
（単位：千円）

款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

議会費 議会インターネット配信事業 議会事務局 1,707 1,707 1,707

市議会本会議及び予算決算委員会総括質
問のインターネット中継及び録画配信の実
施
※予算決算委員会総括質問（9月・3月）の
追加

要求額どおり

総務費 自主防災組織育成事業 防災安全課 3,935 3,851 3,851
自主防災組織の結成や育成、防災活動等
への助成
※防災士を17人育成

部長査定どおり

総務費 連携備蓄物品更新事業 防災安全課 5,725 5,000 5,000
県内で連携・協力して整備する災害時備蓄
物品のうち保存年限が到来した物品の更
新

部長査定どおり

総務費 地域産品ＰＲ事業（ふるさと納税） 市民自治推進課 867,396 867,396 867,396
寄附申込者への記念品に係る負担金、寄
附金の積立て等

要求額どおり

総務費 ※ 避難標識等整備事業 防災安全課 370 350 350 指定避難所111ヶ所に避難所標識を設置 部長査定どおり

総務費 無線放送施設整備事業 防災安全課 307,634 305,797 305,797 防災行政無線のデジタル化 部長査定どおり

総務費 原子力安全対策事業 防災安全課 524 348 348 原子力安全に関する住民説明会の開催等 部長査定どおり

総務費 女性の専門職資格取得助成事業 男女共同参画推進課 777 777 777
女性の再就労を支援するための専門職資
格取得費用の助成

要求額どおり

総務費 ワーク・ライフ・バランス促進事業 男女共同参画推進課 184 184 184
ワーク・ライフ・バランスの推進月間の設定
と推進企業の取組事例の情報発信による
啓発

要求額どおり

総務費 本庁舎設備等整備事業 総務管財課 11,334 10,906 10,906 本庁舎の建築物及び建築設備の改修 部長査定どおり

総務費 第２庁舎設備等整備事業 総務管財課 2,729 2,620 2,620 第2庁舎の建築物及び建築設備の改修 部長査定どおり

総務費 ※ 非常用電源整備事業 防災安全課 10,482 10,482 10,482 本庁舎非常用電源装置の整備 要求額どおり

総務費 ※ 被災者住宅再建支援基金拠出金 防災安全課 10,949 10,949 10,949
自然災害により住宅に被害を受けた方へ
被災者住宅再建支援金を交付することを
目的に、県と県内市町村とで基金を積立て

要求額どおり

総務費 ※ 洪水ハザードマップ更新事業 防災安全課 10,549 6,480 8,146 洪水ハザードマップの更新・配布
事業費をくわしく
見直したため

総務費 ※
全国瞬時警報システム（Ｊアラート)新型受信機導入事
業

防災安全課 8,528 8,100 8,100
全国瞬時警報システム（Jアラート）受信機
の更新

部長査定どおり

総務費 ※ 福祉避難所整備事業 防災安全課 506 454 454 福祉避難所に必要な物資の整備 部長査定どおり

総務費 伝わる広報推進事業 秘書広報課 998 998 998
わかりやすく親しみやすい市政情報を提供
※コミュニティFMを通じた広報番組の放送

要求額どおり

総務費 ※ 減債基金積立金（米子駅南北自由通路等整備事業） 都市計画課 2,080 2,080 2,080
米子駅南北自由通路整備支援事業費補
助金を後年度の市債の償還に充当するた
めの減債基金への積立て

要求額どおり
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款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

総務費 米子ゴルフ場整備事業 総務管財課 20,781 20,075 20,075
米子ゴルフ場の設備等の整備
※クラブハウス2階の空調改修

部長査定どおり

総務費 ※ 旧宇田川公民館解体事業 総務管財課 16,239 15,700 15,700 旧宇田川小学校体育館の解体撤去 部長査定どおり

総務費 米子空港利用促進懇話会特別会計負担金 地域政策課 10,000 10,000 10,000
国内航空便の利用促進及び国内チャー
ター便・国際チャーター便の運航促進のた
めの助成事業に対する負担金

