
　　この「実施計画（基本事業ベース）」は、施策の目標達成に向けて必要となる基本的な取り組みの目的

　を「対象」と「意図」で表しています。なお、今後は行政評価システムに基づく「基本事業評価」の実施

　により成果指標を設定するとともに、成果指標による現状値の把握と目標値の設定を行うこととします。

　（＊重点施策及び重点基本事業並びに行財政改革に関連する施策には網掛け）

１　環境にやさしく快適で安全なまちづくり

対　　象 意　　図

ごみ減量・リサイクル意識の向上 市民
ごみの減量とリサイクルの意識を
持ってもらう

リサイクルの推進 市民 再資源化してもらう

ごみの適正処理に関する指導 事業所 適正にごみを処理する

適正な処理体制の確保 ごみ
適正に処理される、処理ルートが
確保される

不法投棄対策の推進 不法投棄廃棄物 発生を防止する

生活雑排水対策の促進 市民 生活雑排水を処理する

事業所環境対策の促進 事業所
公害を出さない（環境基準を遵守
する）

下水道の整備・接続 市民、事業所 適正に処理する

省エネ・低公害車の普及啓発 市民、事業所
環境にやさしい生活を、事業を心
がける

地域における景観づくりの促進 都市景観 地域に合わせた景観づくりを行う

優れた景観の保全・整備
保全すべき景観（歴史的景
観、農山村景観、自然景観）

優れた景観が保全される

景観意識の醸成 市民・事業所 景観づくりに参加してもらう

土地利用の計画づくり 市域全体 土地利用の計画が明確になる

適正な土地利用の誘導
都市地域、農業地域、森林
地域

計画に合致した土地利用がなされ
る

バリアフリーの推進
身体障害者や高齢者など移
動に困難な方

安全･容易な移動ができる

公共空間（公園、広場）の整備 市街地 公共空間が確保される

住宅環境の向上 市街地の住宅 安全快適な住宅が確保できる

適正な農地管理 農業振興地域（森林を除く） 適正な農地の管理を行う

計画的な農業基盤の維持管理 農業基盤（農地、農業施設）
農業が営める基盤機能が保たれ
る

資源の循環利用対策 人工林
形質の良好な木材の安定的かつ
効率的な生産

人工林の適正な維持管理 人工林 適切に管理される

保全機能の管理対策 人工林、自然林 水源涵養の機能が保たれる

人と共生する環境整備 自然林、市民
森林とのふれあいを通じて森林保
全の大切さを認識してもらう

第４章　実施計画（基本事業ベース）

1-2-1 景観の保全

基本事業施　　　策

1-2-3

1-2-4 農業地域の整備

1-1-1 廃棄物の減量と適正処理

1-1-2 自然環境の保全

基本事業の目的（方針）

1-2-2 有効な土地利用の推進

森林の保全1-2-5

市街地の整備
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対　　象 意　　図

交通安全意識の啓発・高揚 市民、在勤者、在学者
交通安全ルール、マナーを守って
もらう

交通安全施設の整備 市内全域
交通事故が起こりにくい環境にす
る

防犯体制の充実 市民、市民団体
組織化された防犯活動が行われ
る

防犯意識の向上 市民、事業所
防犯を意識し、生活、事業活動を
行う

防犯環境づくりへの支援 市街地、住宅地 犯罪を起こしにくい環境をつくる

警察、関係機関との連携強化
警察、防犯活動を行う市民
団体、犯罪が多発している店
舗等

協働して犯罪を防ぐ

防災・防火意識の啓発 市民 火災を予防する、災害に備える

都市基盤・構造物の整備（雨水管、堰堤、堤防、急
傾斜地法面保護、公共施設の防災機能強化）

危険災害地域（急傾斜地指
定区域等）、公共施設

災害に対応した安全対策がなされ
る

消防防災体制の整備（公設消防、自主防災活動の
実施）

市内全域
災害や消防に対応できる体制が
整う

消防防災施設・設備等の整備 市内全域
消防防災活動に必要な施設や設
備が整う

被災者の生活支援、被災箇所の復旧・復興 被災者、被災箇所 早期に復旧・復興ができる

消費生活に関する啓発・情報提供 市民
