
平成１７年度予算

　　（　特　別　会　計　） 　　（単位：千円）

金　額(A) 国・県 地方債 その他 一般財源(B)

(下水道事業）

43,963 43,963 0

464,325 464,325 0

50 50 0

1,678 1,678 0

97,156 97,156 0

40,291 40,291 0

4,008 4,008 0

概要：雨水排水に係る施設の維持管理を行うことにより、快適な生活環境を維持する。
対象：公共雨水整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：浸水被害の予防、解消。

概要：下水道施設(汚水)の利益を受ける方からの受益者負担金の徴収とその関連業務を行う。
対象：公共下水道整備区域に土地を有する方および事業所。
意図：下水道の建設事業の一部費用の負担をお願いする。

概要：汚水管渠に係る施設の維持管理を行うことにより、快適な生活環境を維持する。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：下水道を使用する方の快適性の維持と水質保全。

概要：下水道未接続の方に対して、下水道施設への接続の啓発、推進をすることにより、環境改善に
努める。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民の方。
意図：下水道施設への接続率向上を図り、環境改善に努める。

概要：主要な施設から排除される水質検査を定期的に実施し、環境保全に努める。
対象：公共下水道整備区域内の特定事業場。
意図：河川の水質保全。

概要：下水道未接続の方に対して、下水道施設への接続工事に係る経費を対象とした融資制度を設
け、円滑な接続を目指す。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民の方。
意図：下水道施設への接続率向上を図り、環境改善に努める。

概要：管理部門の人件費。下水道関連団体との連携を図り、下水道をとりまくさまざまな状況に対応す
る。
対象：下水道事業に従事する職員。
意図：他の下水道関連自治体との交流を図り、職員の下水道業務に対する資質の向上を図る

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）

水洗便所改造
資金貸付業務

雨水維持管理
業務

受益者負担金
徴収業務

水洗便所等普
及業務

水質規制等業
務

一般管理業務

汚水維持管理
業務

事　業　名

担当課要求額
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

2,000 2,000 0

36,860 36,860 0

6,439 6,439 0

1,019 1,019 0

48,849 48,849 0

150,000 75,000 67,500 7,500 0

450,000 427,500 22,500 0

概要：下水道施設(汚水)の利益を受ける方からの受益者負担金の徴収とその関連業務を行う。
対象：公共下水道整備区域(旧関金町)に土地を有する方および事業所。
意図：下水道の建設事業の一部費用の負担をお願いする。

概要：下水道未接続の方に対して、下水道施設への接続工事に係る経費を対象とした融資制度を設
け、円滑な接続を目指す。
対象：公共下水道整備区域(旧関金町)に居住する住民の方。
意図：下水道施設への接続率向上を図り、環境改善に努める。

概要：下水道の未整備地域への汚水管渠の築造を行い、環境改善に努める。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：河川の水質保全、快適な生活環境の確保。

概要：主に下水道施設の建設事業に係る職員の人件費等。
対象：下水道事業に従事する職員。
意図：職員の下水道業務に対する資質の向上を図る

概要：国などの補助を受け、下水道の未整備地域への主要な汚水管渠の築造を行い、環境改善に努
める。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：河川の水質保全、快適な生活環境の確保。

概要：他の事業・経済活動により必要とされる下水道施設の移設、築造を目的とする。
対象：他事業で支障となる下水道管。
意図：下水道管の適切な管理を行う。

概要：汚水管渠に係る施設の維持管理を行うことにより、快適な生活環境を維持する。
対象：公共下水道整備区域(旧関金町)に居住する住民、事業所等。
意図：下水道を使用する方の快適性の維持と水質保全。

汚水補助

汚水単独

建設事業一般

受託工事

特環下水汚水
維持管理業務

特環下水受益
者負担金徴収
業務

特環下水水洗
便所改造資金
貸付業務
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

27,500 26,100 1,400 0

56,561 54,700 1,861 0

9,240 8,700 540 0

4,790 4,500 290 0

1,139,579 316,800 822,779 0

124,701 45,900 78,801 0

689,383 121,000 568,383 0

概要：下水道施設築造等に係る起債(借入金)の利子償還に係る管理を行う。
対象：公共下水道整備事業。
意図：借入金（利子）返済。

概要：下水道施設築造等に係る起債(借入金)の元金償還に係る管理を行う。
対象：特環下水道整備事業(旧関金町)。
意図：借入金（元金）返済。

概要：下水道施設築造等に係る起債(借入金)の元金償還に係る管理を行う。
対象：公共下水道整備事業。
意図：借入金（元金）返済。

概要：雨水排水施設の築造を行い、環境改善に努める。
対象：公共雨水整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：浸水被害の予防、解消。

