
（１）基本交付額分 【三朝町】

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

【地域自主活動支援事業】
　町内６地区に設立された地域協議会が実
施する地域住民のための自主活動や、伝統
文化の継承など、地域づくりを促進するこ
とを目的とた事業及び運営経費として、１
協議会2,000千円を交付した。
（交付総額 12,000千円）

5,116

交付金　　5,116,227円
 小鹿　　 1,016,857円
 三徳　　 1,084,182円
 みささ　 　681,495円
 高勢　　 　905,800円
 賀茂　　　 693,214円
 竹田　　　 734,679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

【三朝町キラリと光る町づくり支援交付
金】
　地域づくりに取り組む住民・団体等が、
地域の自主・自立の機運を盛り上げ、地域
の活性化を促進するために交付金制度を設
けている。今年度は、竹林整備・活用（竹
灯篭・竹炭づくり）による地域活性化に向
けた取り組みや、三朝の未来を担う人材へ
の研修に対する支援、など全５団体と２名
に対して活動支援を実施した。

1,041

交付金 　1,040,769円

元気な地域づくり分(3団体)
(補助率2/3、上限200千円)
　交付額　429,000円

地域協議会支援分(1団体)
(補助率2/3、上限200千円)
　交付額　379,769円

人材育成分（1団体（1名））
(補助率4/5、上限200千円)
　交付額　232,000円

3

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

【枯松伐採促進事業補助金】
　松くい虫防除事業で駆除できない山林及
び宅地等の枯松を対象に、伐採駆除を行っ
た経費の一部を補助した。

38
補助金　38,000円

対象者　１名

4

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

【みささの味わい発信事業】
　特Ａランクとして評価の高い「三朝米」
や「神倉大豆」など町の特産品について、
認知度向上とブランド化推進のため県内外
で行われたイベントに参加しＰＲ活動を
行った。今年度は６月24、25日に倉吉市で
開催された「食のみやこフェスティバル」
や、11月３日に京都府城陽市の「ＪＯＹＯ
産業まつり」に参加するなど、継続した周
知活動を進めている。

174

合　計　　174,343円

消耗品費　 44,669円
手数料　　 15,984円
保険料　　　　500円
使用料　　113,190円

5

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】
　栄養教諭を中心として、各小中学校での
食育指導を行うとともに、食育に関する企
画・成果発表の機会を設け、食育への理解
増進と復旧に繋げた。
※町内の小中学校（計４校）で食育イベン
トを開催。

24 消耗品費　23,618円

6

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】
　各種人権問題学習活動の指導及び相談を
行うなど、部落差別をはじめとするあらゆ
る差別の解消に向け、人権教育推進を１名
配置した。

1,152 委員報酬　1,152,000円



（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

7

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

【無形民俗文化財保存伝承事業補助金】
　毎年５月に行われる国指定無形民俗文化
財「三朝のジンショ（大綱引き）」伝承の
ため、その原材料となる藤カズラの調達経
費などを補助した。
（ジンショは平成29年５月４日開催）

1,000
補助金　1,000,000円
（上限額　1,000千円）

8

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

【青少年劇場開催事業】
　児童生徒を対象に優れた音楽・芸術の鑑
賞機会を提供し、豊かな情操を養うため青
少年劇場（実施：日本児童青少年演劇協
会）を誘致している。今年度は小学校低学
年を対象とした児童劇を開催した。

472

合　計　　472,324円

消耗品費　　6,804円
委託料　　387,260円
使用料　　 78,260円

9
９　市町村の自主的な行
政運営

【長寿者お祝い事業】
　敬老の日にあたり白寿等の節目の年齢を
迎える方と、金婚を迎えるられるご夫婦を
対象として記念写真（又は記念品）を贈呈
する「お祝い事業」を実施した。撮影には
町内のプロカメラマンが行うため、対象の
方からは大変好評である。

831

合　計　　831,422円

消耗品費　196,892円
委託料　　621,000円
対象者　　　　166名
対象者分の返信用切手
82円×165名＝13,530円

10
９　市町村の自主的な行
政運営

【乳幼児等季節性インフルエンザ接種費助
成金】
　子どもたちの健康対策として、０歳から
中学３年生までのインフルエンザ予防接種
費の一部助成を行った。
※助成額（接種日の1/2、上限1,500円）
０ 歳 か ら 就 学 前 1,500円/回×2回
就学後から中学３年生 1,500円/回×1回

