
（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

総務費 地域産品ＰＲ事業（ふるさと納税） 商工課 1,542,354 1,542,354 1,542,354
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 無線放送施設整備事業 防災安全課 452,256 451,823 451,823 防災行政無線のデジタル化 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 35,137 34,504 34,504
本庁舎の建築物及び建築設備の
改修
※ハートフル駐車場等の整備

部長査定どおり

総務費 非常用電源整備事業 防災安全課 120,820 117,467 117,467 本庁舎非常用電源装置の整備 部長査定どおり

総務費 ※
つながる・深まる、米子サポーター！メールマ
ガジン活用事業

秘書広報課 316 316 316
本市の情報発信と関係人口の濃密
化を図るためメールマガジンを発行

要求額どおり

総務費 ※ 心をつなぐ情報発信事業ｉｎ広島 秘書広報課 410 400 400

原爆投下時の広島市長、粟屋仙吉
氏が米子市出身であった縁を踏ま
え、広島市民球場で観光情報を発
信

部長査定どおり

総務費 米子ゴルフ場整備事業 総務管財課 11,880 11,500 11,500
米子ゴルフ場の設備等の整備
※防球ネットウインチの修繕

部長査定どおり

総務費 米子ゴルフ場環境整備事業 総務管財課 7,788 7,700 7,700
松枯れ被害木の伐採及び処分、植
樹を実施

部長査定どおり

総務費 ※ 青少年海外派遣研修事業 地域振興課 2,633 － 2,633
高校生を対象とした友好都市・中国
保定市への海外派遣研修の実施

要求額どおり

総務費 環日本海拠点都市会議 地域振興課 14,526 13,858 13,858
第25回環日本海拠点都市会議の
開催経費

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 都市創造課 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 都市創造課 129,441 129,441 129,441
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 総合政策課 3,983 3,972 3,972
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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表
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総務費 ※ まちづくりビジョン策定事業 総合政策課 3,915 3,819 3,819
「まちづくりビジョン（仮称）」の策定
経費

部長査定どおり

総務費 移住者向け住宅取得支援事業 総合政策課 7,750 7,750 7,750
県外からの移住者への住宅取得及
び改修経費等の支援

要求額どおり

総務費 シティプロモーション推進事業 秘書広報課 1,645 1,645 1,645
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

都市創造課 1,333 1,313 1,313
道路に通称名を設定し、広くその浸
透を図る経費
※久米町-末広町通り線

部長査定どおり

総務費 公共交通活性化推進事業 都市創造課 6,165 4,950 4,950
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 ※ 巡回バス（どんぐりコロコロ）車両購入事業 都市創造課 19,914 19,914 19,914
淀江町巡回バス（どんぐりコロコロ）
車両の更新

要求額どおり

総務費 ※ 国際交流員コーディネーター配置事業 地域振興課 2,113 － 2,113
国際交流員の生活や交流活動及
び国際交流事業の実施を支援する
コーディネーターの配置

要求額どおり

総務費 合併処理浄化槽設置事業 施設課 91,500 91,500 91,500

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
※補助制度の拡充

要求額どおり

総務費 ヌカカ対策事業 環境政策課 1,078 1,078 1,078
ヌカカの被害軽減策として、石灰散
布をモデル地区へ委託

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 600 600 600
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 米子水鳥公園運営事業 環境政策課 51,117 51,097 51,097

野鳥等の貴重な生息地である米子
水鳥公園の管理運営
※生態系調査に向けたレンジャー
の雇用等

部長査定どおり

総務費 まちづくり活動支援事業 地域振興課 1,468 1,468 1,468

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

要求額どおり

総務費 県知事県議会議員選挙 選挙管理委員会事務局 41,074 41,074 41,074
任期満了に伴う鳥取県知事選挙及
び県議会議員選挙の管理・運営経
費

要求額どおり

- 2 -



（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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

総務費 ※ 参議院議員通常選挙 選挙管理委員会事務局 64,368 64,368 64,368
任期満了に伴う参議院議員選挙の
管理・運営経費

要求額どおり

民生費 生活困窮者自立相談支援事業 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 ※ 地域力強化推進事業 福祉政策課 6,547 6,547 6,547
住民主体の支えあい体制の構築・
推進のため、モデル地区に地域福
祉コーディネーターを配置

