
(単位：千円)

費 目 予 算 額

議会費 １ 市議会の運営 30,202 議会報の発行 年 4回 6,957

政務調査費 15,523

会議録作成・検索システム 3,722

議会テレビ中継委託事業 4,000

総 務 費 １ 地域防災対策

(1) 自主防災組織育成補助金 3,007 結成補助金 607

均等割 1地区当り 30,000円

世帯割 1世帯につき    200円

育成補助金 2,400

自主防災訓練、講習会

防災資機材整備　

(2) 被災者住宅再建支援基金 21,339 平成13～37年度までの25年間、県と市町

積立金 村が毎年 1億円ずつ拠出し、総額50億円

の基金を設置

　住宅戸数及び世帯数割により拠出

(3) 災害対策事業 9,679 災害用備蓄物品の購入等 4,371

　粉ミルク、非常用ろ過機薬剤等

※ 連携備蓄物品更新 3,808

保証期限がくる物品を更新

※ 新米子市防災マップ作成 1,500

(4) 米子市災訓練事業 753 市内３箇所の小学校を会場に実施

(5) 地域防災計画策定事業 1,247 新米子市防災計画の策定

(6) 防災無線管理事業 19,035 非常時に情報が提供できるよう施設を管理

※ (7) 国民保護協議会 192 米子市国民保護協議会の設置

※ (8) 地域衛星通信ネットワー 4,667 平成１７年度に設置された衛星系非常通

ク整備事業 信システムの端末機整備費負担金

２ コミュニティ活動の推進

(1) ボランティア活動支援 6,422 ボランティア活動団体等への助成

交付金 米子市交通安全えがおの会

米子市高齢者交通事故防止推進協議会

米子市環境をよくする会

※ 印 は 新 規 事 業

主 な 事 業 内 容

主 な 事 業 の 概 要



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

総務費 加茂川を美しくする運動連絡協議会

米川堤防のつつじを育てる会

青少年育成米子市民会議

※福市遺跡公園のつつじを育む会

(2) コミュニティ施設の整備 14,000 コミュニティ施設整備費補助金

補助率 20％ 限度額 300万円

(3) 自治会活動 38,830 自治連合会活動費の助成等

(4) ふるさと歴史保存継承 650 地域の歴史を保存継承する団体への助成

事業 福米東公民館創立50周年記念誌の発刊

(5) 宝くじ助成事業補助金 2,500 地域住民のコミュニケーションの促進を

図る夜見校区自治連合会への助成

「夜見音頭」の衣装､音響設備等の整備

※ (6) まちづくり活動支援事業 2,235 まちづくり活動を行う団体からの提案に

よる､公募型の活動支援交付金

補助率２／３以内（上限２０万円）

３ 地域基盤の整備

(1) 水資源確保対策 78,794 上水道出資金(起債償還元金分) 43,888

上水道補助金(起債償還利子分) 34,906

(2) 防犯灯設置助成等 11,017 防犯灯設置費助成

新設、切替、取替に対して助成

防犯灯電灯料助成

米子地区防犯協議会負担金

校区防犯協議会運営費助成ほか

(3) 淀江地区ＣＡＴＶ施設 451,114 ケーブルテレビ網を旧淀江町区域へ拡張

整備 するための設備整備 451,114

※ ケーブルテレビ網の管理運営 3,504

４ 行政の高度化

(1) 行政情報電子化事業 19,924 全庁ＬＡＮ、情報ハイウエイ等運用

(2) 財務会計システム 6,437 財務会計・起債事務の電算化

(3) 職員研修 12,778 市町村アカデミー、自治体国際化協会、

国際文化研究所、地域活性化センター等

(4) 電算システム改修事業 129,000 ※ 住民税課税資料（イメージ）管理システ

ム導入

地図情報土地評価システム導入

５ 国際交流の推進 12,771 環日本海拠点都市会議参加 752

国際交流員（韓国担当 1名） 5,978

国際交流員（中国担当 1名） 5,805

地域国際化事業 236



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

総務費 ６ 地方分権の推進

(1) 行政改革の推進 2,589 指定管理者候補者選定事業 222

行政改革推進事業 993

「実施計画」「行財政改革大綱」の広報

入札契約業務 1,374

業務の一元化、審議会の運営

(2) 行政評価の推進 25 事務事業評価の実施

７ 広報広聴活動

(1) 広報よなごの発行 17,629 毎月号12回発行(51,500部)

16頁から20頁に増

(2) 重要施策市長説明会 150 重要施策に係る説明責任を図るため、市長

による「あしたの米子を語るつどい」の開催

８ 基地周辺対策 1,744 大篠津地区移転跡地等環境対策 88

米子飛行場周辺地域振興協議会 564

地区集会所修繕等 980

基地周辺対策事務費 112

９ 環境対策等

(1) 環境保全 6,299 公害対策事業 648

環境学習事業 1,069

環境対策事業 1,300

ＩＳＯ１４００１運用関連事業 482

自然環境創造支援事業 1,000

※ ＩＳＯ１４００１サイト拡大事業 716

(2) 米子駅前放置自転車等対 4,621 撤去、保管、移動及び啓発活動経費

策

(3) ラムサール条約登録湿地 1,081 「中海の賢明な利用」に係る経費 291

推進事業 ※ 環境学習推進のためのビデオ作成等　　 790

１０ 中海水質保全及び生活排水対 50,781 合併処理浄化槽設置事業 48,995

策 設置基数 120基

中海水質保全対策事業 1,014

生活排水対策事業 772

１１ 交通安全対策 9,495 交通災害共済助成事業 398

交通安全指導員活動経費 7,406

交通安全運動推進事業 760

交通安全対策事業 931

１２ 人権啓発の推進

(1) 人権教育推進事業 30,182 人権問題に関する教育啓発活動の推進

人権教育推進員 7名

企業啓発指導員 2名



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

総務費 (2) 人権・同和教育地域懇談 1,676 市内27校区の同和教育推進協議会を中心

会開催事業 として、懇談会を開催

(3) 人権教育・啓発事業 7,262 各種研修会、講演会等の開催

啓発誌、啓発資料の作成

(4) 人権情報センター運営事 4,095 米子市人権情報センター運営経費

業

(5) 人権・同和教育推進協議 4,920 活動費の助成

会活動支援事業

(6) 同和問題企業連絡会活動 730 活動費の助成

支援事業

　 　　