要求額どおり

総務費 生活路線運行対策事業 地域政策課 126,625 126,625 126,625
路線バスの運行を維持するためのバス事
業者への助成

要求額どおり

総務費 移住定住推進事業 地方創生推進課 3,927 3,665 3,665
移住定住相談窓口の運営経費及びお試し
住宅3棟の維持管理経費等

部長査定どおり

総務費 中心市街地等活性化推進事業 地域政策課 1,588 1,507 1,507 中心市街地活性化基本計画の進行管理 部長査定どおり

総務費 移住者向け住宅取得支援事業 地方創生推進課 7,050 6,000 6,000
移住者への住宅取得及び改修経費等の支
援

部長査定どおり

総務費 西部圏域移住定住推進事業 地方創生推進課 1,264 1,264 1,264
とっとりWESTポータルサイトを活用した地
域の魅力の情報発信

要求額どおり

総務費 ※ シティプロモーション推進事業 企画課 1,500 1,500 1,500
本市の魅力や地域資源等を内外に発信す
るシティプロモーションの推進

要求額どおり

総務費 ※ わかりやすいまちづくり（道路通称名）推進事業 地域政策課 2,807 2,807 2,807
道路に通称名を設定し、広くその浸透を図
る経費

要求額どおり

総務費 ※ 公共交通活性化推進事業 地域政策課 5,261 5,235 5,235
公共交通の調査・研究と利用促進の実施
　公共交通利用者のニーズ調査の実施
　免許証自主返納者へのパスカード補助

部長査定どおり

総務費 ※ 淀江地区光ファイバ網整備事業 情報政策課 60,000 60,000 60,000
淀江地区の光ファイバ網整備事業者に対
する助成

要求額どおり

総務費 合併処理浄化槽設置事業 環境政策課 13,602 13,602 13,602
単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽に
転換する者に対する設置費の助成

要求額どおり

総務費 ヌカカ対策事業 環境政策課 3,200 3,200 3,200
ヌカカの実態調査及び被害軽減への対応
等

要求額どおり

総務費 飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用助成事業 環境政策課 400 400 400
飼い主のいない猫に不妊去勢手術を受け
させる者に対する手術費用の助成

要求額どおり

総務費 ※ 第3回山の日記念全国大会開催地実行委員会運営費 環境政策課 7,357 7,357 7,357
第3回山の日記念全国大会開催に係る運
営経費の負担金等

要求額どおり

総務費 ※ 中海自然環境保全推進事業補助金 環境政策課 900 900 900
中海の自然環境保全活動を行う団体に対
する事業費の助成

要求額どおり

総務費 米子水鳥公園運営事業 環境政策課 45,472 45,472 45,472
野鳥等の貴重な生息地である米子水鳥公
園の管理運営
※調査研究・環境学習事業の拡充

要求額どおり

総務費 防犯対策推進事業 防災安全課 15,045 14,759 14,759

防犯灯の設置及び電灯料に対する助成、
米子市防犯協議会に対する助成、暴力追
放運動の推進と暴力団排除の広報啓発
※防犯灯LED切替補助を増額7,000円→
10,000千円/基

部長査定どおり



款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
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市長査定
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総務費 まちづくり活動支援事業 市民自治推進課 1,468 1,447 1,447
市民が構成員となり設立したボランティア
団体や地域活動グループ等が実施する自
主的なまちづくり活動への助成

部長査定どおり

総務費 ※ 県知事県議会議員選挙 選挙管理委員会事務局 17,180 17,180 17,180
任期満了に伴う鳥取県知事選挙及び県議
会議員選挙の準備経費

要求額どおり

総務費 ※ 市議会議員選挙 選挙管理委員会事務局 86,163 80,362 80,362
任期満了に伴う市議会議員選挙の管理執
行

部長査定どおり

民生費 生活困窮者自立支援事業 福祉課 11,429 11,429 11,429
複合的な課題を抱える生活困窮者を対象
として、自立に向けた相談支援を実施

要求額どおり

民生費 障がい児者在宅生活支援事業 障がい者支援課 5,639 5,639 5,639

障がい児者からのニーズが高いものの、障
害者総合支援法による支給対象とならない
サービスへの助成
※重症心身障がい児等を受け入れる事業
所の看護師等配置に対する助成

要求額どおり

民生費 ※ 障がい者アート展開催事業 障がい者支援課 100 100 100
絵画、書、写真、立体作品等の障がい者
アート展の開催

要求額どおり

民生費 社会福祉法人減免事業 長寿社会課 5,933 5,933 5,933
社会福祉法人が行う介護保険サービス利
用者負担軽減に対する助成

要求額どおり

民生費 健口機能向上支援モデル事業 長寿社会課 515 515 515

後期高齢者に対し、講演会及び集団歯科
検診、言語聴覚士による誤えん予防体操
等の健康教育等を実施
※予防啓発教室を2会場から3会場へ拡大

要求額どおり

民生費 医療助成（身体、知的、精神障がい） 保険年金課 370,434 370,434 370,434
身体障害者手帳1～3級、療育手帳A・B判
定、精神障害者保健福祉手帳1級の該当
者に対する医療費の助成

要求額どおり

民生費 医療助成（特定疾病、ひとり親、小児） 保険年金課 608,032 608,032 608,032
ひとり親家庭・小児・特定疾病の該当者に
対する医療費の助成

