
（単位：千円）

款 新規 事業名称 所属課名
各課要求額

Ａ
部長査定計上額

Ｂ
比較
Ｂ－Ａ

事業の概要 部長査定の理由

総務費
地域産品ＰＲ事業（ふるさと納
税）

商工課 695,213 695,213 0
ふるさと納税制度の周知、寄附者へ
の記念品の贈呈、地元特産品等の広
告宣伝

要求額どおり

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 0 女性の専門職資格の取得支援 要求額どおり

総務費 本庁舎設備等整備事業 総務管財課 22,184 22,184 0
本庁舎の建築物及び建築設備の改修
※福祉事務所空調設備の改修等

要求額どおり

総務費 ※ 防災ラジオ整備事業 防災安全課 80,563 63,303 ▲ 17,260
防災情報を確実に伝達するための防
災ラジオの整備

事業費を詳しく見直
したため

総務費 ※ スマート窓口システム構築事業 調査課 76,975 76,975 0
マイナンバーやAI等のICT技術を活用
したスマート窓口システムの構築

要求額どおり

総務費 がいなよなご応援基金積立金 商工課 1,400,157 1,400,157 0
ふるさと納税寄附金のがいなよなご
応援基金への積立

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 889 889 0
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
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 462 462 0
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配信

要求額どおり

総務費 ※ あなたに届く市政情報発信事業 秘書広報課 662 622 ▲ 40
スマホ用アプリを活用した「広報よ
なご」等市政情報の発信

事業費を詳しく見直
したため

総務費 米子ゴルフ場整備事業 総務管財課 16,810 16,810 0
米子ゴルフ場の設備等の整備
※散水ポンプの改修及び駐車場ゲー
トの修繕

要求額どおり

総務費 米子ゴルフ場環境整備事業 総務管財課 7,113 7,113 0
米子ゴルフ場内の松枯れ被害木の伐
採及び処分、植樹を実施

要求額どおり

総務費 ※
旧米子公共職業安定所跡地等購入
事業

総務管財課 21,749 21,749 0
国が所有する旧米子公共職業安定書
の土地及び建物の取得経費

要求額どおり

総務費 水源対策事業 都市創造課 18,095 14,795 ▲ 3,300
給水設備の更新及び修繕
※新良路給水配水池タンク更新及び
浅山給水設備修繕

事業費を詳しく見直
したため

総務費
米子空港利用促進懇話会特別会計
負担金

交通政策課 10,000 10,000 0
米子空港の利便性向上及び利用促進
のための負担金

要求額どおり

総務費 生活路線運行対策事業 交通政策課 133,168 133,168 0
市民の生活交通手段確保のための路
線バス運行維持経費

要求額どおり

総務費 移住定住推進事業 総合政策課 3,963 3,912 ▲ 51
移住定住希望者に対する情報提供を
はじめとする総合的な支援

ほぼ要求額どおり

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 2,187 2,100 ▲ 87

道路に通称名を設定し、広くその浸
透を図る経費
※一般県道　皆生西原線、国道431号
線の一部

ほぼ要求額どおり

総務費 ※ 公共交通利用促進事業 交通政策課 1,094 － － 公共交通の利用促進のための取組 査定保留

令和2年度一般会計当初予算　主な事業の総務部長査定状況一覧表

- 1 -



（単位：千円）

款 新規 事業名称 所属課名
各課要求額

Ａ
部長査定計上額

Ｂ
比較
Ｂ－Ａ

事業の概要 部長査定の理由

令和2年度一般会計当初予算　主な事業の総務部長査定状況一覧表

総務費 ※
新たな総合交通体系の調査研究事
業

交通政策課 2,636 1,975 ▲ 661 市内の公共交通体系の調査及び研究
事業費を詳しく見直

したため

総務費 ※ 快適なバス待合環境応援補助金 交通政策課 1,030 1,000 ▲ 30
バスの待合環境を整備する団体への
助成

ほぼ要求額どおり

総務費 ※ 高校生通学費助成制度 交通政策課 4,579 3,402 ▲ 1,177
県内の高等学校等に公共交通を利用
して通学する学生の保護者への通学
費助成

事業費を詳しく見直
したため

総務費 ※ 高齢者バス運賃助成事業 交通政策課 16,776 16,624 ▲ 152

高齢者のバス利用促進のためのバス
定期券購入助成
・満70歳以上の運転免許自主返納者
へのバス定期券購入助成
※満70歳以上の高齢者へのバス定期
券購入助成

ほぼ要求額どおり

総務費 ※
米子市・束草市姉妹都市提携２５
周年記念事業

地域振興課 3,794 3,761 ▲ 33
韓国束草市との姉妹都市提携25周年
記念式典の開催と記念事業の実施等

