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第８次鳥取市総合計画「実施計画」（案）

鳥取市 企画推進部 企画調整課

〔抜粋１００事業〕

平成１９年度～２１年度



第１章　明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり

整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

1
モラルやマナー、ルールを大切
にする風土（人）づくり事業

推進委員会、市民集会、風土づくりフォーラム、啓
発・ＰＲ、地域の連帯感アップ集会、など ● ○

・推進委員会
・市民集会
・啓発・ＰＲ
・鳥取市版スタンダード作
成
・生活実感アンケート
・全市一体活動

・推進委員会
・市民集会
・風土づくりフォーラム
・啓発・ＰＲ
・地域の連帯感アップ集会
・「モラルやマナー・ルー
ルを大切にする学校づく
り」活動
・全市一体活動

同左
教育総務課
教育改革推
進チーム

2 教育改革推進事業

鳥取市教育構想(ビジョン）の策定を行い、具体的
推進の方向性を示し、実践を通じ浸透を図る。策定
にあたっては、教育改革検討委員会、学校教育や社
会教育関係の各種推進委員会や検討委員会等の議論
を集約し、実態や課題を踏まえ、鳥取市のめざす
「子ども像」「人間像」を明確にする。

● ○
・鳥取市教育構想(ビ
ジョン）検討委員会
・研究・研修活動

・鳥取市教育構想(ビ
ジョン）策定委員会
・研究・研修活動

・鳥取市教育構想(ビ
ジョン）推進委員会
・研究・研修活動

教育総務課
教育改革推
進チーム

3 少人数教育・学力向上対策事業
３０人学級事業、複式学級の解消、学力向上推進事
業、子どもの体力向上実践モデル事業、など

● ○

①３０人学級
　小学校：１・２年
　中学校：１年
　　実施学年拡大の検討
②複式学級解消
③学力向上推進事業
　学力向上推進委員会
　基礎基本定着対策
　中堅職員研修会
　教科指導員認定
　学力向上研究校区指定

同左 同左 学校教育課

4 小中学校改修事業
・校舎外壁改修・屋内運動場床改修・保健室改修・
下水道接続事業・便所改修事業

△ ○ ・小学校４校
・小学校４校
・中学校２校

・小学校３校
・中学校２校

教育総務課

5 小中学校建設事業
・小中学校校舎・屋内運動場の増改築
・統合小学校校舎の建築
・グラウンドの整備

△ ○
・小学校３校
・中学校３校

・小学校７校
・中学校３校

・小学校３校
・中学校１校

教育総務
課・体育課

第８次鳥取市総合計画「実施計画」（案）〔抜粋１００事業〕項目一覧（平成19年度～21年度）
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

6
小中学校耐震補強（大規模改
造）事業

・小中学校耐震補強（大規模改造）による整備 △ ○

・耐震補強（大規模改造）
整備
　小学校２校
　中学校２校
・耐震判定業務
　小学校２校
　中学校２校

・耐震補強（大規模改造）
整備
　小学校２校
　中学校２校
・耐震判定業務
　小学校４校

・耐震補強（大規模改造）
整備
　小学校４校
・耐震判定業務
　小学校４校

教育総務課

7
教育用コンピュータ導入事業
（小中学校）

　小中学校の教育用コンピュータの整備・更新・保
守管理、消耗品・ソフトウェア等の購入 △ ○

・教育用コンピュータの整
備・更新・ＬＡＮ整備
　小学校６校
　中学校１校

・教育用コンピュータの整
備・更新・ＬＡＮ整備
　小学校６校

・教育用コンピュータの整
備・更新・ＬＡＮ整備
　小学校１７校
　中学校３校

学校教育課

8 生涯学習推進事業

・生涯学習に係る情報の提供や放送を活用するとと
もに、市民の要望にこたえた文化講座・生涯学習カ
レッジ・研修会等事業を実施する。
　ＩＴ講習会
　合併地域のセミナー・学級等
　ろうあ成人学級・尚徳大学の実施

● ○

・講座・セミナー
・ＩＴ講習会
・社会教育関係職員研修会
・ろうあ成人学級
・尚徳大学　等の実施

同左 同左 生涯学習課

9
図書館情報管理システム統合事
業

　図書館３館、中央公民館図書室６室の蔵書、貸出
等を新システムに統合し、一元運用する。
・中央館に業務サーバー、Webサーバーを設置し、
その他の館は端末機を設置
・中央館から専用回線で運用

△ ○
・新図書館情報管理システ
ムの運用

同左 同左 中央図書館

10 夜間照明施設整備事業
　グラウンドに夜間照明を新設する。
　設置後は、地域体育会に管理を委託し、夜間開放
する。

△ ○
・小学校１校
　夜間照明施設新設

同左 同左 体育課

11 体育施設整備事業

　体育施設の新設、改築、改修などの整備を行い、
スポーツを実施する環境を整える。
　・地区体育館の新設
　・福部ほっとスイミングプール改修
　・グラウンドゴルフ場新設
　・バードスタジアム改修
　・千代テニスコート改修