要求額どおり

民生費 子育て短期支援利用事業 健康対策課 1,972 1,972 1,972

保護者による児童の養育が一時的に困難
になった場合の養育・保護
※夜間の一時的な養育（トワイライトステ
イ）を実施

要求額どおり

民生費 放課後児童対策事業（なかよし学級） こども未来課 140,296 140,296 140,296
昼間、保護者等のいない家庭の小学校1～
6年生の児童を対象としたなかよし学級の
運営

要求額どおり

民生費 放課後児童対策事業（民間児童クラブ） こども未来課 173,672 173,672 173,672

学童保育ニーズに対応する受け皿確保の
ため、放課後児童クラブを運営する法人等
へ運営費を助成
※6クラブ増　受入人数231名増

要求額どおり

民生費 なかよし学級施設整備事業 こども未来課 8,248 8,087 8,087 なかよし学級の空調設備等の施設改修 部長査定どおり

民生費 ひとり親家庭学習支援事業 福祉政策課 2,046 1,955 1,955
ひとり親家庭の児童・生徒を対象とする学
習支援

部長査定どおり

民生費 放課後児童クラブ施設整備事業 こども未来課 12,600 12,600 12,600
放課後児童クラブを整備する事業者に対
し、整備費を助成
※1クラブ増　受入人数40名増

要求額どおり

民生費 二市連携ＩＣＴ活用保育事業 こども未来課 3,157 3,157 3,157
保育版状態把握プログラムの導入・活用に
向けた岐阜県美濃加茂市との連携

要求額どおり
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款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
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民生費 児童扶養手当事業 福祉政策課 859,527 855,947 855,947
ひとり親家庭等に対し児童扶養手当を支
給

部長査定どおり

民生費 母子生活支援施設入所事業 健康対策課 49,523 49,523 49,523
※母子生活支援施設コスモスの管理・運
営を民間に移管

要求額どおり

民生費 公立・特別保育事業 こども未来課 18,543 18,543 18,543
公立保育園における延長保育及び一時保
育の実施

要求額どおり

民生費 私立・特別保育事業 こども未来課 267,835 265,716 265,716

私立保育園等における延長保育及び一時
保育等の実施
病児・病後児保育を3施設で実施
休日保育を実施する民間認可保育施設等
のうち、給付費の対象とならない施設に対
し単市で助成
認定こども園等が実施する一時預かりに対
する助成

部長査定どおり

民生費 公立保育所運営事業 こども未来課 554,576 554,576 554,576 公立保育園14園の管理運営 要求額どおり

民生費 私立保育所等支援事業 こども未来課 2,862,474 2,862,474 2,862,474

私立26保育園に対し、保育単価に基づく保
育所運営費を支弁
※一時預かり、障がい児保育事業を実施
する特定教育・保育施設に対する助成

要求額どおり

民生費 児童手当事業 福祉政策課 2,419,469 2,419,449 2,419,449 中学校修了までの児童に児童手当を支給 部長査定どおり

民生費 子どものための教育・保育給付事業 こども未来課 2,488,746 2,488,746 2,488,746

子ども・子育て支援法の給付制度に基づ
き、教育・保育に要する経費を給付費とし
て認定こども園、小規模保育所等に支給
※認定こども園：2園増
※幼稚園：2園増
※小規模保育所：3園増

要求額どおり

民生費 保育所等整備事業 こども未来課 200,747 200,747 200,747
民間認可保育所の施設整備を行う事業者
に対し、整備費を助成
※対象施設：1施設　受入人数30名増

要求額どおり

民生費 あかしや運営事業 こども未来課 26,943 26,943 26,943
児童発達支援センターあかしやの管理運
営

要求額どおり

民生費 あかしや施設等整備事業 こども未来課 18,526 18,526 18,526
児童発達支援センターあかしやの空調設
備改修

要求額どおり

民生費 ※ 児童館整備事業 こども未来課 2,227 1,834 1,834 児童館の空調設備等の整備 部長査定どおり

衛生費 乳幼児健康診査事業 健康対策課 38,025 38,025 38,025
乳幼児の総合的な健康診査の実施
※発達障がい児を育てている先輩ママ（ペ
アレントメンター）との交流の場を設置

要求額どおり

衛生費 ５歳児健康診査事業 健康対策課 6,228 6,002 6,002
※対象を5歳児全員に拡大した健診の実
施と事後相談体制の充実

部長査定どおり

衛生費 ※ こども総合相談窓口運営事業 健康対策課 16,307 16,307 16,307
子育て世代包括支援体制の中心となるこ
ども総合相談窓口をふれあいの里に開設

要求額どおり

衛生費 がん検診事業 健康対策課 316,525 311,833 311,833
各種がん検診の実施
※子宮がんへの早期の対策として30歳か
ら44歳を対象としたHPV検査を実施