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 7,688 7,688 7,688

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
※医療的ケアが必要な障がい児者
を受け入れる児童発達支援事業所
及び日中一時支援事業所に対して
助成

要求額どおり

民生費 聴覚障がい者生活支援事業 障がい者支援課 1,850 1,850 1,850

高齢の聴覚障がい者を対象とした
日中活動事業の実施
※日中活動事業の開催を月2回か
ら月3回に拡大

要求額どおり

民生費 ※ 手話言語条例関連事業 障がい者支援課 200 200 200
手話言語条例の制定に伴い、手話
の普及啓発、理解促進のための施
策を実施

要求額どおり

民生費 ※ 基幹相談支援センター設置事業 障がい者支援課 12,700 12,700 12,700

障がい者への相談支援体制の充
実のため、地域における相談支援
の中核的役割を担う基幹相談支援
センターを設置

要求額どおり

民生費 小規模多機能型居宅介護事業所整備事業 長寿社会課 78,400 78,400 78,400

小規模多機能型居宅介護事業所を
整備する事業者に対し、整備費を
助成
※2施設整備予定

要求額どおり

民生費 ※ 認知症高齢者グループホーム整備事業 長寿社会課 46,400 46,400 46,400

認知症高齢者グループホームを整
備する事業者に対し、整備費を助
成
※1施設整備予定

要求額どおり

民生費 健口機能向上支援事業 長寿社会課 1,148 1,148 1,148

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3会場から7会場
へ拡大

要求額どおり
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民生費 ※ 成年後見制度利用促進事業 長寿社会課 210 210 210

市成年後見制度利用促進基本計
画を策定するとともに、権利擁護支
援の地域連携ネットワーク体制を
構築

要求額どおり

民生費 医療助成（身体、知的、精神障がい） 生活年金課 393,453 393,453 393,453

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） 生活年金課 604,582 604,582 604,582
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 放課後児童対策事業（なかよし学級） 子育て支援課 144,904 144,904 144,904
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） 子育て支援課 184,669 184,669 184,669

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
※2クラブ増　受入人数50名増

要求額どおり

民生費 なかよし学級施設整備事業 子育て支援課 107,804 106,062 106,062
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 子育て支援課 1,955 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

要求額どおり

民生費 二市連携ＩＣＴ活用保育事業 子育て支援課 3,313 3,272 3,272
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

部長査定どおり

民生費 児童扶養手当事業 子育て支援課 1,038,404 1,038,404 1,038,404
ひとり親家庭等に対し児童扶養手
当を支給

要求額どおり

民生費 私立・特別保育事業 子育て支援課 391,365 379,857 379,857

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 子育て支援課 579,967 579,967 579,967
公立保育園14園の管理運営
※入所選考AIの導入

要求額どおり
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民生費 私立保育所等支援事業 子育て支援課 2,737,521 2,737,521 2,737,521

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
※医療的ケア児受入れのための看
護師を配置する特定教育・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 子育て支援課 2,392,438 2,391,262 2,391,262
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 子育て支援課 2,830,603 2,830,603 2,830,603

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：1園増
※幼稚園：2園増
※小規模保育所：1園減

要求額どおり

民生費 保育所等整備事業 子育て支援課 164,802 164,802 164,802

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
※増改築：1施設　受入人数30名増
※ブロック塀改修：1施設

要求額どおり

民生費 あかしや運営事業 こども相談課 28,080 28,080 28,080
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

衛生費 ５歳児健康診査事業 健康対策課 4,889 4,889 4,889

5歳児全員を対象とした健診の実施
と事後相談体制の充実
※二次健診への参加を希望制から
案内制へ変更
※二次健診に医師相談日を設ける

要求額どおり

衛生費 こども総合相談窓口運営事業 こども相談課 8,935 8,935 8,935
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
いの里に設置

要求額どおり

衛生費 発達支援事業 こども相談課 1,551 1,551 1,551
発達障がい児及びその疑いのある
未就学児を対象とした、発達支援
員による相談支援事業

要求額どおり

衛生費 ※ 産後健康診査事業 健康対策課 14,314 14,314 14,314

産後うつの予防や、新生児への虐
待予防等を図るため、出産後間も
ない時期の産婦に対する健康診査
についての公費助成

要求額どおり
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衛生費 ※
「ずっと元気にエンジョイ！よなご」フレイル対
策モデル事業