△ ○ ・体育施設等の整備 同左 同左 体育課

12 人権市民啓発推進事業
　部落解放鳥取市研究集会等の開催、啓発冊子の作
成・配布、人権に関する活動を行う関係団体に対す
る助成、など

● ○

・市民啓発推進
・研究集会等開催
・人権標語・ポスター作成
・啓発冊子作成
・人権教育推進員設置

同左 同左 人権推進課

13 集会所管理・改修事業 　同和地区内の集会所等の維持管理・改修等 △ ○
・集会所維持管理
・集会所３施設改修

・集会所維持管理
・集会所１施設改修

同左 同和対策課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

14 同和対策環境改善事業 　同和地区内の環境整備の推進 △ ○

・各地区会館修繕
・各地区有線施設修繕
・各地区児童遊園修繕等
・その他事業 広場造成な
ど

同左 同左 同和対策課

15 隣保館整備事業 　隣保館の改修等 △ ○ ・隣保館１施設改修 ・隣保館２施設改修 ・隣保館１施設改修 同和対策課

16 道路改良（同和対策）事業 　同和地区内生活道路等の改良 △ ○ ・道路改良２路線 ・道路改良３路線 ・道路改良４路線 都市建設課

17
男女共同参画活動団体育成・支
援事業

　男女共同参画登録団体活動費補助、ワークルーム
の提供、｢男女で進める地域活動ネットワーク会議｣
開催、など

● ○

・団体活動補助
・ワークルームの提供
・登録団体連絡会活動の支
援、県外研修派遣
・｢男女で進める地域活動
ネットワーク会議｣開催

・団体活動補助
・ワークルームの提供
・登録団体連絡会活動の支
援、県外研修派遣
・｢男女で進める地域活動
ネットワーク会議｣開催
・岩国市との都市交流

・団体活動補助
・ワークルームの提供
・登録団体連絡会活動の支
援、県外研修派遣
・｢男女で進める地域活動
ネットワーク会議｣開催

男女共同参
画課

18 市民活動推進事業

・市民活動委員会の開催
・市民活動団体が実施する研修等事業への補助
・市民活動拠点（アクティブとっとり）の機能を充
実し、市民への情報発信、支援機能を強化するとと
もに、各種研修会等を開催する。
・市民活動等保険制度の活用を促進する。

● ○

・市民活動委員会の開催
・市民活動団体が実施する
研修等事業への補助
・市民活動拠点の管理運営
・各種広報、研修会の実施

同左 同左 協働推進課

19 自治会活動振興事業
自治会運営補助、自治会の特色ある活動に対しての
支援、地域活動の支援（美化等）、など

● ○

・自治会等の運営補助
・自治会の特色ある活動に
対する支援
・地域活動の支援（美化活
動等）

同左 同左 協働推進課

20 公民館整備事業

　生涯学習活動・コミュニティ活動の拠点となる公
民館の用地を確保し、年次的新築・改築を行い、ま
た、施設設備の改修等を施し、利便性・安全性等を
高め・確保し、生涯学習・地域づくりの推進を図
る。

△ ○
・施設設備の改修・修理
・用地取得費　４地区

・地区公民館整備１施設
・施設設備の改修・修理
・用地取得費　３地区

・施設設備の改修・修理
・用地取得費　１地区

生涯学習課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

21 集会所建設等補助事業

・自治会（町内会）集会所建設等補助金
　自治会（町内会）が自主的に建設（取得）する集
会所（自治会等の集会施設）の建築・改修等に対す
る補助
　対象経費の１／３、上限１０００万円
　（平成１８年度まで合併前の町村の補助金額が上
回る場合は、その制度を適用できる。）

● ○
・自治会（町内会）等が実
施する集会所建設等へ補助

同左 同左 協働推進課

第２章　自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり

22 ごみ減量化・再資源化対策事業
再資源化等推進事業（奨励金）、古紙類の収集（委
託）、デポジット制度による空缶回収（鳥取砂
丘）、など

● ○

・再資源化等推進事業
　（奨励金）
・資源ごみ、食品トレー、
ペットボトルの収集（委
託）
・古紙類の収集（委託）
・デポジット制度モデル事
業の実施（福部）
・保育園、小学校の２箇所
で空缶回収に応じた図書
カードの交付（国府）
・ごみ分別用冊子・パンフ
の作成
・環境活動補助

同左 同左 生活環境課

23 不法投棄対策事業

・不法投棄啓発看板作成・収集車両借上
・家電リサイクル法対象不法投棄物再商品化料金負
担処理
・不法投棄対策処理

● ○

・不法投棄多発地帯に防止
看板を設置
・不法投棄された家電リサ
イクル法対象物（テレビ、
洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、
エアコン）及び家庭系廃パ
ソコンの処理
・不法投棄物及び不法投棄
車輌等の撤去及び処分