部長査定どおり



款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

衛生費 クリーンセンター長寿命化事業 環境事業課 2,715,458 2,715,458 2,715,458
基幹的設備改良事業等によるクリーンセン
ター長寿命化のための施設管理運営経費

要求額どおり

農林水産業費 就農条件整備事業 農林課 20,652 19,436 19,436
新規就農者（認定就農者等）への農業機
械・農業設備の整備に対する助成

部長査定どおり

農林水産業費 耕作放棄地再生利用対策事業 農林課 3,240 2,592 2,592
耕作放棄地の再生経費の助成及び弓浜6
地区の遊休農地対策協議会の事務経費

部長査定どおり

農林水産業費 就農応援交付金事業 農林課 32,687 32,330 32,330
就農初期における運転資金、基盤整備費
及び生活費等に対する助成

部長査定どおり

農林水産業費 農地中間管理事業 農林課 52,492 49,322 49,322
担い手への農用地利用の集積、集約化を
行う農地中間管理事業の受託経費及び集
積集約化に対する助成

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 企業等農業参入促進支援事業 農林課 3,603 3,600 3,600
農業に新規参入する企業等に対し、設備
投資に要する経費を助成

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 集落営農体制強化支援事業 農林課 3,796 3,700 3,700
集落営農組織の組織化、経営多角化、施
設や機械整備等に対する助成

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 中山間地域を支える水田農業支援事業 農林課 1,393 1,300 1,300
中山間地域で地域の農業を支える農家に
対し機械設備費等を助成

部長査定どおり

農林水産業費 戦略的白ネギ総合対策事業 農林課 18,889 13,800 15,300

白ネギ農業者の生産基盤を強化する事業
に対し助成
※新規就農者及び耕作放棄地で白ネギ栽
培する農業者に対する生育期防除の助成

事業費をくわしく
見直したため

農林水産業費 ※ 弓浜荒廃農地対策事業 農林課 8,345 8,345 8,345
弓浜地域の荒廃農地を活用して農地の集
約、整備等を行うモデル的な農業振興策

要求額どおり

農林水産業費 土地改良事業 農林課 100,000 100,000 100,000
農業基盤整備の一環として、農道、ため
池、水利施設等の土地改良施設を整備

要求額どおり

農林水産業費 陰田地区連絡農道改良事業 農林課 30,000 29,100 29,100 陰田地区の連絡農道の拡幅整備 部長査定どおり

農林水産業費 農村地域防災減災事業 農林課 944 891 891
ため池のハザードマップの作成
※新堤池

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 県営土地改良事業負担金 農林課 14,864 14,864 14,864
県営で行う6地区の土地改良事業に対する
本市の負担金

要求額どおり

農林水産業費 ※ 橋りょう保全対策事業 農林課 1,600 1,600 1,600
農道橋2橋の点検・診断及び個別施設計画
の策定

要求額どおり

農林水産業費 ※ 農業基盤整備換地事業 農林課 5,000 5,000 5,000
県施行の皆生地区の農業競争力基盤整
備事業において本市が受託して行う換地
業務

要求額どおり

農林水産業費 地籍調査事業（農林課） 農林課 34,174 33,874 33,874
国土調査法に基づく土地の所有者、地番
及び地目の調査並びに土地の境界、地積
等に関する測量

部長査定どおり

農林水産業費 鳥取和牛振興総合対策事業 農林課 9,500 9,500 9,500
ブランド和牛の増頭に取り組む畜産農家に
対する助成

要求額どおり

農林水産業費 森林整備地域活動支援事業 農林課 2,710 2,710 2,710
森林経営計画を作成する森林組合に対す
る作成経費等の助成

要求額どおり

農林水産業費 ※ 林地台帳整備事業 農林課 3,524 3,524 3,524
地域森林計画対象森林について、森林の
所有者、地番、面積等の台帳等作成及び
公表

要求額どおり
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款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

農林水産業費 淡水魚育成施設ポンプ設備等改修事業 水産振興室 33,100 33,100 33,100
淡水魚試験研究育成施設の海水取水ポン
プ設備等の更新

要求額どおり

農林水産業費 漁業経営開始円滑化事業 水産振興室 20,000 20,000 20,000
経営開始時に必要な漁船及び漁労用機器
等を貸与する漁業協同組合に対する助成

要求額どおり

農林水産業費 漁業研修事業 水産振興室 3,011 3,011 3,011
漁業への新規就業希望者に漁業技術研修
を行う漁業協同組合等に対し、研修費用等
を助成

要求額どおり

農林水産業費 航路浚渫事業 水産振興室 11,859 10,000 10,000
漁船航行の安全性確保及び出漁日数の増
加を図るための漁港内の浚渫
※崎津漁港の浚渫