健康対策課 8,163 8,163 8,163

フレイルの疑いのある者を簡易検
査で抽出し、効果的な介入支援を
行うことにより生活習慣病の重症化
及び要支援・要介護状態の発生を
防ぐためのモデル事業

要求額どおり

衛生費 ※ 緊急風しん予防接種事業 健康対策課 57,089 57,089 57,089
風しんの流行の拡大を受けて、抗
体保有率が低い世代の男性への
抗体検査及びワクチン接種の実施

要求額どおり

衛生費 クリーンセンター長寿命化事業 クリーン推進課 1,542,464 1,542,464 1,542,464
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 18,250 17,176 17,176
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 660 660 660
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
会の事務経費の助成

要求額どおり

農林水産業費 就農応援交付金事業 農林課 28,720 28,720 28,720
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

要求額どおり

農林水産業費 農地中間管理事業 農林課 28,651 28,651 28,651

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

要求額どおり

農林水産業費 ６次産業化推進事業 農林課 17,600 17,600 17,600
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

農林水産業費 ６次産業化・農商工連携販路開拓支援事業 農林課 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

農林水産業費 集落営農体制強化支援事業 農林課 2,247 2,150 2,150
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 1,370 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 16,433 13,200 13,200

白ネギ農業者の生産基盤を強化す
る事業に対し助成
※産地規模拡大支援としての機械
整備等の助成

部長査定どおり
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（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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

農林水産業費 弓浜荒廃農地対策事業 農林課 9,602 9,602 9,602
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 ※ よなご芝振興事業 農林課 2,400 2,400 2,400
芝生産の規模拡大、高付加価値の
新品種普及の加速化、新技術導入
に対する助成

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 27,000 27,000 27,000 陰田地区の連絡農道の拡幅整備 要求額どおり

農林水産業費 県営土地改良事業負担金 農林課 25,699 25,699 25,699
県営で行う8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 2,300 2,300 2,300
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 3,000 3,000 3,000
県施行の農業競争力基盤整備事
業において本市が行う換地業務
※富益地区

要求額どおり

農林水産業費 地籍調査事業（農林課） 農林課 45,505 44,345 44,345

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
調査区域：和田地区

部長査定どおり

農林水産業費 地籍調査事業（淀江振興課） 淀江振興課 19,620 19,281 19,281

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
調査区域：淀江町稲吉、本宮

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 13,046 13,046 13,046
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 林業総務事務費 農林課 9,820 9,793 9,793
林業振興全般にわたる事務費
※森林環境基金への積立金

部長査定どおり

農林水産業費 ※ 林道保全対策事業 農林課 1,181 1,181 1,181
林道施設に関する個別施設計画の
策定

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 976 976 976
森林経営計画を作成する森林組合
に対する作成経費の助成

要求額どおり

農林水産業費 林地台帳整備事業 農林課 746 746 746
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
帳作成及び公表

要求額どおり
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（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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

農林水産業費 漁業研修事業 水産振興室 5,446 5,446 5,446
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 ※ 水産物供給基盤機能保全事業 水産振興室 73,000 73,000 73,000
漁港施設の機能保全計画に基づく
保全工事の実施

要求額どおり

商工費 商工業振興資金貸付事業 商工課 6,994,245 6,994,245 6,994,245
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預託

要求額どおり

商工費 企業立地促進補助金（商工課） 商工課 37,101 37,101 37,101
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 67,800 67,800 67,800
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
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 80,500 80,500 80,500
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
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 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 ※ 角盤町エリア活性化事業 商工課 1,921 1,921 1,921
角盤町エリアの活性化を図るため
の官民一体となって行う事業に係
る経費及びイベント開催支援

要求額どおり

商工費 ※ 豪雨特別金融支援事業補助金 商工課 1,587 1,587 1,587
平成30年7月豪雨の影響により融
資を受ける者の借入金利子を助成

要求額どおり

商工費 ※ 未利用エネルギー活用調査事業 経済戦略課 3,261 3,261 3,261
米子市内浜処理場の処理過程で
発生する消化ガスをエネルギーとし
て活用するための調査

要求額どおり

商工費 ※ 商工振興まちづくり連携事業 商工課 6,122 6,122 6,122
米子商工会議所及び米子日吉津
商工会が行う地域経済の底上げに
つながる業務を支援

