
別紙１

市町村名 湯梨浜町

（１）基本交付額分 【湯梨浜町】

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

まちづくり創造事業・まちづくりス
テップ事業
　町の活性化及び振興の中核とな
る人材・団体育成、また、地域振興
と住民主体のまちづくり促進のた
め、自主的・継続的にまちづくりの
創造活動を行う団体に対して助成
を行った。
【まちづくり創造事業】1団体助成
（対象経費の1/2以内で上限20万
円助成）

384 補助金：384,480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

いきいきボランティア団体活動助成
事業
　住民参加型のボランティア活動を
行う団体に対して助成を行った。
11団体助成[対象経費の1/2以内
（ただし燃料費及び食糧費は
10/10）で上限10万円を助成]

318  補助金：318,944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

高齢者居住環境整備助成事業
　高齢者が可能な限り自宅にお
いて自立した生活が送れるよ
う、住環境の整備を行う対象者
に対して533千円を上限に経費の
一部を助成した。

159 補助金：159,400円

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

障がい者住宅改良助成事業
　住宅で生活する重度障がい者
が在宅生活を継続するために必
要な住宅改良に対して助成し
た。

2,440 補助金2,440,000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

中核的担い手農家育成補助事業
 認定農業者等が、利用権設定に
より農地　を3年以上借り受けた
場合、集積奨励金として1年当た
り2,000円／10a、遊休農地加算
として1回に限り25,000円／10a
を交付した。

1,544 補助金：1,544,500円
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対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

6

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
　食を通じた健康づくりを目指
し、町内関係機関で連携をとりな
がら、講演会や出前講座、広報媒
体、チラシ等を活用し、町民に対し
て正しい生活習慣・食生活の普及
啓発活動を行った。

167

合計：167,780円
賃金：3,408円

報償費：150,000円
需用費：14,372円

7

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

人権教育推進員費
　人権教育推進員を設置し、人権
教育推進体制の充実を図るための
指導助言を行った。 2,330

合計：2,330,844円
報酬：2,004,000円

社会保険料：315,720
円

旅費：11,124円

8

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
　地区住民の困難な問題を解決す
るため生活相談員を設置して、周
辺地域住民の福祉の増進を図っ
た。

2,459

合計：2,459,545円
報酬: 2,004,000円

社会保険料：299,545
円

旅費: 156,000円

9

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

文化財保護団体育成事業
　民俗行事及び伝統芸能の保存伝
承を図るため、無形民俗文化財
（県・町指定分）保護団体の公開・
伝承活動に対して、対象経費の
1/2を上限に補助金を交付した。
　東郷浪人踊保存会（県指定）、宇
野三ツ星盆踊り保存会（町指定）、
橋津のふるさとの文化を守る会（町
指定）、泊貝がら節保存会（町指
定）、泊大名行列保存会（町指定）

116

補助金：389,000円

ふるさと応援基金繰入
金　△273,000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

町文化団体協議会育成事業
　町内の文化団体で組織されてい
る文化団体協議会の活動を支援
し、文化団体の育成と資質の向上
及び本町の文化芸術振興を図っ
た。
・加盟団体の活動支援助成及び会
報紙発行費用の助成。

337 補助金：337,680円
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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

文化財保護事業
　文化財の啓発と活用を図り、見学
者の利便性の向上のため、除草作
業を実施した。
　鳥取藩台場跡橋津台場跡（国史
跡）、橋津古墳群（4・6・7・8号墳：国
史跡）、北山古墳（国史跡）、河口
城跡（町指定）、宮内狐塚古墳

1,048 委託料：1,048,400

12
９　市町村の自主的な行
政運営

東郷湖・未来創造会議事業
　東郷湖周辺の地域資源を活用し
ながら、町民との協働によるまちづ
くりを推進するため、平成23年度に
東郷湖・未来創造会議を設立。町
民主導のワークショップとして様々
な提案やアイデアを集約し、中長
期的な発展戦略として事業展開を
図った。
　・会議の開催経費等を支出。

255

合計：255,012円
報償費：120,900

費用弁償：118,040円
通信運搬費：16,072円

13
９　市町村の自主的な行
政運営

集落づくり総合交付金（防犯灯設
置交付金）
　自治会が設置する防犯灯の設置
費用を助成した。
【補助率等】※いずれの場合も1基
当り5万円が上限
LED防犯灯の更新…設置費用×
2/3（撤去費及び処分費は除く）
LED防犯灯以外の新設又は更新
…設置費用×1/2

959 補助金：959,643円

14
９　市町村の自主的な行
政運営

天女のふる里づくり事業
　東郷湖・未来創造会議で集約し
た事業を年次的に展開し、新たに
東郷湖のシンボルとして設定した
天女によるまちづくりを積極的に推
進した。東郷湖のポテンシャルを最
大限活かすためのキーワードとして
天女をシンボライズしながら、他地
域と差別化される特色あるまちづく
りを推進するとともに、地域活性化
を促した。
・イメージ戦略推進事業（天女サミッ
ト、サミット参加自治体イベントへの
参加等）

