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第９次鳥取市総合計画 後期実施計画（平成２５年度～平成２７年度）
平成２５年９月

１ 「人を大切にするまち」リーディング プロジェクト（8４事業）

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ番号
プロジェクト名 実施計画事業数

１ ふるさとを大切にする心豊かな人づくりプロジェクト １２

２ 健康で安全・安心な暮らしづくりプロジェクト １８

３ 若者の夢がかなうまちプロジェクト １４

４ 自然環境や伝統文化を守る快適な「とっとりライフ」プロジェクト ９

５ 「打って出る」大作戦プロジェクト １６

６ 中山間地域の暮らしを支えるプロジェクト １５

２ 計画推進における基本方針（３２事業）

基本方針 取組み

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 自立と協働の強化
地方分権改革の推進 ３

市民等との協働の推進 ３

２ 行政経営基盤の強化
効率的な執行体制とサービスの強化 １２

財政基盤の強化 ９

３ 都市間連携の強化
鳥取・因幡圏域の連携の推進 ２

都市間の連携の推進 ３

３ 施策の展開（２６４事業）

（１）まちづくりの目標１ ふるさとを愛し 次代を担う人づくり

政策 施策

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 次代を築き担う、たくましい子どもを

育む

（１） 子育て応援の充実 ２０ １０

（２） 教育の充実 １４ ５

２ 文化・芸術に親しみ、楽しむ （１） 文化芸術の振興 ４ ２

（２） 文化財の保存・活用 ６

実施計画について

○マニフェストに基づく「リーディング プロジェクト」や「基本計画」の柱となる主要な事業を盛

り込んでいます。（日常的に行われている事業（庶務事務、施設の運営など）は対象となりません。）

○事業の実施状況やその成果は、第９次総合計画の進捗を表すものとして毎年公表します。

○政策、施策別に該当する事業を記載しています。また、リーディング プロジェクトは、事業欄に

プロジェクト番号を明記しています。
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（２）まちづくりの目標２ 心豊かにいきいきと 人が輝くまちづくり

政策 施策

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 個性を活かし、 活躍できる環境

をつくる

（１） 協働のまちづくりの推進 ９ ７

（２） 生涯学習の推進 ６ １

２ 互いの人権を尊重し、心豊かな社

会をつくる

（１） 人権意識の醸成 ８

（２） 男女共同参画社会の形成 ４

（３）まちづくりの目標３ 笑顔があふれ 心やすらぐまちづくり

政策 施策

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 健康を守り、いきいきと元気に暮ら

す

（１） 保健、医療、福祉の連携強化 ７ ３

（２） 健康づくり、疾病予防の推進 １３ ４

（３） スポーツ・レクリエーションの振興 ９

２ 住み慣れた地域で、支え合い、安心

して暮らす

（１） 地域福祉力の向上 ９ ４

（２） 安心できる社会保障制度の運営 ６

３ 互いに協力し、くらしの安全を守る

（１） 地域防災力の充実 ８ ３

（２） 防犯・交通安全対策の充実 ４

（３） 安全な消費生活の確保 ２

（４）まちづくりの目標４ 緑あふれる 日本一のふるさとづくり

政策 施策

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 地球環境を守り、 誇れる自然と

共生する

（１） 循環型社会の形成 ７ １

（２） 環境保全活動の推進 ５ ２

２ 快適で利便性の高い、住みよい都

市機能をつくる

（１） 生活基盤の充実 １７ ４

（２） 公共交通の確保 ５ １

（３） 中心市街地の活性化 ５ １

（４） 移住・定住の促進 ８ ５

（５）まちづくりの目標５ 人・モノ・情報が往きかい にぎわうまちづくり

政策 施策

実施計画事業数

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ数

１ 国内外に躍進する、競争力のある

産業をつくる

（１） 農林水産業の振興 ３４ ７

（２） 工業の振興 １４ ６

（３） 商業・サービス業の振興 ９ ２

（４） 雇用創出・環境の充実 ５ ４

２ 魅力、感動、癒しの空間でもてな

す
（１） ビジットとっとりの展開 ２０ １０

３ 価値ある情報を発信する （１） 情報通信技術の活用 ２

４ 環日本海諸国をはじめ、国内外と

の交流を盛んにする
（１） 交流拠点の魅力創出 ４ ２
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基本方針１ 自立と協働の強化