(7) 人権啓発活動地方委託事 1,026 よなごの人権フォーラム開催 574

業 シンポジウム開催

市民向け人権学習講座開催 452

基礎知識の習得と推進者の養成

(8) 男女共同参画の推進 18,162 男女共同参画センター運営経費

活動コーディネーターの配置　６人

男女共同参画審議会の設置

１３統計調査 7,408 学校基本調査 22

工業統計調査 918

事業所･企業統計調 6,360

商業統計調査準備事務費 50

統計調査員確保対策事業 58

１４ 選挙費 116,883 県知事県議会議員選挙 21,091

市議会議員選挙 95,629

佐陀川右岸土地改良区総代選挙 163

１５ 交通体系の充実

(1) 米子空港利用促進懇話会 24,246 東京便利用促進対策分 4,334

負担金 名古屋便利用促進対策分 2,333

東京便運航支援分 1,101

名古屋便運航支援分 10,709

国際チャーター便支援分 1,969

米子空港駐車場無料化対策分 3,800

(2) 米子－ソウル国際定期便 7,319 実行委員会利用促進事業 35,405

利用促進実行委員会負担 バス運行費支援、旅行代理店商品造成

金 支援、利用ＰＲ等

負担割合:県 1/3、四市・町村等 2/3

　　四市の米子市割合 33.2％

(3) 循環バス運行事業 10,213 運行期間  平成18年4月1日～19年3月31日

（愛称「だんだんバス」） 運行ルート等  

     1周45分、約9.2kmコースを

25分間隔で一方向回り



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

総務費 料金　1人 100円 、6歳未満の小児は無料

運行形態  市とバス事業者との共同運行

運行負担金 10,000

時刻表印刷等その他経費 213

(4) 巡回バス運行委託事業 9,600 旧淀江町内主要施設等を巡回

（愛称「どんぐりコロコロ」） １日10便（日・祝日運休）

料金　1人 100円 、6歳未満の小児は無料

運行形態　市がバス事業者に委託

(5) 生活路線確保検討事業 317 生活交通確保検討委員会の開催等

(6) 交通バリアフリー法検討 751 交通バリアフリー基本構想の策定

事業

１６人材育成事業 1,806 国内体験学習

北海道新冠町にある牧場での交流

１７その他

(1) 鳥取県西部広域行政管理 3,188,560 管理経費 64,217

組合負担金（含む特会） 老人福祉施設経費 25,482

不燃物処理費 378,117

最終処分経費 420,644

溶融処理費 186,146

ごみ処理施設建設費 3,619

し尿処理管理費 16,455

白浜浄化場処理費 64,906

米子浄化場処理費 206,730

病院群輪番制病院設備管理運営費 15,367

火葬場経費 39,879

消防人件費､通信指令関係経費等 1,712,960

視聴覚ライブラリー経費 2,264

介護認定審査会費(介護保険特会) 27,616

下水道焼却灰処理分（下水特会） 24,158

(2) 消費者行政の推進 11,852 消費生活相談員 4名

消費生活審議会委員 16名

消費者行政関連経費

・消費者相談事業、消費者啓発事業

・消費生活審議会の開催

(3) 市民交流広場運営事業 9,760 市民交流広場運営経費

(4) 情報公開・個人情報保護 716 情報公開・個人情報保護関係経費 716

(5) 水道関連・県移譲事務 865 専用水道、簡易専用水道等の事務負担金

(6) 米子消防署整備事業 687,506 米子消防署改築工事

鉄筋コンクリート造２階建て一部３階



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

総務費 (7) 基金積立金 521,640 減債基金積立金

　米子空港周辺地域振興計画事業 5,789

　利子相当分 1,572

公共施設整備等基金積立金

　ローズセントラルビル運営事業 13,906

　利子相当分 373

※ 合併振興基金積立金 500,000

　　市民の連帯の強化及び地域振興

　に資する事業に要する経費に充て

　るための基金を造成

(8) 特別会計繰出金 298 崎津団地開発促進事業

(9) 住民基本台帳ネットワー 9,065 ネットワークシステム業務委託等

クシステム

※ (10) 淀江庁舎冷暖房機器補修 9,000 淀江庁舎の冷暖房機器の補修

工事

(11) 地域審議会 480 旧淀江町地域における地域審議会運営

※ (12) 米子市総合計画策定事業 8,299 基本構想･基本計画の策定

総合計画書の印刷、市民説明会の開催

※ (13) 自動体外式除細動器整備 2,000 市有施設に自動体外式除細動器を配備

事業

※ (14) 議場等改修事業 1,600 議員改選に伴う議場及び議員控室改修

民生費 １ 老人福祉

(1) 生きがい対策

老人クラブ助成 6,369 老人クラブ（120クラブ） 5,619

老人クラブ連合会 750

老人憩の家運営事業 13,721 老人憩の家 13,391

　指定管理者…米子福祉会

前田・下福万・富士見老人憩の家 330

敬老事業 19,388 敬老年金 該当者             12人 432

敬老祝金 77歳以上の人   15,528人 18,634

敬老祝品 100歳になる人      34人 322

老人福祉バス運行事業 5,847 米子市社会福祉協議会に運行委託

(2) 在宅高齢者生活支援

鍼灸マッサージ施術費助 882 高齢者の健康増進、在宅福祉の充実

成事業 900円の助成券を12枚交付  

配食サービス事業 1,748 退院時等で一時的に調理が困難な在宅

高齢者等に対し、配食サービスを提供



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 布団丸洗乾燥委託事業 550 布団の丸洗乾燥サービスの提供

対象者数 80人

軽度生活援助事業 1,030 軽易な家事援助サービスの提供

対象者数 50人／月

要介護者等住宅改良費助 4,000 要介護者等の住宅改良費の助成

成事業 助成限度額 533千円 

緊急通報体制整備事業 864 緊急通報体制の整備

老人日常生活用具給付等 549 介護保険対象外生活用具

事業 電磁調理器 15台、火災報知器15台

(3) 生活支援施設

老人福祉センター運営 11,332 ふれあいの里ほか1施設

　指定管理者…ふれあい福祉会

生活支援ハウス運営事業 20,666 各種相談・助言及び緊急時の対応

なんぶ幸朋苑・よなご幸朋苑

(4) 養護老人ホーム委託事業 152,234 皆生尚寿苑ほか1施設  措置人員 88人

(5) 介護支援体制等

訪問介護利用者負担軽減 986 介護保険導入時に訪問介護を利用してい

事業 た身体障害者に対し、訪問介護に係る利

用者負担を軽減　　対象者数 20人

社会福祉法人減免事業 10,341 市が認定した生計困難者に対する、社会

福祉法人が実施する利用者負担減免事業

への助成

(6) その他

在日外国人特別給付事業 4,500 在日外国人高齢者・障害者で無年金者が

対象

年300,000円支給 該当者15人

老人福祉施設整備費補助 10,380 施設建設費借入金の償還利子助成

　よなご幸朋苑ほか 13施設

高齢者相談員設置事業 2,180 高齢者福祉の相談、介護保険の受付等

相談員　1名

介護予防システム研究会 150 専門的な研究機関等と連携を図りながら、

の設置 保健事業・介護予防事業等を研究

２ 障害者福祉

(1) 在宅障害者福祉

福祉機器リサイクル事業 447 福祉機器を必要とする障害者に貸出す

特殊寝台 5台、エアマット 5台ほか



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 障害者住宅改良助成事業 5,994 段差解消等住宅改良経費の助成 9件

重度心身障害者移動支援 3,600 福祉タクシーの運行委託 3社

事業

訪問入浴サービス事業 4,500 米子市社会福祉協議会に委託

障害者生活支援センター 28,000 在宅障害者へのカウンセリング等の実施

設置事業   委託先：すてっぷ、地域でくらす会

福祉の店運営助成事業 2,609 商店街(法勝寺町)に障害者と住民の交流

スペースを設置し、障害者製作品を常設

販売

障害児（者）あんしん 12,112 学校・通所施設・作業所等の終了後、休日、

家族支援補助事業 長期休暇の際に、障害者を預かる

地域交流ホーム運営費 7,484 生活体験活動等による自立と社会参加促進

補助事業 　　地域交流広場あかりほか1事業者

難病患者等ホームヘルパー 1,950 在宅の難病患者に対する日常生活の介護

派遣事業

日常生活用具給付事業 15,707 特殊寝台等日常生活用具を給付

特別障害者手当等給付事 87,929 在宅の重度障害者に対する扶助

業 特別障害者手当　月額26,520円 211人

福祉手当等　　　　月額14,430円 120人

身体障害者自動車改造費 1,200 自動車改造経費助成   6件(上限10万円)

・運転免許取得助成事業 運転免許取得経費助成 6件(上限10万円)

