
平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（琴浦町）

市町村名 琴浦町

（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

【部落自治振興費補助事業】
　町民の住みよい豊かな地域社会の
形成及び地域自治の振興を図るた
め、活動費等に対し助成する。

492 補助金　491,800円

2

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

【バス及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
を設置する経費を助成する。（補助
率：10/10、上限600千円）

599 補助金　599,400円

3
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】
　乳幼児及びその保護者に対して、
健康診査、保険指導等を行い健康の
保持増進と育児不安の軽減を図り
もって、子どもを産み育てやすいま
ちづくりの実現を目指す。

562

報償費 　　460,000円
消耗品費　　14,883円
印刷製本費　18,144円
借上料　　　69,450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

【琴浦会】
　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。

24
報償費 　17,714円
借上料　　6,180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

【規模拡大農業者支援事業】
　効率的な経営体の育成を図るた
め、農地の集積を行った認定農業者
に対し、80千円/haを交付する。

5,772 交付金　5,771,680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

【農業体験学習事業】
　町内小学生へ二十世紀梨、中学生
へそばの栽培体験学習を行い、地産
地消意識の高揚を図る。

581

○梨体験学習
　需用費　 59,928円
　借上料　400,000円

○そば栽培
　報償金　51,000円
　需用費　 3,683円
　借上料　66,100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

【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、梨及び葡萄の生産量の向
上と消費拡大を図る。

1,317 補助金　1,317,174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】
　人権問題解決のため住民自立支援
及び福祉の向上を図るため生活相談
員を2名配置する。

4,678

○東伯地区（1名）
　報酬　 2,212,800円
　費用弁償　73,260円

○赤碕地区（1名）
　報酬　  2,212,800円
　費用弁償　179,117円



平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（琴浦町）

市町村名 琴浦町

（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）

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

【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て全
自治会にて懇談会を実施する。

1,012
報償費　 79,000円
委託料　933,383円

10

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、講演会等を実施する他、男女
共同参画プランに基づき広報・啓発
を行う。

274

報償費　 54,000円
需用費　 25,220円
委託料　193,552円
使用料　  1,020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

【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）

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

【文化活動事業】
　地域で活動する文化活動家の日頃
の成果を発表するため、陶芸・竹細
工・水墨画などを発表する文化祭を
開催し、文化活動の活性化を図る。
また、新たな文化活動者の確保及び
文化振興を目的として、体験講座の
開催を支援する。

947
需用費　 32,400円
委託料　874,800円
補助金　 40,000円(4名)

13

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】
　古墳・天然記念物の指定文化財の
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、点検及
び清掃を行う。

3,988
補助金　3,618,000円
賃金　　   36,450円
委託料　  334,000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。

500 補助金　500,000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

【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及び巡
回公演を実施し文化・芸術の振興を
図る。

310 委託料　309,960円

16
９　市町村の自主的な行政
運営

【「いいね！ことうら」発見事業】
　写真コンテストを実施し、琴浦町
の新たな魅力発見の機会を作ること
で、若者の流出に歯止めをかけ、ま
た、県外へ進学・就職した方のU
ターン等を促進する。

132
報償金　 8,000円(4名)
報償費　40,000円
需用費　84,240円

17
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

18
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、タクシー料金
の一部を助成し、社会参加を促進す
る。

854
消耗品　 26,413円
扶助費　827,000円



平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（琴浦町）

市町村名 琴浦町

（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）

19
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、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。

891 扶助費　891,310円

20
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、音声機能障がい等をお持
ちの方との意思疎通を図るととも
に、手話の普及を図る。

37
報償金 　33,000円
費用弁償　3,480円

21
９　市町村の自主的な行政
運営

【鳴り石の浜公衆トイレ新設・下水
道接続工事】
　鳴り石の浜は地元住民がプロジェ
クトを立ち上げ、琴浦町の新たな観
光拠点となっている。高齢者団体、
サーファー、就学旅行生などの観光
客増加により急務となっていたトイ
レ整備を行い、さらなる観光振興に
つなげる。

254
委託料 　　　1,134,000円
工事請負費　15,120,000円
基金繰入金△16,000,000円

23,384 23,384,341計



（２）調整交付額分

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、住みよいまちづくり、創
造性豊かな人づくり等、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。

917 補助金　917,654円

　　計 917 917,654


