
一般会計 　

○交通安全対策事業　　　　　　　　　９，１２６千円
交通事故ゼロを目標に、各種団体と連携し、交通安全対策の取組みを行いました。
また、交通災害共済事務も行いました。

（各種団体）
・ 町交通安全指導員（２４人）
・ 町交通安全母の会（９地区）
・ 町交通対策協議会
・ 町交通部長会
・ 八橋交通安全町連絡協議会
・ 八橋署管内交通安全母の会連絡協議会
・ 八橋署管内交通安全指導員連絡協議会
・ 県中央Ｒ９交通安全対策協議会
（行事・大会）
・年４回の交通安全運動（街頭啓発・広報等）
・交通安全教室実施（１１回）
・飲酒運転撲滅活動
・高齢者自転車大会等
（交通災害共済）
加入者数14,410人
見舞金請求件数　７９件

○人件費　　　　　　　　　　　　　３，７５０千円
一般職１名

○統計調査事務事業　　　　　　　　　５千円

○指定統計調査事業　　　　　　　　　１，６１７千円
統計法に基づく指定統計調査を実施しました。
平成２０年度指定統計調査
・平成２１年経済センサス‐基礎調査調査区設定　（基準日６月１日）
・平成２０年度学校基本調査（基準日５月１日）
・２００８年漁礁センサス（基準日１１月１日）
・平成２０年工業統計調査（基準日１２月３１日）
・平成２０年住宅・土地統計調査（基準日１０月１日）

９，１２６千円
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総務管理費

交通安全対策費

決　　算　　額最終予算額

９，５２３千円

９，１２６千円

担当課決算額 ３，７９１千円 ３，７５５千円

1 統計調査総務費 ３，７９１千円 ３，７５５千円

5 統計調査費

項

目

担当課決算額 ９，５２３千円

最終予算額

目

5 統計調査費 最終予算額
総務費

決　　算　　額

担当課決算額 １，６１７千円 １，６１７千円

2 指定統計費 １，６１７千円 １，６１７千円
款 2



一般会計 　

○人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４，５３７千円
一般職５名

○大型共同作業場管理運営　　　　　　　　　１５千円　　
施設の維持管理を行いました。

○同和対策雇用促進協議会　　　　　　　　　１３５千円
同和対策雇用促進協議会へ補助を行いました。

年間研修会
期日 内容 参加者
６月 総会 研修会 38人 ※人権啓発プレート１1枚作成
3月 研修会 35人 ※研修会は講演

○消費者対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２千円

○商工業の振興 １２，３３１千円
商工街路灯の維持管理、商工関係団体への補助を行い、商工業の振興を図りました。

交付団体
県産業振興機構、県地域産業活性化協議会、地域雇用創造協議会
町労務改善協議会、町商工会、県菓子工業組合、東伯シティ株式会社 他１０団体

○地域活性化琴浦商品券助成事業 ２，５００千円
商工会の発行する「ことうら商品券」のプレミアム分（１０％）及び事務費の助成を行いました。

決　　算　　額

２４日
  ５日

－4-2－

９４，５５６千円

担当課決算額 ９４，６７３千円 ９４，５５６千円

目 2 ９４，６７３千円
款 6 商工費

項 1 商工費 最終予算額

商工振興費

担当課決算額
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項
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1

商工費

商工総務費
商工費

３４，８８４千円 ３４，６８９千円

【商工観光課】

決　　算　　額最終予算額

３４，８８４千円 ３４，６８９千円



一般会計 　

○中小企業小口融資　　　　　　　　６７，１３４千円
町内の中小企業の運転、設備に要する経費に対して審査会で審査し、融資を行い経営の安定

を図りました。（審査員報酬、損失補てんを含む）  審査会は年９回実施。

金融機関への預託による融資実行実績

○同和地区中小企業特別融資　　　　　　　　１２，５９１千円
地区の中小企業の運転、設備に要する経費に対して審査会で審査し、融資を行い経営の安定

を図りました。

金融機関への預託による融資実行実績

○一般事務 ８，３８３千円
観光関係の諸事務費、観光パンフレット印刷、観光関係団体負担、補助を行い、観光の振興を

図りました。また、旧中井旅館の改修にあたり、水路等補助対象外の工事を行いました。
交付団体

町観光協会、八橋振興会、とっとり梨の花広域観光協議会、県観光連盟、山陰観光連盟
大山遭難防止協会、自然公園美化推進協会、町山岳避難救助協力隊　他８団体

○船上山管理運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，５９５千円　
船上山のさくらの里トイレ、茶園原休憩所、駐車場周辺の施設の維持管理を行いました。

○道の駅ポート赤碕運営管理事業　　　　　　　　　５，７６５千円
施設の一般管理を行いました。
２０年度利用者数：約３０万人（推計）

担当課決算額 ３０，１１０千円 ２８，６９６千円

－4-3－

3 観光費 ３０，１１０千円 ２８，６９６千円

1 商工費 最終予算額 決　　算　　額
款 6 商工費

項

目

件数
1

種別
保証料補助

補助金額
１０千円

計

預託金額 件数

0
１２，５８１千円

０千円
１２，５８１千円

種別
継続融資
年度融資

【商工観光課】

件数

13
継続融資
年度融資

計

預託金額種別
７０，４７０千円
１３，３７２千円
８３，８４２千円



一般会計 　

○白鳳祭　　　　　　　　　４，１００千円
第１８回白鳳祭を開催するにあたり白鳳祭実行委員会へ補助を行いました。
　開催日：平成２０年８月３日　場所：東伯総合公園　　参集人数：約３，０００人

