
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)

(環境課)

711 711

(環境課)

480 1,721 △ 1,241

(環境課)

19,868 19,868

(環境課)

1,260 1,260

(環境課)

9,939 9,939

(環境課)

379 84 295

(環境課)

34,198 765 22,369 11,064

事　業　名

担当課要求額

衛生総務費

狂犬病予防事業

環境衛生事業

公衆浴場確保対策
事業

生活排水溝改善事
業

市有墓地維持管理
事業

合併処理浄化槽設
置推進事業

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）

事業概要：衛生事務の総務的経費
対象：衛生事務の総務的経費
意図：衛生事務の総務的経費

事業概要：犬の登録・狂犬病予防注射の実施
対象：生後９１日以上の犬の飼い主
意図：狂犬病の予防による公衆衛生の確保

事業概要：斎場の運営・建設に関する経費
対象：摩瑠山斎場の運営・建設に関する経費
意図：斎場の運営、建設による公衆衛生の確保

事業概要：公衆浴場経営安定のための補助
対象：公衆浴場の経営者
意図：公衆浴場の確保による地域住民の公衆衛生の確保

事業概要：住民が行う生活排水溝清掃活動の支援
対象：地域住民が行う生活排水溝の清掃活動
意図：生活環境の改善、公衆衛生の向上

事業概要：市有墓地の維持管理
対象：倉吉市名義の墓地
意図：市有墓地の維持管理による生活環境の保全

事業概要：合併処理浄化槽の設置者に対する補助
対象：合併処理浄化槽の設置者
意図：公共用水域の水質改善
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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　名

担当課要求額 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）

(環境課)

4,029 4,029

(環境課)

1,960 1,960

(環境課)

54 24 30

(環境課)

505 505

(環境課)

1,146,518 52,473 1,094,045

(環境課)

337 337

(環境課)

46,303 1,440 44,863

ISO14001認証取得
事業

清掃総務費

公害対策

ごみゼロ運動

塵芥処理事業

川をきれいにする
運動

廃棄物減量等推進
事業

事業概要：環境測定等による市全域の環境の状況の把握
対象：市全域の環境
意図：公害の防止、生活環境の確保

事業の概要：ISO14001の実施による環境配慮活動
対象：市役所本庁舎、東庁舎、南庁舎、北庁舎
意図：事業活動に伴う環境に及ぼす影響の軽減、住民・事業者への意識啓発

事業概要：清掃事務の総務的経費
対象：清掃事務の総務的経費
意図：清掃事務の総務的経費

事業概要：ごみゼロ全市一斉清掃
対象：全市域
意図：市域の環境美化・市民意識の向上

事業概要：一般廃棄物の収集、処理
対象：市内の一般廃棄物
意図：一般廃棄物の処理による生活環境の保全

事業概要：ボランティア団体が行う河川清掃活動の支援
対象：ボランティア団体が行う河川清掃活動
意図：河川の美化による生活環境の向上

事業概要：再生資源の収集、住民への啓発
対象：市民・事業者による再生資源の収集
意図：再生資源のリサイクルの推進による循環型社会の推進
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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　名

担当課要求額 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）

(環境課)

3,422 3,422

(環境課)

66 66

(環境課)

191,988 59,175 132,813

(環境課)

28,142 28,142

(環境課)

74,178 3,846 70,332

(環境課)

2,785 2,750 35

(環境課)

