
事業計画の概要 12-1

国・県
支出金

地方債 その他

２．総務費 継続 基幹統計調査 801 781 20

５．統計調査費 　報酬（経済センサス調査員他） 704 千円

１．統計調査費 　時間外勤務手当 8 千円

　賃金（臨時職員） 14 千円 781

　報償金 1 千円

　消耗品費（統計年鑑等購入費他） 49 千円

　通信運搬費 22 千円

　借上料 3 千円

目合計 801 781 0 0 20

６．商工費 継続 30 30

１．商工費

１．商工総務費 　報償金 20 千円

　消耗品費 10 千円

目合計 30 0 0 0 30

６．商工費 継続 中小企業小口融資 4,525 4,500 25

１．商工費

２．商工振興費 　報償金（審査会2回分） 20 千円

　消耗品費 5 千円 4,500

　貸付金（中小企業融資預託金） 4,500 千円

継続 商工業の振興 21,161 6,734 14,427

　報償金（ことうら商品販路開拓事業アドバイザー謝金） 200 千円

　普通旅費（ことうら商品販路開拓事業旅費） 600 千円
　消耗品費 50 千円
　光熱水費（国道9号線沿商工街路灯　32本） 600 千円 134

　修繕料（街路灯電球交換他） 324 千円

　賃借料（国道9号線街灯1本土地賃借料） 2 千円

　負担金　県産業振興機構負担金 20 千円 6,600

　補助金　町労務改善協議会補助金 280 千円

　　　町商工会補助金 6,500 千円

　　　雇用創出奨励補助金（300,000円×22人） 6,600 千円

　　　小規模事業者経営改善資金利子補給補助金 2,000 千円

　　　販路開拓チャレンジ支援事業補助金（50,000円×5件） 250 千円

　　　育児休業促進事業補助金　15件　 1,500 千円

　　　海外販路開拓事業補助金（200,000円×3件） 600 千円

　　　起業支援事業補助金（500,000円×3件） 1,500 千円

　積立金（地域雇用創出推進基金利子） 135 千円

目合計 25,686 0 0 11,234 14,452

中小企業小口融
資預託金元金収
入

各種基幹統計調
査委託金

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

○人権を尊重しあえる職場づくりをめざし、企業の社会的責任を自覚するととも
　に、人権・同和教育の推進に努め、職業の安定、雇用の促進を図る。

特定財源 一般
財源

事業名

人権・同和対策雇用促進協
議会

○統計法に基づく基幹統計調査を円滑かつ正確に実施する。

所属：商工観光課

事業内容

地域雇用創出推
進基金繰入金

地域雇用創出推
進基金利子

摘要

○商工会等へ補助金等を交付することにより、町商工業の振興を図る。

○中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、町が預託をすることにより
　支援を行う。決定にあたっては、中小企業小口融資審査会を開催し諮問する。
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事業計画の概要 12-2

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 観光振興事業 32,218 16,000 16,218

１．商工費

３．観光費
16,000

　賃金（商工観光課全般） 1,813 千円

　報償費（じゃらんミーティング定例会　2回） 44 千円

　旅費（関西圏等旅行会社営業活動　1回） 65 千円

　消耗品費（ファイル等一般消耗品費） 426 千円

　燃料費（公用車燃料費） 327 千円

　印刷製本費（ことことことうらパンフ増刷　20,000部他） 864 千円

　光熱水費（船上山管理運営　旧中井旅館管理運営他） 532 千円

　修繕料（看板修繕料　ミニキャブ・リベロ修繕料） 378 千円

　通信運搬費（観光振興事業　旧中井旅館管理運営他） 96 千円

　手数料（自動車整備手数料　法被クリーニング代） 214 千円

　火災保険料（鳴り石の浜トイレ建物災害共済分担金） 44 千円

　自動車保険料（ミニキャブ・リベロ自賠責保険他） 47 千円

　委託料
　　　観光情報発信業務委託料（町観光協会） 6,900 千円
　　　ＷＴＣ琴浦グルメdeめぐるウォーク実施委託料 800 千円
　　　八橋海水浴場監視員委託料 346 千円

