
【農林水産課】

○人件費　　　１３,６８８千円
一般職２名

○農業総務一般事務　　　１６１千円
旅費・需用費　38千円
各協議会等負担金ほか　123千円

農業農村振興部会　12,000円　山村関係振興部会　55,000円　　　　
鳥取県農林統計負担金　31,000円　　とっとり大地と海のフェスタ出展負担金　25,000円

○農業研修施設・広場管理　　　３,７６１千円
農業研修施設、農村公園などの維持管理費

大父木地親水公園　663千円　　水辺公園　483千円　　逢束農村公園　205千円
八橋農村公園　473千円　　　白鳳館　1,108千円
公用車4台の車検代修繕代等ほか　829千円　　

○農業後継者育成対策事業（町単独分）　　　１,２２０千円
・農業後継者育成対策結婚祝報償金　100千円

結婚した農業後継者に報償金を交付し、農業への意欲の高揚と、農業を担う若い農業
者の結婚を促進し地域の活性化を図りました。

平成２０年度交付対象者　　１組

・新規就農者定住促進交付金　1,000千円
長期定住の意思を持って新規に就農した者に対し交付金を交付し、農業振興の新たな

担い手の育成、支援を行いました。
平成２０年度交付対象者数　　１０名
（内、新規交付対象者数　　１名〔花き　１名〕）

・青年会議活動補助金　120千円
農業青年会議の活動経費の助成を行い、農業に対する理解を深めるとともに、農業青年

同士の交流を図りました。
主な活動内容：定例会、県外視察、水稲作研修（80a)、農協・県等の農業祭への参加

○琴浦町農業漁業指導協議会活動育成事業　　　７０千円
町内の農林水産業関係団体で組織した本協議会において、定例の幹事会及び専門部会に
おいて、関係機関の連携及び課題解決を図るため、研究・提言を行いました。
構成団体：町・農委・JA・県（普及所・大乳・改良区・漁協・県芝）
・全体会及び幹事会　１２回
・専門部会　１４回（６部会）
・講演会　１回

○各種農林融資資金利子補給事業　　　３９１千円
農業用施設及び機械の整備、災害関係資金等を借りた農業者に利子補給支援を行いました。

17件 125千円
資金名

果樹等経営安定資金　　　　　　　　 128件 264千円

担当課決算額

1

2

農業費

農業総務費

最終予算額

21,752千円 21,595千円 

21,595千円 21,752千円 

款
項

目
農林水産業費5

件数 利子補給額

決　　算　　額

農業近代化資金　　　　　　　　　　　　　　

1件 2千円平成15年低温・日照不足被害対策資金 　
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【農林水産課】

○鳥取県農山漁村生活体験事業　　　２,３０３千円
農林水産業や農山漁村等に関心を持つ県外に在住する若者等が、試験的に農林水産業

を体験しながら農山漁村地域に滞在することを支援し、地域の活性化を図りました。

・とっとり生活体験者審査会審査員報償金　4千円
・新規就農者住宅修繕工事　41千円

水栓修繕（台所：３－Ｂ棟）、洗濯機給排水（１－Ａ棟）、洗濯機排水（２－Ａ棟）
水栓修繕（浴室：３－Ｂ棟）

・サンヒーター収集運搬・処分（手数料）　44千円
・生活体験宿舎用地借地料　1,010千円

土地の所有者（3名）に対する借地料を支払いました。
・定住促進支援事業　1,200千円

とっとり生活体験事業を終え、定住・就農の意思を明確にした者に対して、生活費の支援を
受入先の農協と一緒に行いました。

○人件費　　　１２,９４５千円
一般職　２名

○農業振興対策事業　　　１,４１７千円
・指導農業士支援事業　28千円

東伯地区農業士会の負担金（指導農業士４名）を支払いました。

・農業用廃プラスチック等適正処理促進事業　199千円
農業用廃プラスチック等の町内の山林及び原野等への不法投棄防止と環境保全を図るため、
農業廃棄物の適正処理を実施しました。
鳥取中央農業協同組合　90千円     琴浦町酪農協議会　109千円

・中学生農業体験学習事業（東伯中1年生101名）　111千円
野田集落と交流を図りながら、そば作り農業体験を通して食の大切さを学びました。
8月種まき、9月花見、12月そば打ち

・二十世紀梨体験学習支援事業　168千円
（八橋小4年生45名、安田小4年生11名）　
二十世紀梨の栽培体験学習を通じて、果実を作る苦労や収
穫の喜びを体験することにより、農業への関心を高めるととも
に、自らが育った郷土への愛着を深めました。