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

1 特例市推進事業

・特例市（４０市）相互の緊密

な連携強化

・国・県からの権限移譲や地方

中枢都市としての機能強化

・全国特例市市長会への参加

・国への要望書の提出
総務課

2
構造改革特別区域推進

事業

各地域の特性に応じて規制の

特例措置を定めた構造改革特

別区域を設定

必要に応じて構造改革特別区域

を設定
企画調整課

3 地域再生計画推進事業

地域の活力を再生するための

国の支援措置を活用する地域

再生計画の検討

地域再生計画の検討 企画調整課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

4
地域づくり懇談会開催

事業

市長以下、幹部職員が地域に出

向き、地域の課題等について各

地区住民と直接意見交換

３２地区／年で開催 協働推進課

5 広聴事業

市民から寄せられた意見、要

望、苦情、相談、質問等に対す

る、迅速かつ的確な対応

広聴事業の機能強化

蓄積情報の活用

市民総合相談

課

6
外部委託・民営化推進事

業

行政サービス提供に当たって

の民間ノウハウ、事業者の活用

・指定管理者制度の運用

・保育園の民営化および指定管理

者制度の導入

・外部委託における対象事業の調

査、実施に向けた調整

行財政改革課

基本方針２ 行政経営基盤の強化

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

7
行財政改革大綱等推進

事業

「鳥取市行財政改革大綱」及び

同実施計画の策定と進行管理

・前期実施計画の進行管理

・後期実施計画（H25～H26）の策

定

・後期実施計画の進行管理

行財政改革課

8 定員管理適正化事業

・効率的な組織や業務執行体制

の整備

・適正な人員配置と採用抑制

組織及び業務執行体制の見直し、

採用抑制
職員課

9 人材育成事業

・各種研修への職員派遣の推進

及び自主研修の充実

・受講促進による職員のスキル

アップ

人材開発センター研修、派遣研

修、自主研修、職場研修
職員課

10 統計情報活用推進事業

市民はもとより、市内外の方・

事業者へ広く鳥取市の統計情

報を提供

市勢要覧、市勢概要の作成 総務課

その１ 効率的な執行体制とサービスの強化

その２ 市民等との協働の推進

その１ 地方分権改革の推進



4

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

11 電子申告対応事業

納税者の利便性向上、賦課事務

の効率化を図るため、電子申告

を普及・利用拡大

鳥取県東部地区税制電子化協議

会の開催

市報、ホームページ等 PR

市民税課

12
固定資産税情報管理シ

ステム活用事業

各所属が業務上保有している

情報と土地情報等を関連づけ、

管理することによる業務の効

率化

効果的な実施手段の検討・確立及

び事業化
固定資産税課

13 情報化推進事業

市民サービスの向上とさまざ

まなニーズへの対応、効率的な

行政の実現のための行政情報

化の推進と適正な管理

情報化の推進、情報システムの運

用、情報セキュリティー対策・内

部監査

財産経営課情

報政策室

14
情報提供のあり方改善

事業

・情報提供のあり方に関する提

言の実施

・広報専門職員（戦略広報監・

キャスター）の配置

・広報委員会で進捗を管理

・広報委員会に専門部会を設置

し事業を推進

・広報担当職員の能力向上

・ソーシャルメディアの利活用

・広報と広聴の連携強化

・広報ツールの選択と効果検証

・CATV の加入促進と視聴率向上

・コミュニティ FM 放送の利用拡

大

・職員の情報提供能力向上

・政策決定過程の説明ルール化

秘書課広報室

15
ICT 部門業務継続計画策

定事業

情報システムを利用した行政

事務が災害等により停止しな

いよう、若しくは停止しても早

期復旧できる仕組みづくり

業務継続計画の対象拡大
財産経営課情

報政策室

16 議会改革事業

・議会全体業務の継続的な改善

・市民ニーズに沿った議会情報

の積極的な発信

議会情報提供の推進 市議会事務局

17
業務プロセス改善推進

事業

鳥取市独自の行政経営システ

ムの構築、運用

行政経営システムの検討

市民満足度アンケート調査の実

施

行財政改革課

18 市庁舎整備事業

市民等の利便性の向上と災害

時における安全性の確保を図

るため、市庁舎を整備

市庁舎整備計画の策定

計画に基づく整備
庁舎整備局

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

19 総合計画進行管理事業

第９次総合計画実施計画に基

づく各種施策、事業の進捗管理

と必要な見直し

進行管理会議の開催

市民アンケート調査の実施

後期実施計画（H25～H27）の策定

行財政改革課

20 行政評価強化事業

目標管理により第９次総合計

画の進捗管理を行うとともに、

評価結果を予算編成に反映

内部評価、外部評価の実施 行財政改革課

21 広告収入推進事業

広告ツールとして、ニーズのあ

る物件について広告事業を導

入

封筒、公用車広告、動画広告、ネ

ーミングライツ
財産経営課

その２ 財政基盤の強化



5

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

22 ふるさと納税推進事業

各種ＰＲの強化による、ふるさ

と納税を利用した寄附による

本市応援者の増加

各種 PR

ふるさと納税協賛企業の募集
市民税課

23 市債運用事業
市債発行枠の管理、金利負担軽

減のための繰上げ償還

発行枠の管理

任意繰上げ償還
行財政改革課

24
ファシリティマネジメ

ント強化事業

・鳥取市公共施設の利活用と整

理・統廃合の推進

・財産管理の体制強化と効率化

の推進

公共施設の整理と利活用

施設の維持管理の効率化
財産経営課

25
未利用財産利活用推進

事業

統廃合等により、既存の行政目

的がなくなった市有財産の利

活用と処分

未利用財産の活用と処分等 財産経営課

26
土地開発公社経営健全

化推進事業

「鳥取市土地開発公社長期保

有土地対策に係る実施計画」に

基づく、公有地の本市の買取お

よび土地開発公社による民間

売却の推進

実施計画の進行管理 行財政改革課

27 保留地処分推進事業

早期に区画整理事業を完了し、

本市財政の安定化を図るため、

保留地販売を促進

保留地処分 都市環境課

基本方針３ 都市間連携の強化

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

28
鳥取・因幡定住自立圏構

想推進事業

生活圏の同じ地域内で資源の

配分を最適化し、さまざまな面

で連携することで、定住しやす

い環境を整備

定住自立圏共生ビジョンの進行

管理、改定検討
企画調整課

29
東部広域行政管理組合

負担金

東部消防局が行う消防事務、消

防局通信指令室の無線設備等

の更新、消防車・救急車等の無

線機の更新等に対する負担金

東部消防局が行う消防事務、消防

局通信指令室の無線設備等の更

新、消防車・救急車等の無線機の

更新等に対する負担金

危機管理課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

30
圏域ネットワーク強化

事業

因幡と但馬、鳥取県と岡山県の

県境地域など他圏域との交

流・連携

交流・連携事業の実施

各圏域内外へ情報発信
企画調整課

31 都市連携魅力創出事業

・姫路市、岡山市、鳥取市、三

都市の「トライアングル連携」

による連携・交流事業の実施

・「スローライフ」によるまち

づくりの研究、情報交換

交流・連携事業の実施

スローライフサミットの参加
企画調整課

その２ 都市間の連携の推進

その１ 鳥取・因幡圏域の連携の推進
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

32
国内都市交流総合推進

事業

国内姉妹都市をはじめ、関西圏

や近隣都市、各鳥取県人会との

交流

交流事業の実施 企画調整課

まちづくりの目標１ ふるさとを愛し 次代を担う人づくり

政策１ 次代を築き担う、たくましい子どもを育む

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

33
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

妊娠、出産支援事業

・特定不妊治療、妊婦健康診査

に係る経費助成による安心し

て妊娠、出産できる支援体制の

整備

・特定不妊治療費の一部

・妊婦健康診査費の助成

中央保健セン

ター

34
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

子育て相談・指導事業

・乳児期の疾病の早期発見及び

健康の保持増進

・妊娠・出産・育児に関する相

談や子育てに関する必要な情

報提供や保健指導

・心理相談員による子育て相談

の実施

・乳児健康診査助成

・相談や訪問指導、健康教育等

中央保健セン

ター

35
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

小児特別医療助成事業

子どもの保育・医療等の経済的

負担の軽減（子どもが１５歳に

達する日以降の最初の３月３

１日まで）

小児特別医療助成 保険年金課

36
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

発達相談事業

・発達が要追跡観察の児への医

師、心理士等による発達相談や

集団遊び教室による支援

発達相談・支援
中央保健セン

ター

37
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

こども家庭支援事業

・産褥期の母子、未熟児や多胎

児等の養育者、家庭へのに対す

る育児指導や家事援助、相談・

支援等

・養育者及び児童のカウンセリ

ング

・児童虐待予防、防止、支援対

策

・養育や児童虐待防止等の相談・

支援

こども発達・

家庭支援セン

ター

38
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

児童発達支援事業

・専任の発達支援員及び心理相

談員を配置し、発達上の困難を

抱える児童の成長段階に応じ

た一貫した支援及びその家族

への支援を実施

・心理発達相談

・保育園、幼稚園訪問相談

こども発達・

家庭支援セン

ター

39
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

親子通所療育事業

・乳幼児健診後の経過の中で、

より成長発達を促したい児と

その保護者を対象に、子どもの

特徴を踏まえた療育支援を実

施

・親子遊び

・保護者交流会

こども発達・

家庭支援セン

ター

40 特別保育事業

・保護者の勤務の多様化に対応

した多様な保育業務の実施

・勤務等により家庭で保育がで

きない病気児童、病気後回復児

童の保育環境の整備（鳥取医療

生協、鳥取市立病院に委託、保

育園３園で実施）

・延長保育

・一時保育

・休日保育

・病児・病後児保育

児童家庭課

施策１ 子育て応援の充実
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

41
子育て支援短期支援事

業

保護者の疾病等により家庭に

おける保育が一時的に困難と

なった児童の生活支援（鳥取こ

ども学園、青谷こども学園に委

託して実施）

・ショートステイ事業

・トワイライトステイ事業
児童家庭課

42 放課後児童対策事業

・保護者が就労のため放課後家

庭にいない小学校児童を学校

の余裕教室や専用施設等で預

かり、遊びや生活の場を提供

・放課後や週末等に小学校の空

き教室や小学校近隣の公共施

設等を活用し、勉強やスポー

ツ・文化活動、地域住民との交

流を実施

・放課後児童クラブ

・放課後子ども教室
学校教育課

43 保育園耐震改修等事業

保育園園舎の耐震改修等によ

る安全で安心な保育環境の整

備・施設収容力拡大に伴う保育

需要対策

耐震性が低いと診断された６園

（白兎・美和・賀露・富桑・美保・

津ノ井）の耐震整備

児童家庭課

44
ファミリーサポートセ

ンター事業

保育園の送迎、放課後の児童預

かり等のサービスの実施（鳥取

市社会福祉協議会に委託）

ファミリーサポートセンター事

業
児童家庭課

45
私立幼稚園就園奨励費

補助事業

授業料負担軽減による子ども

を育てやすい環境の構築

私立幼稚園の入園料、保育料に対

する補助事業
児童家庭課

46

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

子育て支援センター事

業

地域の子育て家庭に対する育

児支援基盤の形成

・公立、私立等子育て支援センタ

ーの運営
児童家庭課

47
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

子育て広場事業

親同士の交流や情報交換でき

る場を提供

・子育て広場の設置

・育児支援等活動

・母親クラブ運営補助

児童家庭課

48
子育てサークル支援事

業

地域の子育てサークルの活動

支援
・研修会、イベント開催支援

中央保健セン

ター

49
母子家庭自立支援員設

置事業

職業訓練、就業等、母子家庭の

自立支援

自立支援員による面接、電話、訪

問等
児童家庭課

50
家庭・婦人相談員設置事

業

家庭で抱えているストレス、育

児不安の相談による軽減、ＤＶ

被害の相談、子ども虐待の予防

と早期発見

家庭・婦人相談員による面接、電

話、訪問等
児童家庭課

51 保育園園庭芝生化事業
保護者会との協働のもと保育

園庭の芝生化
保育園園庭芝生化 児童家庭課

52
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

若者定住促進事業

地元の特性を活かした出会い

の場を未婚の男女に提供する

など、結婚支援による若者定住

の促進

結婚支援事業 企画調整課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

53

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

中山間地域ふるさと体

験活動支援事業

小学校児童が中山間地域で、自

然・文化活動体験する事業を実

施

佐治町及び新市域の農山村での

生活体験活動
学校教育課

54

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

ふるさとの先輩活用事

業

中学生を対象に県外や国外で

広く活躍している郷土出身者

による講演会等を開催

講演会等 学校教育課

55

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

学校支援ふるさと人材

活用事業

地域の人材を教育活動支援者

として招き、小学校児童に郷土

の大人とのふれあう機会を提

供

地域の人材を教育活動支援者と

して招聘し、学習を展開
学校教育課

56 学力向上推進事業

学校、地域、保護者の連携によ

る児童生徒の基礎学力の定着

と学力の向上

・学力向上推進事業委託

・学習習慣定着、基礎学力定着支

援

学校教育課

57
自立と創造の学校づく

り推進事業

各学校が児童生徒の実態、地域

の特性などを踏まえ、自立し創

意工夫ある学校づくりの進展

小中学校で企画立案した計画書

の審査
学校教育課

58 小中一貫教育推進事業

・平成２５年度は、中学校区を

研究指定し、小中一貫教育の推

進を支援

・平成２６年度以降は、各中学

校区の地域や児童生徒の実態

をふまえ、学校・家庭・地域が

一体となった特色ある教育の

推進を支援

各中学校区のめざす子ども像の

実現に向けた創意工夫ある取組

を支援

学校教育課

59

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 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