676

補助金　676,100円

接種回数　451回
　乳幼児　258回
　小学生　129回
　中学生　 64回

11
９　市町村の自主的な行
政運営

【空き店舗等活用支援事業】
　温泉街を中心とした空き店舗等への新規
出店を促進するため、町内の空き店舗等を
活用して新たに事業を始める方に対して改
装費等の一部を補助した。今年度は新規に
２名の応募があり、内装等の改装費に補助
金を交付した。また、前年度操業開始者１
名へ運営費として補助金を交付した。
補助額：改装費の1/2（上限　500千円）
　　　　新設費の1/2（上限1,000千円）

1,500

補助金　1,500,000円

補助件数：３件
・店舗改装２件【新規】
・運営補助１件【継続】
※【新規】２件について
は、次年度に500千円交付
予定。

12
９　市町村の自主的な行
政運営

【観光振興地域交付金】
　三朝町の基幹産業である旅館業の振興を
図るため、旅館協同組合の実施する誘客事
業に対して補助を行っている。今年度はス
マホサイトの制作や、吉本興業とコラボし
た「住みます芸人　三朝寄席」の開催、か
にバス（冬期直行バス）ＰＲなどの独自企
画が実施された。
※交付金は前年度の入湯税（宿泊しない者
に係るもの）を限度額としている。

2,431 補助金　2,431,275円



（１）基本交付額分 【三朝町】

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳（円）

13
９　市町村の自主的な行
政運営

【不登校対策支援員配置事業】
　中学校で不登校（不登校傾向）の生徒が
増加してきたため、その対応のため不登校
対策支援員を配置している。

1,351

合　　計　 1,350,987円

社会保険料　 　192,711円
臨時職員賃金 1,152,900円
費用弁償　　 　　5,376円

14
９　市町村の自主的な行
政運営

【未来を拓けみささっ子創造事業】
　将来の夢を描き、希望を持ってその実現
に努力する子どもを育成するため、全国で
活躍する著名人による講演会を開催してい
る。今年度は10月20日に陸上競技選手パラ
リンピックメダリストの「山本　篤」氏を
招き講演をいただいた。

352

合　計　 351,669円

消耗品費　12,669円
委託料　 339,000円

15
９　市町村の自主的な行
政運営

【三朝町新卒者雇用奨励事業】
　町内に事業所を持つ企業に対し、新卒者
を雇用した企業へ奨励金を交付した。若年
者雇用拡大と定住促進を図ることが目的。
新卒者１人当たり１年間を限度に６か月ご
とに420千円を交付。
　３人の町内に住所を持つ新卒者が採用さ
れ、若者の定住率向上に貢献した。

1,260

補助金　 1,260,000円

第１期１名　420,000円
第２期２名　840,000円

16
９　市町村の自主的な行
政運営

【子育て・定住支援事業（住米る）】
　町内に住宅を新築又は購入し、三朝町に
移住された方を対象に三朝産特別栽培米を
贈呈している。この事業では新生活に係る
負担軽減と町の特産品である三朝米のＰＲ
も兼ねるほか、また対象者には移住に係る
アンケート調査を行うなど今後の移住・定
住対策に活かすこととしている。

385
報償金　　384,800円

実施世帯18世帯

　　　　　　　　　　　　　計 17,803 17,803,534



（２）調整交付額分 【三朝町】

対象分野名 事業名・事業内容
事業費

（千円）
内訳

（円）

1 ①雇用創出

【鳥取県中部地域雇用創出補助金】
　中部地域において企業立地を促進
し、雇用機会の拡大を図るため、中
部地域において工場及び事業所等の
新設を行う企業のうち、町内在住者
を新規雇用した企業に対して、雇用
創出補助金を交付している。この補
助制度により、企業の初期負担を軽
減し採用を支援するとともに、雇用
受入れ企業が通勤可能な中部地域に
増加することで、就職先の選択肢を
広げることにも繋がるなど、新たな
雇用創出事業として町でも大きな期
待を寄せている。平成29年度は３名
の新規採用があった。
　補助金額：300千円/人

900

合計　900,000円

【実績】
（株）モリタ製作所２名
（株）富士基礎機械１名

　　計 900 900,000


