場ネット設置（820千円）

山上憶良短歌募集 1,773 拡充 ◆
本市の歴史文化によるイメージアップと交流人口の拡大を図るため、万葉歌人山上憶良が本市へ国司赴任の1300年
となる節目を迎えるに当たり、その記念事業として短歌作品を全国公募するもの
　全国公募のための広報活動、著名選者による作品選定

文化財保護 3,834 拡充

≪主な事業≫
【新規】埋蔵文化財活用事業（2,000千円）
　文化遺跡を活用した特色あるまちづくりを推進するため、平成28年度は、山上憶良が伯耆国の国司赴任1300年を迎
える節目の年にあたり、その記念事業として国史跡伯耆国府跡やその出土遺物を題材にしたシンポジウムや演劇を
開催し、古代遺跡に対する理解を深め、遺跡環境整備の機運を高めるもの
　シンポジウム、演劇、史跡パンフレットの作成

生涯学習の環境整備

12

12



事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

史跡維持管理 20,178 拡充

≪主な事業≫
【新規】国分寺再整備事業
　伯耆国庁跡、法華寺畑遺跡、伯耆国分寺の3遺跡を顕在化させる空間構成とするため、環境整備を行うもの
　　　歴史公園連絡通路設置工事　（3,717千円）
　　　　歴史公園の回遊性、利便性向上のため、伯耆国分寺跡、法華寺畑跡遺跡間の連絡通路を整備するもの
　　　不要木伐採業務　　　　 　　　　 （4,040千円）
　　　　史跡の景観保全と安全性を確保するため、老朽化、繁茂している不要な樹木の伐採を行う

指定文化財保存整備 31,707 拡充 ◆

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】倉吉淀屋付属屋等修理工事（22,851千円）
　市指定文化財　旧牧田家住宅「倉吉淀屋」の付属屋を主屋と一体感のある歴史建造物として修理し、観光施設や明
倫地区の集会施設として整備、活用するもの
　事業期間H28～　　総事業費　55,000千円

【拡充】波波伎神社社叢緊急調査（3,173千円）
　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

資料館維持管理 92,938 拡充
≪主な事業≫
【新規】歴史民俗資料館屋根外壁改修（89,428千円）
　安心安全な鑑賞環境を提供するため、施設の屋根、外壁の老朽化対策工事を行うもの。

文化芸術活動振興 4,705 拡充 ◆

≪主な事業≫
【拡充】第15回倉吉天女音楽祭（3,600千円）
　第15回の節目の年を迎えるに当たり、「MALTA Hit&Run」のステージを設け、記念事業として、より質の高いコンサー
ト芸術の鑑賞機会を提供するもの

【新規】倉吉・大阪淀屋歴史再発見事業費補助金　200千円
　誘客による交流人口の拡大を図るため、設立30周年を迎える倉吉商工会議所青年部が計画している地域資源の
「淀屋」をテーマにしたパネルディスカッション等の記念事業の開催を支援するもの

文化活動センター 11,757 拡充
≪主な事業≫
【新規】軽運動室空調設備設置（5,034千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

里見ブランド化推進事業 1,289 拡充 ◆

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（169千円）
　　開催時期；10月旬　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）

【拡充】関金子供歌舞伎保存会補助金（320千円）
　関金・山守小学校が統合した後、参画する児童数が増加する等、地域をあげた積極的な取組を支援するもの

創作文華展 304 拡充
【拡充】美術創作活動の振興と育成を図るため、倉吉市美術展覧会の構成部門以外の分野で創作活動を行う方々の
作品発表の場の提供と第40回の節目の記念事業として、例年より開期を延長し、記念賞を設置するもの

特別展「菅楯彦大賞展」 9,293 拡充 ◆
京都、倉吉の２会場で開催。広く全国に周知し、菅楯彦並びに本市の情報発信を行う。
　　京都会場：平成28年8月16日～21日　　倉吉会場：平成28年9月10日～10月10日

特別展「北斎展」 2,001 新規 ◆

【新規】
　江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎の展覧会を開催。日本のみならず海外において「ジャポニスム・ブーム」のきっかけ
にもなった「北斎」は世界的にも有名で、今回、北斎とその弟子たち等の作品を展示し、市民が良質で一流の絵画作
品を直に鑑賞する機会を提供する。
　会期：平成28年4月9日～5月8日
　日本海新聞社との共催