各地域においてルールやマナ

ーを主体的に守ろうとする環

境づくりを推進

・「モラル・マナー、ルール強調

週間」の設定などによる啓発活動

・「草の根活動」促進委託事業

学校教育課

60

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

地域で学ぶ職場体験活

動事業

中学生が地域の事業所や施設

等における社会体験活動を通

じて地域で学ぶ機会等を提供

職場体験活動 学校教育課

61 学校給食食育推進事業

普及啓発資料の作成、食育・地

産地消の充実を図るための研

修、生産者と児童生徒による交

流給食

普及啓発資料の作成、食育・地産

地消の研修、生産者と児童生徒に

よる交流給食

体育課

62 校区再編事業

校区審議会の答申、該当地域の

住民や保護者等の意見をもと

にした校区再編による教育環

境の整備

・第１０期校区審議会の開催、中

間報告書の公表、答申

・佐治・用瀬地域の中学校校区再

編の審議

・校区ごとに意見交換会等を開催

学校教育課

施策２ 教育の充実
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

63
小学校校舎施設耐震補

強事業

小学校校舎の耐震補強工事と

ともに大規模改造工事による

施設の劣化防止や機能の充実

・耐震評定取得、実施設計業務：

（校舎）倉田小、大正小、神戸小、

西郷小、米里小、浜村小、河原第

一小、（屋内運動場）米里小、美

保小、明徳小

耐震補強、大規模改造工事：（校

舎）稲葉山小、美和小、明徳小、

倉田小、大正小、神戸小、西郷小、

米里小、浜村小、河原第一小、（屋

内運動場）米里小、美保小、明徳

小

教育総務課

64
中学校校舎施設耐震補

強事業

中学校校舎の改築・耐震補強・

大規模改造工事による建替

え・改修や施設の機能の充実

・改築工事：南中校舎（教室棟）、

北中校舎、佐治・用瀬中統合校舎

・実施設計と改築工事：青谷中校

舎、気高中校舎

・耐震評定取得、実施設計業務：

（校舎）桜ヶ丘中（屋内運動場）

気高中、桜ヶ丘中、南中

・耐震補強、大規模改造工事：（校

舎）東中、桜ヶ丘中（屋内運動場）

気高中、桜ヶ丘中、南中

教育総務課

65 不登校対策事業
学校不適応の未然防止と課題

解消の推進

・学校不適応対策専門委員会の開

催

・中学校区・校内不適応対策委員

会の実施

・相談支援、助言指導体制の充実

・交流会、研修会等の開催

学校教育課

66
特別支援教育支援員配

置事業

発達障がいなど教育上の特別

な配慮を要する児童生徒への

支援

特別支援教育支援員の設置 学校教育課

政策２ 文化・芸術に親しみ、楽しむ

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

67
市民文化芸術活動推進

事業

・市民が主体となる地域の個性

あふれる文化芸術イベント等

の推進支援

・市民が文化芸術を鑑賞し、参

加し、創造する環境整備

・文化芸術イベント等の開催支援

・市民の文化芸術活動の支援

・市民の文化芸術鑑賞推進

・伝統芸能保存用具整備

・文化芸術団体育成支援

文化芸術推進

課

68
まんがを活かした文化

振興

鳥取の人や風情など鳥取をテ

ーマにしたストーリーを全国

に募集し、入賞作品を鳥取県出

身のマンガ家を中心として漫

画化し、書籍として出版する鳥

取市ストーリー公募によるマ

ンガ制作事業実施

・ストーリー公募によるマンガ制

作事業

・「父の暦」映画化推進事業

文化芸術推進

課

69
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

文化賞関係事業

芸術・文化の振興に顕著な業績

をあげた個人または団体を顕

彰し、後継者育成、伝統文化の

保存・継承を推進

文化賞の贈呈
文化芸術推進

課

施策１ 文化芸術の振興
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

70

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

子どもの文化芸術活動

推進事業

子どもの文化芸術活動機会の

提供

・芸術の出前講座事業

・芸術鑑賞教室

・青少年劇場巡回公演

・青少年劇場小公演

文化芸術推進

課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

71 指定文化財等管理事業

指定文化財の保存修理、環境を

整備し、適正な管理と公開等の

利活用を推進

指定文化財の清掃管理

・指定文化財の管理・保存修理・

公開等の支援

・池田家墓所藩主墓の保存整備工

事・設計等、保存整備委員会の開

催の支援

文化財課

72
史跡鳥取城跡附太閤ケ

平保存整備事業

史跡鳥取城跡附太閤ケ平の保

存整備・活用を推進

・鳥取城跡大手登城路擬宝珠橋跡

発掘調査、楯蔵跡の環境整備工事

・鳥取城跡風呂屋御門跡下石垣修

復工事、整備に係る発掘調査

・鳥取城跡石垣カルテに基づく必

要な箇所の修理工事、整備に係る

発掘調査

・中ノ御門跡復元整備基本設計・

鳥取城フォーラム、見学会の実

施・見学路の整備

文化財課

73 史跡等保護・整備事業 史跡等の保存修理、環境整備等

・美歎水源地修理工事、特別公開

の実施

・栃本廃寺解説板の設置、植栽整

備

・青谷上寺地遺跡地内の維持管理

文化財課

74
埋蔵文化財発掘調査事

業

開発事業計画区域内の試掘調

査
・試掘調査の実施 文化財課

75
埋蔵文化財体験・活用事

業

出土品の保存管理、展覧会及び

遺跡の見学会を開催するなど、

文化財の活用促進

・出土品の保存管理、展覧会

・遺跡の見学会

・小学校等への出前授業

文化財課

76 文化施設管理事業

文化施設の円滑な管理運営と

各種企画展示・体験活動等の実

施

・施設の管理運営、各種展示会の

開催、講座・体験活動の実施
文化財課

まちづくりの目標２ 心豊かにいきいきと 人が輝くまちづくり

政策１ 個性を活かし、活躍できる環境をつくる

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

77
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

コミュニティ支援事業

まちづくり協議会の活動への

支援

・地域コミュニティ計画の策定支

援

・地域コミュニティ計画に基づく

事業の実施支援

協働推進課

施策１ 協働のまちづくりの推進

施策２ 文化財の保存・活用
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

78

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

自治会活動活性化支援

事業

・鳥取市自治連合会への活動支

援

・各自治会（町内会）の特色あ

る活動、コミュニティづくりに

つながる活動への支援

鳥取市自治連合会への活動助成

各自治会のコミュニティ活動へ

の助成

協働推進課

79

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

輝く中山間地域創出モ

デル事業

地域住民、団体等が創意工夫を

凝らして中山間地域の活性化

を目指し、主体的に展開するソ

フト事業を支援

中山間地域、集落等維持活性化計

画の策定支援

中山間地域、集落等維持活性化計

画に基づく事業実施支援

中山間地域振

興課

80
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

過疎地域振興事業

過疎地域の振興を図る人材育

成の推進

人材養成講座「とっとりふるさと

元気塾」の実施

中山間地域振

興課

81
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

市民活動推進事業

・功績のある市民活動の表彰

・市民活動団体、ボランティア

などの活動相談・支援、情報提

供

・市民活動拠点の運営、情報発

信

・市民活動表彰、助成

・ボランティア活動補償制度

・ボランティア・市民活動センタ

ー業務

・アクティブとっとりの運営

協働推進課

82 地区公民館整備事業

施設の老朽化と設備の改善、ま

た地区公民館を取り巻く地域

社会の変化に対応するため、生

涯学習と地域コミュニティの

活動拠点としての整備

・老朽化した地区公民館の新築

・地区公民館の耐震補強
協働推進課

83 集会所整備支援事業
町内会が実施する集会所の整

備等に対し補助金を交付
制度広報、整備補助 協働推進課

84

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

若者コミュニティ活動

支援事業

・若者が楽しめるイベント開催

支援

・若者の市政参加の推進

若者団体への補助

若者会議の運営
企画調整課

85
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

自治基本条例推進事業

・市民の協働への広報

・自治基本条例、参画と協働の

まちづくりの推進

・参画と協働のまちづくりフォー

ラム

・市民自治推進委員会の開催

・協働事業事例集の作成

協働推進課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

86
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1

地区公民館事業

各地区公民館が取り組む生涯

学習事業を通じ、子どもたちの

ボランティア活動・体験活動の

機会を充実、支援

地区公民館生涯学習委託事業 生涯学習課

87 公民館祭開催事業

地域住民が製作した作品の

数々や練習を重ねた様々な分

野の芸能などの1年間の成果を

発表

作品展示会

芸能発表会
協働推進課

88 市民大学等開催事業

社会の動向や生涯各期の学習

ニーズに対応した学習機会の

充実

・市民大学、尚徳大学の開催

・高齢者人材活用事業
生涯学習課

施策２ 生涯学習の推進
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

89
図書館情報管理システ

ム処理事業

市民に迅速、正確、公平な図書

館サービスを提供するための

情報管理システムの効果的な

運用

機能拡張を図った図書館システ

ムの効果的な運用
中央図書館

90
地域社会教育活動総合

事業

・子どもの読書活動の推進、一

般成人の教養・文化等に資する

ための各種講座の開催

・ボランティアの受け入れによ

る図書館利用の促進

各種講座の開催

ボランティアの受入
中央図書館

91 図書購入事業

ベストセラーや市民の暮らし

に身近な図書のほか、リクエス

ト本や専門的な図書の購入

一般図書、児童書、参考図書、郷

土資料等の購入
中央図書館

政策２ 互いの人権を尊重し、心豊かな社会をつくる

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

92
社会人権教育・啓発推進

事業

・人権尊重社会を実現する鳥取

市民集会、市民との協働による

人権フォーラム等の開催

・各地区同推協等会長、地区人

権啓発推進員などの指導者を

養成し、各地区同推協等におけ

る小地域懇談会を主とした啓

発活動の充実

・人権教育推進員による地域、

企業などにおける人権教育・啓

発の取組みの推進

・市民集会、研修会等の開催

・指導者養成研修会の開催

・人権とっとり講座の開催

・小地域懇談会への講師派遣

・人権の花運動の実施

・人権標語・ポスター等による広

報

人権推進課

93
企業人権教育・啓発推進

事業

企業などにおける人権教育・啓

発の取組みの推進

・企業訪問、人権問題研修会、リ

ーダー養成講座等の開催、講師派

遣

人権推進課

94 学校人権教育推進事業

児童生徒の発達段階に応じた

人権教育指導のための教員の

授業力及び資質向上への支援

・学習指導方法の工夫

・改善支援
学校教育課

95
人権啓発活動等支援事

業

・人権教育協議会、地区人権啓

発推進協議会連合会などの市

民啓発団体の活動支援

・人権擁護委員との連携による

相談対応

・（財）市人権情報センターの

活動支援

・人権尊重社会を実現する鳥取

市民集会、支所の人権講座研修

会等の開催

・市民、団体等の人権啓発・教育

活動支援