　　　鳴り石の浜トイレ新設・下水道接続工事設計監理委託業務 1,188 千円

　　　鳴り石の浜トイレ及び周辺清掃委託料 130 千円

　使用料（鳥取空港等観光案内他） 174 千円

　賃借料（観光看板借地） 417 千円

　鳴り石の浜トイレ新設・下水道接続工事請負費 15,660 千円

　負担金
　　　大山国立公園協会負担金 40 千円
　　　大山美化推進協会負担金 20 千円
　　　自然公園美化推進負担金 300 千円

　　　鳥取中部広域観光推進機構負担金
　　　（とっとり梨の花広域観光協議会負担金）

132 千円

　　　県観光連盟負担金 329 千円
　　　山陰観光連盟負担金 89 千円

　　　町山岳遭難救助協力隊現地経費負担金 50 千円

　　　日本さくらの会負担金 5 千円

　　　大山遭難防止協会負担金 288 千円

　　　県地域振興対策協議会負担金 28 千円

　　　山陰国際観光協議会負担金 36 千円

　　　八橋振興会補助金 427 千円
　公課費（自動車重量税） 9 千円

公共施設等建設
基金繰入金

○琴浦町観光ビジョンに基づき事業推進を図り、町の活性化に資する。
（１）「食」のブランド化（２）重点整備地区（３）推進体制の整備と情報発信の強化
　　特に海岸周辺の観光看板設置、関西圏等へのエージェント訪問を強化する
　　とともに民泊の研究等を行う。
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事業計画の概要 12-3

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 6,331 209 6,122

１．商工費

３．観光費 　賃金（登山道倒木処理等作業員） 324 千円 209

　消耗品費（山の日イベント他） 80 千円

　食糧費（山開き式） 44 千円

　修繕料(一向平キャンプ場駐車場整備修繕工事他） 1,300 千円

　手数料

　　　水質検査手数料 354 千円

　　　浄化槽管理、法定検査料、清掃料 647 千円

　　　井戸バルブ開栓手数料 122 千円

　　　消防用設備点検手数料 49 千円

　火災保険料（管理棟等施設建物共済分担金） 268 千円

　委託料

　　　一向平キャンプ場指定管理委託料 3,000 千円

　借上料（展望台） 3 千円

　賃借料（キャンプ場土地賃借料） 140 千円

継続 船上山管理運営 3,233 260 2,973

　賃金（船上山登山道倒木草刈処理清掃活動他） 464 千円

　消耗品費（船上山トイレ用消耗品費他） 104 千円

　修繕料（取水施設等修繕費　他） 221 千円

　手数料（船上山トイレ浄化槽清掃・検査料他） 741 千円

　火災保険料（さくらの里直売所、さくらの里トイレ他） 64 千円

　委託料

　　　船上山トイレ管理委託料（さくらの里、茶園原、滝下） 669 千円

　　　船上山山頂トイレ清掃管理委託料 463 千円

　　　船上山駐車場芝管理委託料 142 千円

　　　万本桜公園桜管理委託料 52 千円

　　　万本桜復活戦略委託料（維持管理） 260 千円

　借上料（船上山山頂取水施設借上料他） 53 千円

　

中国自然歩道施
設管理委託料

260

船上山万本桜公
園整備基金繰入
金

○施設の管理と環境美化に努め、周辺自然環境を保全し来訪者の利便を図る。

○施設の管理と環境美化に努め、周辺自然環境を保全し、キャンプ場利用者、
　大山滝や中国自然遊歩道来訪者の利便を図る。

一向平キャンプ場の管理と
清掃活動事業
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事業計画の概要 12-4

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 道の駅ポート赤碕運営管理 3,362 2,769 593