韓国姉妹都市等交流 1,752

国際感覚を身に着けた人財を育成するため、青少年や市民交流団等の韓国姉妹都市との主体的な親善交流を支援
するもの
≪主な事業≫
青少年交流事業（派遣事業）　（1,176千円）本市と羅州市の中学生がホームステイや異文化体験を通じて交流を行う
市民交流事業   （訪問事業）　（　576千円）中部地区日韓親善協会主催の市民交流訪問事業への参加と支援
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

自治公民館活動推進 24,875

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等の支援を行うもの。

　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

≪主な事業≫自治公民館施設整備費補助金

　横田自治公民館新築工事（900千円）　旭西自治公民館改修工事（120千円）　その他（800千円）

元気の出る地域づくり支援 19,827 ◆

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）
また、地域の安全安心なまちづくりを推進するため、市民の自主的な安全活動の推進と生活環境の整備を支援するも
の

集落支援員活用事業 8,169 ◆
　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。
　継続　4地区（上北条、灘手、社、小鴨）

企画政策推進 22,285 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】学生向けシェアハウス導入事業費補助金（11,600千円）
　学生の地域活動への参画による地域づくりを推進するため、地域の空き家を活用した学生向けシェアハウスの運営
を行う団体を支援するもの
　　予定地区：成徳、上井　各１ヵ所
　　実施主体：学生シェアハウス整備実行委員会（学校法人、学生、宅建協会、物件所有者等）

【新規】学生ボランティア活動交通費補助金（200千円）
　学生の力による地域づくりを推進するため、地域イベントやボランティア活動へ参画する学生に対して交通費相当額
を支給する団体を支援するもの

【新規】鳥取看護大学コニュニティ師範養成事業費補助金（1,864千円）
　健康意識の向上や健診受診率の向上を図るため、地域住民が気軽な健康相談、健康測定を行う「人財」の育成や
「まちの保健室」の運営、体制整備を行う団体を支援するもの

地域の結びつきによる、地域力の向上
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

協働のまちづくり 8,049 拡充 ◆

市民参画と協働のまちづくりを推進するため、市民活動団体を支援するもの
≪主な事業≫
【拡充】倉吉打吹まつり補助金（5,000千円）
　　第40回の節目の年を迎えるにあたり、銀座商店街と連携し、若者、学生の参画による記念事業として実施するもの
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（250千円）

定住対策事業 8,157 ◆

≪主な事業≫
・倉吉市移住定住者住宅取得支援補助金（4,050千円）
　　移住者の住宅新築または中古住宅の購入及び改修（店舗兼住宅の店舗改修費用も含む）に係る経費を支援する
もの
　
・移住定住推進活動費補助金（2,832千円）
　　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　（明倫、北谷地区）

・倉吉市移住定住促進空き家取得事業支援助成金（600千円）
　　移住定住の促進を図るため、空き家情報の提供や住宅の取得を支援する交付金等を交付するもの

・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

・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・ＩＪＵターン事業 17,218 拡充 ◆

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。専
任相談員の配置、県外での相談会参加、婚活事業により移住・定住者の増加を目指す。
≪主な事業≫
・移住定住相談員　　　（4,003千円）
　　ワンストップの相談窓口となる移住定住相談員を２名配置する
 
・田舎暮らし体験ツアー（469千円）
（年間10回程度開催）

・【新規】出会い結び合い事業費補助金（300千円）
　　地域住民が主体となって行う婚活事業の開催支援

・若者定住等による集落活性化総合対策事業補助金（10,000千円）
　　生活支援、住宅取得支援
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

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 8,620 拡充 ◆
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。
　【拡充】地域おこし協力隊制度を活用した人材育成（1,592千円）

安全・安心生活空間の整備
（社会資本整備総合交付金）

505,500

車両通行の円滑化や歩行者の安全確保を図るため、通学路の安全対策、道路舗装、道路側溝整備、橋梁点検や橋
梁補修を行うもの
　測量設計業務　　 　（ 93,000千円）
　　　通学路安全対策工事、橋梁補修工事、側溝整備工事等測量設計業務
　橋梁定期点検業務　（ 50,000千円）
　市道陥没調査　　　　（　5,000千円）
　みどり町中央線外法面整備工事工損調査　（500千円）
　工事請負費　　　　 　（345,000千円）
　　通学路安全対策工事、
　　橋梁補修工事（橋梁補修4橋）、
　　市道舗装工事、市道上井中央線側溝修繕工事、市道上井4号線側溝修繕工事
　　市道みどり町中央線外法面整備工事