同左 同左 生活環境課

24 広域ごみ処理事業
　不燃物・可燃物に係る広域処理
　（東部広域行政管理組合負担、八頭環境施設組合
負担）

● ○

・不燃物処理費東部広域負
担
・可燃物処理場建設東部広
域負担
・八頭環境施設組合負担

・不燃物処理費東部広域負
担
・可燃物処理場建設東部広
域負担
・八頭環境施設組合負担
・（仮）神谷清掃工場管理
負担

同左 生活環境課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

25 街路整備事業

・幹線道路(街路)の整備
　雲山吉成線
　旧袋川通り右岸線
　西円通寺裁判所線
　立川１号線

△ ○
・街路整備２路線
・県営街路事業負担金

同左 同左 都市建設課

26 都市公園等整備事業
・重箱緑地　　（Ａ＝１４.８ha）
・浜村砂丘公園　（Ａ＝３.１ha）
・街区公園の整備

△ ○
・緑地・街区公園整備（４
箇所）

同左 同左 都市計画課

27 西町緑地整備事業
・西町緑地公園整備
　　公園整備　Ａ＝2,500㎡
　　レストラン建築　Ｎ＝１棟

△ ○
・交付金申請
・関係機関協議

・測量調査・設計
・用地取得

・用地取得
・移転補償

都市計画課

28 市営住宅建替等事業
・建替　　（湖山、賀露、青谷あさひ、法花寺）
・除却　　（湖山、青谷あさひ、法花寺）
・改善　　（吉成、賀露）

△ ○ ・市営団地建替（３団地） 同左 同左 建築住宅課

29 地籍調査事業

　事業方法、調査の統一化、統一見解による紛争解
決を図りつつ進捗向上を図り、鳥取市の財産とな
り、かつ市民の大切な財産に対し、権利の確保・確
立するとともに、早期に利活用できるように事業実
施する。

● ○
・地籍調査事業
　８地区年間事業量
　A＝２．９ｋ㎡

同左 同左 財産管理課

30 配水施設整備事業
　送配水管の布設整備
　配水池の築造（２池） △ ○

・配水施設整備
　配水管布設
　送水管布設
　配水池築造
　（末恒配水池）

・配水施設整備
　配水管布設
　送水管布設

・配水施設整備
　配水管布設
　送水管布設
　配水池築造
　（米里配水池）

水道局工務
課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

31 浄水施設整備事業

・江山浄水場建設
・向国安導水ポンプ場建設
・取水施設整備
・導送水施設整備

△ ○

江山浄水場設備整備
取水施設
・叶ポンプ棟
・場内配管
送水施設
・送水管布設
・自家発電設備

江山浄水場設備整備
取水施設
・叶ポンプ棟
・叶ポンプ設備
・電気計装設備
導水施設
・電気設備

江山浄水場設備整備
取水施設
・電気計装設備
・場内配管
導水施設
・場内整備
送水施設
・流入弁設置

水道局浄水
場建設課

32 簡易水道等整備事業
・簡易水道等施設の統合整備
・水道未普及地域の解消
・老朽化した簡易水道施設の改修

△ ○
・簡易水道整備事業
　　（６地区）

・簡易水道整備事業
　　（５地区）

・簡易水道整備事業
　　（３地区）

農村整備課

33 殿ダム対策事業

　殿ダムに関係する水没集落、ダム周辺集落等の生
活再建・活性化対策（ふれあい交流施設整備、特産
品開発、コミュニティ促進）、ダム周辺の整備、ダ
ム関連道路網の整備。

△ ○
・殿ダム水源地域整備及び
地域活性化対策
　道路整備、周辺整備

同左 同左 都市建設課

34 下水道水質改善事業
　合流式下水道からの汚濁負荷の削減及び浸水対策
を図るための施設整備を行う。

△ ○

・公共下水道処理場整備
（簡易処理・塩素混和地・
放流ゲート）
・管渠（貯留管）整備
・雨水管（側溝）整備

・公共下水道処理場整備
（簡易処理）
・管渠（貯留管・増補管）
整備
・雨水管（側溝）整備

・公共下水道処理場整備
（簡易処理）
・管渠（貯留管・増補管・
遮集管）整備
・雨水管（側溝）整備

下水道計画
課

35 下水道機能高度化事業
　秋里下水終末処理場の老朽化に伴う処理性能を確
保するため、改築及び耐震対策を実施する。更に、
幹線管渠についても改築及び耐震化を行う。

△ ○

・水処理（初沈・エアタ
ン・終沈）
・建屋（管理棟・沈砂地
棟・スカム棟）
・管渠（老朽管改築）

・建屋（管理棟・沈砂地
棟・スカム棟）
・管渠（老朽管改築）

・管渠（老朽管改築）
下水道計画
課

36 集落排水整備事業

　し尿、生活雑排水等の汚水処理施設が未整備の地
域の整備。また、整備後相当期間が経過した処理施
設については、老朽化が進んでおり、処理区の統合
を図る。

△ ○ ・１２地区 ・９地区 ・７地区
下水道計画
課

37 地域福祉推進事業

〇市社会福祉協議会が行う次の事業に補助する。
・地域福祉基金事業
・福祉ボランティアのまちづくり事業
〇市社会福祉協議会に次の事業を委託する。
・地域高齢者福祉支援事業
〇地域福祉基金運用利子の積立
〇外国人福祉手当給付

● ○

〇地域福祉基金事業
〇福祉ボランティアのまち
づくり事業
〇地域高齢者福祉支援事業
〇外国人福祉手当給付事業

同左 同左 高齢社会課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

38 母子保健事業
　妊婦健診・乳幼児健診・両親学級・子育て相談等
の実施 ● ○

・母子保健健康相談指導事
業
・母子保健訪問指導事業
・妊婦健康診査事業
・母子保健手帳交付
・乳児健康診査
・６ヶ月児健康診査
・１歳６ヶ月児健康診査
・３歳児健康診査
・６歳臼歯保護推進事業
・喫煙対策防止事業
・ブックスタート事業
・むし歯予防教室事業
・２歳児歯科健診事業
・２歳児フッ素塗布事業