1,567,122 765 0 143,882 1,422,475

環境美化促進対策
事業

し尿処理事業

廃食油のリサイクル
推進事業

簡易水道の上水道
統合事業

簡易水道・小規模
水道等整備事業

飲用井戸等整備資
金融資事業

小計

事業概要：不法投棄廃棄物の処分等
対象：不法投棄廃棄物
意図：環境美化の推進、不法投棄の防止による生活環境の保全

事業概要：し尿の収集、処理。
対象：し尿の収集、処理
意図：し尿の処理による公衆衛生の確保

事業概要：上水道に統合された簡易水道の整備費の起債償還額の負担
対象：上水道に統合された簡易水道
意図：上水道会計の負担軽減

事業概要：廃食用油リサイクル事業実施に向けての調査
対象：廃食用油リサイクル事業
意図：廃食用油の燃料化による廃棄物の再利用

事業概要：小規模水道の衛生管理、整備費補助、簡易水道特別会計への繰出
対象：小規模水道
意図：小規模水道の維持管理等による生活環境の改善

事業概要：飲用井戸等の新設、改修整備等に係る費用の融資
対象：未給水地域における飲用井戸を設置しようとする方、又は設置している方
意図：飲用井戸の整備による公衆衛生の確保
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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　名

担当課要求額 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）

(市民課)

20,972 28,247 △ 7,275

(市民課)

60 1,432 △ 1,372

(市民課)

44 52 △ 8

(市民課)

40 46 △ 6

(市民課)

297,340 177,932 119,408

(市民課)

249 10,949 △ 10,700

(市民課)

301,065 121,275 53,359 126,431

外国人登録事務

戸籍住民登録事務

特別医療助成費

国民年金事業

人口移動調査事務

国民健康保険事業
特別会計繰出金

人口動態調査事務

住民が戸籍・住所等に変更が生じた場合、届出に基づき戸籍・住民基本台帳に記載登録し、証明書
を交付する。

身体障害者等、特に医療費の助成を必要とする者の医療費について助成することにより、これらの者
の健康の保持及び生活の安定を図る。

倉吉市に外国人登録をしている外国人の居住関係・身分関係を正確に把握し管理する。

出生・死亡・婚姻・離婚等の人口動態事象について統計作成する。地域保健活動の基礎資料となり、
又国は人口動態統計を作成する。

住民基本台帳に基づき、人口の移動状況を把握し、県を通して国へ報告し、集計公表する。国等の
行政事務及び人口移動の研究分析の資料となる。

国保事業の健全な運営のため、必要な財源を国民健康保険法等の基準に基づき国保特別会計に繰
り出す。

国民年金は、全ての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生
活の維持・向上に寄与することを目的に国が運営する制度であるが、加入・届出などの窓口業務は市
区町村に委任されている。住民に密着し、国との協力・連携を深め国民年金事業の円滑な推進を図
る。
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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　名

担当課要求額 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）

(市民課)

1,800 1,800

(市民課)

437,067 2,120 434,947

(市民課)

12 913 △ 901

（市民課）

1,058,649 313,806 0 82,519 662,324

（人権政策課）

5,569 413 5,156

（人権政策課）

261 261

（人権政策課）

667 667

出産手当支給（第３
子出産以降）

小計

老人保健一般業務

自動車臨時運行許
可事務

同和対策事業

部落解放・人権政
策確立要求倉吉市
実行委員会事業

男女共同参画の推
進

３人以上の子を出産した母親で出産の日前６ヶ月以上引き続き市内に住所を有するものに対して支給
する。

老人保健法に基づく受給者の医療費等以外（特別会計以外）の経費について計上している。

自動車の運行要件を満たしていない自動車を行政庁の許可により特殊的に運行できるよう措置した制
度。

あらゆる差別をなくする審議会（差別をなくするための重要事項の調査･審議）及び同和対策推進協
議会（同和対策・人権保障の促進）の運営等

中央及び鳥取県実行委員会と連携し、部落問題をはじめあらゆる差別の解消が市民一人ひとりに課
せられた責務であるとの認識に立ち、部落解放・人権政策確立を図るための運動を促進するための組
織の運営

倉吉市男女共同参画推進条例制定を踏まえ、市民及び事業者との協働により男女共同参画社会の
形成を推進する。普及広報活動として、男女共同参画推進月間を設ける。男女共同参画推進行動計
画の策定（第3次）。
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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　名