１．商工費 　賃金（情報コーナー管理人　1人） 1,034 千円

３．観光費 　消耗品費（トイレ電球　他） 38 千円 2,769

　修繕料（一般修繕） 50 千円

　手数料（消防用設備点検） 151 千円

　火災保険料 14 千円

　テレビ受信料 15 千円

　負担金

　　　（有）ポート赤碕運営負担金 2,000 千円

　　　道の駅連絡協議会負担金 60 千円

継続 船上山さくら祭り運営事業 1,800 1,500 300

　　　船上山さくら祭り運営費補助金 1,800 千円

　　　　実施時期　4月下旬 1,500

　　　　実施場所　船上山万本桜公園

　　　　来客見込　2,700人

　　　　内容　　　　演芸大会

　　　　　　　　　　　大撮影会　他

継続 白鳳祭 4,200 4,000 200

　　　白鳳祭運営費補助金 4,200 千円

　　　　実施時期　8月上旬 4,000

　　　　実施場所　琴浦町東伯総合公園

　　　　来客見込　5,000人

　　　　内容　　　　花火・レーザーライトショー・ダンス　他

　

ポート赤碕物産館
使用料

ふるさと未来夢基
金繰入金

○「第25回船上山さくら祭り」の運営のため、同実行委員会へ補助金を交付する。

○「第26回白鳳祭」の企画･運営のため、同実行委員会へ補助金を交付する。 ふるさと未来夢基
金繰入金

○施設を適切に維持管理し、道の駅利用者の利便を図る。
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事業計画の概要 12-5

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 物産館ことうら管理運営 29,961 16,200 12,965 796

１．商工費 　消耗品費（電球　清掃道具　ハエ対策　他） 120 千円

３．観光費 　印刷製本費（物産館パンフレット増刷費） 98 千円 12,965

　光熱水費 8,085 千円

　　　全体の電気代　情報コーナーの水道・ガス代

　修繕料（情報コーナー　共益部分） 270 千円

　手数料（各種手数料） 341 千円 16,200

　火災保険料 39 千円

　委託料

　　　情報コーナー清掃委託料 2,074 千円

　　　浄化槽維持管理委託料 197 千円

　　　ゴミ収集委託料 389 千円

　　　警備保安委託料 35 千円

　　　グリストラップ汚泥処理委託料 22 千円

　　　電気保安委託料 184 千円

　　　消防設備法定点検委託料 65 千円

　賃借料（看板借地） 26 千円

　使用料（テレビ受信料他） 16 千円

　観光移住窓口施設負担金（国交省新設工事・設計費） 18,000 千円

継続 旧中井旅館管理運営事業 245 1 244

　消耗品費（掃除用品　トイレットペーパー　他） 30 千円

　役務費（松剪定業務　除草業務　他） 155 千円 1

　賃借料（駐車場賃借料5,000円×12月） 60 千円

継続 まんが王国推進事業 1,015 482 50 483

　印刷製本費（特製ビニール袋） 152 千円 482

　手数料 その他雑入

　　　イラスト共同管理費（12ヶ月分） 519 千円 （名刺販売）

　委託料 50

　　　とっても琴浦さん掲載委託料（12ヶ月分） 324 千円

　　　観光ＰＲ名刺販売委託料（200セット） 20 千円

目合計 82,365 691 16,200 37,545 27,929

物産館ことうら使
用料

観光・移住窓口施
設建設事業（地方
債）

○旧中井旅館を運営管理することにより、交流場所の提供及び観光振興を図る。

○物産館ことうらの管理運営を行い、観光振興に資する。

旧中井旅館使用
料

まんが・アニメ活
用事業費補助金

○琴浦町の名前が使用されているマンガ「琴浦さん」とタイアップを行うことに
　より、マンガによる観光振興を図る。
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事業計画の概要 12-6

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 地域活性化基金 12 11 1 ○地域活性化基金の利子を積み立てる。
地域活性化基金
利子