ほぼ要求額どおり

総務費 ※ 明日を創るふるさと教育推進事業 総合政策課 620 620 0
郷土愛の醸成及び地域貢献意欲を持
つ人材の育成

要求額どおり

総務費 合併処理浄化槽設置事業 下水道営業課 91,500 91,500 0
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用の
助成

要求額どおり

総務費 ヌカカ対策事業 環境政策課 2,179 2,179 0 ヌカカの刺咬被害軽減対策の実施 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 700 700 0
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 ※ 環境基本計画策定事業 環境政策課 1,409 1,409 0 第2次米子市環境基本計画の策定経費 要求額どおり

総務費 ※
弓浜コミュニティー広場休憩施設
整備事業

地域振興課 29,524 29,524 0

弓浜コミュニティー広場における休
憩施設の整備
※利用者の更衣室、熱中症対策のた
めの退避場所として休憩施設を設置

要求額どおり

総務費 ※ 和田荒神集会所移転事業 地域振興課 16,111 16,111 0

市道上和田東22号線ほか2改良舗装事
業に伴う和田荒神集会所の移転事業
※市道上和田東22号線改良舗装事業
において、道路用地となっている集
会所の移転経費

要求額どおり

総務費 人権教育・啓発事業 人権政策課 9,328 9,132 ▲ 196

人権問題の解決に向けた各種講座・
講演会の開催及び啓発誌の発刊等
※様々な人権問題啓発を目的とした
イベントの開催

ほぼ要求額どおり
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総務費 ※ 米子水鳥公園整備事業 環境政策課 12,347 10,433 ▲ 1,914

野鳥等の貴重な生息地である米子水
鳥公園の管理運営
※キャットウォーク（避難路）の改
修及び観察ホールの空調設備新設設
計

事業費を詳しく見直
したため

総務費 まちづくり活動支援事業 地域振興課 1,473 1,473 0
地域の課題やよりよい市民生活の実
現のために、自主的・継続的に取り
組む市民活動団体に対する助成

要求額どおり

総務費 ※ マイナンバーカード取得促進事業 市民課 32,099 32,099 0
マイナンバーカードの普及促進を図
るための経費

要求額どおり

総務費 ※ 市長市議会議員選挙
選挙管理委員会

事務局
4,480 4,480 0

任期満了に伴う米子市長選挙及び米
子市議会議員補欠選挙執行経費（令
和2年度分）

要求額どおり

民生費 生活困窮者自立支援事業 福祉課 19,937 11,601 ▲ 8,336
生活困窮者を対象とした自立に向け
た相談・支援

事業費を詳しく見直
したため

民生費 地域力強化推進事業 福祉政策課 11,921 11,921 0

包括的な相談支援体制を構築するた
め、地域福祉コーディネーターを配
置
※地域福祉コーディネーターを1名増
員し、2名配置

要求額どおり

民生費 ※
多機関の協働による包括的支援体
制構築事業

福祉政策課 6,380 6,380 0
多機関協働の総合的支援を行うた
め、相談支援包括化推進委員を配置

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 620 620 0

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
※聴覚障がい者交流拠点確保を実施
する団体に対し運営費を補助

要求額どおり

民生費 婦人保護対策事業 こども相談課 5,350 5,350 0
要保護女子の発見、相談、指導やDV
被害者の相談、援助を実施
※女性相談員を1名増員し、2名配置

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 82,302 82,302 0
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
地域密着型特別養護老人ホーム整
備事業

長寿社会課 154,251 154,251 0
地域密着型特別養護老人ホームを整
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
認知症高齢者グループホーム整備
事業

長寿社会課 48,702 48,702 0
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
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民生費
医療助成（身体、知的、精神障が
い）

生活年金課 394,774 394,774 0
身体、知的、精神障がい者への医療
費助成

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 588,403 588,403 0
特定疾病、ひとり親家庭、小児への
医療費助成

