
（１）基本交付額分 【琴浦町】

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

【コミュニティ施設バリアフリー化支援
事業】
　町民の住みよい豊かな地域社会の形成
および地域自治の振興を図るため、公民
館のスロープ設置、段差解消、トイレの
洋式化等、バリアフリー化するための改
修工事に助成する。（補助率：1/2、上
限500千円）

1,879
補助金　　1,879,000円
　　　　　　　（6件）

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

【輝く地域づくり事業】
　地域住民が主体となり、活力ある地域
を築いていこうとする取り組みを支援す
るため、地域課題の解決に向けた取組み
をする団体に対して補助金を交付する。
また、研修等を地域内で開催する場合の
講師謝金を支給する。

188 補助金　　　187,945円

3

１　主体的な住民活動へ
の支援
（２）公共交通機関利用
促進のために住民が主体
となって行う活動に要す
る経費

【町営バスおよび広域路線バス待合所設
置費補助事業】
地域が主体となって、バス待合所を設置
する費用を助成する。（補助率：
10/10、上限600千円）

0

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

【琴浦会】
　県外に在住している琴浦町出身者を会
員として、東日本、西日本地区にて交流
会を開催し、町特産品の販路拡大、人脈
を活用した町の産業振興のきっかけづく
り、移住定住の促進につなげる。

590

報償費　　 　38,059円
消耗品費　　176,528円
使用料　　　175,005円
借上料　　　200,831円

5
２　観光・交流の推進
（２）観光案内板の設置
に要する経費

【道の駅琴の浦　塔屋看板修繕工事】
　物産館が道の駅になったことに伴い、
塔屋看板を「道の駅　琴の浦」に変更す
る。

2,888 修繕料　　3,888,000円
地域振興基金△1,000,000円

6

３　福祉保健の充実
（４）地域住民の健康増
進を図るために必要な経
費

【母子保健事業】
　乳幼児およびその保護者に対し、健康
診査や保健指導等を行うことにより、健
康の保持増進と育児不安の軽減を図り、
もって子供を産み育てやすいまちづくり
の実現を目指す。（法定健診分を除く）

3,147

賃金　　　　 30,940円
報償費　　　448,000円
消耗品費　　 35,240円
印刷製本費　214,144円
医薬材料費　 16,914円
委託料　　2,313,500円
借上料　　　 88,430円

7

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

【規模拡大農業者支援事業】
　農地の流動化を促進することで農業に
おける担い手の規模拡大を増進し、効率
的な経営体の育成を図るため、3年以上
の農地賃貸借を行い経営規模を拡大した
認定農業者に対して8千円/10ａを交付す
る。

5,705
交付金　　5,704,720円
　　　　　（61件）

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

【農業体験学習事業】
　町内小学生へ梨、中学生へそばの栽培
体験学習を行い、地産池消意識の高揚を
図る。

586

○梨体験学習
　消耗品費　 57,125円
　借上料 　 400,000円
○そば栽培
　報償費  　 48,000円
　消耗品　　 14,996円
　借上料　　 66,100円

9

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

【果樹共済掛金助成事業】
　梨等果樹生産農家の共済掛金の2割を
助成することにより、経営安定を支援
し、梨および葡萄の生産量の向上と消費
拡大を図る。

1,244 補助金　　1,244,460円



（１）基本交付額分 【琴浦町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

10

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】
　生活実態に現れる人権課題の解決のた
め、人権問題の学習機会の拡充、学習内
容の充実など社会教育活動の一層の推進
を図ることを目的とし、人権教育推進員
を配置する。

2,323
報酬　　　2,259,600円
費用弁償　　 63,565円

11

７　人権尊重の社会づく
りの推進
（２）人権問題解決のた
めの住民の自立支援及び
福祉の向上を図る相談員
の隣保館等への設置に要
する経費

【生活相談員設置事業】
　人権問題の解決・地域福祉の向上・人
権啓発のための住民交流の拠点として、
また、住民の身近な相談窓口としての役
割を担うため、生活相談員2名を配置す
る。

4,475

○東伯地区（1名）
報酬　　　2,028,400円
費用弁償　　 91,205円
○赤碕地区（1名）
報酬　　　2,212,800円
費用弁償　　142,228円