要求額どおり

商工費 ※ 米子市プレミアム付商品券事業 商工課 234,113 234,113 234,113

消費税率の引上げによる低所得
者・子育て世帯の消費に与える影
響の緩和及び地域における消費の
喚起・下支えのための低所得者・子
育て世帯主向けプレミアム付商品
券の発行

要求額どおり

商工費 観光案内所運営費 観光課 12,227 12,124 12,124 観光案内所の運営 部長査定どおり

商工費 ヨナゴがい～な！秋の収穫祭＆文化祭 観光課 600 600 600
「米子映画事変」や「農と食のイベ
ント」をはじめとする秋のイベントの
一体的な広報の実施

要求額どおり

商工費 ※ 温浴施設改修事業 淀江振興課 13,162 12,700 12,700 淀江ゆめ温泉の施設改修 部長査定どおり
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（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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

商工費 伯耆国「大山開山１３００年祭」レガシー事業 観光課 13,739 13,739 13,739
「大山開山1300年祭」の遺産を継承
する事業を行うための負担金

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 12,514 12,514 12,514
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 皆生温泉圏域観光拠点事業 観光課 3,100 2,950 2,950
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

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 8,000 8,000 8,000
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 1,250 1,250 1,250

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 2,304 1,900 1,900
市内各観光スポットの観光案内看
板の更新及び多言語化
2か所

部長査定どおり

商工費 伯耆古代の丘公園整備事業 淀江振興課 8,300 8,300 8,300
伯耆古代の丘公園の施設改修
※お祭り広場造成（芝生化）・園路
拡幅ほか

要求額どおり

商工費 ※ 皆生温泉ライトアップ事業 観光課 3,000 3,000 3,000
皆生温泉四条通りの紋様灯篭等に
よるライトアップの実施

要求額どおり

商工費 ※ 米子映画事変開催支援事業 観光課 1,870 1,800 1,800
米子映画事変の企画イベント「3分
映画宴」の開催経費の助成

部長査定どおり

商工費 ※ 米子がいな太鼓４５周年記念事業補助金 観光課 300 300 300
米子がいな太鼓45周年記念事業に
対する助成

要求額どおり

商工費 ※
地域おこし協力隊を活用したインバウンド推
進事業

観光課 4,042 4,042 4,042

地域おこし協力隊を活用した山陰
インバウンド機構との連携による観
光ルート開発及び外国人観光客受
入体制整備等

要求額どおり

商工費 ※ コンベンション開催補助事業 観光課 1,450 － 725
本市が独自に行うコンベンション開
催経費の助成

事業費を詳しく
見直したため

土木費 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 都市整備課 31,500 31,500 31,500
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 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業 都市整備課 10,000 10,000 10,000
保全人家5戸未満の急傾斜地に対
する崩壊対策事業

要求額どおり

土木費 道路維持補修事業（補助） 道路整備課 161,388 161,388 161,388 市内一円道路補修等 要求額どおり
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（単位：千円）
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部長査定
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市長査定
結果額
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平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

土木費 橋りょう補修事業 都市整備課 320,000 300,000 300,000
市道橋りょうの塗装及び補修
※5年に1回の定期点検を実施

部長査定どおり

土木費 道路整備事業 道路整備課 144,800 144,800 144,800
市道の舗装修繕及び狭幅道路の
改良等

要求額どおり

土木費 日本中央競馬会事業所周辺環境整備事業 道路整備課 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 市道安倍三柳線改良事業 都市整備課 247,159 236,159 236,159
都市計画道路市道安倍三柳線の
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）

都市整備課 34,000 34,000 34,000
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 都市整備課 161,300 159,000 159,000
都市計画道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 136,407 132,300 132,300
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 道路整備課 132,604 131,289 131,289
地域防災のための市道上和田東
22号線の改良

部長査定どおり

土木費 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 道路整備課 80,882 80,882 80,882
市道大篠津東9号線ほか4路線の
改良

要求額どおり

土木費 排水路補修事業 道路整備課 15,600 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

要求額どおり

土木費 排水路新設改良事業 都市整備課 109,330 103,217 103,217 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 都市整備課 1,321,525 1,321,419 1,321,419
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 都市公園管理事業 都市整備課 181,922 181,009 181,009 都市公園の維持管理 要求額どおり