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 157,662 157,662 0
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 199,128 199,128 0
放課後児童健全育成事業を実施する
民間事業者に対し、運営費を助成

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 30,807 30,791 ▲ 16 なかよし学級の施設整備 ほぼ要求額どおり

民生費 ひとり親家庭学習支援事業 子育て支援課 2,767 2,334 ▲ 433
ひとり親家庭の児童等に対する学習
支援

事業費を詳しく見直
したため

民生費 放課後児童クラブ施設整備事業 子育て支援課 33,198 33,198 0
放課後児童クラブを運営する社会福
祉法人等に対する、施設整備費の一
部助成

要求額どおり

民生費 児童扶養手当事業 子育て支援課 896,293 896,034 ▲ 259
ひとり親家庭等に対し児童扶養手当
を支給

ほぼ要求額どおり

民生費 高等職業訓練促進事業 子育て支援課 15,919 15,869 ▲ 50

ひとり親家庭における父または母の
就業につながりやすい資格の取得を
促進するため、高等職業訓練促進費
を支給
※国の支給対象外期間にあたる者に
対して、継続給付金を新設し支給

ほぼ要求額どおり

民生費 私立・特別保育事業 子育て支援課 256,885 256,885 0

延長保育、一時預かり、病児病後児
保育等を実施する私立保育施設等に
対する助成
※障がい児保育および医療的ケア児
保育への加配職員に対する単市補助

要求額どおり

民生費 公立保育所運営事業 子育て支援課 556,755 556,755 0
公立保育園13園の運営
※知育玩具等の整備
※調理室等の空調設備整備工事

要求額どおり

民生費 私立保育所等支援事業 子育て支援課 2,535,728 2,535,728 0

児童福祉施設最低基準を維持し、児
童福祉の向上を図るため、私立保育
所に対し公定価格に基づく保育所運
営費を支弁

要求額どおり

民生費 児童手当事業 子育て支援課 2,358,526 2,357,949 ▲ 577
中学校修了までの児童に児童手当を
支給

ほぼ要求額どおり
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民生費
子どものための教育・保育給付事
業

子育て支援課 3,399,661 3,399,661 0

子ども・子育て支援法による支給認
定保護者に対する教育・保育給付
※認定こども園：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ＩＣＴ化推進事業 子育て支援課 4,500 4,500 0
保育所などに保育システム導入に必
要な費用の一部を補助

要求額どおり

民生費 ※ 公立保育所整備事業 子育て支援課 68,432 68,432 0
淀江保育園・宇田川保育園の統合建
替え

要求額どおり

民生費 第３子以降副食費助成事業 子育て支援課 24,300 － －
国の免除基準に該当しない第3子以降
への副食費助成

査定保留

民生費
子育てのための施設等利用給付事
業

子育て支援課 247,728 247,728 0
施設等利用に要した経費についての
利用者への支給

要求額どおり

民生費 あかしや運営事業 こども相談課 28,546 28,546 0
児童発達支援センターあかしやの運
営
※言語聴覚士の業務委託

要求額どおり

衛生費 母子保健事業 健康対策課 1,876 1,876 0

妊婦、乳幼児等を対象とする各種相
談及び子育て支援教室等の実施
※母子手帳アプリを活用した情報発
信等

要求額どおり

衛生費 産後ケア事業 健康対策課 1,492 1,492 0

産後に家族等からの支援を受けられ
ず不安が強く、育児が困難な母子へ
の支援
※利用者負担金の無償化

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 9,153 9,153 0
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 2,176 1,551 ▲ 625
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

事業費を詳しく見直
したため

衛生費 ※ 安心マタニティサポート事業 こども相談課 9,645 － －
出産や子育てに対して不安を抱える
妊婦に対する妊娠初期からの支援及
び各種助成の実施

査定保留

衛生費 ※
高齢者保健事業・介護予防一体的
実施事業

健康対策課 5,500 5,500 0

高齢者の心身の多様な課題に対応
し、きめ細かな支援を実施するた
め、介護保険の地域支援事業や国保
事業と一体的に実施
事務費5,500千円、人件費44,300千円

要求額どおり
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衛生費 予防接種事業 健康対策課 405,961 405,961 0