・人権擁護委員の活動支援

・市民集会、支所の人権講座研修

会の開催

人権推進課

96
人権福祉センター地域

福祉・相談援助事業

・高齢者や障がい者等への日常

生活訓練、社会適応訓練、創

作・軽作業、介護技術指導、更

生相談等の実施

・長期的かつ継続的な指導・助

言を必要とする相談者への支

援方策検討会等の実施

介護技術指導、更正相談等 人権推進課

施策１ 人権意識の醸成
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

97 人権交流促進事業

・地域住民のニーズを的確に把

握し地域住民相互の交流を促

進するための講座等の実施

・長期的かつ継続的な指導・助

言を必要とする相談者への支

援方策検討会等の実施

・人権講座・講演会、生活相談、

スキルアップ研修等

・相談・支援方策等の検討

人権推進課

98
人権福祉センター管理

事業

・各人権福祉センターの運営委

員会の評価による効果的・効率

的な人権教育・啓発、人権・生

活相談事業の実施

・利用促進に向けた施設整備、

広報等

・各人権福祉センターの照明の

ＬＥＤ化

・運営委員会（評価システム）の

開催

・各人権福祉センター施設の維持

管理修繕の実施

・照明ＬＥＤ化

人権推進課

99
人権交流プラザ等管理

事業

人権交流プラザの利便性の向

上による利用促進

・人権市民活動団体等への利用情

報の提供

・施設整備設計、改修工事

人権推進課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

100
男女共同参画人材育成

事業

男女共同参画推進のリーダー

養成・発掘

各種政策・方針決定過程への参

画促進

・各種研修会の開催や派遣推進

・審議会委員等への推薦

人権推進課男

女共同参画室

101
男女共同参画登録団体

補助事業

登録団体が行う男女共同参画

推進に関する広報・研修等の活

動支援

・男女共同参画登録団体活動費補

助

人権推進課男

女共同参画室

102
鳥取市男女共同参画セ

ンター活動推進事業

鳥取市男女共同参画センター

「輝なんせ鳥取」を拠点とする

啓発講座の開催

・ジェンダー意識の改善を図る啓

発講座開催

人権推進課男

女共同参画室

103 男女共同参画啓発事業
男女共同参画の推進に関する

啓発事業の実施

・図書・ビデオの収集・貸出

・男女共同参画表現コンテスト

（絵てがみ他）の実施

・女と男とのハーモニーフェスタ

の開催

人権推進課男

女共同参画室

まちづくりの目標３ 笑顔があふれ 心やすらぐまちづくり

政策１ 健康を守り、いきいきと元気に暮らす

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

104 医療福祉連携事業

保健・医療・福祉の垣根を越え

た連携を強化する取り組みの

検討と実践

各種連携強化の検討、実施、効果

の検証

保健医療福祉

連携課

105

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

看護師等養成機関誘致

事業

医療・看護系専門学校を誘致

法人との交渉

学校用地の取得

学校建設費等の補助

企画調整課

施策１ 保健、医療、福祉の連携強化

施策２ 男女共同参画社会の形成
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

106 医師確保対策

将来、鳥取市立病院において医

師として勤務しようとする医

学生に対し、奨学金を貸与

奨学金の貸与 市立病院

107 看護師等確保対策事業

看護師養成所の新設に向け、実

習受入予定施設での実習指導

者養成に対する支援

対象病院への補助金交付
保健医療福祉

連携課

108
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

病院群輪番制事業

夜間・休日の救急医療（2次～3

次）体制の確保
当番病院への運営補助

保健医療福祉

連携課

109

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

夜間休日急患診療所運

営体制整備事業

休日・夜間の１次救急体制（内

科・小児科の軽症患者が対象）

の確保

鳥取県東部医師会への運営委託
保健医療福祉

連携課

110 佐治診療所運営事業 佐治診療所の運営

・運営維持、医師の確保

・地域住民の健康の維持増進と医

療の提供

保険年金課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

111
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

市民健康手帳導入事業

個人の健康管理を記録・保存

し、健康への意識啓発や自己

管理を促す、市民健康手帳の

配布

・手帳の作成、配布

・配布効果の検証

保健医療福祉

連携課

112

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

健康づくり地区推進員活

動事業

・健康づくり地区推進へ地区

活動の進め方や課題となるテ

ーマに関する研修

・健康づくり推進員による地

区活動

・健康診査受診を勧める声か

け運動

研修事業、地区活動、健診受診促

進

中央保健セン

ター

113
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

健康ひろば事業

市民一人ひとりが健康づくり

の意識と意欲をを高め、主体

的に取り組むきっかけつくり

となる健康ひろばの開催

講演会、各種健康相談、展示、団

体の取り組み紹介

中央保健セン

ター

114 食育推進事業

増加する生活習慣病の予防と

食生活の充実のため、食生活

の改善を広く普及

食生活改善推進員養成講座

地域における伝達講習会

食育教室

中央保健セン

ター

115
健康教育・健康相談・訪問

指導事業

・市民、特定健康診査で異常

のある人、その他健康に関す

る問題を抱えている人への適

切な指導や支援

・健康づくりや健診受診に関

する啓発

健康教育、健康相談、訪問指導
中央保健セン

ター

116 各種予防接種事業

疾病予防及び疾病の重症化を

防ぐための各種予防接種の実

施

各種予防接種（乳幼児等）

インフルエンザ予防（高齢者）

中央保健セン

ター

施策２ 健康づくり、疾病予防の推進
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

117
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

健康診査事業

・健康診査を受診しやすい体

制整備

・健診結果に関する相談支援

体制整備

・健康管理や健診受診に関す

る啓発

・働き盛りの節目年齢の人に対す

る胃がん・肺がん・大腸がん無料

クーポン券の配布

・ＨＰＶ・子宮頸がん検診の実施

（３１、３６、４１女性）

・特定年齢の女性に対する子宮が

ん・乳がん検診無料クーポン券の

配布

・未受診者に対する受診勧奨

・休日検診の実施

保健医療福祉

連携課

118 特定健康診査等事業
国民健康保険被保険者を対象

とした特定健康診査の実施

特定健診・特定保健指導の受診

（利用）促進
保険年金課

119
二次予防事業対象者把握

事業

要介護状態等となるおそれの

高い状態にあると認められる

６５歳以上の高齢者の早期発

見

チェックリストの送付、回収 高齢社会課

120 介護予防普及啓発事業
介護予防に関する知識や重要

性についての普及啓発

健康教育の実施

パンフレットの配布
高齢社会課

121
認知症サポーター養成事

業

地域や職場における認知症高

齢者や家族への理解や見守り

体制の整備

認知症サポーター養成講座の開

催

キャラバン・メイト活動支援

高齢社会課

122
老人の明るいまち推進事

業

高齢者の仲間づくり、健康づ

くり、生きがいづくりの推進

健康講座、趣味の教室、高齢者作

品展、囲碁・将棋大会、各種スポ

ーツ大会などの開催

高齢社会課

123
地域自殺対策緊急強化事

業

自殺予防のための啓発、研

修・講演会、パネル展示など

の実施

こころや多重債務など経済問

題に関する相談窓口の紹介

研修・講演会の開催、相談支援
中央保健セン

ター

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

124 地区体育館整備事業
体育施設の改築、改修などの

整備

耐震改修、屋根雨漏り改修、天井

断熱材改修、バスケットボールラ

イン改修等の各種改修

体育課

125 海洋センター整備事業
佐治町、気高町、鹿野町 B&G

海洋センターの整備

体育館改修

上屋シート等プール改修
体育課

126 鳥取市弓道場整備事業 弓道場の建設
建築、電気、機械、植栽、外構工

事等
体育課

127 サッカー場整備事業
鳥取市営サッカー場とりぎん

バードスタジアムの施設整備
スタンド改修等 体育課

施策３ スポーツ・レクリエーションの振興
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

128 スポレク祭開催事業

スポーツレクリエーション祭

の開催による身近にスポーツ

に親しむことのできる種目と

機会の提供

・競技団体との検討会、運営助成 体育課

129 鳥取マラソン開催事業

ランニングに親しむ習慣と効

用に関する情報提供を通じた

身体を動かす習慣の普及促進

・鳥取マラソン大会の開催

・雑誌、インターネット等を活用

した情報提供による参加促進

体育課

130 市民体育祭開催事業

・市内４４小学校区の校区対

抗による市民体育祭の開催

・地域体育会組織の活動支援

による参加率の向上

・市民体育祭の開催、参加促進 体育課

131
ガイナーレ効果による鳥

取力向上事業

・ガイナーレ鳥取を活用した

観光、交通、地域振興等の活

性化施策の調査・検討

・とりぎんバードスタジアム

の整備

・民間委員も含めたチーム拡充、

Ｊ２他都市の取り組み調査、事業

検討など

・とりぎんバードスタジアムの整

備

企画調整課

体育課

132
姫路市スポーツ大会開催

事業

姫路市との姉妹都市交流とし

て、毎年相互にスポーツ交流

団の派遣を実施

姫路市とのスポーツ交流大会の

開催
体育課

政策２ 住み慣れた地域で、支え合い、安心して暮らす

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

133 地域福祉基金事業

高齢者が健やかで充実した暮

らしの確保のための地域ボラ

ンティアの育成支援

ふれあい型食事ｻｰﾋﾞｽ

・となり組福祉員設置事業

・地域・福祉活動コーディネータ

ー事業

高齢社会課

134
ふれあいのまちづくり事

業

福祉相談体制の整備、課題発

見のための地域ネットワーク

形成の推進

・各種相談事業

・小地域ネットワーク推進事業
高齢社会課

135
高齢者公共交通機関利用

促進事業

・高齢者の生きがいづくりや

交流促進するために、高齢者

バスの運行時間外、土日祝祭

日、年末年始の公共交通の利

用助成、福祉ボランティアバ

スの運行など

・高齢者のバス運賃負担軽減

による社会参加やバス利用の

促進

・高齢者への公共交通機関・観光

バスの運賃助成等

・福祉・ボランティアバスの運行

・高齢者へのパスカードの割引販

売支援

高齢社会課

136 高齢者居住環境整備事業

・要介護・要支援の認定者の

うち経済的な理由により住宅

改修が困難な世帯への経費助

成

・認知症などにより火の管理

に不安のある高齢者等で経済

的に火災予防用具の購入が経

済的な理由で困難な者への経

費助成

・手すりの取付、段差の解消など

住居改修工事費用助成

・電磁調理器、自動消火器の購入

費用助成

高齢社会課

施策１ 地域福祉力の向上
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

137

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

中山間地域・買い物支援事

業

高齢者の見守りや買い物宅配

サービス等、地域に不足する

サービス等の提供と併せて展

開される移動販売事業の起

業・運営を支援

・移動販売車の導入、更新支援

・移動販売車の運営支援(3 年間

限)