同左 同左
中央保健セ
ンター

39 生活習慣病予防対策事業
健康教育・健康相談、健康診査、機能訓練、各種予
防接種などの実施 ● ○

・基本健康診査事業
・人間ドック事業
・食生活改善推進事業
・ふしめ歯科健診事業
・脳ドック検診事業
・老人保健法施行事務
・骨粗しょう症予防事業
・結核予防対策事業
・１類疾病予防事業
・２類疾病予防事業
・感染症予防事業

同左 同左
中央保健セ
ンター

40 難病患者福祉サービス事業

①難病患者に対する福祉サービスの提供
　・ホームヘルプサービス
　・短期入所事業
　・日常生活用具給付
②じん臓疾患等難病患者（慢性じん不全、重症無力
症、筋萎縮性側索硬化症）への支援

● ○

①難病患者に対し福祉サー
ビス（ホームヘルプサービ
ス、短期入所事業サービ
ス、日常生活用具給付サー
ビス）を提供
②じん臓疾患等難病患者
（慢性じん不全、重症無力
症、筋萎縮性側索硬化症）
が健康な生活を維持するた
めに必要な費用の一部を扶
助費として支給

同左 同左 生活福祉課

41 児童館改築事業 　児童館の改築 △ ○ ・児童館１施設改築 ・児童館１施設改築 児童家庭課

42
乳幼児健康支援一時預かり施設
整備事業

　病院内病後児保育施設を一か所新設する。 △ ◎
・病院内病後児保育施設整
備

児童家庭課

43 企業内保育施設整備支援事業 　企業内保育所の整備費を補助する ● ◎
・企業内保育所施設整備費
の一部を補助

同左 同左 児童家庭課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

44 地域子育て支援センター事業
　地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るた
め、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う。
　・子育て支援センター（１２か所）の運営

● ○
・子育て支援センター（１
２か所）の運営

同左 同左 児童家庭課

45 保育園施設整備事業 　保育園の改築、改修、新規建設 △ ○
・保育園１施設改修
・下水道接続工事
・冷暖房設備設置

・保育園１施設改築
・冷暖房設備設置

同左 児童家庭課

46 地域包括支援センター運営事業
介護予防サービスに係るアセスメント、予防プラン
策定等、実態把握、高齢者虐待等の早期発見・防止
等、など

● ○

・総合相談業務
・要援護高齢者の実態把握
・介護予防アセスメントの
実施
・介護予防プランの作成
・ケアマネの支援
・保健福祉サービス関係機
関との連絡調整
・運営協議会の開催、等

同左 同左 高齢社会課

47 障害者自立支援介護給付事業
　障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むた
め、居宅介護等、主に障害者の介護サービスを行
う。

● ○

・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・療養介護
・生活介護
・児童デイサービス
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・共同生活介護
・施設入所支援
・身体・知的の旧法施設支
援
・外出介護
・障害者デイサービス

同左 同左 生活福祉課

48 地域生活支援事業

・相談支援事業者は、福祉サービス利用者のうち特
に計画的な自立支援を必要とする者に斡旋・調整等
のサービス利用計画作成を行い、市はその作成費を
相談支援事業者に支払う。

● ○

○障害者自立支援事業の地
域生活支援事業として行う
事業に対して支援
・相談支援事業
・移動支援事業
・日常生活用具給付事業
・成年後見制度利用支援事
業
・社会参加促進事業
・コミュニケーション支援
事業
・訪問入浴サービス事業
・福祉ホーム運営事業
・地域活動支援事業
・相談支援従事者育成事業

同左 同左 生活福祉課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

49 総合防災対策事業
防災行政無線（鳥取・国府）、河川の洪水ハザード
マップ（千代、塩見、勝部、日置等）、自主防災会
連合会の一本化、など

● ○

・鳥取地域・国府地域の防
災行政無線整備事業（工事
着工）
・日置川・勝部川ハザード
マップ作成
・防災連携備蓄品の更新
・職員参集システムの構築

・鳥取地域・国府地域の防
災行政無線整備事業継続
・千代川・袋川・大路川・
野坂川ハザードマップ作成
・防災連携備蓄品の更新

・鳥取地域・国府地域の防
災行政無線整備事業継続
・河内川ハザードマップ作
成
・防災連携備蓄品の更新

危機管理課

50 消防施設整備事業 防火水利の確保と消防団拠点施設等の整備 △ ○

・団消防無線更新１地区
・ポンプ車購入３台
・消防格納庫改修２箇所
・小型ポンプ購入１台
・防火水槽設置１箇所

・団消防無線更新１地区
・消火栓移設・新設
・ポンプ車購入１台
・消防格納庫改修１箇所
・小型ポンプ購入１台
・防火水槽設置１箇所

・団消防無線更新１地区
・ポンプ車購入１台
・消防格納庫改修１箇所
・小型ポンプ購入３台
・防火水槽設置２箇所

危機管理課

51 治水対策事業

・緊急排水ポンプによる内水排水　９地区
　(西吉成、吉成、東大路、赤子田、小沢見、福部
（細川）、河原（河原）、青谷（東町、井手）)
・既設ポンプ場の点検・修理　３施設
　(伏野２箇所、古海)
・内水排水ポンプ施設の新規整備　３地区
　(東大路、青谷町駅前、青谷町駅南)

