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(単位：千円）

2 1 9

18

(単位：千円）

7 1 2

18

根拠法令

補助金 及び交付金

区分 金額
国 地域商業機能複合化推進事業費 40,000 負担金補助 60,000

20,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　角盤町商店街の空き店舗（旧ロッテリア及び旧おち
あい）を活用し、地域特産品を販売する物産館及びTV
ショッピングスタジオに改装することで、商店街の各
店舗や商品、サービスなどを提供する新たな拠点とし
て整備する事業に対し、助成を行う。
　なお、Tカードリーダーを商店街各店舗に設置し、
カードから取得するデータを活用した情報の収集、
ニーズや課題の抽出、改善といった持続可能性を高め
る取組を商店街全体へフィードバックする。

【補正の理由】
　商店街の集客性を一層高めるため、予算を計上し対
応するもの。

【内容】
・補助対象経費
　物産館及びTVショッピングスタジオ整備費
　約120,000千円
・補助額
　市：補助対象経費の3/4（上限額60,000千円）
　国：市補助額の2/3（上限額40,000千円）
・事業主体
　角盤町商店街振興組合
　株式会社米子髙島屋
　株式会社ジョイアーバン

財源 財源名 金額

60,000 60,000 40,000
角盤町商店街機能活性化事
業

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

商工課 商工費 商工費
商工業振興
費

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称

タクシー・運転代行事業者
緊急支援事業

交通政策課 総務費 総務管理費 企画費

【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が
大幅に減少しているタクシー及び運転代行事業者を支
援するため、車両の登録台数に応じて支援金を支給す
る。

【補正の理由】
　新型コロナウイルス感染症の影響はもとより、特措
法に基づく飲食店等を対象にした営業時間短縮要請等
で利用者が大幅に減少しているタクシー及び運転代行
事業者を支援するため、予算を計上し対応するもの。

【内容】
　タクシーまたは運転代行の車両1台当たり50千円支給
　・対象事業者
　　市内に本社または営業所を有するタクシー・運転
　　代行事業者で、本年7月～9月の間の任意の1ヶ月の
　　売上が、前年または前々年同月比で減少した事業
　　者
　・支給金額
　　50千円×200台＝10,000千円

根拠法令

補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

10,000 10,000 5,000 5,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
財源 財源名 金額 区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 5,000 負担金補助 10,000

方創生臨時交付金 及び交付金
県 鳥取県コロナ禍緊急交付金 5,000
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(単位：千円）

7 1 2

18

(単位：千円）

7 1 3

18

根拠法令

及び交付金
負担金補助 50,000

50,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　4名以内の米子市民を含むグループを対象に、市内宿
泊施設の宿泊料金を助成し、宿泊施設の利用促進を図
るため、「米子に泊まろう！宿泊応援キャンペーン事
業」の予算拡充を行う。

※新型コロナウイルスの感染状況等を勘案し、実施期
間、割引額等を変更する場合がある。

【補正の理由】
　新型コロナウイルス感染症の影響により、本市の宿
泊者数が減少している現状に鑑み、宿泊施設の利用を
促進するため、予算を補正し対応するもの。

【内容】
　宿泊費助成　50,000千円

財源 財源名 金額

50,000 110,000
米子に泊まろう！宿泊応援
キャンペーン事業

60,000

補正額の財源内訳
特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

区分 金額

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計

根拠法令

方創生臨時交付金 及び交付金
県 鳥取県コロナ禍緊急交付金 45,000

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 45,000 負担金補助 90,000

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染症の影響による外出の自粛
やイベント類の縮小・中止で経営に影響を受けた事業
者を支援するため、市内事業者（※）に支援金を支給
する。

※不特定多数の方の来客、対面を要する業態（小売・
サービス・飲食等）の事業者及び当該事業者と直接、
反復・継続して取引がある者（タクシー・運転代行事
業者を除く）

【補正の理由】
　新型コロナウイルス感染症の影響による外出の自粛
等で売上が減少している事業者を支援するため、予算
を計上し対応するもの。

【内容】
　1事業者当たり100千円支給
　・対象事業者
　市内事業者で、前々年の7月～9月の任意の1ヶ月の
　売上を基準として前年及び今年同月の売り上げが両
　方とも50％以上減少した事業者
　・支給金額
　100千円×900事業者＝90,000千円

財源 財源名 金額

90,000 90,000 45,000 45,000
事業継続応援特別支援金事
業

補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他
事業名 所管課 款名称 項名称 目名称

商工課 商工費 商工費
商工業振興
費

観光課 商工費 商工費 観光費



(単位：千円）

10 2 1

10

(単位：千円）

10 3 1

10

根拠法令

方創生臨時交付金
国 学校保健特別対策事業費補助金 775

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 775 需用費 1,550

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　市内各中学校における感染症対策を強化するために
必要となる保健衛生用品等を配備する。

【補正の理由】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各学
校が感染症対策の一層の徹底を図るとともに、学校教
育活動の円滑な運営を行うため、予算を計上し対応す
るもの。

【内容】
　中学校11校分の感染症対策（いずみ分校含む）
　　消耗品費　　　1,550千円
　　　(マスク、消毒液、ハンドソープ等）
　　※生徒数に応じた各学校の事業費
　　・200千円　2校
　　・150千円　5校
　　・100千円　4校

財源 財源名 金額

1,550 1,550 1,550
中学校学校教育活動継続支
援事業

教育総務課 教育費 中学校費 学校管理費

補正額の財源内訳
特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計

根拠法令

方創生臨時交付金
国 学校保健特別対策事業費補助金 1,625

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応地 1,625 需用費 3,250

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　市内各小学校における感染症対策を強化するために
必要となる保健衛生用品等を配備する。

【補正の理由】
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各学
校が感染症対策の一層の徹底を図るとともに、学校教
育活動の円滑な運営を行うため、予算を計上し対応す
るもの。

【内容】
　小学校23校分の感染症対策
　　消耗品費　　　3,250千円
　　　(マスク、消毒液、ハンドソープ等）
　　※児童数に応じた各学校の事業費
　　・200千円　7校
　　・150千円　5校
　　・100千円　11校

財源 財源名 金額

3,250 3,250 3,250
小学校学校教育活動継続支
援事業

国庫支出金 県支出金

教育総務課 教育費 小学校費 学校管理費

地方債 その他
事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計

補正額の財源内訳
特定財源 一般財源
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(単位：千円）

10 4 1

12
18

根拠法令

地方創生臨時交付金 負担金補助 1,350
及び交付金

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応 3,000 委託料 1,650

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】
　令和3年10月10日に開催延期とした成人式に参加する
県外在住者に対し、PCR検査を義務付けたことから、対
象者の負担を軽減するため、委託によるPCR検査の一括
発注及びPCR検査費用の補助を実施する。

【補正の理由】
　県外在住者が成人式に参加するにあたり、参加条件
としてPCR検査受検を義務付けたことから、成人式参加
者の負担を軽減するため、予算を補正し対応するも
の。

【内容】
・PCR検査委託料　1,650千円
　　16,500円×100人（市内で検査実施、一括発注）
・PCR検査補助金　1,350千円
　　3,300円×24人（首都圏でPCR検査受検）
　　16,500円×77人（その他地域でPCR検査受検）
※積算の人数は延期前の参加申込実績を基に算定
※首都圏の補助額は羽田空港の単価で算定
※その他地域の補助額は委託単価を上限として算定

財源 財源名 金額

3,000 4,677 3,000成人式 生涯学習課 教育費 社会教育費
社会教育総
務費

1,677

補正額の財源内訳
特定財源 一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計