心身障害者福祉センター 28,176 心身障害者福祉センター運営 24,485

運営事業 リフトバス運行 3,691

　指定管理者…米子福祉会

小規模作業所運営費助成 79,293 作業所運営費助成（18ヶ所）

ボランティアセンター運 6,980 ボランティアセンター運営  

営事業 　米子市社会福祉協議会に委託

サン・アビリティーズ運 13,511 サン・アビリティーズ運営

営事業 　指定管理者…米子福祉会

(2) 医療費等扶助

特別医療費助成事業 496,976 身体障害1～3級、精神障害1級

知的障害療育手帳Ａ,Ｂ判定

人工透析患者通院費助成 1,517 月額2,000円 対象者  30人

事業 日額　550円 対象者  10人

更生医療扶助 14,053 心臓手術等障害者更生医療扶助 68人



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 補装具扶助 36,638 車いす、義肢等  

　交付 712件、修理 106件

(3) 施設委託事業

進行性筋萎縮症者措置委 21,341 松江病院 措置人員 3人

託事業

(4) 支援費支給事業

居宅生活支援費支給事業 314,679 ホームヘルパーの利用 211,216

短期入所（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）の利用 19,563

グループホームの利用 36,900

デイサービスの利用 47,000

身体障害者援護施設支援 304,822 米子ワークホーム外10施設 99人

費支給事業

知的障害者援護施設支援 593,741 もみの木園ほか24施設 240人 571,487

費支給事業 境港通勤寮 措置人員 6人 5,530

医療扶助費等 16,724

(5) その他

身体障害者相談員設置事 2,078 手話のできる職員を福祉窓口に配置

業

手話奉仕員養成事業 2,067 手話通訳者及び手話奉仕員の養成 

あかしや運営事業 22,948 通園者 30人

（人件費を除く）

心身障害者タクシー利用 7,444 タクシー利用券を月4枚支給

扶助事業 初乗り運賃から身体障害者手帳等の提

示による１割引をした後の金額を助成

福祉電話・ミニファック 406 基本料の扶助

ス基本料扶助事業

ストマ用装具扶助事業 2,184 自己負担額の 1/2を扶助　196人

心身障害者扶養共済掛金 467 加入者 43世帯

補助事業

社会福祉施設等整備費 278 施設建設費借入金の償還利子助成

補助金 　米子ワークホームほか 4施設

障害者グループホーム夜 3,417 夜間世話人配置の経費の一部を補助

間世話人配置事業 　夜見われもこうの家ほか　3施設

点字・録音版広報作成 1,291 点訳、音訳による市広報等の情報提供

事業

３ 社会福祉

(1) 社会福祉協議会助成等



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 社会福祉協議会補助金 63,801 社会奉仕活動育成費等

※ 地域福祉活動助成事業 4,640 住民参加による地域福祉の推進システム

構築

子どもの遊び場補助金 2,080 1ヶ所当り 20,000円 104ヶ所

ふれあいのまちづくり補 1,061 心配ごと相談所の設置

助金

(2) 民生委員活動費等 7,484 民生委員活動費 6,977

民生委員協議会助成 400

民生委員推薦事業費 107

(3) 扶助費

法外援護扶助事業 13,471 修学旅行小遣金 194

夏期、年末見舞金 12,377

行旅困窮者援護等 900

(4) 婦人保護

婦人保護事業 2,040 専任婦人相談員の配置

婦人緊急一時保護事業 272 被害者の一時保護経費等

暴力被害者支援事業 200 民間支援団体に退所サポート経費を助成

(5) その他

福祉保健総合センター 83,491 福祉保健総合センターの運営

運営 指定管理者…ふれあい福祉会

※ 福祉・保健総合サービス 5,000 福祉・保健施策についての総合的なサービス

ガイド作成事業 ガイド（冊子）の作成

４ 児童及び母子福祉

(1) 児童福祉

保育所運営費 3,206,876 公立17園、私立23園　入所見込　3,782人

保育料軽減事業 194,319 国の定める保育料基準額より保育料を軽減

（第3子以降1/3軽減を含む）

特別保育事業 200,583 延長保育、障害児保育、乳児保育、一時

保育、休日・夜間保育、乳幼児健康支援

一時預かり事業、子育て支援センター(私立)

公立 24,098

私立 176,485

※新規：車尾･･･延長保育

認可外保育施設運営助成 4,700 入所児童数10名以上の9施設

子育て支援センター事業 21,073 来所型子育て支援センター   (1ヶ所)

地域子育て支援センター     (3ヶ所)

  育児相談、サークル活動等の実施



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 児童手当 1,060,566 ※ 小学校3年生まで→6年生までに延長

所得要件の緩和

延べ187,259人

児童扶養手当 714,792 受給資格者  1,605人

災害遺児手当 264 月額 2,000円  対象児童 11人

児童館運営費 21,398 車尾、下福万、前田、淀江児童館の運営

放課後児童対策 62,922 なかよし学級 　　開設数　20校

※ 彦名小学校に新規開設

※ 崎津なかよし学級新設事 19,545 崎津小学校敷地内に新設　　80.95㎡

業 　　19年4月開設予定

地域組織活動育成事業助 240 児童館で活動する母親クラブの活動助成

成

児童遊園地管理 2,256 児童遊園地15ヶ所の管理

産後ヘルプサービス事業 485 産褥婦家庭の家事、育児の介助

※ 要保護児童対策地域協議 282 児童虐待防止等に係る意見交換、情報収

会運営事業 集を行い、連携を強化

児童自立生活援助事業運 200 助成先：　ピアホーム

営費助成事業

次世代育成支援対策 120 計画の推進に関し必要となる措置について

推進事業 協議

少年育成センター運営費 9,960 専任指導員 3人

地区補導委員会活動費助成等

(2) 特別医療費助成事業 329,450 ひとり親家庭・小児・特定疾病

(3) 母子福祉

母子生活支援施設運営費 21,276 コスモス入所   10世帯24人 12,823

広域入所         2世帯8人 8,453

助産施設委託 540 国立米子病院､博愛病院に委託 

措置人員 2人

母子福祉資金貸付金 1,000 母子福祉小口資金貸付金

母子家庭助成事業 2,200 小中学校入学支度金

　１人当り　10,000円　220人

高等技能訓練促進事業 5,356 母子家庭の母の資格取得に対する補助

(4) その他

児童福祉施設整備費補助 857 施設建設費借入金の償還利子助成

金   仁慈保幼園ほか 5園



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

民生費 ５ 生活保護

生活保護扶助費 2,231,114 生活扶助 629,372

医療扶助 1,237,477

住宅扶助 228,394

教育扶助 5,517

介護扶助 42,550

その他扶助 5,400

施設事務費 82,404

６ 同和対策

(1) 隣保館運営 27,564 隣保館の管理運営経費　　　3館

(2) 地区会館管理運営 1,649 地区会館の管理運営経費　　3館

(3) 米子市同和事業推進協議 2,720 活動費の助成

会助成

(4) 奨学生進学奨励金 6,720 高校・高専生 月 8,000円

大学・専門学校等 月18,000円

７ 国民年金（職員人件費除く） 6,163 基礎年金、福祉年金事務費

８ 特別会計繰出金 974,696 国民健康保険事業

967,195 老人保健事業

12,888 住宅資金貸付事業

1,326,126 介護保険事業

９ その他

家具転倒防止器具取付事 153 高齢者や障害者等の世帯に対し震災時の

業 家具転倒による災害を防止するための器

具を取付け

地域福祉計画策定事業 182 計画評価委員会による計画の進捗管理

衛生費 １ 市民の健康づくり

(1) 健康づくり推進事業 2,661 健康づくり推進協議会  委員10人 151

市民の健康づくり事業 2,510

・ふれあい健康フェスティバル

・健康ガイドの発行

(2) 母子保健事業

妊婦・乳幼児健康診査事 52,012 （集団方式）

業 乳児健康診査 対象者数 　1,860人

1歳6か月児健康診査 対象者数 　1,680人

3歳児健康診査 対象者数 　1,580人

5歳児健康診査 対象者数 　　 80人

（個別方式）



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

衛生費 妊婦健康診査 対象者数　　1,450人 　

乳児健康診査 対象者数　　1,330人 　

母子訪問指導事業 2,280 妊産婦、新生児宅に家庭訪問し保健指導

を実施　　母子保健推進員 10人

母子保健事業 887 マタニティー相談・応援教室

離乳食講習会

すくすく相談・ようじ学級

ブックスタート事業 2,234 ブックスタートパック（絵本2冊）の配布

育児支援家庭訪問事業 3,583 子育て不安や児童虐待のおそれのある家

庭に対し、家庭訪問等による養育支援

(3) 婦人の健康診査事業 5,877 対象者18～39歳の家庭の主婦等 900人

(4) 老人保健事業 214,064 健康手帳の交付

健康教育事業

高血圧・高脂血症、糖尿病教室等

健康相談事業

訪問指導事業

機能訓練

健康診査事業

・基本健診 19,400人

・訪問診査 130人

肝炎ウィルス検査等事業

・受診者数見込  2,510人

(肝臓がんフォロー事業を含む)