担当課要求額 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）

（人権政策課）

497 497

（人権政策課）

514 514

（人権政策課）

1,862 1,862

（人権政策課）

9,370 413 0 0 8,957

（人権文化センター）

24,538 12,653 10 11,875

（人権文化センター）

2,107 1,688 419

（人権文化センター）

10,438 9,926 624 △ 112

人権文化センター
促進事業

第１８回部落解放
研究倉吉市女性集
会

運営事業

やまびこ人権文化
センター運営事業

小計

部落解放研究第３
３回倉吉市集会

人権・同和問題市
民意識調査

部落差別をはじめ、あらゆる人権問題と向き合い、差別をなくする研究・実践の成果を発表し、市民対
象の集会として討議を深め人権尊重のまちづくりをすすめる。

無作為抽出によるアンケート方式で人権・同和問題についての市民意識を把握し、人権啓発および
施策策定のための基礎資料とする。

同和地区及び周辺地域で隣保館事業を実施し、また、市民対象に部落差別をはじめあらゆる差別に
対する人権啓発活動を実施し、倉吉市あらゆる差別をなくする総合計画の理念に基づき、人権尊重
のまちづくりをすすめる。

女性が主体となり、部落差別をはじめ、あらゆる人権問題と向き合い、差別をなくする研究・実践の成
果を発表し、市民対象の集会として討議を深め人権尊重のまちづくりをすすめる。

市民対象とし、人権・同和問題講演会（市集会）と啓発資料（人権絵本等）により、部落差別をはじめあ
らゆる人権問題への理解・認識を深め、人権尊重のまちづくりをすすめる。

同和地区及び周辺地域で各種相談事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための啓発活動
を行い、地域住民の社会的・経済的・文化的向上を図るための事業活動を行う。
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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　名

担当課要求額 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）

（人権文化センター）

12,448 10,997 3 1,448

（人権文化センター）

17,601 9,834 2 7,765

（人権文化センター）

14,952 12,160 1 2,791

（人権文化センター）

7,040 7,040

（人権文化センター）

748 748

（人権文化センター）

2,240 1,200 1,040

（人権文化センター）

1,080 1,080

同和教育推進事業

あたごふれあい人
権文化センター運
営事業

はばたき人権文化
センター運営事業

倉吉市人権フェス
ティバル

人権のために学ぶ
同和教育講座

人権教育地域振興
事業

さわやか人権文化
センター運営事業

全市にわたる町内学習会の中心的立場となる市同和教育推進員や地区同研・市同研等の充実を図
ると共に、１７年度は県研究集会の開催地事務局としての事業を行う。

同和地区及び周辺地域で各種相談事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための啓発活動
を行い、地域住民の社会的・経済的・文化的向上を図るための事業活動を行う。

同和地区及び周辺地域で各種相談事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための啓発活動
を行い、地域住民の社会的・経済的・文化的向上を図るための事業活動を行う。

同和地区及び周辺地域で各種相談事業及び人権・同和問題に対する理解を深めるための啓発活動
を行い、地域住民の社会的・経済的・文化的向上を図るための事業活動を行う。

同和地区を対象とし、同和問題をはじめとする人権に関する問題をテーマとした学級・講座を開設し、
同和問題解決の主体者としての自覚と差別解消の意欲を高める学習を行う。

市民対象とし、部落差別をはじめあらゆる人権課題への認識・理解を深める講座を年６回開催し、職
場・地域等で指導的立場で実践できる人材を育てる。

全市民を対象とし、解放文化の紹介、実践発表の場として３０年間取り組んできた解放文化祭を発展
的に捉えたイベントとし、新たな解放運動への市民意識高揚の契機となる文化祭を開催する。
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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　名

担当課要求額 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）

（人権文化センター）

1,485 1,485 0

（人権文化センター）

94,677 59,943 0 640 34,094

（一般会計）

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

小計

同和地区実態把握
等調査事務受託事
業

同和地区及び同和地区住民に対する部落差別をなくする行政の諸施策の成果と差別解消の実態把
握調査を行い、残された課題解決のための調査を行う。
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