１．商工費 　積立金 12 千円 11

４．地域振興費

継続 国際交流の推進 3,750 3,750

　報酬（国際交流コーディネーター） 2,175 千円

　報償金（レセプション通訳等謝礼） 20 千円

　記念品

　　　麟蹄郡訪問記念品 40 千円

　　　招聘記念品 40 千円

　普通旅費

　　　麟蹄郡訪問交流 305 千円

　　　交流支援 103 千円

　　　コーディネーター研修 88 千円

　費用弁償（コーディネーター通勤手当） 50 千円

　消耗品費（歓迎レセプション他） 30 千円

　食糧費

       ＷＴＣ招聘　歓迎 188 千円

　使用料

　　　ＷＴＣ招聘　宿泊 200 千円

　借上料（マイクロバス） 98 千円

　賃借料（コーディネーター家賃） 300 千円

　負担金

　　　旅行保険 10 千円

　　　日韓親善協会負担金 3 千円

　補助金

　　　町国際交流協会補助金 100 千円

継続 6,100 4,900 1,200

　報償金（紹介謝礼金　7件） 700 千円 4,900

　交付金（きらりタウン・槻下住宅団地定住促進奨励金） 5,400 千円

きらりタウン赤碕
定住促進基金

○環境共生モデル住宅団地「きらりタウン赤碕」及び「槻下住宅団地」の販売を促
進し、住民の定住化により地域振興を図る。

○交流先である麟蹄郡との日韓交流を軸として交流への関心を高め、行政・民間
団体等の相互交流の推進を図る。

きらりタウン・槻下団地定住促
進事業
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事業計画の概要 12-7

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 八橋ふれあいセンター管理 560 560

１．商工費

４．地域振興費 　修繕料（一般的修繕費） 25 千円

　火災保険料 53 千円

　委託料

　　　消防用設備保守委託料 51 千円

　　　八橋ふれあいセンター指定管理委託料 371 千円

　使用料（下水道使用料） 60 千円

継続 三本杉ふるさと分校管理 70 70

　火災保険料 44 千円

　使用料（農業集落排水使用料） 26 千円

継続 交流ネットワーク事業 541 541

　記念品（琴浦会土産代） 80 千円

　普通旅費

　　　琴浦会東日本交流会 154 千円

　　　琴浦会西日本世話人会 31 千円

　費用弁償（琴浦会西日本世話人交通費1回） 36 千円

　消耗品費

　　　琴浦会 東日本交流会食材等 100 千円

　使用料（琴浦会 東日本交流会会場使用料） 100 千円

　借上料（琴浦会 東日本交流会機械設備借上料） 20 千円

　負担金（琴浦会 東日本交流会負担金） 20 千円

○琴浦会の東日本地区交流会を開催して、情報交換を行うとともに、町の発展・活
性化に寄与する。

○施設を適切に維持管理し、地域住民の交流の場として活用することにより、地
域の活性化を推進する。

○施設を適切に維持管理し、地域住民の交流の場として活用することにより、
　地域の活性化を推進する。
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事業計画の概要 12-8