△ ○

・緊急排水ポンプによる内
水排水
　９地区
・既設ポンプ場の点検
・修理１施設
・内水排水ポンプ施設の新
規整備
　 １箇所

・緊急排水ポンプによる内
水排水
　９地区
・既設ポンプ場の点検
・修理１施設
・内水排水ポンプ施設の新
規整備
　１箇所

同左 都市建設課

52 普通河川改良事業 　内海川、七ヶ川ほか普通河川の改良を行う。 △ ○ ・河川改修３河川 同左 同左 都市建設課

第３章　交流と文化によるまちのにぎわいづくりと地域を支えるものづくり

53 バスストップ関連施設の整備
・高速道路網の整備に伴う用瀬地域及び河原地域の
地域振興策
　バスストップ関連施設の整備

△ ○ ・バスストップ整備２地区 ・バスストップ整備１地区 都市政策課

54 山陰道整備関連地域振興事業 ・高速道路網の整備に伴う鳥取インター関連施策 △ ○

・鳥取西道路関連地域振興
策
・道路改良４路線
・その他関連事業

同左 同左 都市政策課

55
鳥取自動車道整備関連地域振興
事業

鳥取自動車道の整備に伴う地域振興（河原地域、倭
文、横枕・美穂・服部、北村・本高） △ ○ ・市道改修・下水整備ほか 同左 同左 都市政策課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

56 生活交通確保対策事業

○住民生活に必要な交通手段を検討する調査や協議
会を実施するほか、住民に運行効率のよい交通手段
を提供する。
・バス代替タクシー事業　　　　・オンデマンド方
式バス導入
・鳥取市生活交通検討協議会　　・生活交通確保バ
ス運行事業、など
○バス事業者に補助金を交付し、既存のバス路線を
維持する。

● ○

・運行効率のよい交通手段
による生活交通の確保
　バス代替タクシー
　オンデマンド方式バス運
行
　生活交通確保バス運行事
業
　過疎バス対策事業
・地域にあった交通手段の
調査
　鳥取市生活交通検討協議
会
　地域の生活交通の検討調
査
・バス利用促進
　バス停上屋整備補助事業
・バス路線維持補助金

同左 同左 都市政策課

57
緊急地方道整備臨時交付金事業
（新規）

　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○ ・市道改良２路線 ・市道改良３路線 ・市道改良４路線 都市建設課

58
緊急地方道整備臨時交付金事業
（継続）

　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○ ・市道改良３路線 ・市道改良３路線 ・市道改良１路線 都市建設課

59 地方特定道路整備事業（新規） 　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○ ・市道改良４路線 ・市道改良３路線 ・市道改良２路線 都市建設課

60 地方特定道路整備事業（継続） 　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○ ・市道改良３路線 ・市道改良２路線 同左 都市建設課

61 市道等改良事業(新規) 　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○
・市道改良４路線
・その他市道道路改良

同左 同左 都市建設課

62 市道等改良事業(継続) 　市道の新設、視距改良、拡幅改良 △ ○
・市道改良７路線
・その他市道道路改良

・市道改良５路線
・その他市道道路改良

同左 都市建設課

63 橋梁維持補修事業

・橋脚の補強、橋梁の補修（橋梁の塗装等）、橋梁
舗装の打換え
＜現状の問題点＞
　古い年代の橋梁の中には、橋梁重要構造物が損傷
（ひび割れ等）、劣化がみられるものがあり、調査
を行い順次補修工事を行う。

△ ○
・橋梁補修（橋脚の補強、
塗装等の補修、舗装の打換
え）

同左 同左 道路管理課

64 情報通信設備整備促進事業

・情報通信設備整備促進事業
　事業期間　平成18～20年
　センター装置整備
　音声告知端末設置　１，８９６戸

● ○

・国府地域のオフトーク通
信設備の代替設備整備補助
金
　８５１戸

・国府地域のオフトーク通
信設備の代替設備整備補助
金
　６戸（法花寺団地のみ）

協働推進課
地域振興室

65 鳥取砂丘管理事業（ハード）
　・旧砂丘荘、旧鳥取青年の家解体工事
　・観光関連施設整備 △ ○ 鳥取砂丘未利用地活用事業 企画調整課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

66 鳥取砂丘活性化事業
砂丘の特性を活用した通年・滞在型イベントの開
催、観光情報の発信 ● ○

・鳥取砂丘入込客数調査事
業
・砂丘ビーチ砂もり大会事
業
・ふくべ楽居大学事業
・らっきょうでむらづくり
事業
・砂像製作事業
・砂丘もっと楽しみ知らせ
隊事業
・鳥取砂丘新発見伝事業
・観光情報発信施設管理運
営事業

同左 同左
観光コンベ
ンション推
進課

67
【新規】２００９鳥取・因幡の
祭典

開催時期　　平成21年4月～22年3月
開催場所　　県東部地域及びその関連地域
開催主体　　2009鳥取・因幡の祭典実行委員会
内　容　　　体験観光ルート・受入れ体制の整備、
イベントの開催、コンベンションの開催