地方道路整備事業
（地域活力基盤創造交付金）

210,300

車両通行の円滑化や歩行者の安全確保を図るため、市道の改良工事を行うもの
≪主な事業≫
　測量設計委託料　（60,000千円）
　　市道和田東町井手畑線、市道伊木９号線外
　道路改良工事　　（116,000千円）
　　市道八屋福庭線（L≒200ｍ）、　市道大谷中央線（L≒220m）、市道西倉吉町北野線（L≒200ｍ）
　県施工負担金
　　市道天神野福光線道路改良工事 　　（6,000千円）
　　（仮）市道小鴨福山線道路改良工事（20,000千円）

一般道路新設改良 19,685
≪主な事業≫
　市道住吉町円谷線道路側溝工事測量設計業務　　　6,000千円
　市道今坂谷線舗装工事（関金町清水　L≒450ｍ）　12,000千円
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

一般道路新設改良
（緊急防災・減災事業）

11,300 新規
災害時の避難路を確保するため、緊急防災、減災事業債を活用した道路整備を行うもの
【新規】市道米田町富海線（測量設計、改良工事、用地費、補償費）Ｌ＝50ｍ

県道改良事業費地元負担金
（街路事業）

33,000
倉吉駅周辺の歩行者・自転車の通行の安全と交通の円滑化を図るため、市道駅北通り線の一部を県道として整備す
るもの
　事業概要　Ｌ＝1,200ｍ　事業期間　平成27～31年度　総事業費　972,000千円

公園施設長寿命化対策支援事業 5,541 新規
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。
【新規】打吹公園管理事務所改修　実施設計（2,503千円）
【新規】都市公園屋外遊具取替工事（3,038千円）円谷公園、千人破戸公園

地域住宅交付金（市営大坪住宅） 416,195

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。
整備工事　　　（ＲＣ）Ｂ棟4階建24戸
設計業務委託（木造）平屋建3DK 2棟4戸、平屋建2DK 2棟4戸、平屋建2K 2棟4戸
設計業務委託（解体）金谷Ａ19戸、金谷Ｂ20戸、滝川22戸

空き家対策 4,635

生活環境の保全及び安全で安心な市民生活を確保するため、老朽化による倒壊の危険性がある家屋調査、所有者
特定や老朽危険空き家の除却を行う家屋所有者を支援するもの
≪主な事業≫
　老朽危険空き家等除却支援事業　5件（3,000千円）

単県斜面崩壊復旧事業 20,000 新規
公共施設や人家等を保全し、安全安心な生活に寄与することを目的として、荒廃林地及び急傾斜地の災害復旧工事
を行うもの
　　事業箇所　福庭地内　　事業概要　法面保護工　204.3㎡

道路橋梁総務（管理） 11,706 拡充
≪主な事業≫
【新規】道路台帳データ作成（マイラー原図のＣＡＤデータ化）（3,683千円）
　事業年度　平成28～30年度（債務負担行為）　　総事業費　13,187千円

都市計画総務（景観） 46,388 拡充

自然と調和した快適な生活空間の創造と総合的な土地利用を促進する
≪主な事業≫
【新規】都市計画マスタープラン作成業務（4,036千円）
【新規】都市計画図作成業務（42,248千円）
　都市計画の基盤となる図面のCAD、デジタル化
　総事業費　48,460千円
　　一般会計（42,248千円）　下水道事業特別会計（3,836千円）、集落排水事業特別会計（2,376千円）
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

合併浄化槽設置推進 19,283 拡充
生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽設置届出の有無を調査し、浄化槽台帳として整備するもの
【新規】浄化槽台帳の整備（専任補助職員の配置）（2,042千円）

総合交通対策（定住自立圏） 3,030 拡充

≪主な事業≫
【新規】地域公共交通総合連携計画策定業務に係る中部地域公共交通協議会負担金（2,304千円）
　地域の公共交通の効率性、利便性の向上を図るため、鳥取県中部圏域の1市4町が連携し、バス路線の利用実態
調査による持続可能な公共交通システムの実現に向けた運行体系の計画を策定するもの
　総事業費　3,456千円　中部圏域1市4町
　対象路線　中部圏域で運行される全バス路線16線278便

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 1,749

緑化の機運を高め、緑を保全する意識を涵養するため、市民が身近な自然に親しむ機会の創出と今ある自然を守り
増やし後世に伝えていく意識の啓発を行うもの。
≪主な事業≫
　保存樹・保存林保全補助金（800千円）

災害に強く、犯罪や事故のない安全安心なまちづくり

非常備消防 77,905 拡充

　16分団、団員数556人（平成27年4月末現在）
≪主な事業≫
【拡充】消防団員の処遇改善（31,139千円）
　団長ほか全団員の報酬単価、費用弁償の見直しを行う