集団に感染する恐れのある疾病の発
生およびまん延を防ぐための乳幼児
等に対する各種予防接種を実施
※令和2年4月以降に生まれた子ども
に対するロタウイルス予防接種の実
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 1,189,121 1,189,121 0
クリーンセンターの長期包括的事業
の施設管理運営経費及び焼却灰等の
再資源化運搬処理費

要求額どおり

農林水産業費 就農条件整備事業 農林課 17,372 16,350 ▲ 1,022
就農を促進し、自立を支援するため
の就農初期における機械・施設整備
への助成

事業費を詳しく見直
したため

農林水産業費 耕作放棄地再生利用対策事業 農林課 540 540 0
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 27,720 27,720 0

新規就農者の経営の早期安定及び農
業の担い手としての定着を目的とし
た、就農初期に係る運転資金・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 11,022 10,915 ▲ 107
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

ほぼ要求額どおり

農林水産業費 ６次産業化推進事業 農林課 4,190 4,190 0
農業者等が自ら加工・製造・流通・
販売に取り組む事業に対する助成

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 1,278 1,200 ▲ 78
集落営農組織が作成したビジョンの
実現のために必要な機械設備の整備
等に要する経費を助成

事業費を詳しく見直
したため

農林水産業費 戦略的白ネギ総合対策事業 農林課 13,010 10,267 ▲ 2,743
白ネギ農業者の生産基盤を強化する
事業に対し助成

事業費を詳しく見直
したため

農林水産業費 弓浜荒廃農地対策事業 農林課 9,002 9,002 0
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 2,750 2,750 0
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 0
土地改良施設（農道、用排水路、樋
門、ため池等）の整備及び維持補修

要求額どおり

農林水産業費
下水道事業会計繰出金（農業集落
排水事業）

下水道企画課 289,672 289,672 0
一般会計から下水道事業会計（農業
集落排水事業）への繰出し

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

Ａ
部長査定計上額

Ｂ
比較
Ｂ－Ａ

事業の概要 部長査定の理由

令和2年度一般会計当初予算　主な事業の総務部長査定状況一覧表

農林水産業費 ※ 農村地域防災減災事業 農林課 7,000 7,000 0
地震・集中豪雨による災害を防止
し、農村地域の防災力の向上を図る
ための総合的な防災・減災対策

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 50,901 50,901 0 県営で行う土地改良事業の負担金 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 7,500 7,500 0
農道橋の点検・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 8,101 8,101 0
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

要求額どおり

農林水産業費 ※
農業水路等長寿命化・防災減災事
業

農林課 8,927 8,927 0
農業水利施設の機能を安定的な発揮
に必要な機動的かつ効率的な長寿命
化対策及び防災減災対策

要求額どおり

農林水産業費 ※ 団体営土地改良事業（農林課） 農林課 19,846 19,846 0
土地改良区等が行う土地改良施設
（農道、用排水路、ため池等）の整
備に対する支援

要求額どおり

農林水産業費 地籍調査事業 地籍調査課 52,430 52,430 0
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

要求額どおり

農林水産業費 鳥取和牛振興総合対策事業 農林課 19,100 19,100 0
和牛繁殖雌牛の増頭に取組む畜産農
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 17,438 17,438 0 林業振興全般にわたる事務費 要求額どおり

農林水産業費 ※ 森林経営管理事業 農林課 1,880 1,880 0
森林の適切な経営管理の為の意向調
査及び市や委託業者による森林の委
託管理

要求額どおり

農林水産業費 ※ 市行造林搬出事業 農林課 8,552 8,552 0

市行造林事業のうち、市が借り受け
管理している日野郡日南町花口のス
ギ・ヒノキを間伐・搬出するための
作業道の整備

要求額どおり

農林水産業費 漁業研修事業 水産振興室 2,528 2,528 0
新規漁業希望者に漁業技術等の研修
を行う漁業協同組合等に対し、研修
費を助成

要求額どおり

商工費 商工業振興資金貸付事業 商工課 6,304,382 6,304,382 0
県との協調による利用者の負担軽減
を図ることを目的とした商工業者向
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 53,716 53,716 0
本市の経済の活性化を図るための優
遇措置による企業立地支援

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 63,100 63,100 0
流通業務団地内の土地を本市から買
い受け、操業を開始する企業への助
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 48,500 48,500 0
情報通信及び事務管理関連企業の立
地促進のための支援