歯周疾患検診　 400人

(5) がん検診事業 266,433 胃がん検診

 （集団） 1,270人

 （個別） 10,900人

子宮がん検診 6,520人

乳がん検診 2,350人

肺がん検診 4,690人

大腸がん検診 12,950人

(6) 高齢者歯科対策事業 410 デイサービス通所高齢者の歯科調査 15件

(7) 急患診療所運営委託事業 32,841 休日診療委託  69日

夜間診療委託 365日

(8) 乳幼児歯科衛生事業 11,282 乳幼児に対する歯科検診、保健指導

(9) 休日及び障害者歯科診療 4,960 休日歯科診療委託　　　　　　　　72日 2,427

運営費助成 障害者に対する歯科診療事業補助　48日 2,533

(10) 感染症等予防対策事業 155,729 予防接種 78,074

ポリオ、三種混合、二種混合、日本脳炎、

麻しん・風しん混合



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

衛生費 結核予防 8,347

高齢者インフルエンザ予防接種 68,467

狂犬病予防 841

(11) 公衆浴場確保対策事業 2,256 公衆浴場運営費助成  4事業者

(12) 精神保健福祉事業 99,067 小規模作業所運営費助成  　　　4ヶ所 26,000

小規模通所授産施設運営費助成　3ヵ所 31,500

居宅介護給付費(ホームヘルプ) 30,139

短期入所給付費(ショートステイ) 1,273

地域生活援助給付費(グループホ 4,852

ーム)

運転免許取得助成 600

作業所通所者への交通費助成等 2,453

※ 小規模作業所施設整備費助成 2,250

　サンライズ作業所

(13) 地域医療技術向上推進 2,500 生活習慣改変プログラムの調査研究費

事業 助成

(14) 予防接種事故対策事業 848 医療費及び医療手当の給付

２ 環境衛生

(1) 地域環境衛生経費 4,578 殺虫剤散布等

(2) 水源確保対策 5,440 旧淀江町簡易水道繰出金

３ 清掃事業

(1) 資源化・減量化推進本部 130

(2) 廃棄物減量等推進審議会 720 委員 15人

(3) 分別収集事業

分別収集委託 468,726 旧米子市：6種13分別

旧淀江町：5種14分別

有害ゴミ処分委託料 11,803 使用済乾電池・蛍光管処分委託

分別処理委託料 9,876 白色トレー分別処理委託

リサイクル推進員等設置 5,754 リサイクル推進員(702人) 4,914

事業 推進員消耗品 840

資源再利用化事業助成 4,417 金属類、衣類その他 1kg当り 3円助成

古紙類 1kg当り 5円助成

ビン類 1本当り 3円助成

空ビンケース類 1個 6円助成



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

衛生費 啓発経費等 1,884 収集カレンダー 79,000部作成

イエローシール印刷

(4) 生ごみ処理機購入費助成 120 1台につき購入費の1/3を助成

　(上限20,000円）

(5) 市内一斉清掃事業 30,284 春秋の年 2回実施

(6) ごみ処理経費(可燃物) 919,292 クリーンセンター運転管理費等

(7) し尿処理事業 1,549 収集車、公衆トイレ管理費等

(8) 溶融スラグ有効利用事業 2,315 溶融スラグを再生資源として有効利用

仮設ストックヤードを整備

(9) 地域し尿処理施設管理 15,165 旭ヶ丘、流通業務団地汚水処理場維持

管理費

(10) 旧清掃工場解体事業 3,013 ストックヤードの実施設計

※ (11) バグフィルター整備事業 70,000 クリーンセンター排ガス処理設備のバグ

フィルター（排ガスろ過装置のろ布）取

取替整備

４ 特別会計繰出金 12,350 市営葬儀事業

労働費 １ シルバー人材センター運営 16,591 シルバー人材センター運営費助成等

16,120

シルバー人材センター高齢者生活援助

サービス事業費補助金 471

２ シルバーワークプラザ運営事業 683 シルバーワークプラザの運営・管理

　指定管理者…社団法人米子広域シルバー

　　　人材センター

３ 雇用促進対策

(1) パートサテライト運営費 1,784 職業相談、紹介、情報提供等

負担金

(2) ファミリーサポートセン 6,494 育児に関する会員相互の援助活動を斡旋

ター運営 支援、会員に対する講習会、交流会開催

委託先　米子市社会福祉協議会

(3) 特定新規学卒者就職支度 375  1人当り 25,000円

金

(4) よなご若者仕事ぷらざ運 490 職業相談、紹介、情報提供等

営費負担金

４ 勤労者福祉対策

(1) 勤労青少年ホーム運営 14,191 指導員賃金等

各種教養講座、サークル活動の支援



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

労働費 (2) 勤労者体育センター運営 4,808 勤労者体育センターの管理運営

　指定管理者…財団法人米子勤労総合福祉

　　　センター

(3) 勤労者福祉サービスセン 14,885 運営費補助金

ター運営事業

(4) 勤労総合福祉センター事 2,902 非常勤職員派遣 1人

業

(5) 勤労者福祉資金貸付事業 250,000 勤労者のための金融機関である労働金庫が

行う各種融資の原資の預託

（平成１７年度までは商工費で計上）

農林水 １ 稲作振興及び生産調整対策

産業費

(1) 水田土地利用型作物推進 155 転作大豆の大豆共済加入助成

事業費補助金 共済掛金農家負担の 1/4

(2) 集落営農組織育成事業費 2,909 転作推進体制の育成(協議会及び集落)

補助金

(3) 水田営農作業受託組織育 1,015 水稲と転作作物の作業受託面積 3ha以上の

成事業費補助金 受託組織に助成

２ 畑作等生産振興、病害虫防除

対策

(1) 認定就農者農地賃借料 291 認定就農者が農地を借入れた場合の賃借料

助成事業費 を5年間助成

　対象者　３人

(2) 市民農園事業 460 市民農園(日原、夜見町)の管理委託等

(3) 葉たばこ黄斑えそ病防除 467 薬剤費の1/4を助成

対策事業費補助金

(4) 野そ駆除対策事業費補助 260 薬剤費の1/4を助成

金

(5) 水鳥公園農作物被害補償 284 補償認定委員会の開催、補償金等

(6) 有害鳥獣対策事業 3,305 イノシシ、カラス、ヌートリア等の捕獲委託

　イノシシ捕獲奨励  1頭当り　10,000円

　ヌートリア捕獲奨励  1頭当り 2,000円

イノシシ捕獲柵、捕獲用標識購入

イノシシ等被害防止事業費補助金

侵入防止柵設置費の2/3を助成

(7) 花き消費拡大推進事業費 100 フラワーフェスティバルの開催助成

補助金



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

農林水 (8) 干拓地保水力向上対策事 20,117 彦名干拓地の土壌の保水力向上に資する

産業費 業費補助金 ため、堆肥散布を実施する彦名干拓地営

農組合に対するする助成

３ 畜産振興対策

(1) 優良雌子牛保留奨励事業 200 優良雌子牛の導入・保留を奨励

費補助金 助成単価 1頭 20,000円

(2) 優良種雄牛精液導入支援 554 乳質、肉質改善のため、優良種雄牛の精

事業費補助金 液購入費の1/3助成

(3) 飼料作物作付推進事業費 217 飼料作物の種子購入費の1/3を助成

補助金

４ 農産物消費拡大対策

(1) 米消費拡大推進対策事業 100 米フェスタ開催費補助

５ 規模拡大、経営対策、遊休農

地対策

(1) 担い手規模拡大促進事業 1,616 農地を3年以上賃借する認定農業者等へ

の奨励金交付

(2) 農業経営基盤強化資金利 597 認定農家のスーパーＬ資金に係る償還利

子助成事業 子に対する助成

(3) 農業近代化資金利子補給 26 認定農家の農業近代化資金に係る償還利

事業 子に対する助成

(4) 農業災害対策資金利子補 23 被害農業者特別資金に係る償還利子に対

補給事業 する助成

(5) 野菜価格安定対策事業費 2,275 野菜価格安定のための基金造成への助成

補助事業  指定野菜価格安定対策事業 1,653

 鳥取県ブランド野菜価格安定対策事業 

294

※ 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

328

(6) 遊休農地解消推進事業 1,842 遊休農地対策協議会事務経費補助 108

@18,000円×弓浜6地区

遊休農地解消事業費補助金 1,704

遊休化した農地を整備した農業者等に

対して助成

助成単価 24,000円/10a

米子市遊休農地対策協議会経費 30

(7) 鳥取県二十世紀梨再生促 1,528 二十世紀梨生産農家の規模拡大のため、

進事業 農協が行う施設整備、機械整備、果樹園

管理等に係る費用を助成（県2/3、市1/6)