● ○

・推進隊制の整備
　（実行委員会、庁内推進
委員会）
・実施計画策定
・情報収集・発信
・事業部分実施

・推進隊制の整備
　（実行委員会、庁内推進
委員会）
・情報収集・発信
・事業部分実施

・情報収集・発信
・事業部分実施

企画調整課

68 観光イベント事業 　各地域で開催されている各種イベントの実施補助 ● ○

○各種観光イベント実施補
助
・桜まつり・ふるさと鳥取
桜まつり・３２万石お城ま
つり・白兎まつり・青い鳥
コンサート・あおや夏祭
り・あおや鯛漁まつり・あ
ゆ祭・ジゲおこし事業・
しゃんしゃん祭振興会事
業・フライトフェスティバ
ル・マスつりフェスタ・ラ
ジコングランプリ・トライ
アル事業・わったいな祭・
鮎つり大会・貝がら節まつ
り・市民納涼花火大会・鹿
野夏祭り・睦逢大堤うぐい
突き・用瀬流しびな行事・
観光キャンペーン事業・青
谷ようこそまつり事業

同左 同左
観光コンベ
ンション推
進課

69 国際交流促進事業 姉妹都市等との友好促進を図る。 ● ○

・国際交流員配置
・清州、ハーナウ市、中国
太倉市交流事業
・地域国際化事業
・鳥取市国際交流推進会議
・市民手づくり交流事業

同左 同左 企画調整課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

70 国内交流推進事業 国内交流の促進及び地域の活性化を図る。 ● ○

・民間交流促進事業
・釧路市、姫路市、岩国
市、郡山市交流事業
・国内都市交流事業
・岡山県津山市（旧阿波
村）交流事業

同左 同左 企画調整課

71
住宅市街地総合整備事業計画策
定事業

中心市街地活性化基本計画で、都心居住を推進する
ゾーンとされる、旧袋川以北の地区において、補助
事業を活用し、地域住民と行政の協働による整備計
画等を策定する。

● ○
・都心居住を推進するた
め、旧袋川以北の地区の事
業計画を策定する

都市計画課

72 人材誘致・定住対策事業
ＵＪＩターン希望者が求める情報の収集と、希望者
に対する積極的な情報提供、定住誘致活動 ● ○

・「鳥取市定住促進・Ｕ
ターン相談支援窓口」にお
いて、ＵＪＩターン希望者
へ総合的に情報を提供
・ＵＪＩターンに関する情
報の収集・発信の一元化を
図り、団塊の世代を中心に
市域外から鳥取市への定住
を促進
・専任相談員(嘱託)による
継続的な窓口対応と県外へ
の戦略的な情報提供

同左 同左
協働推進課
地域振興室

73 まちむら交流・地域活性化事業 　地域資源を活用した地域づくりを展開する。 ● ○

・グリーンツーリズム連絡
会の充実を図るとともに、
取組み地域の拡大を推進
・河原・用瀬地域の地域資
源を活用した地域づくりを
推進
・国府町上地地区と都市と
の交流活動を推進及び交流
施設の整備
・佐治地域における住民を
主体とした地域づくりを推
進
・農村部と都市との交流活
動事例を紹介し、新規取り
組みを誘発、支援する。

・グリーンツーリズム連絡
会の充実を図るとともに、
取組み地域の拡大を推進
・河原・用瀬地域の地域資
源を活用した地域づくりを
推進
・上地地区と都市との交流
活動を推進(国府地域）
・佐治地域における住民を
主体とした地域づくりを推
進
・農村部と都市との交流活
動事例を紹介し、新規取り
組みを誘発、支援する。

・グリーンツーリズム連絡
会の充実を図るとともに、
取組み地域の拡大を推進

協働推進課
地域振興室

74
【新規】合併地域活性化推進事
業

・「地域振興プロジェクトチーム」の設置、「支所
長相談会」の実施、「市民の声・市長報告制度」の
整備
・地域住民の意向把握とプロジェクトチームとの連
携による地域振興策の作成など

● ○

・支所長相談会の実施
・市民の声・市長報告制度
の実施
・８支所が地域振興策を実
施

同左 同左
協働推進課
地域振興室
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

75 文化活動支援事業
　各地域の文化芸術の振興を図るため、文化団体の
活動を支援する。 ● ○

・河原混声合唱団演奏会と
新協美術河原展開催支援
・菊花展開催補助
・文化団体組織の活動支援
・文化芸術推進協議会の開
催
・芸術の出前講座事業の開
催
・こくふ祭開催支援
・市民文化祭の開催支援
・万葉集朗唱の会の開催支
援
・大伴家持大賞短歌募集事
業の開催支援

同左 同左
文化芸術推
進課

76 史跡等整備事業
史跡栃本廃寺整備事業、因幡国庁跡の四阿修繕、仁
風閣外壁塗装等修理、美歎水源地保存整備事業、な
ど

△ ○

・栃本廃寺整備事業
・因幡国庁跡の四阿修繕工
事
・仁風閣外壁塗装等修理事
業
・美歎水源地保存整備事業
・ハマナス南限地帯管理事
業

・栃本廃寺整備事業
・仁風閣外壁塗装等修理事
業
・美歎水源地保存整備事業
・ハマナス南限地帯管理事
業

・栃本廃寺整備事業
・美歎水源地保存整備事業

文化財課

77 鳥取城跡保存修理事業
鳥取城保存整備基本設計の策定、天球丸石垣修理事
業、１次整備工事（Ⅰ期）、設計監理、など

△ ○

〔修理〕
鳥取城跡天球丸石垣修理事
業
〔整備〕
大手筋建造物復元基本設計
教育普及事業
調査事業

〔修理〕
鳥取城跡天球丸石垣修理事
業
〔整備〕
大手筋建造物復元基本設計
調査事業
教育普及事業

〔修理〕
鳥取城跡天球丸石垣修理事
業
鳥取城跡天球丸石垣修理報
告書作成
〔整備〕
大手筋建造物復元実施設計
調査事業
教育普及事業

文化財課

78 文化芸術鑑賞事業

・市民が主体となる地域の個性あふれるイベント事
業の推進
・各地域で開催される文化芸術イベントなどの情報
発信
・市の文化施設や学校などで、青少年が文化芸術を
直接体験できる機会の提供

