
平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（南部町）

市町村名 南部町

（１）基本交付額分 【南部町】

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

【生活道路改善支援事業】
住民自らが地域の道路を整備する地区
に上限1,000千円以内で助成する。地
域の特色ある道づくりや快適な通行、
地域将来像の創造等の新たな需要に対
応し、地域の自立、活性化を目指す。
■4協議会実施

2,180

＜支出額＞
その他補助金
　　2,257,799円
＜控除額＞
78,186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

【まちづくり推進助成事業】
集落等が行う環境美化・環境改善につ
ながる事業の半額を助成する。
■申請：11団体

1,045

＜支出額＞
その他補助金
　　1,045,100円
＜控除額＞
なし

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

【地域振興交付金事業】
町内７地区の地域振興区を運営する地
域振興協議会が各地域で主体的に取り
組む活動・事業を支援する。

10,977

＜支出額＞
自治組織交付金
　　13,095,228円
＜控除額＞
　　2,117,984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

【国際交流事業】
国際交流推進、活性以下を行う町の国
際交流協会の活動を支援する。

199
＜支出額＞
その他補助金
　　199,000円

5

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

【全国柿の種吹き飛ばし大会・親善
ゲートボール大会】
県外住民と町内外住民が参加し開催す
る柿の種吹き飛ばし大会と親善ゲート
ボール大会などの経費。

837

＜支出額＞
その他補助金
　　837,078円
＜控除額＞
なし

6

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

【広域観光推進事業】
観光情報を広域共有により、利用者
（来町者）の利便性の向上、事業の活
性化を図る。

1,417

＜支出額＞
その他補助金
　　1,417,575円
＜控除額＞
なし

7

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

【観光プロモーター等設置事業】
ノウハウを持った専属の者による町の
情報発信や誘客拡大を図り、交流人口
の増加、定住化へつなげる。
 ・観光協会補助金のうち、プロモー
ター賃金(3,456千円)、イベント補助
委託料(267千円)

3,724

＜支出額＞
その他補助金
　 7,804,916円
＜控除額＞
事務局費用
　4,081,192円

8

３　福祉保健の充実
（３）身体障害者その他の
就職困難者に対する就職準
備のための助成に要する経
費

【就職奨励金支給事業】
新規学校卒業者のうち身体障がい者
等、就職について特に援助を必要とす
るものに対し、就職奨励金を支給す
る。
■2名×25千円

50

＜支出額＞
扶助費
　　50,000円
＜控除額＞
なし
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平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（南部町）

市町村名 南部町

（１）基本交付額分 【南部町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

9
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

【食育推進事業】
食生活の面から住民のＱＯＬ向上させ
健康増進につなげる。また、食生活改
善推進員活動による正しい食習慣の定
着を目指す。

328

＜支出額＞
消耗品費
　　26,319円
原材料費
　　38,074円
その他補助金
　 270,000円
＜控除額＞
消耗品費の一部
　　6,329円

10
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

【インフルエンザワクチン接種事業】
積極的なワクチン接種により感染予防
や重症化を防止する。
・中学生以下のインフルエンザ接種案
内事務経費及び接種費用。（通知用
紙、封筒、郵送料、接種費用）
・接種費用助成
　小学生未満　1,000円×2回
　小学生　　　1,000円×2回
　中学生　　　1,000円×1回

999

＜支出額＞
扶助費
　　1,002,400円
＜控除額＞
扶助費（高齢者分）
　　3,200円

11
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

【ライフサイエンス推進事業】
がん健診への関心を高め受診率の向上
と早期発見に繋げる。がんスクリーニ
ング検査の年齢拡大、期間延長をし、
若年層への受診にも繋げる。
・検査機関への検査費用一部助成
　19,440円-自己負担分3,000円の差額
■受検者：11名

181

＜支出額＞
その他委託料
　　180,840円
＜控除額＞
なし

12

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

【担い手規模拡大促進事業】
認定農業者等の農地集積を促進し、遊
休農地の解消を図る。新たに3年以上
の利用権設定（賃貸借）を行う場合、
10aあたり4,000円を交付する。
■申請：4名、4団体

962

＜支出額＞
その他補助金
　　962,080円
＜控除額＞
なし

13

６　農林水産業等の振興
（４）農林水産業を営む個
人又は法人その他の団体が
行う農林水産業に従事する
人材の確保・育成のための
試行的な取組の支援に要す
る経費

【汗かく農業者支援事業】
所得向上のための販売を目的とした事
業を行う個人農業者及び小規模な団体
に限り、養魚田・施設整備・栽培促進
の実施に支援する。この支援をきっか
けに農家収入意欲を高め小規模農業に
おける人材の確保を行う。
■申請：2名、1団体