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 海岸保全施設長寿命化計画策定事業 水産振興室 3,221 3,221 3,221
皆生漁港の区域内の海岸保全施設に係る
長寿命化計画の策定

要求額どおり

商工費 商工業振興資金貸付事業 商工課 7,553,304 7,296,677 7,296,677
県との協調による商工業者向けの融資制
度に係る資金の貸付

部長査定どおり

商工費 企業立地促進補助金（商工課） 商工課 34,195 34,195 34,195
地元企業の増設・移転等に対し、立地及び
雇用促進費用を助成

要求額どおり

商工費 企業立地促進補助金（経済戦略課） 経済戦略課 59,750 59,750 59,750
誘致企業に対し、立地及び雇用促進費用
を助成

要求額どおり

商工費 ６次産業化推進事業 経済戦略課 42,000 42,000 42,000
農業者等が行う6次産業化に向けた施設・
機械設備等の導入に対する助成

要求額どおり

商工費 情報通信及び事務管理関連企業立地促進補助金 経済戦略課 155,500 155,500 155,500 誘致企業の立地及び雇用促進費用を助成 要求額どおり

商工費 まちなか振興ビジネス活性化支援事業補助金 商工課 13,000 4,000 4,000
まちなか振興を図ろうとする商店街振興組
合等に対する助成

部長査定どおり

商工費 産学官連携しごとの種（シーズ）づくり支援事業 経済戦略課 1,600 - 1,600
市内企業が高等教育機関等と連携して行
う研究開発・調査に対する支援

要求額どおり

商工費 ６次産業化・農商工連携販路開拓支援事業 経済戦略課 1,000 1,000 1,000
物産展等に出展する6次産業化及び農商
工連携に取組む事業者に対し、出展費用
を助成

要求額どおり

商工費 ファブラボとっとりｗｅｓｔ運営事業 商工課 3,816 3,816 3,816
ものづくり拠点施設「ファブラボとっとり
west」の運営経費

要求額どおり

商工費 がいな創生新事業展開支援事業 経済戦略課 10,113 10,113 10,113
市内中小事業者等が新たに展開する事業
について、人材確保等の立上げ期の経費
を助成

要求額どおり

商工費 ※ 米子インター周辺工業用地整備事業特別会計繰出金 経済戦略課 3,226 3,226 3,226
特別会計にて実施している「米子インター
周辺工業用地整備事業」に対する一般会
計からの繰出し

要求額どおり

商工費 観光案内所運営費 観光課 11,761 10,355 11,761
観光案内所の運営
※外国語対応スタッフの常時配置等の案
内体制強化

要求額どおり

商工費 よどえ道草日和事業 よどえまちづくり推進室 300 300 300
淀江地域の住民がガイドととなって行う
体験イベント「よどえ道草日和」の開催

要求額どおり

商工費 淀江地区スポーツツーリズム拠点化事業 よどえまちづくり推進室 242 242 242
伯耆古代の丘エリアにおけるスポーツツー
リズムの拠点化の推進
※サイクリングのための駐輪設備の設置

要求額どおり



款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
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商工費 ヨナゴがい～な！秋の収穫祭＆文化祭 観光課 1,800 1,800 1,800
「ヨナゴワンダー！」や「米子映画事変」、
「農と食のイベント」をはじめとする秋のイ
ベントの共同開催経費