● ○

・長岡京ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ練習ｷｬﾝﾌﾟ
誘致及び出前指導事業、市
民音楽祭、用瀬地区音楽
祭、鹿野ﾐｭｰｼﾞｶﾙ祭の開催
支援
・市民美術展、総合文化
祭、日本のふるさと音楽
祭、因幡の傘踊りの祭典、
ｼﾙｴｯﾄ劇場公演の開催
・青少年への文化芸術鑑賞
機会の提供

・市民音楽祭、鹿野ﾐｭｰｼﾞｶ
ﾙ祭の開催支援
・用瀬地区音楽祭の開催支
援
・市民美術展、総合文化
祭、因幡の傘踊りの祭典、
ｼﾙｴｯﾄ劇場公演の開催
・青少年への文化芸術鑑賞
機会の提供

・長岡京ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ練習ｷｬﾝﾌﾟ
誘致及び出前指導事業、市
民音楽祭、用瀬地区音楽
祭、鹿野ﾐｭｰｼﾞｶﾙ祭の開催
支援
・市民美術展、総合文化
祭、日本のふるさと音楽
祭、因幡の傘踊りの祭典の
開催、ｼﾙｴｯﾄ劇場公演の開
催
・青少年への文化芸術鑑賞
機会の提供

文化芸術推
進課

79 鹿野地区街なみ環境整備事業

・鹿野地区街なみ環境整備事業（鹿野町大工町ほか
７町地内）
　 Ａ＝40.5ha
　道路美装化　Ａ=11,150㎡
　街路灯　N=51基　電線地中化
　屋台蔵新築 　個人修景補助　N=81棟

△ ○ ・道路美装化工事ほか 同左 同左 都市計画課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

80 野生鳥獣被害防止事業 ・農作物の野生鳥獣、特にイノシシ被害の防止 ● ○

・有害鳥獣駆除補助
・被害防止施設補助
・進入防止施設整備補助
・イノシシ捕獲奨励金
・有害鳥獣駆除事務

同左 同左 林務水産課

81 農業後継者育成事業

・農業青年経営者会議の視察・研修等活動費補助
・就農研修から定住にいたる総合的な就農支援
　　とっとりふるさと就農舎の活用による新規就農
者の指導･育成
・農村での農業体験を通して将来の後継者を育成
・新規就農者への家賃助成

● ○

・農業青年経営者会議活動
補助
・農山漁村生活体験事業
（とっとりふるさと就農舎
開校）
・就農定住促進対策事業

同左 同左 農業振興課

82
鳥取地域ブランド農産物育成支
援事業

販売戦略、産地形成戦略の策定、それに基づく各種
支援、地域特産品生産奨励、ブランド野菜価格差補
給、など

● ○

①鳥取地域ブランド農産物
育成検討会議の開催
②生産農家対象研修会の開
催
③ブランド農産物マップの
作成
④ブランド農産物の販売促
進を図るため、新たな包装
形態の開発当に要する経費
の助成
⑤ブランド農産物の商標登
録を取得する場合の出願料
を助成
⑥振興作物の種子及び苗の
購入費一部助成
⑦振興作物の出荷に対する
助成
⑧（財）鳥取県野菜価格安
定基金協会に対する業務運
営資金負担金

同左 同左 農業振興課

83 地産地消推進事業

　鳥取市地産地消行動指針に基づき、農林水産団
体、商工団体、流通団体、消費者団体、地域団体、
観光関係団体、教育機関、行政機関が一体となっ
て、地産地消を推進する。

● ○

・地産地消行動計画策定事
業
・ふれあい市活性化対策事
業
・食育アドバイザー派遣事
業
・地産地消の店認証事業
・学校給食等地産地消促進
事業
・学校給食計画栽培支援事
業

・地産地消行動計画策定事
業
・食育アドバイザー派遣事
業
・地産地消の店認証事業
・学校給食等地産地消促進
事業
・学校給食計画栽培支援事
業
・地場産品利用促進事業

同左 産業振興課

84 県営土地改良促進事業 県営土地改良事業の実施に伴う負担金 △ ○
・ほ場整備事業
・ため池等整備事業
・農道整備事業

同左 同左 農村整備課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

85 単県農業用用水施設整備事業

○単県農業用用水施設整備事業
・鳥取：長柄地区　　　・国府：国府地区
・福部：栗谷、下駒帰地区
・河原：大淵地区
・用瀬：古用瀬、赤波、家奥、旭丘地区
・気高：殿、郡家地区
・鹿野：東中園地区