12

７　人権尊重の社会づく
りの推進
（４）人権意識の向上を
図る研修会等の開催に要
する経費

【地区懇談会開催事業】
　一人ひとりが尊重され、心豊かに繋が
り合うまちづくりを目指し、全自治会に
て懇談会を実施する。

1,044
委託料　　  955,613円
報償費　　   88,000円

13

７　人権尊重の社会づく
りの推進
（４）人権意識の向上を
図る研修会等の開催に要
する経費

【男女共同参画推進事業】
　地域での男女共同参画社会実現のた
め、講演会の開催や、広報・啓発を行
う。

324
報償費　　   20,000円
委託料　　　174,068円
補助金　　　130,000円

14

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

【無形民俗文化財の伝承保存事業】
　県・町指定無形民俗文化財（三本杉盆
おどり、逢束盆おどり、以西おどり）の
伝承保存のため、各保存会が実施する後
継者育成の活動費等に助成を行う。

60
補助金　　　 60,000円
             (3団体)

15

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

【文化財保存事業】
　指定文化財の周辺清掃や草刈り作業を
実施し、室内にある仏像等については点
検および清掃を行う。

27 賃金　　　 　26,577円

16

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

【文化財公開・活用促進事業】
　国指定文化財である「河本家住宅」の
一般公開を開催する経費の助成を行う。

426 補助金　　　426,000円

17

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

【小学校青少年劇場小公演・巡回公演事
業】
　小学生を対象に、劇場小公演および巡
回公演を実施し、文化・芸術の振興を図
る。

418 委託料　　　417,960円

18
９　市町村の自主的な行
政運営

【国際交流協会補助事業】
　国際交流協会の運営費を助成し、在住
外国人との異文化交流を促進し、町民の
国際交流への関心を高める。

100 補助金　　　100,000円

19
９　市町村の自主的な行
政運営

【重度障がい者タクシー料金助成事業】
　重度障がい者（身体1・2級、療育Ａ、
精神1級）に対してタクシー料金の一部
を助成し、社会参加を促進する。

906
消耗品　　 　25,563円
扶助費　　  881,000円

20
９　市町村の自主的な行
政運営

【障がい者交通費助成事業】
　人工透析の通院や、事業所を利用する
障がい者の通所にかかる交通費の一部を
助成する。

1,116 扶助費　  1,116,445円



（１）基本交付額分 【琴浦町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

21
９　市町村の自主的な行
政運営

【手話通訳者派遣事業】
　鳥取県手話言語条例に基づき、町が主
催する事業に対して手話通訳者を派遣
し、音声機能障がい等のある方との意思
疎通を図るとともに、手話の普及を図
る。

22
報償費　　 　18,000円
費用弁償　　  3,740円

22
９　市町村の自主的な行
政運営

【縁結び事業】
　結婚を希望する独身男女の出会いの場
の創出やセミナー等の開催により、未
婚・晩婚化の解消を図る。

64 報償費　　 　64,000円

23
９　市町村の自主的な行
政運営

【新婚家庭支援事業】
　町内への新婚夫婦の定住を促すため、
新婚世帯に対する家賃助成を行い、経済
的負担を軽減するとともに婚姻に伴う町
外流出を抑える。また、子育て支援策な
どをＰＲすることでその後の町内への定
住を図る。

3,376
補助金　　3,376,000円
　　　　　（19件）

24
９　市町村の自主的な行
政運営

【第3子以降出産祝い金交付事業】
　第3子以降を対象に出産祝い金を交付
し、出産により必要となる経済的負担を
軽減することにより、安心して出産ので
きる環境を整備し、人口減少に歯止めを
かける。

4,000
扶助費　　4,000,000円
　　　　　（34件）

　　　　　　　　　　　　　計 34,908 34,908,701



（２）調整交付額分 【琴浦町】

対象分野名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳

（円）

1
④地域コミュ
ニティの形成

【まちづくりネットワーク事業】
　自主的な地域づくり活動などに取り
組む住民・活動団体などが、地域の活
性化やまちづくり等、健全な地域の発
展を推進する主体的な取り組みを支援
し、地域活性化を図る。

1,006 委託料　　1,006,674円

　　計 1,006 1,006,674