要求額どおり

商工費 伯耆国「大山開山１３００年祭」推進事業 観光課 35,921 35,921 35,921
「大山開山1300年祭」を実施する実行委員
会への負担金

要求額どおり

商工費 「ＹＯＫＯＳＯ！大山山麓」地域連携推進事業 観光課 13,990 13,990 13,990
大山山麓周辺地域で観光連携事業を行う
ための負担金

要求額どおり

商工費 ※ 国際会議場ＩＴＶ設備整備事業 観光課 6,718 6,529 6,529
米子コンベンションセンター内の国際会議
場の監視カメラ等のITV設備の更新

部長査定どおり

商工費 皆生温泉圏域観光拠点事業 観光課 3,876 3,376 3,376
観光センターへのスポ・エコ・ツーリズムの
ツアーデスク設置及び郷土芸能公演の実
施

部長査定どおり

商工費 ※
地域おこし協力隊活用による大山パワーブランド化推
進事業

観光課 8,044 0 8,044
地域おこし協力隊を活用した広域連携によ
る大山山麓圏域産品のブランディング及び
プロモーション等

要求額どおり

商工費 ※ 山陰デスティネーションキャンペーン推進事業 観光課 1,750 1,750 1,750

ＪＲ6社、全国旅行会社、対象地域の自治
体、観光業者等が一体になり実施する、全
国規模の大型観光キャンペーンに対する
本市負担金

要求額どおり

商工費 ※ 観光案内看板設置事業 観光課 1,458 1,400 1,400
市内各観光スポットの観光案内看板3か所
の更新及び多言語化

部長査定どおり

商工費 ※ 伯耆古代の丘公園整備事業 よどえまちづくり推進室 1,000 1,000 1,000 冒険広場大型木製遊具の改修 要求額どおり

土木費 道路台帳作成事業 維持管理課 16,686 16,686 16,686
市道を管理する上で必要な道路台帳の整
備

要求額どおり

土木費 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 土木課 19,000 19,000 19,000
県が施行する急傾斜地崩壊対策事業に対
する負担金

要求額どおり

土木費 狭あい道路拡幅整備事業 維持管理課 8,700 8,500 8,500
道路用地の寄附を受けて行う狭あい道路
の拡幅整備

部長査定どおり

土木費 道路照明灯整備事業 維持管理課 13,280 12,000 12,000 道路照明灯の新設及び維持管理 部長査定どおり

土木費 道路維持補修事業（維持管理課） 維持管理課 133,127 127,586 127,586 市内一円道路補修等 部長査定どおり

土木費 除雪事業 維持管理課 37,413 36,583 36,583
市道上の除雪及び凍結防止剤の配布・散
布

部長査定どおり

土木費 道路維持補修事業（土木課） 土木課 165,619 160,619 160,619 市内一円道路補修等 部長査定どおり

土木費 橋りょう補修事業 維持管理課 180,000 180,000 180,000
市道橋りょうの延命のための塗装及び補
修

要求額どおり

土木費 道路整備事業 土木課 186,500 181,300 181,300 市道の舗装修繕及び狭幅道路の改良等 部長査定どおり

土木費 日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業 土木課 30,000 30,000 30,000 市道大崎西17号線ほか1路線の改良 要求額どおり

土木費 交通安全施設整備（単独）事業 維持管理課 21,088 21,088 21,088
交通安全施設等（カーブミラー、ガードレー
ル等）の整備、補修

要求額どおり
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土木費 市道安倍三柳線改良事業 土木課 290,008 284,008 284,008 市道安倍三柳線の改良 部長査定どおり

土木費
市道上福原東福原線改良事業（皆生温泉環状線改
良事業・３工区）

土木課 30,000 30,000 30,000 都市計画道路皆生温泉環状線の整備 要求額どおり

土木費 和田浜工業団地内市道改良事業 土木課 145,000 143,800 143,800
街路葭津和田町線の整備に合わせた和田
浜工業団地内の市道改良

部長査定どおり

土木費 ※
米子インター周辺工業用地整備事業に係る市道整備
事業

経済戦略課 75,900 73,600 73,600
米子インター周辺工業用地の周辺道路の
整備

部長査定どおり

土木費 市道上和田東２２号線改良舗装事業 土木課 13,000 13,000 13,000
地域防災のための市道上和田東22号線の
改良

要求額どおり

土木費 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 土木課 78,000 76,500 76,500 市道大篠津東9号線ほか6路線の改良 部長査定どおり

土木費 排水路維持補修事業（維持管理課） 維持管理課 82,851 75,443 75,443
地域住民の生活環境向上のための排水路
の改修と補修

部長査定どおり

土木費 排水路維持補修事業（土木課） 土木課 16,000 15,600 15,600
地域住民の生活環境向上のための排水路
の改修と補修

部長査定どおり

土木費 準用河川改修事業 土木課 76,997 74,697 74,697 準用河川堀川の改修 部長査定どおり

土木費 排水路新設改良事業 土木課 79,391 76,991 76,991 市内排水路の改良等 部長査定どおり

土木費 米子駅南北自由通路等整備事業 都市計画課 715,670 715,309 715,309
米子駅南北自由通路及び駅南広場の整備
等

部長査定どおり

土木費 ※ 公共施設修繕工事設計・監理事業 建築住宅課 3,987 3,987 3,987
公共施設の修繕工事の設計監理業務に伴
う非常勤職員報酬等

要求額どおり

土木費 都市公園急傾斜地崩壊対策事業 維持管理課 40,000 38,800 38,800
都市公園区域内の急傾斜地に対する崩壊
対策事業

部長査定どおり

土木費 震災に強いまちづくり促進事業 建築指導課 7,299 7,299 7,299
住宅・建築物の耐震診断や耐震改修費の
一部助成

要求額どおり

土木費 ※ がけ地近接等危険住宅移転事業 建築指導課 8,029 8,029 8,029
危険住宅の除却費用及び代替住宅の建設
費用等の一部助成

要求額どおり

土木費 公園施設長寿命化事業 維持管理課 36,624 35,500 35,500
公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の
公園施設の更新