土木費 震災に強いまちづくり促進事業 建築相談課 20,175 17,299 17,299
住宅・建築物の耐震診断や耐震改
修費の助成

部長査定どおり

土木費 公園施設長寿命化事業 都市整備課 35,500 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

要求額どおり

土木費 ※ 特定空家等除却補助金 住宅政策課 12,000 12,000 12,000
特定空家等の所有者等に対し除却
費用を補助

要求額どおり

土木費 空家等対策事業 住宅政策課 6,460 6,061 6,061
空家等の適正管理の啓発、管理不
全な空家等に対する措置等

部長査定どおり

土木費 市営住宅長寿命化改善事業 住宅政策課 284,605 272,270 272,270
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
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（単位：千円）
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部長査定
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消防費 消防団車庫整備事業 防災安全課 34,201 33,224 33,224
消防団車庫の建替え改修
　加茂分団車庫

部長査定どおり

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
　富益分団消防ポンプ自動車

要求額どおり

教育費 中学校組合負担金 教育総務課 83,272 83,272 83,272
箕蚊屋中学校の運営経費に係る米
子市負担金
※外壁改修工事ほか

要求額どおり

教育費 にこにこサポート支援事業 学校教育課 28,866 28,866 28,866
個別の支援が必要な児童・生徒が
在籍する学校に学校支援員を配置
※中学校への支援員配置

要求額どおり

教育費 スクールソーシャルワーカー活用事業 学校教育課 10,725 10,725 10,725

問題を抱える子どもたちの課題解
決を図るため、スクールソーシャル
ワーカーを教育委員会に配置
※年間勤務時間数を1,000時間か
ら1,500時間に拡大

要求額どおり

教育費 ※ 特別支援学校通学支援事業 学校教育課 3,996 3,996 3,996
米子市在住の児童生徒が特別支
援学校に通学する際の通学支援

要求額どおり

教育費 ※ コミュニティ・スクール推進事業 学校教育課 408 408 408
コミュニティ・スクール（学校運営評
議会制度）の導入のための視察・
研修等

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 1,883 1,883 1,883
小学校のプール浄化設備の改修工
事

要求額どおり

教育費 ※ 小学校校舎屋上防水改修事業 教育総務課 28,662 28,662 28,662
小学校校舎の屋上防水改修工事
福米東小学校、五千石小学校

要求額どおり

教育費 小学校外壁等改修事業 教育総務課 29,744 28,800 28,800
小学校の外壁等の改修工事
彦名小学校

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 14,400 14,400 14,400
小学校の校舎にスロープ等を設置
彦名小学校

要求額どおり

教育費 ※ 小学校長寿命化改修事業 教育総務課 944,178 918,351 918,351
小学校施設の長寿命化改修工事
就将小学校

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 427,795 414,974 414,974
児童数の増加に伴う福米西小学校
校舎増築工事

部長査定どおり

教育費 ※ 小学校下水道・農業集落排水接続事業 教育総務課 17,018 16,490 16,490

下水道・農業集落排水が供用開始
となる区域にある小学校の接続工
事
彦名小学校

部長査定どおり
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（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

平成31年度当初予算　主な事業の査定状況一覧表

教育費 ※ 啓成小学校校舎等整備事業 教育総務課 73,955 73,955 73,955

啓成小学校校舎等の改築等及び
それにあわせて啓成小学校敷地内
への東保育園の移転改築等を行う
場合の基本設計等

要求額どおり

教育費 中学校大会派遣事業 学校教育課 10,000 10,000 10,000

生徒が体育大会・文化大会に参加
する際の交通費及び宿泊費を助成
※宿泊費を 1泊 5,000円から 1泊
9,800円に拡大

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 422 422 422
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 ※ 部活動指導員配置事業 学校教育課 3,202 3,202 3,202
中学校部活動における指導体制の
充実及び教職員の負担軽減のた
め、専任の部活動指導員を配置