中山間地域振

興課

138
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

福祉有償運送事業

福祉有償運送事業者に運営経

費を助成し、身体状況等によ

る移動制限者の外出支援

福祉有償運送車検費用、保険料、

講習受講料等の助成
高齢社会課

139
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

過疎地有償運送事業

過疎地有償運送事業者に運営

経費を助成し、公共交通空白

地域の生活交通の確保推進

過疎地有償運送事業者への運行

費・車両等設備整備費助成
交通政策課

140

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

災害時要援護者普及促進

事業

自治会、民生児童委員等によ

る要援護者の災害時における

安否確認、避難誘導等の支援

体制の整備

「災害時要援護者支援制度」の普

及促進
障がい福祉課

141 相談支援事業

障がいのある人が、地域で安

心して生活していくために必

要となる各種サービス利用、

生活、就労相談等支援体制を

整備し、地域生活の定着、移

行を推進

指定相談支援事業所運営支援、自

立支援協議会を活用した相談支

援体制の充実

障がい福祉課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

142 生活保護適正化事業
生活保護制度運営の適正化の

推進

・医療扶助の適正化、生活保護、

住宅手当、就労相談等の充実

・中国残留邦人への生活支援

生活福祉課

143
国民健康保険料徴収事務

事業

国民健康保険料の収納率の向

上を図る

・原則口座振替化による口座振替

納付の促進
保険年金課

144
ジェネリック医薬品利用

促進事業

国民健康保険被保険者へのジ

ェネリック医薬品の利用促進

・ジェネリック医薬品利用啓発

・先発医薬品とジェネリック医薬

品との差額通知による利用勧奨

保険年金課

145 介護予防事業

介護予防、自立生活支援のた

めの各種講座の開催、筋力向

上トレーニング、レクリエー

ション、体操等の実施

・おたっしゃ教室（内容：運動・

口腔・栄養に関する講座）の開催
高齢社会課

146 家族介護教室事業

介護者の健康づくりや介護・

介護予防に関する講座の開催

や介護者同士の交流等

健康・介護技術・認知症の理解と

対応、地域介護技術の講座の開催
高齢社会課

147
要支援者プラン等作成事

業

・保健師、社会福祉士、ケア

マネジャー等による介護予防

ケアマネジメントの実施によ

る必要な介護サービスの提供

体制の充実

・介護予防ケアマネジメントの実

施
高齢社会課

施策２ 安心できる社会保障制度の運営
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政策３ 互いに協力し、くらしの安全を守る

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

148
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

自主防災会関係事業

災害時の被害軽減に必要な

「自助」「共助」「公助」のう

ちの、「共助」の中心となる自

主防災会の機能強化

・防災指導員（防災リーダー）養

成研修

・自主防災会訓練、研修への防災

指導員（防災リーダー）の派遣

危機管理課

149 総合防災対策事業

市民への防災情報提供体制の

充実、市民、地域、事業所、

行政などの連携による「自

助」、「共助」、「公助」の体制

整備

・防災マップ、地域防災計画の改

訂

・地区防災マップ作成支援

・他都市、事業所等との災害時応

援協定

危機管理課

150
消防ポンプ車購入・格納庫

整備事業

老朽化している消防団の消防

ポンプ車更新、格納庫の改

修・建替えなどによる整備

消防ポンプ車等の更新、格納庫整

備
危機管理課

151
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

地方道路整備事業

市道舗装の修繕や狭隘道路等

の拡幅等改良の実施

・道路舗装、拡幅工事

・側溝整備
道路課

152 治水対策事業

河川の改良及び内水被害軽減

のためのポンプ場の整備、維

持

・奥沢見川、江川、枝川、洗井川

改良事業

・赤子田地区浸水対策事業

・菖蒲地区浸水対策事業

・既設ポンプ場の操作・点検

都市環境課

153

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

住宅・建築物耐震診断・改

修支援事業

・旧耐震（Ｓ５６．５．３１

以前）で建築された戸建住宅、

一般建築物の耐震化の促進

・耐震診断、補強設計、耐震改修

への補助

・木造戸建住宅の無料耐震診断の

実施に係る町内会への回覧及び

地域学習会等による啓発

建築指導課

154 国民保護訓練

鳥取市国民保護計画及び住民

避難マニュアルに基づく国民

保護訓練の実施

・国民保護訓練（実動訓練及び図

上訓練）の実施
危機管理課

155 防災備蓄事業

蓄品の数量、使用期限等を適

切に管理し、災害時に速やか

に物資が供給できる体制の確

保

災害時に必要となる備蓄品（乾パ

ン、アルファ化米等）の管理及び

更新

危機管理課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

156
安全安心まちづくり推進

事業

各地区防犯協議会、自主防犯

活動団体等、市民自らが行う

防犯活動への支援や防犯意識

の啓発講座の開催

・防犯ボランティア団体の育成

・防犯情報の提供

・自主防犯活動団体ネットワーク

会議開催

危機管理課

157 交通安全活動促進事業

・交通安全対策協議会、交通

安全指導員会、交通安全保護

者の会の活動支援

・自動車や自転車の利用者、

歩行者、高齢者などの立場に

立った交通安全対策の実施

・交通安全運動、啓発活動、交通

安全大会の実施

・功労者等の表彰

・交通安全保護者の会だより発行

・交通安全指導員の任命、育成

・高齢者交通安全教育訪問の実施

協働推進課

施策２ 防犯・交通安全対策の充実

施策１ 地域防災力の充実
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

158 交通安全施設事業 交通安全施設整備

・区画線、防護柵、反射鏡、デリ

ニェータ、歩道等の補修や工事の

実施、歩道設置

道路課

159 街路灯設置事業
防犯灯の設置による夜間にお

ける安全な通行の確保

・防犯灯の設置

・防犯灯の撤去、移設
道路課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

160 消費生活対策事業

・消費生活相談窓口の相談体

制の充実

・市民への消費生活に関する

知識の普及や悪質商法に関す

る被害情報等の提供

相談受付、対応体制充実

啓発、情報発信事業

市民総合相談

課

161 消費者保護対策補助事業

消費者団体の活動を支援し、

安全・安心な消費生活の確保

を図る

消費者団体の支援
市民総合相談

課

まちづくりの目標４ 緑あふれる 日本一のふるさとづくり

政策１ 地球環境を守り、誇れる自然と共生する

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

162 太陽光発電事業
青谷町いかり原太陽光発電事

業

青谷町いかり原太陽光発電施設

建設・維持管理
生活環境課

163
住宅用自然エネルギー導

入促進事業

住宅用自然エネルギーの導入

の促進

太陽光発電システム、小型風力発

電設備、薪ストーブ、・ペレット

ストーブ、太陽熱温水器、ＬＥＤ

照明器具、高効率給湯器、民生用

燃料電池システム、家庭用蓄電池

等

生活環境課

164
カーシェアリング普及事

業

・カーシェアリングシステム

の普及

・電気自動車によるカーシェ

アリングの実証実験

関係課協議

実証実験に向けての施設内イン

フラ整備

都市環境課

165 静脈産業育成事業 静脈産業の育成支援 調査研究、育成支援 生活環境課

166
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

ごみ減量化推進事業

再資源化等推進事業等による

ごみの減量化と再資源化の推

進

・再資源化等推進事業（奨励金）

・生ごみ減量講習会

・生ごみ堆肥化容器等の購入費補

助

・ごみ減量等優良事業所認定・表

彰 等

生活環境課

167
ごみ処理施設維持管理修

繕事業

焼却施設の安定稼働の維持に

よる公害物質の発生抑制

・各清掃施設定期修繕

・神谷清掃工場周辺環境調査
生活環境課

施策１ 循環型社会の形成

施策３ 安全な消費生活の確保
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

168
東部広域可燃物処理場建

設事業

東部広域行政管理組合の可燃

物処理場建設を支援
可燃物処理場建設の負担金 生活環境課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