265

＜支出額＞
その他補助金
　　265,000円
＜控除額＞
　なし

14

６　農林水産業等の振興
（４）農林水産業を営む個
人又は法人その他の団体が
行う農林水産業に従事する
人材の確保・育成のための
試行的な取組の支援に要す
る経費

【ふるさとの特産継承支援事業】
特産農産物の生産技術を継承する就農
を促進し、産地の保護及び活性化を図
る。
・町が指定する農産物特産品の栽培集
荷を行う継承人（農業経営者、団体、
認定農業者）、研修生を指導する伝承
人、③特産農業者（継承人、研修生、
認定新規就農者）への支援。
　①機械及び施設資材費用支援
　②指導、育成奨励金
　　（2年以上の研修で）
　③家賃補助
■申請：1名（申請事業①）

210

＜支出額＞
その他補助金
　　209,500円
＜控除額＞
なし
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平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（南部町）

市町村名 南部町

（１）基本交付額分 【南部町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

15

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

【地産地消奨励事業】
地産地消を目指して町内の生産農家が
組織した食材連絡協議会に参加する生
産農家に対して、学校給食等への食材
供給に要した経費の一部を助成し促進
を図る。
・出荷手数料15％のうち10％を補助
■H28出荷：36名、6団体

523

＜支出額＞
その他補助金
　　522,717円
＜控除額＞
なし

16

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（宮前隣保
館）】
地域福祉の向上と促進のための相談活
動を行い、生活上の自立支援を行う生
活相談員を設置する。

2,331

＜支出額＞
非常勤職員報酬
　　2,004,000円
社会保険料
　　289,653円
共済費(保険料・労災保
険)　295,705円
借上料
　　 30,944円
＜控除額＞
なし

17

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】
人権問題の学習活動についての企画、
指導、学習相談及び施策の推進にあた
る人権教育推進員を設置する。

2,329

＜支出額＞
非常勤職員報酬
　　2,004,000円
社会保険料
　　289,653円
共済費(保険料・雇用保
険)　  325,044円
＜控除額＞
なし

18

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

【文化財保護事業】
文化財の保存や伝承活動の支援を行
い、地域文化活動の活性化を図る。

485

＜支出額＞
その他補助金
　　　　485,000円
＜控除額＞
なし

19

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

【夢に向かって自立する子どもの育成
増進事業】
音楽、演劇等の芸術鑑賞会を小中学校
で行う。

1,199

＜支出額＞
その他委託料
　　1,821,920円
＜控除額＞
その他委託料の一部
　　623,120円

20
９　市町村の自主的な行政
運営

【移住・定住促進対策事業】
人口増を目的とし、定住促進や地域の
活性化につなげるため、新婚・子育て
世帯の賃貸住宅家賃を助成する。
■申請：14件

2,110

＜支出額＞
その他補助金
　　6,118,050円
＜控除額＞
その他補助金の一部
　　4,007,800円

21
９　市町村の自主的な行政
運営

【老朽危険家屋等対策事業】
近隣住宅や道路などに支障を及ぼす老
朽危険家屋等の解体撤去や倒壊家屋撤
去の経費の一部を助成する。（上限
300,000円）
■申請：3件

680

＜支出額＞
その他補助金
　　680,000円
＜控除額＞
なし
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平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（南部町）

市町村名 南部町

（１）基本交付額分 【南部町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

22
９　市町村の自主的な行政
運営

【防犯対策事業】
各地域から設置要望のある箇所に防犯
灯を設置又はLEDへの交換を行い、生
活の安心・安全を図る。
■修繕：10件、工事：3件

787

＜支出額＞
施設修繕料
　　203,114円
工事請負費
　　584,280円
＜控除額＞
なし

23
９　市町村の自主的な行政
運営

【心身障がい者（児）医療費助成】
身障3・4級、療育B、精神2級の者で70
歳未満の方へ自己負担額の一部を助成
する。（所得制限あり）
■申請：392件(述べ）

4,833

＜支出額＞
通信運搬費
　　34,659円
扶助費
　　4,798,772円
＜控除額＞
なし

24
９　市町村の自主的な行政
運営

【重度心身障がい者福祉タクシー代助成】
身障1・2級、療育Aの社会参加支援の
ため、タクシー代の助成を行う。
・1枚500円、1か月2枚を助成

437

＜支出額＞
消耗品費
　　5,000円
扶助費
　　431,700円
＜控除額＞
なし

25
９　市町村の自主的な行政
運営

【人工透析患者通院費助成】
人工透析患者の負担を軽減するため通
院費を助成する。
・自家用車　1kmあたり10円×1/2
・タクシー、バス
　（実費－4,000円）×1/2
・上限　20,000円/月
■申請：46件（述べ）