要求額どおり

教育費 ※ 中学校屋内運動場整備事業 教育総務課 43,900 43,900 43,900
中学校屋内運動場の改修工事
加茂中学校、後藤ヶ丘中学校、東
山中学校

要求額どおり

教育費 駐輪場整備事業 教育総務課 20,361 19,700 19,700
駐輪スペース確保のため、福米中
学校の駐輪場を増設

部長査定どおり

教育費 中学校防球ネット等整備事業 教育総務課 11,000 11,000 11,000
中学校の防球ネットの改修
湊山中学校

要求額どおり

教育費 ※ 中学校特別教室等空調設備改修事業 教育総務課 9,473 9,222 9,222
中学校特別教室等の空調設備改
修工事
東山中学校

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 15,300 15,300 15,300
中学校の渡り廊下改修工事
福米中学校

要求額どおり

教育費 ※ 中学校下水道・農業集落排水接続事業 教育総務課 2,108 2,108 2,108

下水道・農業集落排水が供用開始
となる区域にある中学校の接続工
事に係る実施設計
尚徳中学校

要求額どおり

教育費 公民館運営費 生涯学習課 316,799 311,156 311,156 市内29の公民館の管理運営費 部長査定どおり

教育費 公民館施設等整備事業 生涯学習課 52,656 52,656 52,656 公民館の設備改修ほか 要求額どおり

教育費 加茂公民館整備事業 生涯学習課 292,065 292,065 292,065
加茂公民館の移転新築に伴う建物
工事等及び仮進入路用地の借上
げ等

要求額どおり
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教育費 図書館管理運営費 生涯学習課 105,736 104,558 104,558 市立図書館の施設管理及び運営 部長査定どおり

教育費 図書資料費 生涯学習課 30,122 30,122 30,122
市立図書館の図書及び雑誌等の
購入

要求額どおり

教育費 ※
Ｙｏｎａｇｏ　ヒカリ☆マチ　アートプロジェクト事
業

文化振興課 7,500 7,500 7,500

Yonago ヒカリ☆マチ アートプロ
ジェクト実行委員会が行うデジタル
アート展の開催経費に対する負担
金

要求額どおり

教育費 児童文化センター整備事業 子育て支援課 222,572 217,000 217,000
児童文化センターの設備の改修
※プラネタリウムの再整備等

部長査定どおり

教育費 淀江文化センター整備事業 文化振興課 2,238 2,238 2,238 淀江文化センターの設備の改修 要求額どおり

教育費 米子城跡保存整備事業 文化振興課 39,328 39,328 39,328
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 文化振興課 9,046 7,817 7,817

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 ※ 淀江傘伝承活性化事業 文化振興課 1,350 1,350 1,350
市指定無形文化財淀江傘の製造
技術を保存、伝承していくため後継
者育成に係る経費を助成

要求額どおり

教育費 弓浜絣保存伝承活性化事業 文化振興課 52 52 52
県指定無形文化財弓浜絣の製造
技術を保存・継承していくため事業
を実施する保存会に対し助成

要求額どおり

教育費 史跡青木遺跡保存整備事業 文化振興課 13,029 12,600 12,600 史跡青木遺跡の法面保護工事 部長査定どおり

教育費 ※ 市立学校労働安全衛生推進事業 学校教育課 600 600 600
教育委員会が産業医を委嘱し、教
職員に対して面談指導を実施

要求額どおり

教育費 ※ ワールドマスターズゲームズ開催事業 スポーツ振興課 200 200 200
ワールドマスターズゲームズ2021
関西の米子市実行委員会への事
業運営負担金

要求額どおり

教育費 ※ トライアスリート養成合宿ｉｎ皆生 スポーツ振興課 200 160 160
トライアスロンの発祥の地である皆
生で行うトライアスリートの養成合
宿の実施

部長査定どおり
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（単位：千円）
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教育費 ※ 全国ろうあ者体育大会開催支援事業 スポーツ振興課 1,000 1,000 1,000
第53回全国ろうあ者体育大会の開
催経費の助成

要求額どおり

教育費 ※
アジア国際ユースサッカーＩＮ鳥取開催支援
事業

スポーツ振興課 500 500 500
アジア国際ユースサッカーIN鳥取
の開催経費の助成

要求額どおり

教育費 ※ 淀江運動公園等整備事業 スポーツ振興課 27,500 27,500 27,500
淀江体育館非常用発電機の取替
工事

要求額どおり

教育費 ※ 錦海漕艇場整備事業 スポーツ振興課 31,625 31,600 31,600 錦海漕艇場の桟橋改修工事 部長査定どおり

教育費 学校給食運営事業 学校給食課 425,826 425,826 425,826
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

要求額どおり
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