
平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（三朝町）

市町村名 三朝町

（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

1

１　主体的な住民活
動への支援
（１）地域住民が主
体となり、地域の振
興又は観光振興につ
ながる活動に要する
経費

【地域自主活動支援事業】
　町内６地区に設立された地域協議会が
実施する地域住民のための自主活動や、
伝統文化の継承など、地域づくりを促進
することを目的とた事業及び運営経費と
して、１協議会1,500千円を交付した。
（交付総額 9,000千円）

3,299

交付金　　3,298,749円
 小鹿　　　 997,216円
 三徳　　　 552,419円
 みささ　 　527,560円
 高勢　　　 613,307円
 賀茂　　　 264,923円
 竹田　　　 343,324円

2

１　主体的な住民活
動への支援
（１）地域住民が主
体となり、地域の振
興又は観光振興につ
ながる活動に要する
経費

【三朝町キラリと光る町づくり支援交付
金】
　地域づくりに取り組む住民・団体等
が、地域の自主・自立の機運を盛り上
げ、地域の活性化を促進するために交付
金制度を設けている。今年度は、ホタル
の里復活に向けた取り組みや、三朝温泉
を舞台にした無声映画「三朝小唄」の保
存伝承、また台中市（台湾）との温泉観
光友好交流協定の締結など全４団体の町
づくり活動を支援した。

662

交付金 　662,000円

元気な地域づくり分(3団体)
(補助率2/3、上限200千円)
　交付額　520,000円

地域の魅力整備分(1団体)
(補助率4/5、上限200千円)
　交付額　142,000円

3

１　主体的な住民活
動への支援
（１）地域住民が主
体となり、地域の振
興又は観光振興につ
ながる活動に要する
経費

【三朝温泉おかみキャラバン支援事業】
　三朝温泉の顔である各旅館の”おか
み”が主体となって取り組む三朝温泉の
ＰＲ事業について、その実施経費に支援
を行った。今年度は「鳥取県中部地震」
の風評被害を払拭するため、テレビ出演
などを通して「元気な三朝温泉」を発信
した。

229 補助金　 229,000円

4

２　観光・交流の推
進
（１）県内農山漁村
と県外の住民の交流
を通じ、地域の活性
化を促進する活動に
要する経費

【三朝町・城陽市文化スポーツ交流体験
学習事業】
　友好姉妹都市協定を締結した「京都府
城陽市」との交流促進を図るため、小学
生を中心とした文化・スポーツ交流を継
続実施している。今年度は三朝町児童が
城陽市を訪れ、地元小学生との相互交流
事業を行った。この中では、本場の抹茶
体験や京都サンガＦＣによるサッカー教
室など、町内では味わえない貴重な体験
をするとともに、子どもたちの相互交流
を深めることができた。

144

対象経費 144,132円

報償費　　18,000円
旅費　　　98,250円
食糧費　 118,623円
保険料　　 6,699円
使用料　　32,560円

参加負担金（財源）
　　　　 130,000円
※派遣児童　20名

5

６　農林水産業等の
振興
（２）農地の賃借及
び農作業の受託を行
う認定農業者等に対
する助成に要する経
費

【みささスタイルの担い手農家育成事
業】
　従来の「三朝町担い手規模拡大促進助
成金（認定農業者限定）」を見直し、町
独自基準による担い手（水田農業担い手
協議会員）による水田受託作業について
助成を行った。
※助成基準　5,000円/10a
（上限500千円）

3,243

補助金  3,243,115円

認定農業者　13名
意慾的農家　５名
集落営農　　３組織
　合計　　　21経営体

6

６　農林水産業等の
振興
（３）松林所有者等
が保全松林の周辺の
松くい虫被害木につ
いて行う駆除等の支
援に要する経費

【枯松伐採促進事業補助金】
　松くい虫防除事業で駆除できない山林
及び住宅地等の枯松を対象に、伐採駆除
を行った経費の一部を補助した。

46
補助金　46,000円

対象者　１名



平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（三朝町）

市町村名 三朝町

（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

7

６　農林水産業等の
振興
（５）地産地消意識
の高揚及び普及定着
を図るための活動及
び食育に関する取組
に要する経費

【みささの味わい発信事業】
　特Ａランクとして評価の高い「三朝
米」や「神倉大豆」など町の特産品につ
いて、認知度向上とブランド化推進のた
め県内外で行われたイベントに参加しＰ
Ｒ活動を行った。今年度は６月25、26日
に倉吉市で開催された「食のみやこフェ
スティバル」や、11月３日に京都府城陽
市の「ＪＯＹＯ産業まつり」に参加する
など、継続した周知活動を進めている。