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

Ａ
部長査定計上額

Ｂ
比較
Ｂ－Ａ

事業の概要 部長査定の理由

令和2年度一般会計当初予算　主な事業の総務部長査定状況一覧表

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 0

市内の中小企業、小規模事業者が県
内高等教育機関や研究機関と連携し
て行う研究開発や調査等に対する助
成

要求額どおり

商工費 角盤町エリア活性化事業 商工課 4,831 4,831 0
角盤町エリアの活性化に向け、官民
一体となって行う事業に係る経費及
びイベント開催の支援

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 404 404 0
平成30年7月豪雨に係る融資を受ける
者の借入金利子を助成

要求額どおり

商工費
中小企業振興アクションプラン策
定事業

商工課 370 370 0
「米子市中小企業振興アクションプ
ラン」の策定

要求額どおり

商工費 ※ 未利用エネルギー活用事業 経済戦略課 200,000 200,000 0
未利用エネルギーを活用するための
発電機及び蓄電池の設置

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 0
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 海外進出事業者支援事業 商工課 1,436 1,436 0
本市と交流のある海外都市を訪問
し、経済交流の足掛かりとするため
の経費

要求額どおり

商工費 観光案内所運営費 観光課 16,812 16,812 0 英語に対応した観光案内所の運営 要求額どおり

商工費
よどえ魅力発信プロジェクト推進
事業

淀江振興課 638 593 ▲ 45

フォトコンテスト・写真講座等を通
じた淀江の魅力の発掘と発信のほ
か、淀江のもつ地域資源・観光資源
の情報発信
※伯耆古代の丘エリアの魅せるス
トーリー及びルートのパンフレット
のラフ作成経費等

事業費を詳しく見直
したため

商工費
伯耆国「大山開山１３００年祭」
レガシー事業

観光課 5,666 5,666 0
大山開山1300年祭の遺産を引き継ぐ
事業への負担金

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 13,105 13,105 0
大山山麓・日野川流域周辺地域で観
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 2,800 2,800 0
米子市観光センターの改修を契機と
したスポ・エコ・ツアーデスクの設
置等

要求額どおり

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 0
地域おこし協力隊制度を活用し、鳥
取県西部圏域における広域観光連携
組織体設立に取り組むための経費

要求額どおり

商工費 観光案内看板設置事業 観光課 1,892 1,892 0
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

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

Ａ
部長査定計上額

Ｂ
比較
Ｂ－Ａ

事業の概要 部長査定の理由

令和2年度一般会計当初予算　主な事業の総務部長査定状況一覧表

商工費 伯耆古代の丘公園整備事業 淀江振興課 32,221 32,221 0
伯耆古代の丘公園の施設改修等
※ジャブジャブ広場周辺整備、お祭
り広場遊具設置、トイレ洋式化ほか

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 0
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 1,800 1,800 0
米子映画事変の企画イベントの一つ
である「3分映画宴」の開催経費の助
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 4,000 4,000 0
地域おこし協力隊を活用した外国人
観光客受入体制整備等に係る経費

要求額どおり

商工費 ※
インバウンド向け高付加価値コン
テンツ創生事業

観光課 920 920 0
インバウンド向け高付加価値旅行商
品の造成

要求額どおり

商工費 ※ かわまちづくり計画推進事業 観光課 3,516 3,516 0
「中海・錦海かわまちづくり計画」
に基づく、米子港の整備

要求額どおり

商工費 ※
地域との協働による地域づくり人
材育成事業

観光課 480 480 0
大学等との連携による地域と協働し
て活躍する人材育成の取組への助成

要求額どおり

商工費 ※ 皆生温泉開発100周年記念事業 観光課 56,178 56,178 0
皆生温泉開発100周年を記念して行う
各種イベント実施や環境整備

要求額どおり

商工費 ※ 皆生砂浜クリーンアップ事業 観光課 1,200 1,200 0
海岸漂着物などの海岸ごみの回収及
び処理活動

要求額どおり

土木費 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 都市整備課 33,700 33,700 0
県施行の市内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 41,800 41,800 0
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 97,788 97,788 0
道路の舗装面の破損等の補修、通学
路の歩道設置及び路肩整備等