169

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

森林環境保全活動促進事

業

・森林・林業に対する市民意

識の高揚

・市民活動団体等による森林

保全活動の促進

市民活動団体の活動支援 林務水産課

170 不法投棄監視事業

・不法投棄抑制対策等

・不法投棄監視員によるパト

ロール等の監視体制の強化

全市域６１地区不法投棄監視員

体制
生活環境課

171
湖山池流入有機質肥料等

削減事業

有機質肥料の低減につながる

取組み支援

湖山池将来ビジョン推進計画等

を踏まえた事業調整・実施

・育苗箱全量施肥助成

・元肥一発施用肥料購入支援

・啓発パンフレット作成

・減肥料栽培米出荷助成

・土壌診断助成など

農業振興課

172
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

湖山池浄化対策事業

・「湖山池将来ビジョン推進計

画（第Ⅲ期水質管理計画）」の

策定と、推進計画に基づく水

質浄化事業の実施

・各種施策の取組みを「環境

モニタリング委員会」「湖山池

将来ビジョン推進委員会」で

検証を行い、施策効果の薄い

ものの見直し、新たな施策の

検討を実施

・湖山池アダプトプログラム

導入による市民意識の醸成を

図るとともにごみのないきれ

いな湖山池をめざす

・湖山池巡視

・台所用ろ過袋購入助成

・アダプトプログラムの導入・実

施

・環境モニタリング調査

・将来ビジョンシンポジウム開催

・「湖山池将来ビジョン推進委員

会」の開催

生活環境課

173 殿ダム対策事業

・ダム湖の新たな緑水空間と

自然環境を活用した周辺整備

・水源地域の活性化対策の推

進と都市との交流

・殿ダム水源地域整備

・地域活性化対策の実施
都市環境課

政策２ 快適で利便性の高い、住みよい都市機能をつくる

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

174 都市計画策定事業

・土地利用の区域区分や用途

地域の見直し

・工業専用地域を中心とした

土地の有効利用の促進

・区域区分見直し検討

・用途地域の見直し検討

・土地の有効利用の促進

都市企画課

施策１ 生活基盤の充実

施策２ 環境保全活動の推進
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

175
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

地域生活拠点再生事業

・都市再生整備計画の策定

・都市再生整備計画に基づく

居住環境の形成

用瀬、気高、青谷、佐治、河原、

国府、福部、鹿野地域を対象に都

市再生整備計画の策定と事業の

実施

都市企画課

176
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

公園芝生化推進事業

地域住民等との協働による芝

苗（ポット苗）の植付推進
都市公園等の芝生化 都市環境課

177
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

ガーデンシティ鳥取事業

・平成 25年 9月 21日から 11

月 10 日の 51 日間、湖山池公

園を会場に「全国都市緑化フ

ェア」を開催

・水と緑豊かなガーデンシテ

ィ鳥取の実現のため、湖山池

ナチュラルガーデンを核とし

た緑化・環境保全施策を計画

的に実施

①平成２５年９月２１日～１１

月１０日 「第３０回全国都市緑

化とっとりフェア 水と緑のオ

アシスとっとり２０１３」を開

催・主会場：湖山池公園（お花畑

ゾーン）・目標来場者数：主会場

３０万人

開催後、実行委員会解散総会をも

って終了する。(平成２５年度中

を予定）

②平成２６年度に湖山池ナチュ

ラルガーデンのリニューアルオ

ープン

③湖山池ディスカバー事業によ

る湖山池振興

④ガーデンシティ鳥取実現に向

けた全市的な緑化推進事業

都市環境課

都市企画課

178
高速道路整備促進及び沿

線振興事業

・鳥取自動車道、山陰自動車

道（鳥取西道路）、鳥取豊岡宮

津自動車道の期成同盟会等事

務局の運営

・国土交通省等関係機関への

要望

・鳥取自動車道を起点とする

観光地等への誘導看板の設置

・高速道路ネットワーク勉強

会の設置

・担当課長会の開催

・総会の開催

・関係機関への要望

・誘導看板の設置

・高速道路網を活かした持続的発

展を目指すための方向性につい

て検討

都市企画課

179 橋梁長寿命化推進事業
橋梁の長寿命化修繕計画に基

づく修繕推進

・修繕計画の策定

・橋梁修繕

・調査設計

道路課

180 鉛製給水管更新事業
平成 28 年度を目途とする鉛

製給水管の計画的な布設替え
鉛給水管改良（約 1,000 戸／年）

水道局・工務

課

181 配水施設整備事業

・平常時における安定給水の

確保

・地震等の災害時における給

水対策充実

配水池等整備

送配水管整備

水道局・工務

課

182 震災対策整備事業

平成 32 年度を目途とする耐

震性に優れた水道管への計画

的な布設替え

老朽管改良（約 3.5km／年）
水道局・工務

課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

183 簡易水道整備事業

・改修の必要事項に応じた施

設整備

・水道未普及地域の解消

・上水道認可申請書作成業務

・野坂、円通寺、猪子、明治豊実

（5地区）、内海中改修整備

・宇倍野、石井谷、上地施設改修

整備

・江波、大村、用瀬、上安蔵、社

改修整備

・福部中央改修整備

・口佐治、津無、畑、つく谷、余

戸、大水改修整備

・鬼入道、今市勝谷改修整備

・蔵見上野未普及改修整備

農村整備課

184 公共下水道事業

以下の観点から、快適・安心

な生活の実現を目指す

①安全なまちづくりの強化

②暮らしやすいまちづくりの

実現

③環境にやさしいまちづくり

の実現

④計画的施設管理及び効率化

の実現

⑤経営基盤の強化

未普及解消対策

浸水対策対策

地震対策対策

水質保全対策

資源循環対策

下水道企画課

185 漁業集落環境整備事業 処理場の統合整備 漁業集落排水環境の整備 下水道企画課

186 農業集落排水事業
農業集落排水施設の処理場の

統合及び老朽管路の改修
処理場の統合整備 下水道企画課

187 街なみ環境助成事業

住宅等の修景による景観形成

を行う所有者への支援（鹿野

町地区）

・大規模修景に要する経費の

３分の２（１００万円限度）

・大規模修景に該当しない修

景に要する経費の３分の１

（３０万円限度）

住宅等の修景による景観形成を

行う所有者への支援（鹿野町地

区）大・小規模修景への補助

都市企画課

188

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

若い世帯の住まい支援事

業

若者世代の賃貸住宅家賃など

への支援

・賃貸住宅家賃の補助制度の検

討、実施
建築住宅課

189
市営住宅ストック総合改

善事業

市営住宅のバリアフリー化や

住戸面積の改善

・賀露団地ストック総合改善工事

・駅南団地ストック総合改善設計

・駅南団地ストック総合改善工

事

・古海団地下水道接続工事

建築住宅課

190
第二いなば墓苑三期工事

事業
第二いなば墓苑三期工事 用地取得、設計・工事 生活環境課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

