
平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

（企画課）

502 502 0

（企画課）

58 58 0

（企画課）

2,907 2,907

（企画課）

19,510 19,510

（企画課）

3,739 375 700 2,664

（企画課）

5,872 5,872

（企画課）

286 286

対象：緑化促進基金
事業概要：寄付金の受け入れ、基金管理
　寄付金を基金として積み立て、緑の育成・愛護・緑化推進事業を行う
意図：基金の有効活用

事業概要：市政の総合企画及び政策形成
対象：全庁的政策形成事務
意図：情報収集、研修により政策形成等の推進を図る

事業概要：地域が策定した地域計画に基づき自主的に取り組む活動について助成
対象：各地区振興協議会(市民)
意図：地域の自立性を高める

事業概要：姉妹都市交流事業の実施、参加
対象：市民
意図：姉妹都市との友好親善や相互理解

事業の概要：国際理解講座、外国人オリエンテーションの実施
対象：市民
意図：異文化への理解を深め、興味、関心をもつ。在住外国人が日常生活を円滑に行う。

事業の概要：行政評価を前提にした総合計画の策定
対象：総合計画の政策、施策、基本事業
意図：①基本構想に示された基本目標に沿って政策、施策、基本事業（政策体系）を設定する。
　　　 ②基本計画に示された施策、基本事業に沿って事務事業を設定する。

対象：文化基金
事業概要：寄付金の受け入れ、基金管理
　寄付金を基金として積み立て、文化施設を整備する
意図：基金の有効活用

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

韓国姉妹都市等交
流事業

文化基金

緑化促進基金積立
金

総合計画策定事業

元気が出る地域づ
くり支援事業

国際交流事業

企画政策推進
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平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

（企画課）

6,597 360 6,237

（企画課）

22,176 22,176

（企画課）

771 699 72

（企画課）

1,406 583 240 583

（企画課）

103,784 13,827 89,957

（企画課）

18,874 9,437 9,437

（企画課）

1,250 600 650

事業概要：松戸市との小学生交流、松戸まつり参加
対象：松戸市民、小学生
意図：交流のきっかけをつくり、自他の地域を再認識する。

倉吉未来中心管理
運営委託

中山間地域活性化
交付金

非営利活動団体支
援事業

事業の概要：非営利活動団体の活動を支援する。
対象：非営利活動団体
意図：公益的なサービスの提供を支援する。

対象：財団法人鳥取県文化振興財団
事業概要：県立倉吉未来中心の管理運営を委託する
　管理運営費の１／２を委託料として支払う
意図：市民交流の拠点施設の円滑な管理運営

事業の概要：中山間地域の諸問題を解決するために、やる気のある地域の活性化活動を支援
対象：市内の単独又は複数の集落(市民)
意図：地域の自立と再生を目指す

事業の概要：国際交流員の招致
対象：市民
意図：外国語の習得や異国文化の理解

事業の概要：行政評価システムの構築（計画策定）
対象：職員、施策、事務事業
意図：職員に行政評価を正しく理解してもらう。評価結果を事務事業に反映する。改革改善案を予算
要求に反映する。

対象：市内の樹木・林
事業概要：審議会の開催、保存樹・保存林の管理謝金支払、標識設置、環境保全事業
意図：緑の保全と育成

行政評価システム
構築事業

国際交流員（韓国）
招致事業

緑を守り育てる事業

国内交流事業
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平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

（企画課）

222 222

（企画課）

1,891 1,891

（企画課）

2,100 2,100

（企画課）

6,000 6,000

（企画課）

967 967

（企画課）

1,317 1,317

（企画課）

6,056 3,028 3,028

対象：市民・文化団体
事業概要：第九倉吉公演、アザレアのまち音楽祭実行委員会への補助金
意図：市民団体主体で発表・鑑賞機会を提供し市民に楽しんでもらう、音楽・文化に興味を持ってもら
う

文化芸術鑑賞支援
事業

事業の概要：新市ブランド化推進計画の策定、プロデューサーの設置
対象：市民、推進団体等
意図：地域資源を活用した地域の活性化

新市ブランド化推進
事業

対象：小・中学生及びその保護者
事業概要：青少年劇場巡回公演、中学校芸術鑑賞教室、本物の舞台芸術体験事業の開催
意図：児童・生徒に文化に親しんでもらう、舞台芸術・文化に興味を持ってもらう

