
（１）基本交付額分 【北栄町】

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

【地域の自立活性化活動支援交付金事
業】
○地域の自立・活性化にむけて積極的な
活動を行おうとする自治会に対し、町が
人的、財政的な支援を行うことによっ
て、地域はもちろん町全体の活性化を図
る。

①地域の自立・活性化のための事業（上
限10万円）
【実績】①2件185,000円

185 補助金　185,000円

2

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

【国内外の交流推進事業】
○友好交流協定を締結している滋賀県湖
南市と台湾大区と相互交流を行い、互い
の町の発展を図る。

・6月17日　湖南市から訪問団を受入。
・5月22日～25日　台湾の青少年訪問団
を受入。
・8月5日　湖南市夏祭りへ参加、北栄町
ブースを出店。
・10月20日　湖南市石部宿まつりへ参
加、北栄町ブースを出店。

1,956

報償費　255,860円
旅費
需用費　669,433円
役務費　355,420円
使用料及び賃借料
836,220円

販売収入　160,700円

3

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が
自宅において自立した生活
を送るための居住環境の整
備に対する助成に要する経
費

【障がい者等住宅改良助成事業】
◯在宅障がい者の日常生活の利便を向上
させるために必要な住宅改良に要する費
用の2/3を助成する。
・H29年度実績なし

0 実績なし

4

３　福祉保健の充実
（１）障害者又は高齢者が
自宅において自立した生活
を送るための居住環境の整
備に対する助成に要する経
費

【高齢者居住環境整備事業】
◯日常生活の利便を向上させるために必
要な住宅改良に要する費用の2/3を助成
した（1件）。
・対象　要支援または要介護認定者で非
課税世帯

163
負担金補助及び交付金
163,000円

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

【農地流動化推進事業助成金事業】
○認定農業者が、農地を3年以上の賃貸
借設定による借入をした場合に10a当た
り2,000円を助成した。
○認定農業者以外が、農地を3年以上の
賃貸借設定による借入をした場合に10a
当たり1,000円を助成した。

11,557
負担金補助及び交付金
11,556,746円

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】
○所有者自らが行う、保全松林から2km
以内の松くい虫被害木の伐倒駆除に対
し、基準単価表に基づき、事業費の6割
を助成した。

200
負担金補助及び交付金
199,800円

7

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

【松林保全推進事業】
○森林病害虫などを早期に駆除し、その
蔓延を防止した。
○抵抗性クロマツを配布し保全松林を再
生した。

124
報償費　24,000円
原材料費　100,197円

8

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】
○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を設置した。
・設置人数：1名

2,192
報酬　2,168,036円
旅費　24,000円



（１）基本交付額分 【北栄町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費
（千円）

内訳（円）

9

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

【人権を学ぶ会事業】
◯自治会単位で開催する「人権を学ぶ
会」を実施し人権意識の高揚を図る。
・町内全自治会（63ヵ所）で開催

415
報償費　294,000円
備品購入費　120,744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

【北栄文芸編集・発行事業】
○幅広い年齢層において短歌・俳句・作
文等の作品を募集し、文芸誌として発刊
することで、文芸の芽を育て地域文化活
動の活性化を図った。
・年4回発刊（1回当たり300部）

749
報償費　72,000円
需用費　677,160円

11

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

【展示・鑑賞・発表経費事業】
○公民館活動の発表と鑑賞を通じ、町民
の交流を図ることができた。
・第12回公民館まつり作品展1月27日～2
月4日、芸能発表会2月4日
○美術展を開催し、町民等から多くの美
術作品を募り展示することによって創作
活動の振興を図った。
・第13回美術展11月3日～11月15日

1,936

報償費　569,130円
需用費　583,575円
役務費　19,000円
委託料　764,167円

12

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

【芸術文化活動促進事業】
○町民が本物の芸術文化に接する機会を
提供し、芸術振興を図る。
・H29年度実績なし

0 実績なし

13

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

【歴史民俗資料館展示事業】
町内に残る貴重な資料の散逸を防ぐため
にも収集・記録・保存していくよう努め
るとともに保存している資料の展示等を
行いながら資料の有効活用を図る。
○特別企画展「福本和夫ふくろうコレク
ション展」ほか

1,609

報償費　114,448円
需用費　675,208円
委託料　818,848円

14

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

【文化財保護対策事業】
町内に存在する各文化財の管理・補修等
保存と活用を図った。
○国指定（東高尾観音寺）応急修繕
○文化財の管理委託（由良台場、妻波古
墳群、豊田邸跡、亀谷収蔵庫）

1,569
報償費　179,000円
需用費　623,050円
委託料　767,532円

15

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

【青少年劇場巡回公演委託事業】
小・中学校で次の公演等を実施した。
○青少年劇場巡回公演　北条小、大栄小
○芸術鑑賞教室　大栄中

1,057 委託料　1,057,320円

16
９　市町村の自主的な行政
運営

【外出支援サービス事業】
要支援・要介護状態または障がい者の方
で、ひとりで公共交通機関の利用が困難
な方に対し、外出支援サービス専用車で
通院送迎サービスを実施した。また、タ
クシー利用助成を行った。

15,356
需用費　402,706円
負担金補助及び交付金
14,953,420円

17
９　市町村の自主的な行政
運営

【すいか・ながいも健康マラソン大会】
○全国に誇る名を誇る大栄スイカ・砂丘
ながいもの畑の中を楽しく走り、健康・
体力づくりを推進し、魅力あるふるさと
の情報発信を行った。

・すいか・ながいも健康マラソン大会
6月18日
総参加者　4,729名

598

賃金　1,012,840円
報償費　3,052,700円
需用費　4,259,989円
役務費　751,730円
委託料　3,728,830円
使用料及び賃借料
3,307,828円
備品購入費　183,600円

参加費　15,698,997円

　　　　　　　　　　　　　計 39,666 39,666,840



（２）調整交付額分 【北栄町】

対象分野名 事業名・事業内容
事業費
（千円）

内訳
（円）

1 ⑤その他

【コナンのまちづくり事業】
○県が進める「まんが王国とっと
り」と連携し、本町出身の漫画家、
青山剛昌氏が描く名探偵コナンを活
用したまちづくりを展開し、交流人
口を増加させ、賑わいと活力を創出
する。

1,964

需用費　782,376
委託料　7,333,077
工事請負費　914,880
使用料及び賃借料　446,304

巨大迷路入場料　5,767,000
ふるさと北栄基金繰入金
1,746,000

　　計 1,964 1,964,333