191

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 2

公共交通利用促進総合再

編事業

・バス路線網の再編

・総合公共交通システムの検

討

南部地域新総合公共交通計画を

策定し、運行実施

バス利用者実態調査

公共交通マップの増刷

交通政策課

192
サイクル・エコタウン推進

事業

渋滞緩和や低炭素社会の実現

に向けた既成市街地における

自転車の利用促進

サイクル・エコタウン推進基本計

画を策定し、計画にもとづく事業

実施

交通政策課

193
鉄道網利便性向上対策事

業

・沿線地域住民への鉄道の利

便性対策

・鉄道を利用した関西圏等か

らの観光客の増大策

・関係機関への要望活動

・普及啓発活動

・利用促進ＰＲキャンペーン、旅

行商品ＰＲ支援等

交通政策課

194 空港利便性向上対策事業

・国際チャーター便就航に向

けたセールス

・東京便利用促進ＰＲキャン

ペーン、イン・アウトバウン

ド対策等

セールスの展開、Ｅｄｙプレゼン

トキャンペーンなどの利用促進

事業等の展開

交通政策課

195 鳥取港振興事業

・関西、中国地方を中心とす

るポートセールス

・観光クルーズ客船の誘致活

動

・貿易促進を念頭においたポ

ートセールス

鳥取港振興会へ職員を派遣

鳥取港振興会への事業・運営費補

助

交通政策課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

196
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

鳥取駅周辺再生整備事業

・駅前のシンボル・スクエア

を活用したイベント実施

・鳥取駅周辺再生基本計画に

基づく事業実施と調整

・イベント実施団体への支援

・鳥取駅周辺再生基本計画事業の

実施・調整

中心市街地整

備課

197 街なか居住推進事業
・街なか居住を推進する為の

各種事業の実施

・街なか居住需要者、供給者に対

する支援

・空き家空き床対策

・ネットワークの構築による総合

的な相談窓口の設置

・街なか居住推進のための普及啓

発

・街なか居住体験施設の運営

中心市街地整

備課

198
中心市街地活性化推進事

業

中心市街地の集客力を向上す

るイベント実施などによる活

性化

・市民交流ホール「パレットとっ

とり」の利用促進と運営支援等

・イベント実施市民団体支援

中心市街地整

備課

199
チャレンジショップ運営

事業

・中心市街地の空き店舗解消

対策

・経営指導による新規創業者

の出店の促進と商業活性化

出店者の募集、入居、管理運営、

広報

経済・雇用戦

略課

施策３ 中心市街地の活性化

施策２ 公共交通の確保
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

200 鳥取城跡観光推進事業

・協働によるお堀端景観の整

備

・市営片原駐車場へのレンタ

サイクル等の配備、鳥取城跡

久松公園の整備

・お堀端市道の植栽等の整備

・地元協議、合意形成

・整備方針の策定

・レンタサイクルの配備

・久松公園整備

都市企画課

都市環境課

道路課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

201
若者定住戦略方針推進事

業

・交流人口の増加に向けた調

査研究

・情報発信による若者の地元

定着への機運の向上

地元就職支援など各種制度のＰ

Ｒ、交流人口増加のための基礎調

査など

企画調整課

202

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

鳥取市地元大学等卒業生

就職奨励事業

・奨励金交付による若者の地

元定着への機運の向上
・就職奨励金の交付 企画調整課

203

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

鳥取市ＵＪＩターン若者

就職奨励事業

本市に移住定住し登録市内企

業に就職した者に奨励金を交

付し、市内起業が求める人材

の確保と移住定住人口の増加

を促進

本市に移住定住し登録登録企業

に就職又は自ら起業した若者に

奨励金を交付

中山間地域振

興課

204
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

里山交流促進モデル事業

市街地住民と中山間地域住民

による交流活動の支援

市街地と中山間地域の住民が相

互に連携して取り組む交流活動

を支援

中山間地域振

興課

205

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

グリーンツーリズム推進

事業

グリーンツーリズムに取組む

団体と連携して、都市部住民

等の本市中山間地域における

滞在型体験活動の誘致促進

とっとり因幡グリーンツーリズ

ム推進協議会への参画と鳥取市

グリーンツーリズム連絡会の活

動支援

中山間地域振

興課

206
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

ＵＪＩターン促進事業

移住定住に係る住居確保費用

の一部を支援し、本市への移

住定住者の誘致促進

新規移住定住者に係る住居の新

築・購入・改修費用の一部支援

中山間地域振

興課

207 在住外国人支援事業

・鳥取市で暮らす外国人にと

って、生活しやすい環境づく

り

・国際交流の推進

・パンフレット作成・配布

・自転車を配布

国際交流プラ

ザ

208 市民国際理解推進事業

市民と外国人の相互による国

際理解の推進と国際交流の促

進

・外国語講座

・世界の外国語教室

・茶道教室

・国際交流パーティー等のイベン

ト

国際交流プラ

ザ

施策４ 移住・定住の促進



25

まちづくりの目標５ 人・モノ・情報が往きかい にぎわうまちづくり

政策１ 国内外に躍進する、競争力のある産業をつくる

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

209 地域特産品振興対策事業 対象作物に対する出荷奨励
出荷奨励（白ネギ、ブロッコリー、

アスパラガス、生姜）
農業振興課

210
みんなでやらいや農業支

援事業費

農業の振興、活性化を図るた

め、元気な農業者を育成

ハウス・農業用機械等のハード、

調査費用等のソフト事業の経費

を支援

農業振興課

211

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

少量多品目チャレンジ支

援事業

農産物出荷量の向上を図るた

めの生産基盤の整備支援

・パイプハウス導入助成

・管理機、播種機等農業機械及び

出荷調製用機器導入助成

・加工製造に要する備品の導入支

援

・菜園整備、資材費用支援

農業振興課

212
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

ふるさと村推進支援事業

農林水産物及び加工品による

本市ＰＲとむらづくり運動の

活性化

農林水産物及び加工品等を「ふる

さと宅配便」として宅配
農業振興課

213

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

特産品生産等むらづくり

支援事業

主体的な活動促進による特産

品の生産・販売拡大

特産品の開発、加工、商品化等の

ための助成

ＰＲ活動や県内外イベントへの

出店等の生産拡大、販路拡大の取

組み

農業振興課

214
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

農産物販路拡大支援事業

関西圏等県外での販売促進に

よる商品の出荷拡大、プチ・

マルシェ事業の促進

関西圏での販路開拓を目指した

商談、調査、農産物 PR

関東での販路開拓を目指した商

談、調査、農産物 PR

農業振興課

215 畜産振興事業
和牛農家の規模拡大と効率的

な経営の促進

・施設整備支援、優良雌牛導入支

援

・放牧奨励

・肉用牛肥育経営体質強化対策

肥育素牛安定導入対策

・啓発宣伝支援

農業振興課

216 林産物振興対策事業
椎茸産地として持続的な発展

を支援

・種菌購入、販売促進、原木購入、

運搬車購入の助成
林務水産課

217 多様な担い手支援事業

・組織が作成する計画(水田農

業ビジョン)に沿った機械施

設の整備等を支援

・他分野から新規参入した企

業等が農業振興に寄与するこ

とを目的として、機械、施設

の整備等を支援

機械施設整備等の支援 農業振興課

施策１ 農林水産業の振興
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

218
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

新規就農者育成事業

・指定管理者によるとっとり

ふるさと就農舎の運営

・住宅の修繕に対する助成や

就農に係る準備金の支給、家

賃助成

・就農初期の運転資金、生活

費等に活用できる交付金の交

付

・農業体験者に対する滞在経

費等の助成

・新規就農を目指す青年がに

対する生活費等に活用できる

給付金の給付

・ふるさと就農舎の運営委託

・住宅修繕費支援、就農準備金支

給、家賃助成

・就農初期の運転資金、生活費等

の支援

・農業体験者に対する滞在経費等

の助成

・就農初期の運転資金、生活費等

に活用できる給付金の給付

農業振興課

219
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

農地集積促進事業

・認定農業者が３年以上の賃

借を伴う利用権設定を行った

場合に８，０００円／１０ａ

の助成金を交付

・集落の合意形成を図りなが

ら人・農地プランを作成し地

域の担い手に農地の利用調整

を行った場合に助成金を交付

・農地流動化推進事業費補助金の

交付

・農地集積協力金を交付

農業振興課

220

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

農用地利用権設定促進事

業

・農地の流動化の促進

・利用権設定の促進
農地の貸借の掘り起こし

農業委員会事

務局

221 林業担い手育成事業

林業労働者への共済事業、雇

用条件の改善充実に要する経

費助成

林業労働者福祉向上推進事業費

補助金、林業労働者雇用条件改善

事業費補助金の交付

林務水産課

222 漁業担い手育成事業
・新規漁船員の漁労技術指導、

演習等に係る経費を助成

漁業雇用促進緊急対策事業費、漁

業担い手育成研修事業費補助金

の交付

林務水産課

223 漁業振興事業

つくり育てる漁業の振興を図

るため、放流や養殖事業を支

援

水産資源確保、増大のための放

流、養殖等を支援
林務水産課

224 ため池等整備事業

農業用ため池の漏水、堤体浸

食、取水施設等の老朽箇所等

の調査、設計、改修工事等

山上・水根地区、鹿野・今市地区、

河原町三谷地区、小沢見・白兎地

区

農村整備課

225
農業水利施設保全合理化

事業

高瀬堰、大口堰の改修工事、

農業用水利施設（樋門、用水

路等）の改修整備

・調査、測量設計、改修工事（高

瀬堰、大口堰）

・実施設計、農業用施設改修工事

（樋門、取水樋門、分岐樋門、転

倒堰、用水路）

農村整備課

226 農業基盤整備促進事業
老朽化した農業用水路のきめ

細かな整備、樋門の整備等
測量設計、工事 農村整備課

227
中山間地域等直接支払事

業

・耕作放棄地の発生を防止

・農業生産及び多面的機能の

確保

集落協定に対する指導・助言、協

定内容の確認及び交付金の交付
農村整備課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

228
農地・水・環境保全向上対

策事業

・農業用施設を保全管理する

共同活動の促進

・集落周辺の環境・景観の保

全活動の促進

・農業用施設の長寿命化の促

進

・協定の締結

・活動組織の活動計画及び施工計

画に対する指導・助言

・履行確認

・交付金の交付

農村整備課

229 耕作放棄地再生推進事業

耕作放棄地を再生利用する取

組みやこれに附帯する施設等

の整備支援

・制度・施策の啓発・普及

・再生利用活動・施設等補完整備

支援

農業委員会事

務局

230 造林事業

・間伐、竹林林種転換、クヌ

ギ造林などを推進

・広葉樹植裁を活用した森林

整備

・間伐、竹林樹種転換、クヌギ造

林
林務水産課

231 間伐搬出支援事業
間伐施業の促進と間伐材の利

用拡大
間伐財搬出に係る経費を助成 林務水産課

232 竹林整備事業
竹林の抜き伐り等の実施によ

る竹林整備

・アクセス道整備、抜き伐り、皆

伐
林務水産課

233 作業道整備事業 作業道の整備に係る経費助成 作業道の整備に係る経費助成 林務水産課

234 漁港施設維持管理事業
第１種漁港の管理者として漁

港施設の維持、保全

・漁港及び関連施設の維持管理

（浚渫、漁港施設修繕等）

・漁港海岸に漂着したゴミ等の処

理

林務水産課

235 市民農園設置事業 遊休農地の活用 市民農園の加入促進 農業振興課

236 有害鳥獣被害対策事業
有害鳥獣等による農作物被害

等への対策支援

・イノシシ侵入防止柵（トタン・

ワイヤーメッシュ）（電気柵）

・イノシシ等捕獲奨励

・実施隊捕獲活動

・ツキノワグマ緊急対応体制整備

・クマ鈴補助

・追払い物品購入

農業振興課

237 有機農業支援事業
有機肥料の利用拡大による環

境に優しい循環型農業の推進
・有機肥料購入助成 農業振興課

238
特別栽培農産物生産振興

事業

有機農産物や特別栽培農産物

の生産支援による環境にやさ

しい農業の推進

・特別栽培米出荷助成

・特別栽培農産物生産奨励
農業振興課

239 地産地消推進事業

・地産地消推進行動計画に基

づく各種事業の推進

・地産地消の促進

「地産地消フェア」の開催
経済・雇用戦

略課

240
食育アドバイザー派遣事

業

・地元農産物や地域の食材を

使った伝統料理等への理解

・地産地消の促進

「食育アドバイザー」の派遣
経済・雇用戦

略課

241 地域米消費拡大対策事業 食と農に対する啓発
・米づくり体験学童農園設置支援

・米料理教室の開催
農業振興課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

242
学校給食用農産物供給支

援事業

営農集団の育成支援や出荷時

の支援による給食用への地元

産の産品の出荷を促進

・営農集団の育成支援

・営農集団の出荷時の支援

経済・雇用戦

略課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

243 企業誘致推進事業

・関係機関と連携しながら本

市への企業進出の働き掛け

・工場などの新・増設、移転

に対する補助・融資制度のＰ

Ｒ

企業訪問、誘致
企業立地・支

援課

244 企業立地促進支援事業

・工場等の新・増設、移転に

係る投資及び雇用に対する支

援による企業立地の促進

・工場の新・増設、移転に必

要な資金の一部の融資

・企業訪問、補助金の交付、金融

機関への預託

企業立地・支

援課

245 工業団地分譲推進事業

・本市工業団地への企業進出

の働きかけ

・河原インター山手工業団地

の整備推進

企業訪問、工業団地整備推進
企業立地・支

援課

246
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

新技術研究開発事業

産学官連携による新技術、新

製品の開発を目的とした共同

研究、起業化等の取り組み、

農商工連携による取り組みに

対して支援

・産学官連携による共同研究、起

業化等の支援