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 4,747 4,747

１．商工費

４．地域振興費 　賃金（パート職員） 2,139 千円

　消耗品費（トイレットペーパー他） 80 千円

　光熱水費（電気、水道代） 948 千円

　修繕料（「風の丘」通路・トイレ修繕） 100 千円

　通信運搬費（電話代） 53 千円

　手数料（浄化槽他） 142 千円

　火災保険料 37 千円

　委託料

　　　浄化槽保守点検委託料 51 千円

　　　日韓友好交流公園管理委託料 822 千円

　負担金

　　　県ミュージアムネットワーク分担金 2 千円

　　　日韓友好資料館企画運営委員会運営負担金 200 千円

　　　「恋人の聖地」プロジェクト参画負担金 173 千円

継続 公共交通対策事業 61,627 13,040 8,359 40,228

　報償金（委員報酬） 50 千円
　消耗品費 55 千円
　印刷製本費（バス時刻表） 217 千円 13,040
　修繕料（バス停等修繕費） 50 千円

　通信運搬費（交通空白地域タクシー助成郵券料） 5 千円

　手数料（バス回数券販売手数料他） 103 千円

　委託料 8,349

 　　　町営バス運行委託料 46,197 千円

　　　デマンドタクシー上中村線運行委託料 3,714 千円 雑入

　借上料（交通空白地タクシー利用助成） 521 千円 10

　負担金

　　　ＪＲ智頭線中部利用促進協議会負担金 5 千円

　　　鳥取空港利用を促進する懇話会負担金 60 千円

　　　山陰縦貫・超高速鉄道整備推進市町村会議負担金 20 千円

　　　中部地域公共交通協議会負担金 146 千円

　補助金

　　　広域路線バス運行補助金 9,284 千円

　　　バス停設置補助金（2箇所） 1,200 千円

琴浦町営バス使
用料

県生活交通体系
構築支援補助金

日韓友好交流公園管理運営

○町内バス路線・デマンド型乗合タクシー及び広域バス路線の運行により生活路
線の維持確保を図る。

○国際交流の象徴並びに観光資源として有効活用するため、施設の管理運営を
　行う。
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事業計画の概要 12-9

国・県
支出金

地方債 その他

款・項・目
新規
継続
の別

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

特定財源 一般
財源

事業名

所属：商工観光課

事業内容 摘要

６．商工費 継続 移住定住促進事業 6,623 2,350 4,273

１．商工費

４．地域振興費 2,350

　報酬（移住定住アドバイザー　1人） 2,221 千円

　普通旅費（ＩJＵターン相談会他） 465 千円

　印刷製本費（コトウラ暮らしパンフレット作成） 100 千円

　委託料（空き家ナビシステムリニューアル他） 414 千円

　借上料（朝日ＵＩターン出展料） 33 千円

　補助金（移住定住促進空き家リフォーム支援事業補助金） 1,500 千円

　交付金（移住定住促進奨励金） 1,890 千円

継続 755 418 337

　消耗品費（除草剤他） 100 千円 418

　光熱水費（電気　水道代　混合油　灯油） 123 千円

　修繕料（障子張替え他） 112 千円

　通信運搬費（セキュリティシステム他） 87 千円

　手数料（剪定、浄化槽清掃・法定検査料） 93 千円

　火災保険料 30 千円

　委託料

　　施設警備委託料 72 千円

　　浄化槽保守点検委託料 27 千円

　テレビ受信料（ＴＣＣ他） 91 千円

　負担金（上釛部落賦課金） 20 千円

目合計 84,785 15,390 0 13,688 55,707

６．商工費 継続 企業誘致推進事業 522 522

１．商工費 　記念品（企業訪問　各種催事記念品） 50 千円

　普通旅費（琴浦～大阪間往復旅費） 312 千円

　印刷製本費（パンフレット増刷分） 100 千円

　負担金（各種交流会等参加負担金） 60 千円

目合計 522 0 0 0 522

194,189 16,862 16,200 62,467 98,660

その他雑入（お試
し住宅利用料他）

県移住定住促進
交付金

○地域経済の活性化と雇用の場の創出のため、町内への企業誘致を推進する。

合計

○鳥取県外から本町への移住を検討されている方へ、本町での生活を手軽に体
験できるお試し住宅を提供し移住定住の促進を図る。

○琴浦町へのＩＪＵターン希望者に対し、県外相談会の開催、空き家リフォーム助
成金を交付することにより、人口の増加と定住の促進を図る。また、空き家の登録
や利用者とのマッチングを推進し、移住定住による地域活性化を図る。

５．企業誘致
　　推進費

コトウラ暮らしお試し滞在住
宅事業
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