△ ○ ・７地区 ・３地区 ・４地区 農村整備課

86 単県農用地改良・保全事業

○単県農用地の改良又は保全事業
・福部砂丘地区
　　農用地の改良又は保全
・西郷中央地区
　　暗渠排水の整備

△ ○ 農用地改良・保全１地区 同左 同左 農村整備課

87 受託ほ場整備事業

○ほ場整備事業に伴う換地関係業務
・福井地区ほ場整備事業
・内海中地区ほ場整備事業
・日置谷地区ほ場整備事業
・小倉地区ほ場整備事業

△ ○ ４地区 ３地区 同左 農村整備課

88 団体営水環境整備事業

・邑美地区、大井手地区水環境整備事業
（ハード）
　水路整備、水路緑化、防災施設、樋門改修、親水
池の整備
（ソフト）
　沿革史・副読本作成、整備計画協議会開催、豊穣
祈願祭、魚捕り大会、納涼祭、草刈り、土砂・ゴミ
取り

△ ○ ・水環境整備事業４地区 ・水環境整備事業３地区 ・水環境整備事業２地区 農村整備課

89 林道整備事業

・林道開設対策事業
・林道安蔵線
・林道桑原河内線
・林道篭山線
・林道高路岩坪線（改良）
・林道大ナル線（舗装）
・林道三滝線

△ ○ ・林道改良等４路線 同左 同左 林務水産課

90 財産区有林造林事業

○財産区有林の保全
①分収造林事業
　国もしくは造林公社等の公共的団体と分収造林契
約を結び、造林に必要な費用について補助を受け、
成果物の材木の収益を分収割合により契約者間で分
配する。
②財産区が治山に要する費用を国等の補助事業で軽
減させている。

● ○

①下刈り、間伐、主伐等の
事業を管理会員及び財産区
住民で実施
②実施面積:32(ha)（佐治
地域）

同左 同左 財産管理課

91 漁港高度利用促進対策事業
　岩戸、酒津、船磯、夏泊、長和瀬漁港の浚渫を定
期的に行う。

△ ○ ・浚渫１地域 同左 同左 林務水産課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

92 漁港建設事業
・酒津漁港の防砂堤、第2沖防波堤の新設（酒津）
・船磯漁港の防砂堤の新設（船磯）
・長和瀬漁港の防砂堤、沖防波堤の新設（長和瀬）

△ ○ ・防砂堤製作・設置 同左 同左 林務水産課

93 新規創業・開業支援事業

１　補助金
　　事業に係る経費の２／３，限度額２００万円
　　ただし、新規雇用１名以上、事業のマーケティ
ング調査を必須要件とする。
２　審査会の開催
　　申請者の審査会を開催する。

● ○
①補助金
②審査会の開催

同左 同左 産業振興課

94
【新規】販路拡大等創出促進事
業

　鳥取自動車道の整備を踏まえて、関西圏等の経済
界及び企業との経済交流を図り、地元企業の販路拡
大を創出し、本市産業の振興と地域の活性化を図
る。

● ◎

　鳥取商工会議所又は市内
商工会が行う、地元企業と
関西圏等企業の販路拡大等
創出事業に対して助成す
る。

同左 同左 産業振興課

95 【新規】中小企業人材育成事業
卸・小売業者等の中小企業者が業種転換を図るた
め、半年以上の長期にわたる人材育成を行う場合、
それに要する経費の一部を補助する。

● ◎

対象経費：謝金、旅費、講
習参加費、教材費等
補助金額：対象経費
（2,000千円を超える部
分）の1/2（上限500千円）

同左 同左 産業振興課

96 企業誘致促進事業
・企業誘致のため、関係機関と連携しながら本市へ
の進出を働きかけ、投資及び雇用に対して補助を行
う。

● ○

・企業立地促進のための資
金貸付、補助金の交付
・企業誘致のため、県外企
業を訪問し本市への進出を
働きかけるとともに、分譲
中の工業団地への誘致に取
り組む。

同左 同左 産業振興課

97 産学官連携推進事業
　大学のニーズと企業のニーズを整理し、それを結
びつけるための活動を行う。

● ○

・大学のニーズと企業の
ニーズを整理し、それを結
びつけるための活動を行
う。
・産学官連携フォーラムの
実施

同左 同左 産業振興課

第４章　効率的で質の高い市役所づくりと地域の特色を活かした計画的なまちづくり

98 市政懇話会等運営事業

・「市政懇話会」
・「市政推進懇談会」
・「若者会議」３０人
　年１２回、若者の意見を市政に反映させるため会
議で研究を行う。

● ○
・市政懇話会の開催
・市政推進懇談会の開催
・若者会議の開催

同左 同左 企画調整課

99 住民自治基本条例検討事業

本市のまちづくりの基本理念や行政運営の基本原則
などを明確化する「鳥取市自治基本条例（仮称）」
について、市民を主体とする検討委員会が中心と
なって検討を行う。

● ○

・フォーラムの開催
・ワークショップの開催
・パブリックコメントの実
施
・職員研修の開催

協働推進課
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整理
番号

事　業　名 向こう３ヵ年(H19～21)における事業概要
ソフト●
ハード△

新規◎
継続○

平成19年度 平成20年度 平成21年度 担当課

100 広報事業
　市政に関する各種施策などの情報を、市報、総合
支所だより、ウェブサイト、ＣＡＴＶなどの各種メ
ディアを通じて積極的に提供、発信する。

● ○

・とっとり市報の発行
・総合支所だよりの発行
・ウェブサイトの内容の充
実
・ＣＡＴＶによる行政情報
番組の提供
・報道機関への情報の提供

同左 同左
秘書課広報
室

18