部長査定どおり

土木費 市営住宅長寿命化改善事業 建築住宅課 267,524 263,782 263,782
米子市営住宅長寿命化計画に基づく既存
住宅の改修

部長査定どおり

消防費 非常備消防費 防災安全課 70,663 69,524 69,589

消防団の管理運営
※応急手当再講習経費40人分
※全国女性消防団員活性化大会参加経
費

事業費をくわしく
見直したため

消防費 消防団装備資機材整備事業 防災安全課 6,034 6,034 6,034
消防団活動に必要な資機材の整備
※シールド付ヘルメット・安全靴の整備

要求額どおり

消防費 ※ 消防ホース乾燥塔改修事業 防災安全課 556 556 556
消防ホース乾燥塔の修繕
　崎津・和田

要求額どおり

消防費 消防団車庫整備事業 防災安全課 40,730 39,402 39,402
消防団車庫の建替え改修
　夜見分団車庫

部長査定どおり
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各課
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部長査定
計上額

市長査定
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消防費 消防ポンプ自動車整備更新事業 防災安全課 19,828 19,828 19,828
消防ポンプ自動車の更新
　大高分団消防ポンプ自動車

要求額どおり

消防費 ※ 消防可搬ポンプ更新事業 防災安全課 2,500 2,500 2,500
消防可搬ポンプの更新
　車尾分団可搬ポンプ

部長査定どおり

教育費 中学校組合負担金 教育総務課 86,718 81,576 81,576
箕蚊屋中学校の運営経費に係る米子市負
担金
※屋内運動場下屋折板屋根改修ほか

部長査定どおり

教育費 地域とつながる学校支援ボランティア事業 学校教育課 4,980 4,980 4,980
地域住民等のボランティアによる学校の実
情に応じた支援活動を推進

要求額どおり

教育費 学校ＩＣＴ環境向上推進事業 教育総務課 2,398 2,071 2,071
学校内で発生したパソコン機器のトラブル
に対応するために非常勤職員を配置

部長査定どおり

教育費 ふるさと米子の先人に学ぶ郷土資料集活用事業 学校教育課 704 704 704
ふるさと米子の先人の伝記・業績などの題
材を取り上げた郷土資料集の作成、配布

要求額どおり

教育費 日本語教育推進員等設置事業 学校教育課 4,467 4,464 4,464

外国にルーツを持つなどの理由により、日
本語による学習や生活が困難な児童・生
徒やその家庭に対し、学習支援及び生活
支援を行う推進員を配置

部長査定どおり

教育費 準要保護児童就学援助事業（小学校） 学校教育課 46,680 46,680 46,680

準要保護児童の保護者に対し学用品費、
修学旅行に要する経費などを助成
※新入学用品費について基準を増額改
定、平成31年度入学者に対し入学前支給
を実施

要求額どおり

教育費
発達障がいの可能性のある児童生徒に対する支援
事業

学校教育課 4,939 4,939 4,939
発達障がいの可能性のある児童に対する
音読支援プログラムを活用した教科指導
法の実践的な研究

要求額どおり

教育費 小学校プール浄化設備改修事業 教育総務課 12,561 12,100 12,100
小学校のプール浄化設備の改修工事
大篠津小学校、崎津小学校

部長査定どおり

教育費 小学校放送設備整備事業 教育総務課 1,771 1,700 1,700
小学校の校内放送設備の改修工事
弓ヶ浜小学校

部長査定どおり

教育費 小学校防球ネット等整備事業 教育総務課 9,243 8,962 8,962
小学校のバックネット、防球フェンスの設置
及び改修

部長査定どおり

教育費 ※ 小学校外壁等改修事業 教育総務課 19,786 19,100 19,100
小学校の外壁等の改修工事
河崎小学校

部長査定どおり

教育費 小学校屋外トイレ整備事業 教育総務課 6,584 6,200 6,200
小学校の屋外トイレの整備工事
和田小学校

部長査定どおり

教育費 小学校バリアフリー化推進事業 教育総務課 3,737 3,600 3,600
小学校の校舎にスロープ等を設置
成実小学校

部長査定どおり

教育費 小学校特別教室等空調設備改修事業 教育総務課 37,726 36,698 36,698
小学校のパソコン室の空調設備の設置
義方小学校、伯仙小学校

部長査定どおり

教育費 ※ 福米西小学校校舎増築事業 教育総務課 27,765 27,765 27,765
児童数の増加に伴う福米西小学校校舎増
築工事の実施設計

要求額どおり

教育費 準要保護生徒就学援助事業（中学校） 学校教育課 57,181 57,181 57,181

準要保護生徒の保護者に対し学用品費、
修学旅行に要する経費などを助成
※新入学用品について基準を増額改定、
平成31年度入学者に対し入学前支給を実
施

要求額どおり
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款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

