
（別添４）

平成３０年度鳥取県市町村創生交付金　対象事業 岩美町

（１）基本交付額分

対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

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

【浦富海岸元気フェスティバル実行委員会補助】
　海上打上げの花火大会をはじめ、ビーチバレー大
会、サーフィン大会と浦富海岸を活用したイベント開
催により地域振興及び観光振興を図る。
　※今年度は台風により花火大会を中止。

400

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

【浦富海岸ジオウォーク実行委員会補助】
　山陰海岸ジオパーク・浦富海岸の景勝地を楽しみな
がら歩くウオーキング大会を開催する。地域住民から
参加者への地元料理の提供、特産品の販売・ＰＲを行
うなど地域振興を図る。

560

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

【松葉がにイベント開催費補助金（観光客誘致事業
分）】
　松葉がに漁獲量が日本一でありながら認知度が低い
ため、県外でのイベント開催により観光客誘致を図
る。

500

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

【沖縄県国頭村児童交流事業】
　沖縄県国頭村と児童相互訪問を行い交流を深めると
ともに、見聞を広めることで子どもたちの育成を図
る。また、国頭村の児童が訪れた際、ホームステイし
てもらうことで地域活力の活性化を図る。

2,365

5

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

【高齢者等在宅福祉事業】
　介護の必要な高齢者や身体障害者が、自立した在宅
生活を送れるよう、住宅改良等に要する経費（介護保
険の対象とならない部分）を助成する。

675

6

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

【特定新規学卒者就職支度金事業】
　新規学卒者のうち身体障害者等、就職について特に
援助を必要とする者且つ保護者又は世帯主が町内に住
所を有する者を対象として、就職支度金を支給する。

50

7
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

【健康づくり推進事業】
　町民を対象とした運動指導、食生活改善指導、健康
講座等により健康づくりを推進する。また、自発的な
取組に対してポイントを付与する「いわみ健康マイポ
イント事業」を展開する。

453

8
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

【歯科保健推進事業】
　保育園児及び小学生に対するフッ化物洗口や歯科指
導の実施により、幼児のむし歯罹患率の改善及び租借
機能の向上を図る。

214

9

６　農林水産業等の振興
（１）農林水産業（県産品を取り扱
う、又は取り扱う予定のある食品加
工業及び木材産業を含む。以下同
じ。）の新規就業者のための住宅の
修繕若しくは家賃又は新規就農者の
農地の賃借に対する助成に要する経
費

【新規就農者総合支援事業】
　新規就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る
ため、農地賃借料助成及び住宅家賃助成を行う。ま
た、就農者の確保及び負担軽減を図るため、就農希望
者に対して農業大学校の学費等を助成する。

84

10

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】
　農業の担い手となる認定農業者・準認定農業者への
農地集積を促進するため、平成29年1月～12月までに3
年以上の農地の利用権設定（賃借権）を行った場合、
その面積に応じて助成金を交付する。

5,397
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対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

11

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

【松葉がにイベント開催費補助金（地産地消意識の高
揚事業分）】
　松葉がに漁獲量が日本一でありながらその多くが町
外へ出荷され、町内にも鮮魚販売店や飲食店が少ない
ため、町内でのイベント開催により地産地消を図る。

700

12

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費】
　人権講演会、指導者養成講座（同和教育講座、人権
問題学習講座）の実施、各地区同和教育推進会、人権
教育主任会、同和地区社会教育団体等への指導・助
言・相談業務を行う人権推進員を1名配置する。

2,437

13

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

【生活相談員設置費】
　同和地区の生活実態を把握するとともに、生活上の
相談に応じ必要な助言及び指導を行い住民の福祉増進
を図る生活相談員を1名配置する。

2,882

14

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

【いわみフレッシュフェスティバル事業費】
　文化の日を中心に、町民が現在まで培ってきた芸術
や文化の発表の場を設けるとともに、幼児から高齢者
まですべての人を対象に、文化の構成や国際交流意識
の高揚を図る機会とする。