392

支出合計：426,522円
旅費：216,350円

消耗品：32,772円
通信運搬費：3,340円
使用料及び賃借料：

21,100円
原材料：152,960円

雑入　△34,000円
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15
９　市町村の自主的な行
政運営

地域のにぎわい創出事業
　自治会の枠を超えた地域が主体
的に取り組む、運動会・祭り・芸能
大会等に対して補助金を交付し、
住民によるにぎわいの創出を図っ
た。
・補助金交付限度額　90,000円＋
（地域人口×150円）

3,124
補助金：3,124,111円

16
９　市町村の自主的な行
政運営

自治基本条例策定事業
　　「自立・共助」「情報共有」「参画
協働」などを進めていくため、町
民、議会、行政が互いに尊重し合
い、協働のまちづくりを行うための
理念・方針などを定めるとともに、町
民参加に必要な情報を共有し、町
民だれもが積極的にまちづくりに参
画できるよう町政運営の基本的な
考え方や仕組み等を定める自治基
本条例（仮称）を策定し、活力に満
ちた地域社会の実現を図る。

0
策定凍結、中止により

経費支出　0円

17
９　市町村の自主的な行
政運営

町男女共同参画推進会議補助金
　男女共同参画社会の実現に向け
て、町民と行政とが協働して計画的
に施策を推進するために、湯梨浜
町男女共同参画推進会議の実施
する普及啓発などの活動に対して
助成を行った。　推進会議の主な
活動は、男女共同参画フォーラム
の開催や各種研修会への参加等。

140 補助金：140,000円

18
９　市町村の自主的な行
政運営

防災対策特別強化事業
　防災対策に造詣が深い者（自衛
隊OB）を防災対策官として任命し、
自主防災組織の組織化を推進し、
地域防災力の向上を図った。
　自主防災組織設立団体数　2団
体（68/75地区→70/75）
　自主防災組織等防災講習会　実
施件数　３１件

3,270

合計：3,270,222円
社会保険料：369,694

円
賃金：2,509,120円
需用費：382,984円

通信運搬費：8,424円
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19
９　市町村の自主的な行
政運営

国際交流協会補助金
　各国の異文化に対する理解と認
識を深めながら、草の根交流と多
文化共生を推進する町国際交流協
会の活動に対して、対象経費のう
ち400千円を助成した。
・町アロハフレンドシップ事業への
協力
・国際理解文化講座や外国語学習
会などの開催
・国内外交流及び他市町との交流
・会報の発行

400 補助金：400,000円

20
９　市町村の自主的な行
政運営

アロハフレンドシップ補助金
　本町と姉妹都市提携を結んでい
るアメリカ・ハワイ郡及び両商工会と
の友好・経済交流を促進する実行
委員会の活動に対し助成した。

1,327

補助金：5,927,019円
　

ふるさと湯梨浜応援基
金繰入金△4,600,000

円

21
９　市町村の自主的な行
政運営

出産・入学・卒業祝金支給事業
町独自の人口増対策及び子育て
支援施策として、第３子の出産に対
し出産祝い金５０,０００円、また第３
子の小学校入学時及び中学校卒
業時に各３０,０００円の祝い金を支
給した。

2,600
扶助費：2,600,000円

22
９　市町村の自主的な行
政運営

心身障がい者交通費助成事業
　人工透析で病院へ通う者又は作
業所へ通う知的障がい者等、並び
に精神保健手帳保持者及び自立
支援医療受給者で精神通院をして
いる者で、住民税（町民税）が課さ
れていないものが、通院・通所に係
る交通費の自己負担分の１／２を
助成した。

1,251 扶助費：1,251,566円
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23
９　市町村の自主的な行
政運営

乳幼児ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ・おたふくかぜ・ﾛ
ﾀｳｲﾙｽ予防接種費用助成事業
　免疫力が弱い乳幼児の感染症の
流行・重症化予防と、保護者の経
済的負担の軽減の観点から、上記
の任意予防接種について、就学前
の乳幼児を対象に接種費用の1/2
を助成した。（上限額：インフル
1,500円×2回、おたふく3,000円、
ロタウイルス4,000円×2回または3
回（接種回数による））

2,527 委託料：2,527,000円

24
９　市町村の自主的な行
政運営

雇用促進奨励金
町内在住者の雇用を拡大するた
め、町内在住者を新たに正規の常
用労働者として、6カ月以上継続雇
用した町内事業者に対して、奨励
金を1人あたり20万円（新卒者の場
合は30万円）を交付した。

900 補助金：900,000円

　　　　　　　　　　　　　計 28,447 28,447,000