要求額どおり

土木費 橋りょう補修事業 都市整備課 213,000 203,400 ▲ 9,600 市道橋りょうの塗装及び補修 ほぼ要求額どおり

土木費 道路補修事業 道路整備課 133,500 133,500 0 道路施設の破損の補修 要求額どおり

土木費 道路新設改良事業 道路整備課 173,600 173,600 0
地域住民の生活環境の向上のための
道路整備

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 0

日本中央競馬会からの環境整備交付
金を財源としたウインズ米子周辺の
公共施設の整備
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 135,130 135,130 0
渋滞緩和等のための骨格道路の整備
都市計画道路市道安倍三柳線の改良

要求額どおり
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款 新規 事業名称 所属課名
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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 12,000 12,000 0
地域生活環境の向上と、通勤、通学
の安全確保のための道路整備
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 55,000 54,930 ▲ 70

和田浜工業団地内の円滑な交通を確
保するための道路整備
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

ほぼ要求額どおり

土木費
市道上和田東２２号線改良舗装事
業

道路整備課 150,588 150,588 0
緊急時の避難や消防救難活動等、地
域防災のための道路整備
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

道路整備課 105,551 105,551 0
基地周辺の緊急道路の確保と周辺住
民の生活環境向上のための道路改良
市道大篠津東1号線ほか6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 69,554 69,475 ▲ 79 市内各所の道路排水施設等の補修 ほぼ要求額どおり

土木費 排水路新設改良事業 都市整備課 263,164 263,032 ▲ 132
市内各所の河川、排水路周辺の浸水
被害解消のための改良工事

ほぼ要求額どおり

土木費
下水道事業会計繰出金（公共下水
道事業）

下水道企画課 1,617,568 1,617,568 0
一般会計から下水道事業会計（公共
下水道事業）への繰出し

要求額どおり

土木費 米子駅南北自由通路等整備事業 都市整備課 1,400,882 1,400,882 0
米子駅南北自由通路及び駅南広場等
の整備

要求額どおり

土木費 ※
米子駅北広場ウォーカブル推進事
業

都市整備課 19,419 19,304 ▲ 115
ウォーカブルなまちづくりの視点を
踏まえた米子駅北広場の再整備

ほぼ要求額どおり

土木費 都市公園管理事業 都市整備課 179,426 179,426 0 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 31,671 17,332 ▲ 14,339
住宅・建築物の耐震診断や耐震改修
費の助成

事業費を詳しく見直
したため

土木費 公園施設長寿命化事業 都市整備課 44,000 44,000 0
公園施設長寿命化計画に基づく公園
施設の更新

要求額どおり

土木費 ※ 公衆トイレ整備事業 都市整備課 42,555 42,555 0 観光施設等のトイレ整備 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 0
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 ※ 空き家利活用流通促進事業補助金 住宅政策課 4,500 3,000 ▲ 1,500
流通していない空き家の改修費用に
対する補助

事業費を詳しく見直
したため

土木費 市営住宅長寿命化改善事業 住宅政策課 35,141 35,138 ▲ 3 既存市営住宅の長寿命化に係る改修 ほぼ要求額どおり

消防費 消防ホース乾燥塔改修事業 防災安全課 5,600 5,600 0 消防ホース乾燥塔の改修 要求額どおり

消防費 消防団車庫整備事業 防災安全課 30,710 30,710 0
消防団車庫の改築経費
※県分団車庫

要求額どおり
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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 20,505 20,505 0
消防ポンプ自動車の整備更新
※春日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 89,638 89,638 0
箕蚊屋中学校の運営を行う米子市日
吉津村中学校組合への負担金
※屋内運動場屋根改修工事ほか

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 50,674 50,674 0

個別の支援が必要な児童・生徒に対
する、小中学校への学校支援員の配
置
※全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 10,596 10,596 0
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