334

合　計　　333,653円

消耗品費　228,959円
手数料　　 15,984円
保険料　　　　500円
使用料　　 88,210円

8

６　農林水産業等の
振興
（５）地産地消意識
の高揚及び普及定着
を図るための活動及
び食育に関する取組
に要する経費

【食育推進事業】
　栄養教諭を中心として、各小中学校で
の食育指導を行うとともに、食育に関す
る企画・成果発表の機会を設け、食育へ
の理解増進と普及に繋げた。
※町内の小中学校（計３校）で食育イベ
ントを開催。

26 消耗品費　26,361円

9

７　人権尊重の社会
づくりの推進
（１）人権問題解決
のため住民学習を計
画又は運営する人権
教育推進員の設置に
要する経費

【人権教育推進員設置事業】
　各種人権問題学習会の指導及び相談を
行うなど、部落差別をはじめとするあら
ゆる差別の解消に向け、人権教育推進を
１名配置した。

1,152 委員報酬　1,152,000円

10

８　地域文化、芸術
の振興
（１）民俗芸能、伝
統芸能等の継承又は
地域文化活動の活性
化に要する経費

【古文書調査事業】
　町内の貴重な古文書について、保存状
態等から滅失の恐れがあるものについ
て、町文化財保護調査委員を中心に解読
調査を進めている。解読には専門知識が
必要となることや今後の人材育成のた
め、鳥取県立博物館の協力を得ながら講
習会や解読調査を実施した。

0

※講師謝金が不要であっ
たことと、消耗品費が他
事業との区分が困難なト
ナー代であったため全額
対象外としている。
（実支出額：消耗品費
10,000円）

11

８　地域文化、芸術
の振興
（２）文化財（市町
村指定が見込まれる
ものを含む。）の補
修又は活用に要する
経費

【無形民俗文化財保存伝承事業補助金】
　毎年５月に行われる国指定無形民俗文
化財「三朝のジンショ（大綱引き）」伝
承のため、その原材料となる藤カズラの
調達経費などを補助した。
（ジンショは平成28年５月４日開催）

1,000
補助金　1,000,000円
（上限額　1,000千円）

12

８　地域文化、芸術
の振興
（２）文化財（市町
村指定が見込まれる
ものを含む。）の補
修又は活用に要する
経費

【三徳山総合調査報告書作成事業】
　「三徳山」はこれまで国宝や世界遺産
推進など様々な角度から調査・研究が行
われており、この貴重な成果を「三徳山
総合調査報告書（全４集）」として編纂
している。平成23年度に事業着手し、現
在は第３集まで刊行が完了した。（外部
専門家２名により編纂が進められてお
り、平成29年度で完了予定。）

30 報償費　 30,000円

13

８　地域文化、芸術
の振興
（３）小・中学校等
で行う音楽、演劇等
の芸術鑑賞会の開催
に要する経費

【青少年劇場開催事業】
　児童生徒を対象に優れた音楽・芸術の
鑑賞機会を提供し、豊かな情操を養うた
め青少年劇場（実施：日本児童青少年演
劇協会）を誘致している。今年度は小学
校低学年を対象とした児童劇を10月20日
に開催した。
　参加児童：167名(小学校１～３年生)

340

合　計　　340,210円

消耗品費　　5,050円
委託料　　309,960円
使用料　　 25,200円



平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（三朝町）

市町村名 三朝町

（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

14
９　市町村の自主的
な行政運営

【長寿者お祝い事業】
　敬老の日にあたり白寿等の節目の年齢
を迎える方と、金婚を迎えるられるご夫
婦を対象として記念写真（又は記念品）
を贈呈する「お祝い事業」を実施した。
撮影には町内のプロカメラマンが行うた
め、対象の方からは大変好評である。