消費者被害に合わないように自己
防衛ができる

市内事業所に対する適正取引に関する指導 市内事業所 適正な取引を行う

個人情報保護の啓発 事業所、市民
個人情報保護法の内容を知って
もらう

個人情報保護の取組支援
管理する個人情報5000件
以上で支援を必要とする事
業所

個人情報保護に必要な取り組み
がなされる

市が保有する個人情報の保護と情報管理の充実 市が保有する個人情報
個人情報が保護され適正に管理
されている

施　　　策 基本事業
基本事業の目的（方針）

1-3-1 交通安全の推進

1-3-2 防犯対策の推進

災害に強いまちづくりの推進

消費者の安全確保

1-3-5
個人情報の保護と安全性・信
頼性の確保

1-3-4

1-3-3
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２　快適な暮らしと交流を支えるまちづくり

対　　象 意　　図

高速道路網の構築促進 市民、市内事業所、観光客
山陰道、米子道へのアクセスを良
くする

市内混雑箇所の解消 駅周辺地域、旧市街地 スムースな移動ができる

安全性を守るための道路改良・維持管理 幹線道路
安全性が高まる、適切に管理され
る

交通バリアフリーの推進
高齢者・身体障害者など乗り
降りが困難な市民

公共交通機関（バス等）の乗り降り
がしやすくなる

生活バス路線の維持・確保 交通移動手段のない人
日常生活に必要な交通手段が確
保できる

鉄道、航空便の利便性の確保 市民、来訪者
目的地までの交通手段でスムー
ズに移動できる

情報リテラシーの向上 市民
情報通信を使ってインターネット等
が使えるようになる

地域・団体における情報通信の利活用への支援 地域、団体
ホームページ等を活用した情報の
受発信が行われている

上水道の健全経営
上水道の給水区域並びにそ
の区域の住民

安全でおいしい水が安定供給され
る

簡易水道の安定経営
簡易水道の給水区域並びに
その区域の住民

安全でおいしい水が安定供給され
る

水質検査の徹底
簡易専用水道、小規模水道
の設置者

水質管理を行ってもらう

水源の保全 水源となる森林、水源地 衛生的な環境が保たれる

３　誰もが健やかにいきいきと暮らせるまちづくり

対　　象 意　　図

健康づくりのきっかけづくり 市民
自身の健康に関心を持ち、健康づ
くりに取り組んでもらう

交流の場の提供 市民 仲間づくり・交流ができる

健康管理の促進 市民
自身の健康を管理できるようにな
る

医療体制の充実支援 医療機関 必要な医療体制が整う

適正な保険制度の運営
国民健康保険の加入者、老
人医療制度の対象者

安心して医療を受けてもらう

スポーツ施設の充実（安全な施設の提供) 市民
安全にスポーツを行う場が確保さ
れる

生涯スポーツのできる仲間づくりの推進 市民
スポーツを一緒に楽しむ仲間がで
きる

スポーツをするきっかけづくり（生涯スポーツの普及
啓発）

スポーツをしていない市民 スポーツを体験してもらう

在宅生活への支援 市内在住の障害者
在宅での自立した生活が送れる支
援サービスが受けられる

精神的自立への支援 市内在住の障害者 自己決定がなされる

社会参加への支援 市内在住の障害者 社会参加ができる

介助者の負担軽減 障害者の家族
経済的、精神的、肉体的負担が
軽減される

障害のある人と共に暮らす意識の啓発
市民、事業所、市内在住の
障害者

障害に関する正しい理解と協力が
なされる

2-1-1 道路ネットワークの充実

地域情報化の推進

2-1-4 安全で良質な水の安定供給

2-1-2 公共交通ネットワークの充実

2-1-3

基本事業
基本事業の目的（方針）

施　　　策

3-1-1 健康づくりの推進

3-1-3

体育・スポーツの振興3-1-2

障害者の自立と社会参画の促
進

施　　　策 基本事業
基本事業の目的（方針）
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対　　象 意　　図