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

農林水 (8) チャレンジプラン支援事 13,250 農業者自身が作成した営農プランに基づ

産業費 業 く農業用施設整備、営農用機械整備

園芸作物分 3,500

野菜・花きの産地の維持・拡大のた

めのビニールハウス等の設置費用の

1/2を助成

水田利用分 9,750

　　 営農用機械購入費、農業用施設整

　　 備費の1/2助成

※ (9) 小規模零細地域農業レベ 50 小規模零細地域における地域農業振興計

ルアップ総合支援事業 画の策定

プロジェクトチームの設置

農家意向調査等

６ 農業基盤整備対策

(1) 単市土地改良事業 131,000 農道改良･舗装、暗渠排水、かんがい排水、

水利施設等の整備及び維持補修

※ (2) 新農業水利システム保全 55,990 平成18年度～22年度事業

対策事業 総事業費　308,809千円

　水路改修工事　　Ｌ＝2,010ｍ

　樋門改修工事　　2箇所

(3) 団体営四ヶ村堰地区基盤 20,206 平成17～18年度事業

整備促進事業 総事業費  40,412千円

総延長    4,000ｍ

平成18年度事業

  農業用排水工  L=1,200ｍ

(4) 団体営淀江宇田川地区基 8,080 平成16～18年度事業

盤整備促進事業 平成18年度事業  暗渠排水 A=3.9ha

(5) 県営総合整備事業費負担 64,103 県営大淀地区畑地帯総合整備事業 53,813

金 費負担金

下蚊屋ダムの農業用水を利用した営

農を行うため、県営事業により畑地

かんがい施設等を整備

平成16～20年度事業

平成18年度事業 

管路、貯水槽等の整備

道路工　L=1,300ｍ

※ 県営弓浜地区畑地帯総合整備事業 10,290

費負担金

中海淡水化事業の中止に伴い、弓浜

地区に広がる農地の農業用水を確保

するための農業用水利施設の整備

平成18～21年度事業

平成18年度事業 

米川支線水路改修　L=1,820ｍ

測量設計、用地補償



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

農林水 (6) 県営農林漁業用揮発油税 7,035 県営淀江地区農免農道整備事業負担金

産業費 財源身替農道整備事業負 　昭和61～平成19年度事業

担金 　平成18年度事業 

 法面植栽工　A=6,000㎡

(7) 彦名地区ふるさと農道緊 44,000 彦名地区承水路護岸沿いの農道整備

急整備事業 平成17～19年度事業  農道整備Ｌ=1,030m

　平成17年度事業 

　　施工延長　L=515ｍ

　　用地取得

(8) 国営大山山麓地区土地改 2,253 国営大山山麓地区土地改良事業負担金

良事業 下蚊屋ダム等農業水利施設の管理体制に

係る経費の受益市町負担金

負担割合 8.0％

(9) ホレコ川・海川排水路災 128 災害復旧事業に係る起債元利償還金を受益

害復旧事業負担金 市町村で負担

事業主体  日吉津村

負担割合 　69.5％　

負担期間  平成15年度～28年度　

(10) 団体営基幹水利施設更新 4,893 地域用水機能増進事業

支援対策事業費補助金 事業期間　平成11～18年度

実施主体  箕蚊屋土地改良区

平成18年度事業

  防火施設整備　20個所

　水路緑化　L=400ｍ

地域用水環境整備事業

事業期間　平成16～18年度

実施主体  箕蚊屋土地改良区

平成18年度事業

　親水施設　A=200㎡

  洗い場整備 2箇所

(11) 米川水利用調整事業 5,828 土地改良区の農業水利施設管理体制の整備

事業期間  平成12年度～21年度

(12) 弓ヶ浜河口開削事業 2,400  樋口川 外7河川  約4,800立方メートル

(13) 農道除草委託事業 1,330 大山広域農道

除草面積 10,758㎡

新良路地区農道

除草面積   713㎡

(14) 土地改良協会補助金 28,298 職員人件費補助

(15) ふるさと農村活性化基金 34 ふるさと農村活性化基金積立金

(16) 農業用排水路浚渫事業費 4,600  1団体 20,000円

補助金

(17) 農業集落排水事業推進基 66,623 農業集落排水事業推進基金積立金

金



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

農林水 ※ (18) 県営ため池等整備事業負 1,500 岡成池堤体改修事業負担金

産業費 担金 事業期間　平成18～20年度

平成18年度事業    県営土地改良調査

負担割合(調査費）　県1/2、市1/2　

※ (19) 県営基幹水利施設補修事 1,390 ホレコ川幹線排水路改修事業負担金

業負担金  事業期間　平成18～22年度

 平成18年度事業    県営土地改良調査

 負担割合 　69.5％　

８ 地籍調査 5,908 富益地区 測量面積 0.09k㎡ 2,600

淀江地区 調査面積 0.50k㎡ 3,308

９ 松くい虫防除対策

(1) 松くい虫防除委託事業 25,748 伐倒駆除　　　長砂町、陽田町、淀江地区

特別伐倒駆除　内浜・外浜地区、淀江地区

ヘリコプターによる薬剤空中散布

及び地上散布

(2) 松林保護樹林帯緊急造成 708 被害伐跡地においてクヌギ等による樹種

事業費補助金 転換を図る

造林経費の1/10を助成

１０ 市行造林保育事業 13,135 過年度に植栽した杉、ヒノキの保育管理

下刈、枝打ち、間伐、作業路補修等

日南町花口

日野町野路谷

１１林業振興対策 200 森林整備地域活動支援交付金

森林所有者等による計画的かつ一体的

な森林施業の実施に不可欠な森林の現

況調査等に対する支援

交付単価 10,000円/ha

１２ 漁港整備、管理

(1) 皆生漁港整備事業 130,000 防波堤製作工事

測量及び試験

(2) 漁港航路浚渫事業 15,000 皆生漁港航路浚渫

１３漁業振興対策

(1) 漁業振興対策助成 14,309 魚礁設置事業費補助金 3,700

稚魚稚貝等放流事業費補助金 2,709

漁民センター等管理運営費補助金 4,900

淡水魚育成放流事業費補助金 3,000

(2) 淡水魚試験研究育成事業 7,600 淡水魚試験研究育成事業に対する補助

費補助金



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

農林水 (3) 淡水魚育成施設改修事業 1,300 水槽内壁の塗装修繕　1箇所

産 業費 事業期間　平成11～23年度

１４ 特別会計繰出金 378,014 農業集落排水事業

商工費 １ 中心市街地活性化対策

(1) にぎわいのある商店街づ 10,000 出店促進・店舗誘致事業

くり事業費補助金 空店舗を商業施設及び集客性のある非

商業施設等として活用する経費を助成

(2) 商店街連合会補助金 500 運営費補助

(3) 商店街通行量等調査事業 104 年 1回調査、商店街連合会、商工会議所

費負担金 と共同実施

(4) 商業活動新規参入支援事 3,192 商店街の空き店舗を活用したチャレンジ

業 ショップ（５区画）の管理、貸出し及び

参加者の募集等について商工団体に委託

(5) 高校生ショップ支援事業 893 空き店舗を活用した高校生のための商業

教育実践の場を準備（米子松蔭高校に提供）

管理運営は、商工団体に委託

(6) 米子駅前簡易駐車場管理 102,655 簡易駐車場購入費 102,655

運営等 管理業務委託料 9,520

(7) ローズセントラルビル運 17,094 商業集積地区に立地する大型商業施設の

営事業 存続支援と周辺商店街を含めた商業ゾー

ンの活性化支援のための駐車場施設運営

米子市開発公社に建物を貸付け、貸付

料から地代等を支払った残額を基金に

積立

土地賃借料 16,813

建物管理費 281

（公共施設整備等基金積立(総務費）13,906）

(8) 商店街にぎわい復活「市」 1,400 商店街に集客とにぎわいをもたらす「市」

開催支援事業 開催経費のうち、広告宣伝費に対して補助

  補助率2/3

(9) 中心市街地活性化基本計 808 平成10年度に策定した同基本計画の改訂

画改訂事業 及び印刷製本

(10) まちづくりシンポジウム 600 まちづくりの先進事例「田園プロジェクト」

開催事業 全国発信のためのシンポジウムの開催

(11) アーケード改修事業費補 6,333 角盤町商店街振興組合が実施するアーケ

助金 ード改修事業に対し、18,999千円を3か

年に分割して補助



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

商工費 ２ 商工業振興対策

(1) 商工会補助金 3,980 伯仙商工会と淀江町商工会に対する経営

改善普及事業等への助成

(2) 中小企業団体中央会補助 500 事業活動費の一部助成

金

(3) 産業技術展IN中海開催事 2,100 中海周辺自治体の連携による産業技術展

業 の開催

　開　催　　平成18年12月(予定）

　場　所　　米子コンベンションセンター

(4) 産業祭（よどえ夢まつり） 500 淀江地区を中心とした住民参加型の産業

開催事業費補助金 振興イベント

　物産展、各種展示ほか

(5) ジェトロ貿易支援相談窓 240 日本貿易振興機構が実施する貿易支援相

口運営事業負担金 談業務に対する負担金（平成17年度は

ＦＡＺ支援センター運営事業負担金）

３ 企業誘致・環境対策

(1) 企業立地促進補助金 26,083 工場立地促進補助金  2社

操業開始から3年間固定資産税相当を助成

雇用促進補助金  4社

新規常用雇用者1人当り 300千円を3か年

に分割して助成

(2) 流通業務団地立地促進補 17,134 流通業務施設立地補助金　 6社

助金 操業開始から3年間固定資産税相当を助成

雇用促進補助金  7社

新規常用雇用者1人当り 300千円を3か年

に分割して助成

(3) 企業誘致対策事業 589 企業誘致推進委員会の開催

県外優良企業の誘致推進

(4) 情報通信関連企業立地促 66,000 企業立地事業補助金（2年間）　    １社

進補助金 固定資産の取得、賃借に対する助成

情報通信関連雇用事業補助金(5年間）　１社

　事業所の賃借料、通信料等に対する助成

(5) 工場環境調査事業 714 王子製紙米子工場との環境保全協定に伴う環

境調査

４ 大阪事務所運営費 4,828 企業誘致活動、情報収集・調査、観光及び

物産の宣伝ほか

５ 金融対策

(1) 震災対策資金利子補給費 4,493 鳥取県西部地震対策特別資金に係る利子補給

補助金 費補助金



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

商工費 (2) 制度融資調査委託事業 7,137 中小企業小口融資資金、同和地区中小企業特

別融資資金及び中小企業経営安定資金に係る

申込受付、内容調査業務を米子商工会議所、

伯仙商工会及び淀江町商工会に委託

(3) 商工業振興資金貸付金 3,750,000 平成18年度預託額

新規預託分

継続預託分

(うち震災対策特別資金 642,362）

[新規預託分内訳]