○船上山さくら祭り運営事業　　　　　　　　　１，８００千円
第１７回船上山さくら祭りを開催するにあたりさくら祭り実行委員会へ補助を行いました。
　開催日：平成２０年４月２７日　場所：船上山万本桜公園　参集人数：約２，０００人

○一向平森林体験交流センター管理事業　　　　　　　　１，５６７千円
施設の管理と環境美化に努め、周辺自然環境を保全し、センター利用者、大山滝や中国自然

遊歩道来訪者の利便を図りました。

○一向平野営場の管理と清掃活動事業　　　　　　　　　３，１４２千円
施設の管理と環境美化に努め、周辺自然環境を保全し、野営場利用者、大山滝や中国自然

遊歩道来訪者の利便を図りました。
・来訪者　　　１１，１５３人
・キャンプ場利用者　７８４人

○山陰路観光キャンペーン（大山滝祭）事業　　　　　　　　　３６千円
山陰路観光キャンペーン(大山滝祭)を実施して観光の振興を図りました。

○駅前自転車置場管理運営事業　　　　　　　　　３０８千円
駐輪場の一般管理を行いました。

○勤労者体育センター管理運営事業　　　　　　　　　１，５６３千円
勤労者体育センターの適切な管理運営を行い、利用者の健康増進を図りました。
東伯勤労者体育センター　利用者数　8,176人
赤碕勤労者体育センター　利用者数　1,775人

4 勤労者体育センター運営費 １，５８９千円 １，５６３千円
6 総務費

目

項

【商工観光課】
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1 商工費 最終予算額 決　　算　　額
款

担当課決算額 １，５８９千円 １，５６３千円

第18回　白鳳祭 第17回　船上山さくら祭



一般会計 　

○地域活性化基金事業　　　　　　　　　４９４千円
地域活性化基金の利子を基金に積み立てました。

○コミュニティ助成事業　　　　　　　　　７，１００千円
　(財)自治総合センターが実施する地域活動団体への助成事業によりコミュニティ（部落などの

地区住民組織）の醸成を図るため各部落の区長及び各所属長からコミュニティ助成事業の要望
をとりまとめ、下記の事業を実施しました。

・平成２０年度助成団体一覧
申請団体

○きらりタウン定住促進事業　　　　　　　　　３，２３１千円
環境共生モデル住宅団地「きらりタウン赤碕」の販売を促進し、住民の定住化により地域振興

を図りました。
・きらりタウン赤碕定住促進謝礼金　　　３００千円（１００千円×３件）
・きらりタウン赤碕定住促進奨励金　　　２，４００千円（６００千円×４件）

○日韓友好交流公園管理運営事業 ４，９２２千円
日韓友好を推進するため国際交流の象徴ならびに観光資源として有効活用するために施設

の管理運営を行いました。
平成２０年度入館者数：２５，３７２人

日韓交流を軸に国際交流の推進を図りました。
・2008平和と環境を考える琴浦のつどい(６月)
・少年の翼派遣（８月）
・民団鳥取県本部シオレマダン(１０月)

○国際交流員設置事業　　　　　　　　　４，７８８千円
韓国からの国際交流員を１名設置し、交流事業、学校や地域住民への語学指導等を実施する

など、国際交流の推進を図りました。

○交流ネットワーク事業　　　　　　　　　６６８千円
農水産物等の地元特産品を詰めあわせた、ふるさと宅急便を企画し、町内外にＰＲ・販売し地元

産品の販売促進を図りました。
・「ことうら三昧ふるさと便」　販売個数　５４７個
琴浦会会員相互の親睦及び情報交換を図り、併せて本町の発展・活性化に寄与することを目的

に活動を行いました。東日本地区交流会を東京で開催（３月）。
・琴浦会会員数　２４０人（東日本地区　９６人　　西日本地区　１４４人）

○国際交流の推進　　　　　　　　　２，２７２千円

－4-5－

款
項

目
商工費

事業

９７，２４４千円

１，３００，０００円 一般コミュニティ

【商工観光課】

6
1

5

商工費

地域振興費

決　　算　　額最終予算額

９７，２４４千円９７，９８３千円

港町自治会
１，５００，０００円 一般コミュニティ

担当課決算額

金額

９７，９８３千円

区分
八橋１区自治公民館

竹内自治会
２，５００，０００円 一般コミュニティ法万部落

 ４００，０００円 青少年健全育成事業赤碕中PTA

祭用品
部落内有線放送設備
公民館備品
公園遊具
PTA研修会

１，４００，０００円 一般コミュニティ



一般会計 　

○八橋ふれあいセンター管理事業　　　　　　　　　７０４千円
施設を維持管理し地域住民の交流の場として活用し、地域の活性化を推進した。

○三本杉ふるさと分校管理事業　　　　　　　　　１２５千円
施設を維持管理し地域住民の交流の場として活用、活性化を推進した。

○バス交通対策事業　　　　　　　　　７２，９４０千円
町内統一１００円運賃バス路線の運行と広域バス路線の維持により生活路線の維持確保等

を行った。
・バス交通対策補助（日ノ丸自動車）　２４，５３１千円
（東伯内線・船上山線・上中村線・琴浦海岸線・広域路線）
・町営バス運行委託料（日ノ丸自動車）　４８，０３０千円

－4-6－

【商工観光課】