高齢者の社会参加の促進
市内在住の高齢者（65歳以
上）

社会参加をしてもらう

身体能力の維持
市内在住の高齢者（65歳以
上）

身体能力が保たれる

支援体制の整備
介護サービスを提供する事
業者、団体、高齢者の家族

高齢者を支援する体制が整い、高
齢者の状況に応じた支援が提供さ
れている

就労支援
経済的自立が期待できる生
活困窮者

就労することができる

適正な支給 生活困窮者 適正な受給がなされる

子育てを支援する環境の整備 子育てをしている保護者 子育ての負担が軽減される

仕事と家庭（子育て）の両立支援
子育てをしながら就労してい
る保護者

子育てと仕事の両立ができる環境
が整う

親育ちのための教育・啓発 子育てをしている保護者
親としての自覚を持ってもらい、子
育てを行う

子どもが健やかに育つための環境整備 乳幼児 健やかに育つ

子どもや家庭の状況に応じた支援
特別な配慮や支援を要する
子どもや家庭

必要な支援を受け、状況の改善
が図られる

人権啓発の推進 市民 人権意識が高まる

職場における人権同和教育の充実 事業所 職場での人権侵害がなくなる

人権侵害を受けた市民の救済 人権侵害を受けた市民 精神的・肉体的被害から立ち直る

男女共同参画意識の醸成 市民
男女の役割分担についての固定
的な観念を払拭する

家庭における男女共同参画の促進 家庭
男女が共同して家事、育児、介護
等を行う

地域における男女共同参画の促進 地域
男女が共同して地域活動に取り組
む

職場における男女共同参画の促進 事業所
職場における男女共同参画や仕
事と家庭の両立の取り組みがなさ
れる

男女共同参画の施策推進体制づくり 行政機関（市）、団体、企業
連携して男女共同の諸施策を推
進する

４　豊かな心と文化を育むまちづくり

対　　象 意　　図

生涯学習環境の確保 市民 学習活動の場が得られる

生涯学習情報の提供 市民
市内で行われている生涯学習の
活動内容がわかる

学習内容の充実 市民 良質な学習が受けられる

学習を継続できる体制（仲間）づくり 市民 ともに学習する仲間が得られる

高等教育を受ける機会の確保
市民、高校生、専門学校
生、短大生、大学生

学習、就学機会を提供する

施　　　策 基本事業
基本事業の目的（方針）

子育て支援の充実

生活困窮者の自立支援3-1-5

3-1-4

施　　　策

4-1-1 生涯学習の推進

高齢者の住み慣れた地域や
家庭での自立促進

3-2-1 人権尊重の確立

3-2-2 男女共同参画社会の実現

3-1-6

基本事業
基本事業の目的（方針）
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対　　象 意　　図

交流機会と交流情報の提供 市民 交流のきっかけが得られる

市民交流活動への支援 市民、市民団体、企業 自主的な交流活動が行われる

交流拡大につながる倉吉の魅力（ブランド）づくり
市民（倉吉に関心のある市外
の人）、市民団体、企業

地域資源の魅力を見いだしてもら
う

確かな学力の定着 児童・生徒
個々の能力に応じた学力が身に
付く

人権同和教育の推進 児童・生徒 人権意識が身に付く

男女共生教育の推進 児童・生徒
男女を互いに尊重する意識が身
に付く

健康教育の推進 児童・生徒
発達段階に応じた自らの健康管
理ができる、体力が身に付く

地域に開かれた学校教育の推進
校区の住民、関係機関・団
体

学校の教育内容や課題の共通認
識がなされる

教育環境の整備 児童・生徒
良好な教育環境の中で安全・安
心な学校生活が送れる

礼儀・規範意識・基本的生活習慣の醸成と確立 児童・生徒
社会のルールやマナーを身につけ
る

青少年を健全育成するための環境づくり 市域、家庭、地域、学校 健全育成に適した環境が整う

青少年団体の育成支援
青少年の団体・グループ（子
ども会等）

参加する青少年が増える

地域・ボランティア活動の情報提供 児童・生徒
地域・ボランティア活動の情報が
得られる

学習成果を発揮できる環境の整備
社会活動に参加している児
童・生徒

活動成果を他の人に伝えることが
できる

青少年の活動の場の確保 児童・生徒
放課後、休日の子どもの居場所が
ある

伝統文化の調査保存・指定 無形文化財、伝統技術
伝統文化としての見極め（指定）が
なされる

保存活動への支援 市民の活動団体 活動が継続されえる

体験する機会の提供 児童、生徒 伝統文化を体験する

学習機会の提供 市民 伝統文化について知る

芸術文化鑑賞機会の提供 市民
芸術文化に触れる機会が得られ
る

創作活動の場と発表の機会の提供
文化芸術活動を行っている
人

活動の場や発表の機会・場が得ら
れる

芸術文化活動に関する情報提供 市民
地域の芸術文化活動に関心を
持ってもらう

文化財の公開・活用 市内の歴史的文化財、市民
文化財を活用する条件を整える
文化財に触れる機会を創出する

文化財の調査研究・保護の推進 市内の歴史的文化財 調査研究がなされ保存される

文化財保護に関する人材育成 市民
文化財保護に必要な知識を持っ
てもらう

基本事業
基本事業の目的（方針）

4-1-2 国際・地域間交流の推進

4-1-3 義務教育の充実

施　　　策

4-2-3 文化財の保護と活用

青少年の健全育成

4-2-1 地域の伝統文化の継承

4-1-4

文化・芸術活動の支援4-2-2
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５　地域特性を活かした活力あるまちづくり