区 分

中小企業経営安定資金

季節金融対策資金

中小企業小口融資資金

同和地区中小企業特別融資資金

企業立地促進資金

新規参入資金

経営改善対策特別資金

中小企業等取引安定化対策資金

中小企業小口融資等特別資金

計

６ 観光客誘致対策等

(1) コンベンションビューロ 15,816 コンベンションの誘致、企画、広報、宣伝等

ー運営費補助金

(2) コンベンション開催支援 12,038 コンベンションビューローのコンベンション

補助金 開催補助金の 1/2を助成

(3) コンベンションセンター 120,135 コンベンションセンターの管理運営

管理運営費 　指定管理者　財団法人とっとりコンベンシ

　　　　　　　ョンビューロー

　県、市 各1/2負担

(4) 高知「よさこい祭」参加 1,500 鳥取県チームの参加負担金

負担金

(5) 中海・宍道湖圏域観光連 1,000 中海・宍道湖圏域における一体的な観光振興

携事業推進協議会負担金 施策の推進

(6) 大山エリア観光二次交通 400 大山圏域の観光周遊バス運行の助成

整備推進協議会負担金

※ (7) 米子観光情報発信事業 6,193 米子市観光協会のホームページの充実・強化

キャンペーン向け観光商品（民話集）の造成

ほか

７ 市内観光施設・イベント対策

(1) 観光センター運営費 4,824 観光センターの運営

　指定管理者　皆生温泉旅館組合

651,287 4,060,652

1,666 11,662

3,000 21,000

82,494 412,470

200,000 1,400,000

5,000 35,000

38,747 193,735

70,000 350,000

211,755 1,482,285

651,287

3,098,713

預 託 額 貸 付 枠

38,625 154,500



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

商工費 (2) 水鳥公園運営費 36,029 水鳥公園の管理運営

　指定管理者　財団法人中海水鳥国際交流基

　　　　　　　金財団

(3) がいな祭補助金 7,200 夏の一大イベント「がいな祭」への助成

(4) がいな万灯補助金 180 子ども万灯補修費の助成

(5) 淀江町盆踊り花火大会補 700 淀江町盆踊り花火大会への助成

助金

(6) 観光案内所委託料 6,165 米子駅観光案内所運営

(7) 健康ウォーキング大会実 1,650 大助・花子とともに大山町、淀江町を歩く

行委員会負担金 ウォーキング大会の開催

大山町と共同実施

(8) えだねか音楽会開催事業 600 アマチュア音楽コンサート実施

費補助金 場　所 だんだん広場

(9) 伯耆古代の丘公園運営 19,142 伯耆古代の丘公園の運営

　指定管理者　株式会社白鳳

(10) 本宮名水の杜管理事業 398 簡易宿泊施設及び本宮農村公園の管理運営

　指定管理者　本宮観光農事組合

※ (11) 伯耆古代の丘公園整備事 3,800 公園内の周遊園路の簡易舗装によるバリアフ

業 リー化の推進

　舗装面積　770㎡

※ (12) 観光センター整備事業 8,000 米子市観光センター展示ホール等の改修工事

　空調設備改修

　内装改修

※ (13) 観光案内板等整備事業 4,500 合併に伴う従前あった観光案内板の整備

　平成18年度　15か所(予定）

８ 観光協会補助金 38,418 観光客誘致宣伝事業、桜まつり、皆生海水浴

場対策、観光キャンペーン、トライアスロン

助成等（皆生温泉活性化対策事業は除く）

９ 皆生温泉活性化対策

(1) 皆生温泉にぎわい創出事 5,000 観光宣伝事業（東京・中京・京阪神方面）

業費負担金 健康保養温泉地づくり事業

　ウォーキングコースの開発

　ふるさと御膳の開発

　散策路整備等

素鳳ふるさと館運営経費

鬼太郎をテーマにした子ども向けイベント

境港周遊バスの運行  ほか

（県、市、温泉旅館組合　各1/3負担）



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

商工費 (2) 皆生温泉活性化検討委員 79 検討委員会視察旅費、会議費等

会経費

土木費 １ 道路橋りょう等整備

(1) 道路整備

道路維持 368,562 市内一円の市道の維持補修 213,787

市内一円の市道の除雪経費 2,775

陰田町２号線維持補修事業 152,000

道路新設改良 281,700 市道の改良舗装 240,000

日本中央競馬会周辺環境整備事業 41,700

  大崎東33号線（仮称）改良事業

  大崎東34号線（仮称）改良事業

交通安全施設整備 83,541 福生南 1号線歩道設置事業 42,000

（特定道路）

 延  長 Ｌ= 105ｍ

人にやさしいまちづくりに基づく 7,000

道路整備事業（安心な道路整備）

　歩道周辺の点字ブロック設置

　段差切下げ

その他の交通安全施設整備事業 34,541

交差点改良  歩道設置  防護柵設置

反射鏡設置  道路標識設置等

市町村道整備 133,000 内浜中央線改良事業 16,000

（交付金Ｂ）

 延  長 Ｌ= 70ｍ

 用地費 Ａ= 204㎡

日原加茂川石井線改良事業 47,000

（交付金Ｂ・特定道路）

 延  長 Ｌ= 440ｍ

日野橋補強事業 10,000

（交付金Ｂ）

 橋梁上部工

尾高福万線改良事業 50,000

（特定道路）

　　橋梁下部工（橋台１基）

※ 口陰田1号線改良事業 10,000

（交付金Ｂ）

 延  長 Ｌ= 110ｍ

基地周辺整備 80,000 上和田東線改良舗装事業 41,000

（民生安定）

 延  長 Ｌ= 290ｍ

 用地費 Ａ= 4,250㎡



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

土木費 外浜街道線改良舗装事業 39,000

（調整交付金）

 延  長 Ｌ= 300ｍ

(2) 排水路整備

排水路維持 105,121 市内一円の排水路の維持管理 105,121

排水路新設改良 36,000 排水路の改良整備 36,000

(3) 河川改修

準用河川改修 81,290 準用河川堀川改修事業 81,290

（通常）

護岸工 Ｌ= 50ｍ

橋脚１基　　

２ 都市計画

(1) 都市計画 57,296 旧加茂川・寺町周辺地区街なみ 50,000

環境整備事業

 町屋通り・遊歩道整備　

 案内施設整備　街なみ整備事業等補助金

市街化調整区域規制緩和検討業務 426

米子駅南北一体化基本計画作成業務　 4,070

彫刻のあるまちづくり推進事業 2,800

米子駅前広場及び鳥取県西部総合

事務所前庭に各２基の彫刻を設置