教育費 中学校大会派遣事業 学校教育課 9,700 9,700 9,700
保護者負担軽減を図るため、生徒が体育
大会・文化大会に参加する際の交通日及
び宿泊費を助成

要求額どおり

教育費 運動部活動外部指導者活用事業 学校教育課 1,263 1,263 1,263
中学校運動部活動の活性化及び指導体制
の充実のため、地域の指導者を招へい

要求額どおり

教育費 ※ 駐輪場整備事業 教育総務課 4,616 4,616 4,616
駐輪スペース確保のため、東山中学校の
駐輪場を増設

要求額どおり

教育費 中学校防球ネット等整備事業 教育総務課 8,586 8,300 8,300
中学校の防球フェンスの改修
弓ヶ浜中学校

部長査定どおり

教育費 ※ 中学校貯水槽改修事業 教育総務課 9,008 8,700 8,700
中学校の高架水槽の改修工事
福米中学校

部長査定どおり

教育費 ※ 中学校外壁等改修事業 教育総務課 17,442 16,900 16,900
中学校の外壁等の改修工事
弓ヶ浜中学校、福米中学校

部長査定どおり

教育費 ※ 中学校渡り廊下等改修事業 教育総務課 3,316 3,200 3,200
中学校の渡り廊下改修工事
福米中学校

部長査定どおり

教育費 ※ 「県民による第九」公演開催助成事業 文化課 900 900 900 「県民による第九」米子公演開催への助成 要求額どおり

教育費
Ｄｏ　ｙｏｕ　ｋｎｏｗ？子どもによる米子の魅力再発見事
業

生涯学習課 129 129 129 米子の魅力を再発見するツアーの実施 要求額どおり

教育費 公民館運営費 生涯学習課 323,153 312,830 316,501 市内27の公民館と分館2館の管理運営費
事業費をくわしく
見直したため

教育費 公民館施設等整備事業 生涯学習課 56,240 54,555 54,555
公民館の設備改修等
公民館外壁改修
公民館空調設備改修ほか

部長査定どおり

教育費 加茂公民館整備事業 生涯学習課 80,714 79,233 79,233
都市計画道路両三柳中央線の整備に伴う
加茂公民館の移転新築に係る造成工事等

部長査定どおり

教育費 文化ホール整備事業 文化課 127,499 123,763 123,763 文化ホールの設備の改修 部長査定どおり

教育費 児童文化センター整備事業 生涯学習課 26,970 26,100 26,100 児童文化センターの設備の改修 部長査定どおり

教育費 淀江文化センター整備事業 文化課 11,146 10,800 10,800 淀江文化センターの設備の改修 部長査定どおり

教育費 米子城跡保存整備事業 文化課 33,903 33,903 33,903
史跡米子城跡を保護し活用を図るための
保存整備事業

要求額どおり

教育費 米子城・魅せる！プロジェクト事業 文化課 6,514 5,772 5,772

史跡米子城跡の価値や魅力を内外に発信
し、米子城跡への関心を高め、史跡整備へ
の理解を深めるための各種イベントの開催
等

部長査定どおり

教育費 弓浜絣保存伝承活性化事業 文化課 52 52 52
鳥取県指定無形文化財である弓浜絣の製
造技術を保存・継承していくための事業を
実施する保存会に対する助成

要求額どおり

教育費 米子城跡雪害対策事業 文化課 11,792 11,792 11,792
豪雪の影響により崩落した史跡米子城跡
の復旧整備

要求額どおり

教育費 ※ 史跡青木遺跡保存整備事業 文化課 11,200 11,200 11,200 史跡青木遺跡の法面保護工事 要求額どおり



款 新規 事業名称 所属課名
各課
要求額

部長査定
計上額

市長査定
結果額

事業の概要
市長査定
の理由

教育費 市民体育館等管理運営費 体育課 186,290 185,722 185,722
市民体育館、地区体育館、弓道場、武道
館、都市公園の一部等の管理運営

部長査定どおり

教育費 住吉体育館整備事業 体育課 428,953 428,889 428,889 耐震対策が必要な住吉体育館の建替工事 部長査定どおり

教育費 学校給食運営事業 学校給食課 422,163 417,163 417,163
学校給食を実施するために必要な調理・輸
送等に係る経費

部長査定どおり

教育費 ※ 学校給食共同調理場改修事業 学校給食課 26,232 26,000 26,000 学校給食共同調理場の設備の整備 部長査定どおり
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