対　　象 意　　図

農地の集積 農家 経営規模が拡大する

農業経営の組織化（法人化） 営農組織 組織的な農業が行われる

農業後継者の育成 就農を希望する若者 栽培技術を習得し、就農してもらう

経営指導 農家 経営能力を高める

農業支援機関の連携強化
農業研究機関、農業団体
（農協）

連携して農家を支援する

安心安全な農産物の買える環境づくり 消費者 安心安全な農産物が買える

地域ブランド（農産物）の育成
農家、流通業者、食品加工
業者

地域の農産物を活用した商品を
開発する

雇用者能力の開発支援 就労意欲のある市民
就業に必要な能力開発がなされ
る

起業の促進 就労意欲のある市民
自己の能力に基づく起業に関心を
持ってもらう

企業誘致の推進
事業拡大を考えている市内
企業、市外企業

市内に立地してもらう

就業情報の提供 就労意欲のある市民 就業情報が得られる

市内雇用の促進
市内企業、市内誘致を考え
ている企業

市民を雇用してもらう

生産基盤整備の支援 市内の工業者 研究・生産の場が確保できる

買い物しやすい環境づくり
駅周辺並びに旧市街地の商
店を利用する市民

買い物しやすい環境が整う

地域ブランドの開発・育成（地酒などの食品加工
業、伝統工芸品）

市内の工業・商業・サービス
業事業者

地域資源を活用したブランド・商品
を作ってもらう

中小企業への支援 市内の中小企業 経営が安定し、事業が継続できる

地域資源の掘り起こし 地域資源
活用可能な地域資源が明確にな
る

観光メニュー・商品づくり 地域資源
観光に活用できる商品が開発され
る

来訪者をもてなす体制づくり 来訪者、市民、事業者 来訪者をもてなす受け皿ができる

観光都市としての基盤整備 来訪者、観光スポット周辺 目的に合わせた観光ができる

観光都市としてのＰＲの推進 ターゲットとする人、来訪者 倉吉を観光地として認知してもらう

施　　　策

地域資源を活用した観光の振
興

5-3-2

基本事業
基本事業の目的（方針）

雇用の維持と確保5-2-1

商工業の振興5-3-1

5-1-1 農業の振興

- 15 -



６　ともにつくる協働と交流のまちづくり

対　　象 意　　図

市民参画協働の仕組みづくり 市民
ルール、仕組みの基で市民参画
や協働が行われる

自治団体、市民団体活動への支援 自治団体、市民団体 協働活動が盛んになる

歳入の確保 市民、事業所、歳入
納税義務を果たしてもらう、必要
額が確保される

歳出の抑制 歳出 歳入に見合った歳出とする

予算執行の適正化 歳入並びに歳出 適法かつ効果的に執行される

計画行政の推進 市の業務（施策、事務事業）
住民ニーズを踏まえた整合性のあ
る計画が明らかになる

計画と連動した予算編成 市の財政
計画に合わせて資源配分がなさ
れる

効果的・効率的な事業執行 市の業務（施策、事務事業） 効率性、有効性が高まる

市民ニーズに対応した行政サービスの提供 市民
市民生活に必要な行政サービス
が提供される

広報、公聴活動の充実 市民
市政に関する情報が得られる
情報に基づき自身の意見が表明
できる

適正な組織・人員体制づくり 市役所職員・組織
効率的・効果的な組織づくりと人
員配置がなされる

職員の能力開発の推進 市役所職員
役職、階級に応じた能力が身につ
く、個々人のテーマに基づく能力
開発を行う

住民が求める行政電子情報の提供 市民
必要な行政情報がホームページ
等で得られる

誰もが利用可能な行政電子情報化の推進 市民 誰もが利用できる状態をつくる

議会運営への支援 議会 活発な議論ができる環境が整う

議員活動への支援 議員 議員活動ができる環境が整う

開かれた議会運営への支援 市民
議会活動に対する関心が高まり、
活動内容を知ることができる

基本事業の目的（方針）

6-1-1
市民参加によるまちづくりの推
進

6-2-4 議会運営改革の実現

6-2-1 財政の健全性の確保

6-2-2
効果的・効率的な行政体制の
確立

6-2-3 行政の情報化の推進

施　　　策 基本事業
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