・農商工連携の支援

経済・雇用戦

略課

247

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

鳥取市トライアル発注事

業

市内に事業所を有する中小企

業者等（誘致企業を含む）が

製造し、又は開発した製品を

市が随意契約により率先して

購入（１製品につき１００万

円を上限）

中小企業者等（誘致企業を含む）

の販路開拓を支援

経済・雇用戦

略課

248
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

食品加工産業育成事業

農林水産物等を活用した食品

加工に係る新規事業の創出並

びに食品加工に係る新商品の

開発及び既存商品の改良を行

う食品加工関連事業者を支援

・食品加工新規事業の創出、開発

支援

・既存商品の改良を行う食品加工

関連事業者を支援

経済・雇用戦

略課

249

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

中小企業人材育成支援事

業

経営の向上、経営拡大を図る

企業が行う人材育成事業の支

援

・経済団体広報誌掲載、企業訪問、

補助金の交付

企業立地・支

援課

250
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

中小企業等支援事業

中小企業の課題解決に向けた

支援

研修会（経営革新、新事業典型、

人勢育成）、モデル事業支援、商

談会・展示会の支援

経済・雇用戦

略課

251

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

ビジネスマッチング支援

事業

販路開拓を目指し企業が行う

展示会等への出展事業、及び

ホームページ作成事業の支援

・経済団体広報誌掲載、企業訪問、

補助金の交付

企業立地・支

援課

252
ふるさと産業規模拡大事

業

伝統的産業の既存事業拡大に

伴う設備導入等の支援

伝統的産業（和紙、陶磁器、竹工、

酒造、菓子、木製家具・建具）の

設備導入等支援

経済・雇用戦

略課

施策２ 工業の振興
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

253
伝統工芸等後継者育成支

援事業

伝統工芸等の技術の伝承と後

継者の育成

伝統工芸等の技術伝承事業等へ

の支援

経済・雇用戦

略課

254 因州和紙振興事業

和紙文化の伝承並びに和紙産

業の安定化及び発展に向けた

団体を支援

因州和紙の伝承各種事業活動団

体への助成

経済・雇用戦

略課

255
中小企業国際展開促進支

援事業
物流の国際化の促進 ・貿易、海外投資関連情報の提供

経済・雇用戦

略課

256 産学官連携推進事業

・産学官の連携強化

・大学のニーズと企業のニー

ズの整理と調整による地域経

済の活性化の推進

・研修会、連絡調整会議等への参

加等

・企業ニーズの把握（企業訪問等）

経済・雇用戦

略課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

257 大型空き店舗対策事業

大型空き店舗の解消と商業活

性化に向けた中心市街地内の

家賃、改装費補助によるテナ

ントの誘致

中心市街地内の大型空き店舗（35

坪以上）へのテナント誘致

経済・雇用戦

略課

258
商店街にぎわい形成促進

事業
空き店舗対策、商業活動支援

・空き店舗解消

・商業振興活動支援

・防犯カメラ設置

経済・雇用戦

略課

259 商店街イベント支援事業

・魅力のあるイベントの支援

・地域の特性を活かしたイベ

ントの実施の支援

・商店街振興、地域コミュニティ

関連イベントの開催支援

経済・雇用戦

略課

260

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

インターネットショップ

事業

インターネットショップによ

る物産振興とあわせた物産の

ブランド化、販路開拓・拡大

の促進、事業者の育成、農商

工連携などの新たなマッチン

グや起業化などの促進

市直営のインターネットショッ

プの運営

経済・雇用戦

略課

261 地域経済戦略推進事業

各種支援制度の広報、各種セ

ミナー等の実施による地域経

済活性化の推進

中小企業支援制度パンフレット

の作成、セミナー・フォーラム等

の実施

経済・雇用戦

略課

262 物産振興事業
関西圏等県外での販売促進に

よる商品の出荷拡大

関西圏や姉妹都市のイベントな

どへの出展

経済・雇用戦

略課

263 食ブランド創出推進事業
食を通した地元産農産物等の

消費の推進

・料理講習会の開催

・レシピ本の作成

経済・雇用戦

略課

264 卸売市場振興事業

地方卸売市場の適正かつ健全

な運営の確保と流通の円滑化

と市場の役割等をＰＲし、市

場の活性化

・施設、設備の維持管理に関する

業務

・市場取引の公正かつ円滑な運営

に関する業務

・指定管理者協同組合鳥取総合食

品卸売市場が行う活性化イベン

トに補助

経済・雇用戦

略課

施策３ 商業・サービス業の振興
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

265
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 6

新規創業・開業支援事業

・ソーシャル・コミュニティ

ビジネスによる起業支援

・新規創業に対する支援

起業に対する補助金の交付
経済・雇用戦

略課

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

266
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

雇用創造推進事業

雇用創造戦略方針に基づいた

成長産業における雇用創造プ

ロジェクトの推進

官民協同チームによる重点事業

の推進

経済・雇用戦

略課

267
とっとり若者インターン

シップ事業

採用意欲のある事業所におい

て、若年求職者の長期の職場

体験を促進

若年求職者の市内事業所へのイ

ンターンシップ受入れ調整、補助

金交付

経済・雇用戦

略課

268
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

職業紹介事業

雇用アドバイザーによる雇用

相談や企業訪問による求人開

拓などによる雇用機会の創出

と市民の就労支援

本市のデータベースへ登録した

求職者と求人企業とのマッチン

グを行い、求職者の就労支援を実

施

経済・雇用戦

略課

269
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

雇用マッチング促進事業

市内の雇用支援機関との連携

による雇用機会の創出促進と

生活福祉の向上

鳥取市雇用創造協議会による雇

用事業

経済・雇用戦

略課

270

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 3

ワークライフバランス推

進事業

トップセミナーなどによる意

識啓発
セミナーの開催

経済・雇用戦

略課

政策１ 魅力、感動、癒しの空間でもてなす

NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

271
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

山陰海岸ジオパーク事業

鳥取砂丘を含む山陰海岸ジオ

パークの世界的な価値を国内

外に発信するとともに、自然

や環境の保護・保全を行い、

観光など地域産業に活用して

いく持続的な取り組みを実施

・保護・保全、教育、産業振興、

観光振興、情報収集・発信に関す

る各プロジェクトの推進

・本市ジオパークエリアの見直し

拡大

・世界ジオパークネットワークの

更新審査（Ｈ２６）

鳥取砂丘・ジ

オパーク推進

課

272 砂像制作事業 砂の美術館の継続開催
・砂の美術館継続開催

・砂像制作、展示

鳥取砂丘・ジ

オパーク推進

課

273
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

市民運動推進支援事業

鳥取市市民運動推進協議会が

推進する明るく住みよいまち

づくりの活動支援

砂丘一斉清掃 協働推進課

施策１ ビジットとっとりの展開

施策４ 雇用創出・環境の充実
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

274
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

鳥取砂丘新発見伝事業

・鳥取砂丘の新しい魅力を県

内外に情報発信

・砂丘を活用し、観光や文化

面で地域の活性化につながる

イベントを支援

イベントの公募・審査及び実施支

援

鳥取砂丘・ジ

オパーク推進

課

275

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 4

鳥取砂丘魅力向上推進事

業

・鳥取砂丘を訪れる観光客の

受け入れ環境の整備及び管理

・砂丘海岸の漂着ゴミの収集・運

搬・処理

・砂丘及び周辺の景観保全、維持

管理、清掃、ゴミ処理

・ゴールデンウィーク時における

砂丘周辺の渋滞対策

鳥取砂丘・ジ

オパーク推進

課

276
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

しゃんしゃん祭支援事業

しゃんしゃん祭の支援による

観光・文化・産業の振興
しゃんしゃん祭の開催支援

観光コンベン

ション推進課

277 観光産業育成支援事業

新たな観光素材の発掘や磨き

上げ、旅行・商品等の企画・

開発の促進

観光事業者等への事業支援
観光コンベン

ション推進課

278

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

観光イベント等開催支援

事業

各まつりや実行委員会を支援

することによる観光・地域経

済の振興

ボンボリの設置・点灯及びふるさ

と鳥取桜まつり、鳥取３２万石お

城まつり、白兎まつり、市民納涼

花火大会、風紋広場青い鳥コンサ

ート、吉岡温泉ホタルまつりの開

催支援

観光コンベン

ション推進課

279
いなば温泉郷協議会活動

支援事業

いなば温泉郷協議会の活動支

援による、県東部温泉地（鳥

取、吉岡、浜村、鹿野、岩井）

及び県東部観光地の観光促進

いなば温泉郷協議会が行う、宣伝

ＰＲ事業、スキルアップ事業、魅

力向上事業への支援

観光コンベン

ション推進課

280 吉岡温泉整備支援事業

吉岡温泉旅館組合並びに吉岡

温泉町が行う環境整備事業を

支援することによる観光の振

興

吉岡温泉旅館組合並びに吉岡温

泉町が行うまちなみ整備事業へ

の支援

観光コンベン

ション推進課

281
観光ボランティア活性化

事業

本市を訪れる観光客に対する

もてなしの向上

観光大学事業、観光ボランティア

ガイド事業

観光コンベン

ション推進課

282 ループバス運行支援事業
２次交通の整備による観光客

の利便性向上
バスの運行支援

観光コンベン

ション推進課

283 誘客推進事業 本市ＰＲによる誘客の推進

県外旅行会社のプロモーション、

マスコミ・メディアへの情報提

供、観光パンフレット等の制作

観光コンベン

ション推進課

284

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

鳥取市知名度アップ情報

発信事業

・関西圏や首都圏などにおけ

る情報発信

・政策上、必要な臨時的情報

の発信

・鳥取市情報発信業務のプロポー

ザル選考

・各種メディアによる情報発信

秘書課広報室

285 観光情報等調査発信事業

・観光情報の収集・把握・分

析

・本市情報の発信による知名

度向上策の実施

・観光白書の発行

・観光ノベルティグッズの作成等

観光コンベン

ション推進課
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NO 事業名 事業概要 計画内容 担当課

286
コンベンション誘致支援

事業

コンベンション等の誘致によ

る交流人口の増大と地域活性

化

コンベンション等の開催支援
観光コンベン

ション推進課

287
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

姫路お城まつり連携事業

本市のＰＲや鳥取しゃんしゃ

ん祭への誘客

・しゃんしゃん傘踊りの参加連派

遣

観光コンベン

ション推進課

288

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

因幡・但馬・丹後広域観光

キャンペーン事業

因幡・但馬・丹後観光協議会

での一体的な観光キャンペー

ンを支援することによる広域

的な観光振興

因幡・但馬・丹後協議会への事業

支援

観光コンベン

ション推進課

289
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

国際観光推進事業

・外国人観光客誘致のための

誘客宣伝

・外国人観光客の受入体制整

備

・おもてなし研修会

・韓国・中国・ロシアに向けた宣

伝活動等

観光コンベン

ション推進課

290 観光サイン設置事業

観光サイン（案内看板等）の

整備・充実による観光客の利

便性向上

･観光サイン（案内看板等）整備
観光コンベン

ション推進課

政策３ 価値ある情報を発信する

事業名 事業概要 計画内容 担当課

291 地域情報化推進事業

インターネット技術を活用し

た市民の利便性の向上と情報

教育環境の提供

地域イントラネット、地域ふれあ

いサイト、施設予約システムの維

持整備

財産経営課情

報政策室

292
コミュニティデータ放送

活用事業

コミュニティデータ放送を活

用した地域活性化の推進
利用コミュニティの拡大

財産経営課情

報政策室

政策４ 環日本海諸国をはじめ、国内外との交流を盛んにする

事業名 事業概要 計画内容 担当課

293 姉妹都市等交流事業

・国際姉妹・交流都市などと

幅広い分野における連携・交

流を推進

・姉妹都市交流事業の実施

・市民団体が実施する交流事

業の支援

・各国の駐日大使や総領事、国際

親善団体、経済団体との連携、市

民交流の促進

・姉妹都市交流事業の実施

・市民交流事業の支援

企画調整課

294 国際交流推進事業

・市民団体が実施する交流事

業の支援

・太倉市代表団などの受入れ

・小中学生の訪中団の結成に

よる交流事業

・太倉市代表団の受入

・小中学生の訪中団の結成による

交流

企画調整課

施策１ 交流拠点の魅力創出

施策１ 情報通信技術の活用
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事業名 事業概要 計画内容 担当課

295

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

環日本海経済交流推進事

業

韓国、中国、ロシアの環日本

海諸国の都市と連携した人、

モノなどの経済交流の推進

環日本海経済交流の推進による

経済活性化

国際会議開催、商談会、セミナー

等の開催

国際会議への出席

経済・雇用戦

略課

296
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 5

国外情報発信事業

・国際交流員の配置による国

際交流業務の円滑な推進

・地域での国際理解講座に国

際交流員を派遣し、国際理解

を推進

ドイツ・英語圏担当、中国担当、

韓国担当の国際交流員を配置
企画調整課