要求額どおり

教育費 ※ 通級指導教室整備事業 学校教育課 1,083 1,083 0

通常学級に在籍する、軽度の障がい
のある児童に対して、障がいの状態
に応じた指導を行うための通級指導
教室の整備

要求額どおり

教育費 ※ 小学校体力向上事業 学校教育課 12,036 12,036 0
小学校への屋外遊具の設置及び維持
管理等
明道小学校ほか5校

要求額どおり

教育費 ※ 学力調査実施事業 学校教育課 1,043 － －
学力の定着状況の把握・分析を行う
ための学力テストの実施

査定保留

教育費 小学校学校図書館運営事業 教育総務課 49,872 49,872 0

学校司書の人件費及び図書システム
の運営経費
※11カ月から通年への雇用期間の拡
大

要求額どおり

教育費 ※
小学校教師用教科書・指導書整備
事業

学校教育課 69,784 69,244 ▲ 540 小学校教師用教科書・指導書の購入 ほぼ要求額どおり

教育費
準要保護児童就学援助事業（小学
校）

学校教育課 47,860 47,860 0

経済的理由により就学困難な児童に
対し、義務教育を受けるために必要
な経費を助成
※新入学用品費、学用品費、修学旅
行費の支給額の拡大

要求額どおり

教育費 幼保小連携推進モデル事業 学校教育課 300 300 0

幼稚園・保育園・認定こども園と小
学校が円滑に連携し、園児及び保護
者や保育士・教職員がスムーズに情
報共有を図れるように各種交流事業
等を実施

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 2,439 2,037 ▲ 402
小学校のプール浄化設備の改修に係
る経費
弓ヶ浜小学校、箕蚊屋小学校

事業費を詳しく見直
したため

教育費 ※ 小学校放送設備整備事業 教育総務課 1,700 1,700 0
小学校の放送設備の改修に係る経費
崎津小学校

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 1,800 1,800 0
小学校の屋上防水改修に係る経費
車尾小学校

要求額どおり
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教育費 ※ 小学校防球ネット等整備事業 教育総務課 4,200 4,200 0
小学校施設内の防球ネット等の設置
に係る経費
箕蚊屋小学校

要求額どおり

教育費 小学校外壁等改修事業 教育総務課 2,200 2,200 0
小学校の外壁等の改修に係る経費
明道小学校

要求額どおり

教育費 小学校バリアフリー化推進事業 教育総務課 7,600 7,600 0
小学校へのスロープ等の設置に係る
経費
住吉小学校

要求額どおり

教育費
小学校特別教室等空調設備改修事
業

教育総務課 29,354 29,354 0
小学校の特別教室等の空調設備の整
備
明道小学校ほか7校の配膳室

要求額どおり

教育費 福米西小学校校舎増築事業 教育総務課 139,787 133,374 ▲ 6,413
福米西小学校校舎増築工事に係る経
費

ほぼ要求額どおり

教育費 啓成小学校校舎等整備事業 教育総務課 262,974 262,974 0 啓成小学校校舎等の整備に係る経費 要求額どおり

教育費 ※
就将小学校長寿命化改修復旧関連
事業

教育総務課 11,314 11,314 0
長寿命化改修工事を完了した就将小
学校の復旧関連経費

要求額どおり

教育費 ※ 小学校シャワー室等整備事業 教育総務課 14,200 14,200 0
小学校シャワー室等設置に係る経費
加茂小学校

要求額どおり

教育費 中学校学校図書館運営事業 教育総務課 21,617 21,617 0

学校司書の人件費及び図書システム
の運営経費
※11カ月から通年への雇用期間の拡
大

要求額どおり

教育費
準要保護児童就学援助事業（中学
校）

学校教育課 54,419 54,419 0

経済的理由により就学困難な生徒に
対し、義務教育を受けるために必要
な経費を助成
※新入学用品費、学用品費、修学旅
行費の支給額の拡大

要求額どおり

教育費 中学校大会派遣事業 学校教育課 11,000 11,000 0
中学校の体育活動及び文化活動の振
興のための各種大会派遣費用を助成

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 1,053 1,053 0
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 3,660 3,660 0
部活動において、より専門的かつ効
率的な指導及び教職員の多忙感解消
のため、専任の指導員を配置

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 2,849 2,849 0
中学校の特別教室等の空調設備の整
備に係る経費
淀江中学校配膳室

要求額どおり

教育費 中学校渡り廊下等改修事業 教育総務課 15,300 15,300 0
中学校の渡り廊下等の改修等に係る
経費
福生中学校

要求額どおり
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教育費
中学校下水道・農業集落排水接続
事業

