
歳出予算（一般会計）

高度情報化（新世代地域ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設整備事業費補助金） P1

チャレンジプラン支援事業 P2

地域養殖業振興事業 P3

せきがね観光施設維持管理事業（グリーンスコーレせきがね繰出金） P4

トイレ管理事業(さわやかトイレポンプ修繕） P5

伝統文化子ども教室 P6

学校給食センター事業（給食センター改修工事に伴う実施設計業務） P7

歳出予算（簡易水道事業特別会計）

施設整備費（藤井谷配水池及び水源地復旧事業） P8

平 成 18 年 度 6 月 補 正 予 算
主 な 事 業 一 覧 表



一般会計 6月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.1.7 100,000 -100,000 -50,000 -50,000 

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

県補助金（市町村合併支援交付金）
　　補正額×1/2＝△100,000千円×1/2＝△50,000千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

（概要）本市における情報通信格差の早期解消と、平成23年度までに全てのテレビジョン放送が
デジタル化され、このことによる新たな難視聴地域の発生の予防を図り、地域住民の福祉の向上
と生活の利便性を高めることを目的に、平成17年度にケーブルテレビ未整備地域の整備を行っ
た。

（対象地域）　北谷地区、高城地区
（対象世帯数）820世帯

歳出積算根拠（金額）

　施設整備事業費補助金を100,000千円／年を上限として、債務負担行為を設定し平成17年度か
ら平成20年度の４年間の分割支払を予定していたが、合併特例事業債が採択されたことに伴い、
平成17年度に一括払に変更したことにより減額となる。

　 総事業費　307,600千円

 　　 事業者負担　307,600千円　×　1/8  ＝　38,450千円
  　　市補助金　　307,600千円  ×　7/8  ＝ 269,150千円（平成17年度に支払済）

補正額の財源内訳
予算科目

情報政策課

高度情報化（新世代地域ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設整備事業費補助金）

金額



一般会計 6月補正

担当課

事業名

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.1.3 1,119 8,882 5,920 2,962

事業の説明

県

市

事業主体

県

市

事業主体

県

市

事業主体

①　県　2,648千円×1/3≒0,882千円
②　県　6,302千円×1/3≒2,100千円
③　県　8,814千円×1/3＝2,938千円

計  5,920千円

8,814,000円×1/6＝1,469,000円
8,814,000円×1/2＝4,407,000円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

6,302,000円×1/2＝3,151,000円
③　乾燥機ほか 8,814,000円 8,814,000円×1/3＝2,938,000円

②　コンバインほか 6,302,000円 6,302,000円×1/3≒2,100,000円
6,302,000円×1/6≒1,051,000円

2,648,000円×1/6≒　442,000円
2,648,000円×1/2＝1,324,000円

歳出積算根拠（金額）

①　乾燥機ほか 2,648,000円 2,648,000円×1/3≒　882,000円

　②　山田錦（酒米）の産地化と地域活性化プラン（富海酒米研究会）

　　　　コンバイン（3条）1台・乾燥機（30石）1基

　③　認定農業者を中心とした集落営農で中山間地水田を守ろうプラン
    （浅井集落営農準備会）

　　　　乾燥機（35石）2基・荷受ホッパー1台・コンバイン（3条）1台

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

　意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取り組みについての計画（プラン）の実現を
支援することにより、元気な農業者等を育成し、地域農業の振興、活性化を図る。

　①　低タンパク米産地づくりプラン（和田健康な米作り研究会）

　　　　乾燥機（35石）1基・籾摺機1台・計量器1台・電気工事一式

農林課

チャレンジプラン支援事業

単位：千円

予算科目
金額 補正額の財源内訳



一般会計 6月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.3.1 0 360 240 120

事業の説明

県補助金（地域養殖業振興事業費補助金） 240千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
         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）
事業の概要
　養殖業を育成するため、意欲を持って養殖業を営もうとする者に対する取り組みの実現を支え
るとともに経営開始に必要な施設整備等の支援を行うことにより中山間地域では養殖事業体の育
成、地域の活性化、特産品づくり等を図る。
　・補助内容　養殖施設整備（井戸の掘削、ポンプ、給排水設備、飼育水槽、
　　　　　　　　池の造成、筏、給餌機器、飼育資材倉庫、加温装置など）
　
事業の対象
　 ホンモロコ養殖（横手ホンモロコ組合）