概要：天神川流域の市町から排除される汚水の処理施設建設等に伴う経費(旧関金町負担部分)の管
理を行う。
対象：公共下水道整備区域(旧関金町)に居住する住民、事業所等。
意図：河川の水質保全、快適な生活環境の確保。

雨水単独

公債費元金

概要：天神川流域の市町から排除される汚水の処理施設建設等に伴う経費(倉吉市負担部分)の管理
を行う。
対象：公共下水道整備区域に居住する住民、事業所等。
意図：河川の水質保全、快適な生活環境の確保。

流域下水道事
業

概要：下水道の未整備地域への汚水管渠の築造を行い、環境改善に努める。
対象：公共下水道整備区域(旧関金町)に居住する住民、事業所等。
意図：河川の水質保全、快適な生活環境の確保。

特環下水汚水
単独事業

特環下水流域
下水道事業

特環下水公債
費元金

公債費利子
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

75,849 75,849 0

100 100 0

　　　　　計 3,474,341 75,000 1,072,700 2,326,641 0

（駐車場事業）

5,588 5,588 0

6,945 6,945 0

44 44 0

15,798 15,798 0

概要：駐車場の維持管理。（管理人報酬、光熱水費等）
対象：駐車場利用者。駐車場。
意図：駐車場を安全に、快適に利用していただく。

概要：駐車場の維持管理。（光熱水費等）
対象：駐車場利用者。駐車場。
意図：駐車場を安全に、快適に利用していただく。

概要：新町・駅前駐車場施設整備に係る起債（借入金）の元金償還。
対象：駐車場事業
意図：借入金（元金）の返済。

概要：予備的経費の管理。
対象：公共下水道整備事業。
意図：予備的経費の管理。

概要：駐車場の維持管理。（管理人報酬、光熱水費等）
対象：駐車場利用者。駐車場。
意図：駐車場を安全に、快適に利用していただく。

概要：下水道施設築造等に係る起債(借入金)の利子償還に係る管理を行う。
対象：特環下水道整備事業(旧関金町)。
意図：借入金（利子）返済。

予備費

新町駐車場

駅前駐車場

駅前第二駐車
場

公債費元金

特環下水公債
費利子
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

5,464 5,462 2

80 80 0

　　　　　計 33,919 0 0 33,917 2

（集落排水事業）

2,963 2,963 0

64,226 64,226 0

18,625 18,625 0

723 723 0

・農業集落排水汚水処理施設の維持管理業務を行なう。
・農業集落排水汚水処理施設の保守点検及び機器類、水質等の管理業務の委託、発生汚泥の抜取
り業務の委託、機器類の修繕、法定検査等を行なう。

農業集落排水
処理施設維持
管理業務

・農業集落排水の管路施設（中継ポンプを含む）の維持管理業務を行なう。
・農業集落排水の管路施設のうち、管路の補修、中継ポンプの保守点検業務の委託、機器類の修繕
及び光熱費、電話料等の費用負担を行なう。

農業集落排水
管路施設維持
管理業務

・集落排水施設の使用者を対象として、施設の維持管理経費をまかなうため必要となる使用料の収納
業務を行なう。
・使用料の収納に使用する納付書、封筒、督促状等の作成及び使用料を収納する取扱金融機関に
対する手数料の支払いを行なう。

・林業集落排水汚水処理施設の維持管理業務を行なう。
・林業集落排水汚水処理施設の保守点検及び機器類、水質等の管理業務の委託、発生汚泥の抜取
り業務の委託、機器類の修繕、法定検査等を行なう。