教育総務課 50,000 50,000 0

公共下水道・農業集落排水の供用開
始区域にある中学校の排水接続に係
る経費
尚徳中学校

要求額どおり

教育費 ※
東山中学校グラウンド排水対策事
業

教育総務課 10,499 10,499 0
東山中学校のグラウンド排水対策に
係る経費

要求額どおり

教育費 公民館運営費 生涯学習課 329,385 324,034 ▲ 5,351
地域における生涯学習活動の拠点で
ある市内29公民館の管理運営

ほぼ要求額どおり

教育費 公民館施設等整備事業 生涯学習課 52,045 52,045 0 公民館の施設整備に係る経費等 要求額どおり

教育費 加茂公民館整備事業 生涯学習課 28,373 28,373 0

加茂公民館の移転改築
※加茂公民館の移転新築に伴う引
越、撤去工事及び仮進入路用地の借
り上げ等

要求額どおり

教育費 図書館管理運営費 生涯学習課 108,057 106,334 ▲ 1,723
生涯学習の場である市立図書館の管
理運営

ほぼ要求額どおり

教育費 図書資料費 生涯学習課 30,327 30,327 0 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 文化活動館管理運営事業 文化振興課 12,429 12,429 0 文化活動館の管理運営 要求額どおり

教育費 文化ホール整備事業 文化振興課 22,325 22,186 ▲ 139 文化ホール整備工事に係る経費 ほぼ要求額どおり

教育費 児童文化センター整備事業 子育て支援課 21,000 21,000 0
児童文化センターの管理運営
※児童文化センター駐車場の拡幅整
備工事

要求額どおり

教育費 淀江文化センター整備事業 文化振興課 49,663 49,577 ▲ 86
淀江文化センター整備工事に係る経
費

ほぼ要求額どおり

教育費 米子城跡保存整備事業 文化振興課 84,435 84,130 ▲ 305
貴重な文化財である国史跡米子城跡
の保護と活用のための保存整備に係
る経費

ほぼ要求額どおり

教育費
米子城・魅せる！プロジェクト事
業

文化振興課 11,773 9,435 ▲ 2,338

国史跡「米子城跡」の価値や魅力を
内外に発信し、史跡整備への理解を
深めるための城跡を利活用したイベ
ント等の開催

事業費を詳しく見直
したため

教育費 淀江傘伝承活性化事業 文化振興課 1,350 1,350 0
市指定無形文化財「淀江傘製造技
術」を保存・伝承していくための後
継者の育成に係る経費に対する助成

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 0
県無形文化財である弓浜絣の保存・
伝承のための経費に対する助成

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 18,468 18,468 0
史跡青木遺跡の保存・活用を図るた
めの整備に係る経費
※史跡青木遺跡の法面保護工事

要求額どおり
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教育費 史跡福市遺跡保存整備事業 文化振興課 5,850 5,850 0
史跡福市遺跡の保存・活用を図るた
めの整備に係る経費

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 4,135 3,735 ▲ 400
ワールドマスターズゲームズ2021関
西の米子市実行員会への事業運営負
担金

事業費を詳しく見直
したため

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 320 160 ▲ 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

事業費を詳しく見直
したため

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 0
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 ※
はつらつママさんバレーボールｉ
ｎ米子

スポーツ振興課 713 713 0
日本代表経験者によるバレーボール
の親善試合及び教室等の開催経費の
助成

要求額どおり

教育費 ※
オリンピック・パラリンピック関
連事業

スポーツ振興課 12,466 12,366 ▲ 100
東京オリンピック・パラリンピック
開催に伴い行われるイベント等に係
る経費

ほぼ要求額どおり

教育費 ※
弓ヶ浜サイクリングコース活用事
業

スポーツ振興課 1,960 1,960 0
弓ヶ浜サイクリングコースの環境整
備及びイベント開催経費の助成

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 21,058 21,058 0 淀江運動公園内の施設の改修等 要求額どおり

教育費 ※ 新体育館整備事業 スポーツ振興課 445 445 0
米子市と鳥取県が共同で行う新体育
館整備に伴う経費

要求額どおり

教育費 学校給食運営事業 学校給食課 445,048 444,048 ▲ 1,000
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

ほぼ要求額どおり

教育費 ※
「食でつなぐ人とまち」いきいき
こめっこ食育推進事業

学校給食課 2,143 2,143 0
地元食材を活用した学校給食メ
ニューの提供及びアスリートによる
食育講座の開催に係る経費

要求額どおり

教育費 ※ 学校給食施設整備事業 学校給食課 9,500 9,500 0
学校給食施設の整備に係る経費
※弓ヶ浜共同調理場床改修

要求額どおり
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