事業の意図
　中山間地域の耕作放棄水田を活用し、モロコ養殖を行うことで特産品づくり、地域の活性化を
図る。

歳出積算根拠（金額）

養殖施設整備
・給餌器（2台）　 　200,000円
・小屋資材　　　　　 50,000円
・水中ポンプ等　　　 50,000円
・ハウス、水槽      100,000円
・ボーリング(20ｍ） 300,000円
・電気工事           20,000円      計　720,000円

負担割合
　県費　　　　720,000円×1/3＝240,000円
　市費　　　　720,000円×1/6＝120,000円
　実施主体    720,000円×1/2＝360,000円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

農林課

補正額の財源内訳
予算科目

地域養殖業振興事業

金額



一般会計 6月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

7.1.3 51,899 60,000 60,000

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

（概要）一時借入金の限度額引き下げのため繰出を行う。
（対象）倉吉市国民宿舎事業会計
（意図）経営悪化で膨らんだ一時借入金の返済が経営を大きく圧迫している。この
ため、経営基盤の強化を図ることを目的として繰出しするもの。

歳出積算根拠（金額）

国民宿舎事業会計へ繰出　　　 60,000千円

補正額の財源内訳
予算科目

商工観光課

せきがね観光施設維持管理事業（グリーンスコーレせきがね繰出金）

金額



一般会計 ６月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.4.3 0 840 840

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

（概要）
　ポケットパーク（仲ノ町）のさわやかトイレ洗浄用水とポケットパーク池の補
給水は、水中ポンプで地下水を汲み上げて使用しているが、この水中ポンプは設
置後２０数年を経過しており老朽化が激しく配管から漏水、揚水量と水圧も低下
してポンプアップの水量が減少し、トイレの使用に支障をきたしている。
　また、付近の街路樹の根がポンプの配管に巻き付き、悪影響を与えている。
　このため、ポンプ配管の修繕と深井戸用水中ポンプ本体を取り替えて、ポケッ
トパーク池の補給水とトイレの洗浄用水を確保し、機能回復を図るものである。
（対象）市民と来訪者
（意図）トイレを利用される方の利便性をよくする

歳出積算根拠（金額）

修繕料　　840千円

補正額の財源内訳
予算科目

管理課

トイレ管理事業(さわやかトイレポンプ修繕）

金額



一般会計 6月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.4.6 0 335 335 0

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

諸収入
　財団法人 伝統文化活性化国民協会全額費用負担

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

概要：倉吉地方に古くから伝わる陶芸を取り上げ、材料づくりから作品製作に

歳出積算根拠（金額）

報償費　60,000円

     いたるまでの過程を１０回にわたって体験・学習する。
対象：一般公募した小学３年生から中学３年生までの児童・生徒１５名
意図：倉吉地方に古くから伝わる陶芸の技術を、忠実に手順をふみながら体験す
     ることで基礎的な技術を学び、あわせて伝統文化芸術としての陶芸への

補正額の財源内訳
予算科目

博物館

伝統文化子ども教室

金額

     理解を深める機会とする。

役務費　27,000円
需用費 168,000円

使用料及び賃借料　80,000円



一般会計 6月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.5.3 0 2,000 1,900 100

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

市債（合併特例事業債）
　2,000千円×95%=1,900千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

（概要）合併協議において、平成19年４月に関金のセンターを倉吉のセンターに統
合するとされているので、統合に必要な改修工事（食缶消毒保管庫の増設及び貫流
ボイラーの改修）を行うための実施設計業務を委託するもの。
　
（対象）食缶消毒保管庫及び貫流ボイラー工事の設計監理
（意図）改修工事を行い関金の給食センターを倉吉の給食センターに統合する

歳出積算根拠（金額）

設計監理委託料　　　2,000千円

（改修工事費として予算化している額：16,951千円）

補正額の財源内訳
予算科目

学校給食センター

学校給食センター事業（給食センター改修工事に伴う実施設計業務）

金額



簡易水道事業特別会計 ６月補正

担当課

事業名

単位：千円

補正前 補正額 国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.1.1 0 5,830 5,830 0

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

基金繰入金

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      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）

（藤井谷配水池及び水源地復旧工事）
〔配水池〕屋外装柱式計装盤取替・テレメータ装置（子局）取替・配水池水位計
取替電気工事一式
〔水源地〕深井戸用水中モータポンプ取替
【5月2日午前1時30分頃発生した落雷による、被災久米簡易水道施設の復旧】

歳出積算根拠（金額）

藤井谷配水池計装盤・水位計外電気設備工事　3,500千円
藤井谷水源地水中モータポンプ取替工事　　　2,000千円

補正額の財源内訳
予算科目

簡易水道課

施設整備費（藤井谷配水池及び水源地復旧事業）

金額