児童生徒舞台芸術
鑑賞事業

地域文化芸術活動
育成支援事業

文化推進事業

対象：市民
事業概要：文化振興ビジョン策定、文化情報収集・提供、文化団体のネットワーク形成
意図：文化について関心を持ってもらう

対象：地域文化芸術活動団体
事業概要：文化芸術団体補助（倉文協、打吹太鼓、さいとりさし、田植え唄踊り）、国文祭出演団体補
助
意図：活動の定着化・継続化、文化団体の育成、自主運営してもらう

事業の概要：シビックセンターたからやの維持・管理を行う。
対象：市民活動団体等
意図：活動拠点を提供する。

対象：市民・全国の視聴者
事業概要：NHK公開番組等の協同開催
意図：倉吉市を全国に発信し知ってもらう、舞台芸術鑑賞機会を提供し楽しんでもらう、舞台芸術・文
化に興味を持ってもらう

舞台芸術鑑賞共催
事業

協働のまちづくり事
業
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平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

（企画課）

635 317 318

（企画課）

77,047 4,087 103 72,857

（企画課）

71,687 71,687

（企画課）

355,654 18,427 0 16,489 320,738

（秘書広報課）

6,197 6,197

（秘書広報課）

20,188 1,838 82 18,268

（秘書広報課）

26,385 1,838 0 82 24,465

事業の概要：県境サミットの開催
対象：倉吉市、真庭市
意図：交流事業の実施県境交流事業

行政運営の円滑な執行を図るために市長助役の日程調整、渉外を行う。

市報やインターネットＨＰなどを媒体として、住民に対する行政等の情報の広報と併せて意見などの公
聴をおこなう。
市報くらよし発行部数　21,000部、点字市報作成、記者発表、ＨＰ維持

事業の概要：バス路線対策として、維持・確保を図るためバス事業者へ補助金を交付。JR線及び智頭
線、鳥取空港、米子空港の利用促進、を図るため、各種負担金を支出。
対象：各公共交通機関事業者、市民
意図：公共交通機関の利用促進と機能強化のための対策

事業の概要：広域連合への負担金の交付
対象：広域連合（負担金のうち管理費）
意図：広域連合の効率的な（円滑な）運営

秘書業務

広報公聴事業

小計

鳥取中部ふるさと広
域連合負担金

総合交通対策事業

小計
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平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

（情報政策課）

129,057 15,001 114,056

（情報政策課）

198,062 140,936 57,126

（情報政策課）

30,164 2,458 27,706

（情報政策課）

56,345 28,172 28,173

（情報政策課）

520 768 △ 248

（情報政策課）

29,292 29,292 0

（情報政策課）

50 50 0

業務概要：地域及び行政の情報基盤整備及び情報化推進施策の推進
対象：市民及び倉吉市職員
意図：地域及び行政の情報化の推進

業務概要：グループウェアの維持管理
対象：倉吉市職員
意図：行政事務の効率化

業務概要：電算機器及びシステムの維持管理及び綜合行政システムの構築
対象：倉吉市職員
意図：行政事務の効率化及びデータの維持管理・個人情報の管理

業務概要：委託事務に伴う調査実施
対象：事業所
意図：統計情報の収集

業務概要：統計情報の収集及び市政要覧の作成
対象：市民及び倉吉市職員
意図：統計情報の提供

業務概要：委託事務に伴う調査実施
対象：市民
意図：統計情報の収集

業務概要：合併に伴うシステムの構築
対象：倉吉市職員
意図：行政事務の効率化

事業所・企業統計
調査準備調査

電算統合業務

行政情報システム
管理事業

高度情報化

電算業務

統計業務

国勢調査
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平成17年度予算

　　（　一　般　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順等）
         対象（誰、何を対象にしているのか）
         意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

事　業　名

担当課要求額

（情報政策課）

480 480 0

（情報政策課）

33 33 0

（情報政策課）

50 50 0

（情報政策課）

17 17 0

（情報政策課）

444,070 216,489 0 768 226,813

（一般会計）

26,697,970 3,783,436 897,000 4,325,372 17,692,162

業務概要：委託事務に伴う調査実施
対象：工業事業者
意図：統計情報の収集

業務概要：統計調査員の登録及び研修の実施
対象：市民
意図：統計調査員のスムーズな確保

業務概要：委託事務に伴う調査実施
対象：学校（幼稚園・小学校・中学校など）
意図：統計情報の収集

業務概要：委託事務に伴う調査実施
対象：農林業事業者など
意図：統計情報の収集

小計

学校基本調査

工業統計調査

統計調査員確保対
策事業

2005年農林業セン
サス

合　計
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	一般会計査定