(2) 街路整備 150,000 皆生温泉環状線２工区改良事業

(特定道路)

 延  長 Ｌ= 350ｍ

 家屋調査一式

 用地費 Ａ= 253㎡

 補償費一式

(3) 公園整備等 347,878 公園整備事業 7,529

都市公園内の各種施設の整備

公園、屋外体育施設の維持管理 340,349

　都市公園施設維持修繕等

　つつじ祭り補助金

　弓ヶ浜わくわくランド運営事業

(4) 土地区画整理 9,898 駅西土地区画整理地内の維持補修 2,000

米子駅前広場等の維持管理 7,898

(5) 錦海団地分譲 48,388 錦海団地分譲事業

　分譲広告経費ほか

(6) 建築確認事務 5,073 建築確認事務経費



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

土木費 ※ (7) 震災に強いまちづくり 5,452 住宅等の耐震診断に対する助成

促進事業 負担割合  国 1/3　県 1/6　市 1/6  

　　　　　所有者 1/3

耐震診断、耐震改修に関する相談窓口の開設

３ 住宅対策 169,732 市営住宅の維持管理 1,590戸 121,496

※ 市営住宅駐車場整備事業 2,686

　市営住宅駐車場の有料化に向けた整備

　9ヶ所　452台分

※ 市営白浜住宅建替事業 34,140

　調査設計

　既存住宅の解体除去

　

※ 市営住宅防災機器設置事業 8,786

　住宅用火災警報器の設置

※ 市営大工町住宅耐震調査事業 2,624

　旧耐震基準により建設された市営住宅に

　耐震診断を実施

４ 特別会計繰出金 2,381,443 下水道事業 2,232,540

駐車場事業 148,903

消 防 費 １ 非常備消防活動 64,995 消防団員544人  火災出場等 63,995

女性消防団員加入推進事業 1,000

２ 消防施設整備 31,919 消火栓新設、交換等 10,405

※ 成実分団車庫改修 850

※ 小型ポンプ積載車整備更新事業 13,000

2台

消防ポンプ操法訓練用資機材購入 1,098

　 消防ポンプ操法大会出場用

6,566

消防団車庫の管理等

３ 水防費 149 水防用資機材及び水防倉庫修繕等

教育費 １ 義務教育施設の整備

(1) 淀江小学校屋内運動場 309,150 屋内運動場の改修　（R造平屋　919㎡）

改修事業

※ (2) 車尾小学校校地整備事業 9,000 グラウンドの整備 （8400㎡）

※ (3) 弓ヶ浜小学校トイレ整備 3,000 トイレ棟の設計

事業 （平成19年度整備予定　RC造　2階建）

消防用ホース､消防車両の整備及び



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

教育費 ※ (4) 福米西小学校校舎増築 6,500 校舎増築の設計

事業 （平成19年度整備予定 RC造3階建　650㎡）

(5) 小学校校内LAN整備事業 1,009 校内のインターネット用LAN配線を未設置校

に整備（平成18年度…7校）

(6) 学校施設整備事業 40,033 小学校施設整備 18,793

保健室内にシャワーコーナーを設置

階段昇降機整備

プール設備改修ほか

中学校施設整備 21,240

自転車置場改修

外壁等補修工事ほか

(7) 小学校安全対策事業 720 新入生に防犯ブザーを配布

２ 学校教育振興対策

(1) 教材購入費 71,305 理振法等による教材費 3,000

教科用教科書、指導書 68,305

(2) 図書購入費 19,117 小学校 10,763

中学校 8,051

養護学校 303

（うち保護者負担の軽減分　　　3,300）

(3) 学校運営標準経費 146,102 消耗品費、印刷製本費、修繕料、手数料、

原材料費、備品購入費

（うち保護者負担の軽減分　　20,338）

(4) 小学校１・２年生３０人 40,742 ３０人学級実施協力金

学級実施事業 第1学年 13学級分、第2学年 13学級分 

(5) 中学校１年生３３人学級 7,835 ３３人学級実施協力金

実施事業 第1学年　4校4学級5人分

(6) 中学校組合負担金 72,699 米子市日吉津村中学校組合負担金

(7) 学校図書館職員の配置 45,517 小・中・養護学校に各校１名配置

(8) すこやか弁当事業 832 弁当の取りまとめをする世話人の手数料

(9) 学校評議員設置事業 900 小・中・養護学校に学校評議員制度を導

入し地域に開かれた学校づくりを推進

(10) 教育用パソコン配備 63,735 小学校 1校当り22台の配備 30,988

中学校 1校当り42台の配備 32,263

養護学校 1校当り 8台の配備 484

※ (11) 学校図書館教育研修 101 「学校図書館教育プラン」に基づく学校図

書職員等の研修



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

教育費 (12) 豊かな人間づくり事業 9,195 各学校の特色を生かした教育活動の実践

に要する経費の助成

(13) 朝鮮初中級学校教育費 120 中級生徒に助成   月額  5,000円

助成

(14) 教育扶助費 57,544 特殊教育就学奨励児童生徒及び要保護・

準要保護児童生徒学用品等の助成

(15) 外国青年（ALT)招致事業 36,120 新教育課程に沿った英語教育及び総合的

な学習時間等での国際理解教育の充実

（18年9月から全ALTを民間委託に移行）

(16) 通学助成及びスクール 2,765 旧淀江町の遠隔地通学児童生徒への通学

バス運行事業 補助及びスクールバス運行

(17) いじめ・不登校児童生徒 10,649 フレンドリー・ルームの実施 5,062

対策事業 相談指導、パソコンによる情報収集

不登校児童生徒適応指導連携推進事業

450

小学校に子どもと親の相談員を配置

（国委託事業） 1,047

小学校に生徒指導推進協力員を配置　

（国委託事業） 350

中学校に心の教室相談員を配置 3,740

(18) 対外競技派遣費助成等 8,515 小学校児童体育大会 1,115

中学校生徒県・中国・全国大会 7,400

(19) 私学振興

私立幼稚園就園奨励助成 81,800 所得状況に応じ保育料及び入園料を助成

私立幼稚園第三子以降園 9,600 第三子以降園児に対する保育料の助成

児保育料軽減事業

私立幼稚園運営費助成 56,588 市内私立幼稚園11園に対して助成

(20) 地域に学ぶ「ワクワクよ 780 中学生による地域での職場体験活動

なご」推進事業

３ 社会教育の推進

(1) 文化活動

市史編さん事業 26,277 ※ 発刊　新修米子市史第三巻 通史編「近代」

(第12回配本)