839

合　計　　838,731円

消耗品費　196,131円
委託料　　642,600円
対象者　　　　196名
（白寿等　　　189名
　金婚夫婦　　　7組）

15
９　市町村の自主的
な行政運営

【乳幼児等季節性インフルエンザ接種費
助成金】
　子どもたちの健康対策として、０歳か
ら中学３年生までのインフルエンザ予防
接種費の一部助成を行った。
※助成額
０ 歳 か ら 就 学 前 1,500円/回×2回
就学後から中学３年生 1,500円/回×1回

679

補助金　679,500円

接種回数　453回
　乳幼児　267回
　小学生　136回
　中学生　 50回

16
９　市町村の自主的
な行政運営

【観光振興地域交付金】
　三朝町の基幹産業である旅館業の振興
を図るため、旅館協同組合の実施する誘
客事業に対して補助を行っている。今年
度はスマホサイトの制作や、吉本興業と
コラボした「住みます芸人　三朝寄席」
の開催、かにバス（冬期直行バス）ＰＲ
などの独自企画が実施された。
※交付金は前年度の入湯税（宿泊しない
者に係るもの）を限度額としている。

2,658 補助金　2,658,300円

17
９　市町村の自主的
な行政運営

【空き店舗等活用支援事業】
　温泉街を中心とした空き店舗等への新
規出店を促進するため、町内の空き店舗
等を活用して新たに事業を始める方に対
して改装費等の一部を補助した。今年度
は１名の応募があり、内装等の改装費に
補助金交付した。
補助額：改装費の1/2（上限　500千円）
　　　　新設費の1/2（上限1,000千円）

500

補助金　500,000円

補助件数：１件
　　　　（店舗改装）

18
９　市町村の自主的
な行政運営

【公開番組開催事業（のど自慢）】
　日本遺産第１号に認定された「三徳
山・三朝温泉」をはじめ町の魅力を全国
にＰＲするため、９月11日に「ＮＨＫの
ど自慢」を開催した。当番組は全国放映
で幅広い年齢層に視聴されるほか、前日
の予選会や観覧者を含め多数の来場者が
本町を訪れるなど、絶好の宣伝機会と
なった。

2,620

合　　計　 2,620,034円

消耗品費　　 135,275円
印刷製本費　　25,596円
委託料　　 2,225,883円
使用料　　　 233,280円

19
９　市町村の自主的
な行政運営

【未来を拓けみささっ子創造事業】
　将来の夢を描き、希望を持ってその実
現に努力する子どもを育成するため、全
国で活躍する著名人による講演会を開催
している。今年度は７月５日に「日本百
名山ひと筆書き」で有名な「田中 陽
希」氏を招き講演をいただいた。

393

合　計　 393,346円

消耗品費　17,396円
食糧費　　 3,400円
手数料　　 2,550円
委託料　 370,000円
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市町村名 三朝町

（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

20
９　市町村の自主的
な行政運営

【子育て・定住支援事業（住米る）】
　町内に住宅を新築又は購入し、三朝町
に移住された方を対象に三朝産特別栽培
米を贈呈している。この事業では新生活
に係る負担軽減と町の特産品である三朝
米のＰＲも兼ねるほか、また対象者には
移住に係るアンケート調査を行うなど今
後の移住・定住対策に活かすこととして
います。

337

報償金　336,700円

実施世帯：９世帯
うち平成28年度新規　６
世帯

21
９　市町村の自主的
な行政運営

【みささの子ども笑顔事業】
　「子育て支援のまち」宣言を行った本
町では、子育て不安の解消や町の支援事
業を紹介するため「ネウボラ紹介ムー
ビー」を作成し町HP上で公開した。掲載
URL（http://www.kosodate-
misasa.jp/12305.html）

432 委託料　432,000円

　　　　　　　　　　　　　計 18,963 18,963,831