防災対策 82,865 拡充

≪主な事業≫
【新規】
　消防ポンプ積載車　32,917千円（2台）　　消防ポンプ自動車　32,841千円（1台）
　小型動力ポンプ　　 17,107千円（9台）

耐震性貯水槽整備事業 15,250
消防水利がない地域（消火栓が設置できない地域）における火災発生時の水利を確保するもの
≪主な事業≫
耐震性貯水槽整備工事（14,472千円）　2箇所

水防対策 3,151 拡充
災害時の水防活動の強化を図るため、水防資機材の整備を行う
≪主な事業≫
【新規】水防団（消防団）用雨衣（1,787千円）　　土のう作製機（903千円）　16分団へ配置
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

行政の経営方針

文書広報 20,949 拡充

≪主な事業≫
　　行政処分の公平性を確保するため、行政不服審査関連三法（行政手続法、新行政不服審査法、行政不服審査法
関連整備法）が平成28年度から完全施行されることに伴い、審査基準等の整備及び公開並びに行政不服審査会の共
同設置を行うもの

【新規】行政手続整備支援業務　（2,456千円）
【新規】行政不服審査会共同設置負担金　（392千円）
　県と町村・一部事務組合・広域連合で共同設置する（事務局；県）

企画政策推進 22,285 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】総合戦略推進委員会の設置　（90千円）
　地方版総合戦略に関係する事業等の進捗管理、重要業績評価指標の達成状況及びＰＤＣＡサイクルの検証、評価
及び分析を行うための会議体を組織し運営することで、当該戦略の目的を達成させるもの。

【新規】市民提案型協働プロジェクト　（2,700千円）
　地域の課題の掘り起こしや課題解決の取組を推進するため、総合戦略の推進基本事業として、地域と行政が共に
考え行動する意識を拡げ、これからの地域づくり、倉吉の未来を創造する取組を推進するもの

【新規】関金地区住民ネット維持更新計画策定　（3,240千円）
　関金地区における情報通信サービスの利便性向上を図るため、ＣＡＴＶサービスに活用している光ファイバー等の通
信網の機能強化、更新計画を検討するもの

未来担い手育成塾　（535千円）
　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。

ふるさと納税 346,043 ◆
地域産業の活性化と財源の確保を図るため、贈呈品としての地域産品の更なる充実と全国に向けた情報発信を行う
もの
　ふるさと納税寄附金見込み　35,000件　700百万円

倉吉ふるさと未来づくり基金積立金 700,000 拡充
未来へ向けた個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、新たに『倉吉ふるさと未来づくり基金』を設置し、ふるさ
と納税寄附金を財源とした基金積立を行うもの。
この基金を活用し、『倉吉未来いきいき総合戦略』に掲げた事業を推進し、地方創生の取組を推進するもの。
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事業費 区分
総合
戦略

事　　　　　　　業　　　　　　　概　　　　　　　要事 業 名

人事管理 30,166 拡充

≪主な事業≫
市職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働安全衛生法に基づくストレスチェック、面接指導を行うもの
平成27年12月1日施行
【新規】ストレスチェック業務、面接指導　（787千円）

庁舎等管理 66,386 拡充 ◆

≪主な事業≫
【新規】公共施設等総合管理計画作成業務　（4,800千円）
　公共施設の老朽化は喫緊の課題であり、厳しい財政状況や人口減少社会を見据えた長期的な視点に立った施設の
更新、統廃合、長寿命化等の管理計画を策定するもの

支所管理 24,941 拡充
≪主な事業≫
【新規】マイクロバス購入（更新）　（8,500千円）

行政情報システム管理 25,697 拡充

≪主な事業≫
【新規】鳥取県自治体ＩＣＴ共同化推進協議会負担金　（1,293千円）
　人口減少社会における行政体制の維持、住民サービスの向上を図るため、県と市町村が連携してクラウド技術を活
用した情報システムの共同化による業務の効率化、コスト削減、セキュリティ対策等に取り組むもの
　・H28から整備するもの「電子申請（市民向けサービス）」「行政イントラ（自治体間の情報交換）」

議会事務局費 157,651
【拡充】政務活動費補助金（3,840千円　議員1名あたり20千円/月）
　議会の活性化を図るため、　議員が行う市政の課題、審議案件に対する調査研究、情報収集等の調査活動基盤の
強化を図るもの

参議院議員通常選挙費 19,757
任期　平成28年7月25日
（選挙権年齢18歳以上に引き下げ、鳥取県及び島根県合同選挙区）
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