559

＜支出額＞
扶助費
　　558,970円
＜控除額＞
なし

26
９　市町村の自主的な行政
運営

【単独介護用品支給事業】
在宅で重度介護度の方を介護している
家族に対し、介護用品支給を行う。
（要介護度4・5の非課税世帯：4,000
円/月、要介護4・5の課税世帯、要介
護3の世帯：2,000円/月）

1,983

＜支出額＞
通信運搬費
　　12,326円
扶助費
　　1,970,239円
＜控除額＞
なし

27
９　市町村の自主的な行政
運営

【認知症対策事業】
認知症サポーター養成講座を開催し、
認知症について正しい知識を普及啓発
する。また、各医療機関と連携し、家
族会への支援、予防啓発を行う。

2,351

＜支出額＞
消耗品費
　　16,609円
その他委託料
　　1,920,000円
その他補助金
　　414,630円
＜控除額＞
なし

28
９　市町村の自主的な行政
運営

【三世代同居支援事業】
転入、転居によりあらたに三世代の家
族が同居、又は町内居住のための住宅
の新築、増改築、リフォームに対して
支援を行う。（10万円以上の工事費で
工事の1/3を助成。上限は60万円）
■申請：4件

2,400

＜支出額＞
その他補助金
　　2,400,000円
＜控除額＞
なし

29
９　市町村の自主的な行政
運営

【地域奨励作物支援事業】
田畑又は遊休農地を活用し販路拡大を
目指す農産物生産団体が実施すつ奨励
作物等の育成、販売促進に必要な経費
を補助する。（上限30万円）

0 申請者なし
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平成２８年度鳥取県市町村創生交付金　監査確認事項（南部町）

市町村名 南部町

（１）基本交付額分 【南部町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

30
９　市町村の自主的な行政
運営

【観光資源等魅力向上事業】
法勝寺川の桜並木をはじめとする町内
の観光名所、地域資源を保全し活用し
ていく経費。さくらまつり、金田川ホ
タルの里支援等。

508

＜支出額＞
その他委託料
　　　　2,207,507円
使用・賃借
　　　　　735,782円
その他補助金
　　　　2,556,125円
＜控除額＞
金田川事業以外の経費
　　4,991,547円

31
９　市町村の自主的な行政
運営

【「教育の日」事業】
教育の日制定に伴い、教育月間中に地
域住民や保護者、関係者への啓発、保
小中一斉公開参観日を実施するもの。

192

＜支出額＞
報償費　　100,000円
旅費　　　 27,480円
印刷製本費 64,800円
＜控除額＞
なし

32
９　市町村の自主的な行政
運営

【学校経営校長戦略事業】
学校、中学校区別の課題を明らかにし
（小中連携・小中一貫教育の推進を基
盤とし）、課題解決への校長のリー
ダーシップの発揮、戦略的取組を展開
する。また、学校課題解決に資する取
り組みを行う。

1,127

＜支出額＞
報償費　　617,000円
旅費　　　173,860円
手数料　　 27,000円
使用・賃借328,752円
＜控除額＞
報償費の一部
　　　20,000円

33
９　市町村の自主的な行政
運営

【高校生サークル国際交流事業】
国際感覚を身に付け、多文化共生のま
ちづくりに協力できる人材育成のた
め、高校生サークルとハンリム大学と
の交流を支援する。

0 他の財源充当有

34
９　市町村の自主的な行政
運営

【祐生記念館活動事業】
歴史的文化・芸術の継承に一翼を担っ
ている板祐生記念館の活動に要する経
費。

991

＜支出額＞
報償費　  95,411円
消耗品費　439,341円
印刷製本費859,248円
手数料　　 62,640円
その他委託料
　　23,760円
＜控除額＞
報償費、消耗品費、印
刷製本費、広告料の一
部
　　488,934円

35
９　市町村の自主的な行政
運営

【図書館普及促進事業】
町立図書館（2館）を会場に年間を通
じて幅広い年代を対象とした企画を実
施する。また、来館のきっかけづくり
を行い、図書館の利用促進と拡充を図
る。

327

＜支出額＞
報償費　 247,921円
旅費　　　 9,768円
消耗品費 120,975円
備品購入費24,070円
＜控除額＞
報償費、消耗品費の一
部
　　75,651円

49,526 49,526,085計
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（２）調整交付額分 【南部町】

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

【大学連携事業】
米の食味向上に関する調査研究。
法勝寺川サクラ調査事業。

100

＜支出額＞
旅費　　14,900円
燃料費　 7,135円
その他委託料
　　300,000円
使用・賃借料
　　78,000円
＜控除額＞
その他委託料
　　300,000円

2
④地域コミュ
ニティの形成

【公共交通検討事業】
町の公共交通の中長期的な計画検
討、公共交通の在り方案策定。
定時定路線型運行への補助。

2,736

＜計画検討・案策定＞

　　　　　2,736,000円
＜定時定路線型運行補助＞

　　　　　 　360,000円

　　計 2,836 2,836,035