調査　現代部会

教育文化事業団助成 12,253 教育文化事業団事務局経費助成

児童文化センター運営 63,682 児童文化センターの運営

事業 　指定管理者…米子市教育文化事業団



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

教育費 芸術文化の振興 2,611 米子市秋の文化祭 105

青少年劇場巡回公演 1,392

米子市文化奨励賞 84

本物の舞台芸術体験事業 30

「県民による第九」公演開催補助 1,000

公会堂運営事業 49,676 公会堂の運営

　指定管理者…米子市教育文化事業団

美術館運営事業 54,178 美術館の運営

　指定管理者…米子市教育文化事業団

文化ホール運営事業 60,955 文化ホールの運営

　指定管理者…米子市教育文化事業団

淀江文化センター運営 42,512 淀江文化センターの運営

事業 　指定管理者…米子市教育文化事業団

文化交流の推進 1,330 芸術文化都市連携事業 1,000

米子市、出雲市、津山市の三市で実施

国内交流推進事業 330

文化団体・個人で構成する大洲市訪問団

による交流

米子彫刻シンポジウム事 14,787 ２００６米子彫刻シンポジウム開催

業 7月中旬～8月末開催　会期44日間

４人の彫刻家を招聘し、４基の彫刻

を作成

(2) 青少年の健全育成

青少年団体教育活動事業 294 青少年問題協議会の運営 41

ジュニアリーダー研修会参加など 253

ふるさとわんぱく体験塾 160 市内の団体の中から 2団体を指定

体験活動、交流会等の実施

小中学生国際交流体験事 57 市内及び周辺在住の外国人と小中学生との

業 ふれあい交流会を開催

子どもの交流事業 1,707 米子市子ども会連合会と沖縄県読谷村の交

流事業に対する助成（子ども会リーダー27名）

子どもが作る花いっぱい 115 小学生による花作り教室を開催し、栽培

事業 したプランターを公共施設に飾る

(3) 女性教育の推進 69 米子市女性大会の開催委託

(4) 公民館活動

公民館運営費 315,411 公民館27館及び分館2館の管理運営費

諸会開催費 22,095 体育文化行事･社会教育講座等の開催

13,395

各公民館で運営協議会を開催 8,700



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

教育費 公民館施設整備事業 20,000 ※ 公民館男女別トイレ改修

自転車小屋･玄関建具等改修

(5) 生涯学習の推進

社会教育活動総合事業 2,734 多様な学習を総合的に推進する講座の開催

よなごアカデミー、人生大学、タムタムスクール

子どもの発達段階に応じた講座の開催

成人式 2,090 交歓会形式で実施

市立図書館運営 90,092 文献資料の収集・整理

一般図書及びビデオ資料の購入

地域輝く子ども読書活動 300 児童生徒対象の地域資料の作成

推進事業

４ 文化財保護

(1) 遺跡発掘調査 10,047 市内遺跡発掘調査事業 7,600

旧淀江町の遺跡調査資料等の整理 2,447

(2) 歴史館運営 22,983 山陰歴史館、福市考古資料館、淀江歴史民

俗資料館の運営

　指定管理者…エバ・中ビル共同企業体

(4) 無形民俗文化財保存事業 194 米子盆踊り大会開催助成 104

米子盆踊り子供クラブ育成補助金 40

よいとまかせ行列開催助成 50

(5) 文化財管理事業 4,698 史跡青木遺跡等の保護管理 2,727

指定文化財等保護修理管理 1,684

文化財保護審議会の開催 287

(6) 埋蔵文化財収蔵センター 1,224 埋蔵文化財資料の整理､修復､保管､貸出

管理運営

※ (7) 埋蔵文化財センター 29,629 旧日新小学校跡を埋蔵文化財センターに整備

整備事業 出土品収蔵室、調査資料保管室、体験

学習室の整備等

(8) 地域文化継承事業 2,888 指定文化財看板等の製作

(9) 伯耆の国よなご文化創造 2,479 「伯耆の国よなご文化創造計画」を推進調整

計画推進 するための検討委員会の開催など

(10) 史跡上淀廃寺跡保存整備 118,580 史跡上淀廃寺跡保存整備事業

事業  中心伽藍盛土整地、塔・金堂レプリカ作成

 及び搬入等

※ 史跡上淀廃寺跡の追加指定地の公有地化

 伯耆古代の丘公園整備に係る国・県との調整

 伯耆古代の丘整備検討委員会の開催



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

教育費 (11) 文化財を生かしたモデル 1,325 ※ 重要文化財石馬収蔵施設建設補助ほか

地域づくり事業

(12) 史跡妻木晩田遺跡保存 120 実行委員会負担金

活用事業

５ 体育振興

(1) 体育施設の管理運営 169,350 東山水泳場の運営 38,651

　指定管理者…シンコースポーツ・太平ビル

　　　　　　　サービスグループ

体育施設（旧淀江町地域）の運営 22,468

　指定管理者…米子市教育文化事業団

体育館、弓道場、武道館ほか 108,231

(2) 市民スポーツ活動推進

市民体育祭 2,781 野球、バレーボール等大会の実施

スポーツ推進事業 129 講習会等の開催

スポーツ団体運営 4,659 体育指導員協議会､体育協会活動費助成等

各種スポーツ大会 1,451 各協会に大会等の開催を委託

学校体育施設開放事業 1,511 各地区の運営委員会に委託

(3) 大会等開催助成

米子読売マラソン開催費 270 平成18年11月 開催予定

補助金

※ (4) 第19回全国スポレク祭 26,523 米子市実行委員会への運営費助成

開催事業 （平成18年10月21日～24日　開催予定）

６ 体育施設整備

錦海ボートコース場整備 54,000 固定桟橋、浮き桟橋改修

市民体育館整備事業 73,000 市民体育館アリーナ天井のアスベスト除去

７ 学校保健

(1) 学校災害共済掛金負担金 13,103 学校災害共済掛金の一部負担　　12,919人分

(2) 児童生徒給食費扶助 67,722 要保護準要保護児童生徒給食費扶助

(3) 学校保健医療 40,325 校医報酬 18,896

教職員健康診断・児童生徒各種検査　 17,819

室内空気中化学物質検査等 910

要保護・準要保護児童生徒医療費扶助 2,700

(4) 給食輸送委託 24,560 給食センター等各共同調理場と受給校間の

給食配送

(5) 学校給食会運営費 24,379 事務的経費の助成等

※ (6) 小学校給食調理場整備 279,312 学校給食センター改築のための用地購入

及び改修工事の設計

用地面積　約4,000㎡

（平成19年度整備予定 Ｒ造2階建　約1,500㎡）

(7) 学校給食運営委員会 128 学教給食の運営に関する事項について協議

　委員11名



費 目 予 算 額主 な 事 業 内 容

公債費 起債元利償還金等 7,654,338 起債償還元金 6,225,686

起債償還利子 1,398,626

一時借入金利子 30,000

公債諸費（手数料） 26