101

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

【いわみ音楽祭開催費補助金】
　岩美中学校を会場に岩美町出身の音楽家田村虎蔵の
作品の顕彰と発掘を目的として町民主導の音楽祭を行
い、文化活動の活性化を図る。

160

16

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

【いわみミュージックジャンボリー開催事業】
　いわみふるさと音楽堂を会場に、因幡、但馬地域で
活動する音楽団体による野外コンサートイベントを実
施し、聴衆への音楽の楽しさを通じて地元文化意識の
活性化を図る。

1,300

17 ９　市町村の自主的な行政運営

【ボンネットバス運行事業】
　ボンネットバスを活用し、鳥取砂丘や浦富海岸、岩
井温泉を基本経路とする2コース（レトロバス愛好家
向けコース・アニメロケ参考地を巡るコース）を設定
し、新たな客層の誘致拡大を図る。

1,102

18 ９　市町村の自主的な行政運営

【地区公民館事業】
　生涯学習、子育て、交流等の地域活性化拠点施設と
して各地区公民館事業の運営を行い、地域ニーズを取
り入れた特色ある事業展開を行う。

1,159

19 ９　市町村の自主的な行政運営

【センスアップ講座開催事業】
　町民の生活課題改善に向けた社会教育及び余暇の活
用促進を目的とした学習の内容・条件を整備し、知
識・技術の習得及び豊かな町づくりに参画しようとす
る意識の向上を目指す。

366

20 ９　市町村の自主的な行政運営

【日中友好事業】
　岩美町日中友好の日である11月3日に、中国大使館
員をはじめとする中国人の方々を招待して中国文化公
演を開催することにより、町民が中国文化に触れると
ともに、中国人の方々との交流をおこなって親善を図
る。

143

21 ９　市町村の自主的な行政運営

【ＪＲ利用促進事業】
　山陰本線の利用促進と公共交通を活用した学校教育
を推進するため、岩美町内の小中学校が野外活動に係
る経費を一部助成する。

366
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対象事業名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

22 ９　市町村の自主的な行政運営

【進学奨学金給付事業】
　岩美町内の同和地区関係者の子弟で、高等学校又は
大学、専修各種学校（就学年数が2年以上であるこ
と）に在学するものに対し、就学を容易にするため奨
励金を給付する。

480

23 ９　市町村の自主的な行政運営

【岩美町三偉人顕彰事業】
　明治期以降に活躍した岩美町出身の三偉人（澤田廉
三、松岡駒吉、橋浦泰雄）の生誕130年を記念して懸
垂幕を作成する。

102

事業費　計 21,996

（２）調整交付額分

対象分野名 事業名・事業内容
事業費

（千円）

1 ⑤その他

【トワイライトエクスプレス瑞風推進事業】
　平成29年6月から運行を開始した「トワイライトエ
クスプレス瑞風」の東浜駅停車時の歓迎や、地元住民
が主体となって取り組むレストランでの食事提供等の
活動の充実を図り、岩美町の知名度向上及び地域活性
化を図る。

1,385

2 ⑤その他

【スポーツ・文化合宿誘致促進事業】
　スポーツ・文化合宿の宿泊数に応じた助成を行うこ
とにより、県外からの合宿を誘致し、地域経済の活性
化と交流人口の増加を図る。

1,440

事業費　計 2,825

平成３０年度交付決定額の算定方法 （単位：千円）

基本交付額分

対象事業費 ［①］ 21,996

基本交付基準額（①×1/2　千円未満端数切り捨て）［②］ 10,998

基本交付額 ［③］ 9,941

②と③のいずれか低い額 ［④］ 9,941

調整交付額分

対象事業費 ［⑤］ 2,825

調整交付基準額（事業ごとの事業費×1/2（１事業の上限1,500千円 千円未満端数切捨て）の計）［⑥］ 1,412

⑥を上限に採択状況に応じて配分した額 ［⑦］ 805

平成３０年度　交付額 ［④＋⑦＝⑧］ 10,746

平成２９年度　精算額 ［⑨］ △ 32

平成３０年度　交付決定額　 ［⑧＋⑨＝⑩］ 10,714
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