概要：新町・駅前駐車場施設整備に係る起債（借入金）の利子償還。
対象：駐車場事業
意図：借入金（利子）の返済。

予備費

管理業務

林業集落排水
処理施設維持
管理業務

公債費利子
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

150 150 0

361 361 0

67,185 67,185 0

306,030 153,015 131,500 21,515 0

28,800 26,700 2,100 0

222,200 111,100 99,900 11,200 0

28,600 27,100 1,500 0

・志村地区内（６集落）の農業集落排水施設の整備を行なう。
・処理施設整備（門扉、フェンス等）　一式
・管路施設整備　中継ポンプ　3ヶ所

・中野地区内（５集落）の農業集落排水施設の整備を行なう。
・管路施設整備　管路延長  2,960ｍ

・中野地区内（５集落）の農業集落排水施設の整備を行なう。
・管路施設整備　管路延長  300

・林業集落排水の管路施設の維持管理業務を行なう。
・林業集落排水の管路施設の補修を行なう。

・集落排水施設の排水区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、集落排水施設に接続す
るために必要な資金の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及及び排水設備の整備促進を
図る。

・集落排水事業を推進するため、必要な指導助言を受けるため、鳥取県土地改良事業団体連合会及
び(財)地域資源循環技術センターへ必要な負担を行なう。

・志村地区内（６集落）の農業集落排水施設の整備を行なう。
・処理施設整備　一式（Ｈ１７年１２月供用開始予定）
・管路施設整備　管路延長  917ｍ,中継ポンプ　14ヶ所

中野地区補助

中野地区単独

志村地区補助

志村地区単独

排水設備改造
資金貸付業務

集排推進事業

林業集落排水
管路施設維持
管理業務
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

30,300 15,150 13,600 1,550 0

189,073 58,300 130,773 0

850 850 0

140,853 140,853 0

442 442 0

　　　　　計 1,101,381 279,265 357,100 465,016 0

（生活排水処理事業）

1,727 498 1,229

・過去に農業集落排水の施設整備を行なうにあたり、借り入れた資金の利子の支払いを行なうもの。農業集落排水
公債費利子

・明高地区内（２集落）の農業集落排水施設の整備を行なう。
・管路施設整備　管路延長  450ｍ明高地区補助

・過去に林業集落排水の施設整備を行なうにあたり、借り入れた資金の元金償還を行なうもの。林業集落排水
公債費元金

・過去に林業集落排水の施設整備を行なうにあたり、借り入れた資金の利子の支払いを行なうもの。

・過去に農業集落排水の施設整備を行なうにあたり、借り入れた資金の元金償還を行なうもの。農業集落排水
公債費元金

林業集落排水
公債費利子

事業の概要：浄化槽の設置
対象：指定区域内の浄化槽の設置希望者
意図：生活排水の浄化による公共用水域の水質汚濁防止

浄化槽一般管
理費
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

57,486 18,722 22,800 3,964 12,000

100 100

　　　　　計 59,313 18,722 22,800 4,462 13,329

（高城財産区）

2,997 2,786 211

12 12 0

143 143

　　　　　計 3,152 0 0 2,798 354

概要：高城財産区管理会委員報酬、森林国営保険料、造林委託料等。
対象：高城財産区。
意図:高城財産区有財産の管理。

概要：高城財産区財政調整基金利子の積み立て。
対象：高城財産区。
意図:高城財産区財政調整基金の積み立て。

財政調整基金
積立金

財産管理

予備費

事業の概要：浄化槽の維持管理
対象：市が設置した浄化槽
意図：浄化槽の適正管理による生活排水の浄化

浄化槽設置工
事

事業の概要：浄化槽の設置・維持管理のための予備的費用
対象：市が設置しようとする、及び設置した浄化槽
意図：浄化槽の設置費、管理費等の確保予備費
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

（小鴨財産区）

754 753 1

1 1

　　　　　計 755 0 0 753 2

（北谷財産区）

1 1

157 157

　　　　　計 158 0 0 0 158

（上北条財産区）

18 18 0

概要：北谷財産区管理会委員報酬。
対象：北谷財産区。
意図:北谷財産区有財産の管理。

概要：非常勤職員報酬、消耗品費等。
対象：上北条財産区。
意図：上北条財産区有財産の管理。

概要：森林国営保険料、造林委託料等。
対象：小鴨財産区。
意図:小鴨財産区有財産の管理。

財産管理

予備費

財産管理

予備費

財産管理
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平成１７年度予算

　　（　特　別　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

1,129 321 808

30,507 30,507

　　　　　計 31,654 0 0 339 31,315

概要:一般会計へ繰り出し。（上北条地区地域振興交付金へ充当）
対象：上北条地区
意図:上北条地区の地域振興。

予備費

繰出金
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