4月交配、5月摘果・小袋掛け、6月大袋掛け、
9月収穫祭、選果場見学

・果樹等経営安定化対策事業　　851千円
罹災時の経営安定化と産地維持を図るため、果樹共済への加入を促進
する目的で共済掛け金の負担軽減を行いました。

ＪＡ鳥取中央（東伯地区） 梨 １００戸 5,211a 468,564円
ぶどう １０戸 231a 24,620円

ＪＡ鳥取中央（赤碕地区） 梨 １０７戸 3,923a 357,660円

・梨公園維持管理事業　　60千円
ＪＡ鳥取中央が保存整備している梨公園の維持・管理経費を支援しました。

決　　算　　額

100,346千円 

最終予算額

100,346千円 102,443千円 

担当課決算額 102,443千円 

3 農業振興費

1 農業費
款 5 農林水産業費

項

目
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【農林水産課】

○有機栽培家庭菜園促進事業　　　１２千円
町民に野菜栽培のできる場所を提供し、農業に親しむ機会を設けました。

11区画　　利用料3,000円/年

○農業経営基盤強化資金利子補給事業　　　１８,９３１千円
・農業経営基盤強化資金利子助成補助金　　12,382,632円

スーパーL資金を借入している認定農業者の利子負担軽減を行いました。
延べ73名。県1/2町1/2

・規模拡大酪農家生産調整緊急対策事業補助金　　6,548,460円
スーパーL資金借入者のうち生産調整している酪農家に対して利子補給を嵩上げしました。
県１/２、町１/２。　延べ10名。

○中山間地域等直接支払推進事業　　　４８,６８１千円
中山間地の農地を保全するために交付金を交付しました。
２９協定　協定面積：４,７５８,９３１㎡　

○農村地域農政総合推進事業　　　２００千円
町担い手農家及び集落営農組織育成のための担い手育成支援協議会により、研修や経営
改善支援を実施し、地域農業推進を図りました。
認定農業者１７９名（内法人７、共同申請３）
新規認定７名　再認定２６／３０名（再認定率８７％）
・経営診断指導会　３回
・集落営農研修　２回
・担い手農家研修　１５名 ・担い手農家研修　１回
・農地有効利用活動（耕畜連携）　２回

○認定農業者協議会活動　　　２５０千円
町農業担い手の組織である認定農業者協議会による会員相互の資質の向上・研鑽のための
研修事業に対して支援を行い、地域農業リーダーの育成を図りました。
認定農業者協議会会員　１８９名
・先進活動事例視察　１回
・農家相互研修　１回、　農業研修、講演会　２回
・総会、役員会、各部門別研鑽懇談会　１０回
・女性部農林水産物食の提案番組（TCC共同企画）　毎月

○農林業地域改善対策事業施設の管理　　　１５１千円
農林業地域改善対策事業で整備した施設の火災保険料等。対象：13施設。

○農地・水・農村環境保全向上活動支援事業　　　４,９９５千円
農地･農業施設等の資源の良好な保全と質的向上を図る地域ぐるみで効果の高い共同活動
への支援を行いました。
平成20年度 協定地区数：15地区

対象農用地面積：田 29,872ａ、畑 9,706ａ
支援額：田4,400円/10ａ、畑2,800円/10ａ

○有害鳥獣対策事業　　　２,４７８千円
イノシシ、ヌートリア、カラス等の有害鳥獣から農作物の被害を守るため、電気柵の設置や、

有害鳥獣の捕獲等の委託を行いました。
・イノシシ等有害鳥獣捕獲奨励金事業　　320千円
　 イノシシ　23頭(10千円/頭)、ヌートリア　30頭(3千円/頭)
・有害鳥獣捕獲業務委託事業　　　 540千円
　 委託先　　鳥取県猟友会八橋支部　東伯分会・赤碕分会
・イノシシ等被害防止対策事業　　1,618千円

電気策設置地区数　　5地区
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【農林水産課】

○地産地消推進事業　　　５４６千円
・地産地消推進事業　355千円
町内の農畜水産物の「おいしさ」「安全・安心」を紹介し、県内外
の消費者の認知と信頼の評価を得るため、生産者・農業団体・
行政が一丸となってイベントを開催したり、優良農家の生産現場
を紹介する交流会を開催し、食農教育等に取り組み農業振興の
活性化を図りました。
園児を対象とした「ブルーベリー園見学会」「梨狩り」「いちご狩り」
を実施しました。
販売促進を図るイベント「うまいもんまつり」を開催し、町民に対して地産地消の推進を図りました。

・牛乳消費拡大・食育活動事業　　190千円
牛乳の消費拡大を図るための牛乳・乳製品を用いた料理講習会や酪農についての
講習会等の取り組みに対し支援を行うことにより、食農教育の推進を図りました。

琴浦町酪農協議会　190千円

○琴浦町農林水産業活性化研究会　　　５４７千円
農林水産業の活性化・再生化を推進するため、鳥取大学
と連携し課題解決と将来のあるべき構想を構築し、地域
活力の創造を推進を図りました。

・農林水産業活性化研究会　１回
・研究会幹事会　１回
・農林水産業活性化フォーラム２１の開催　１回
・鳥大琴浦町連携事業発表会　１回

○農業振興地域整備計画統合管理システム事業　　　３,６７５千円
農業振興地域整備計画の東伯と赤碕を一本化して管理するシステムを整備しました。

管理ソフト一式、専用ハード一式

○農業要覧作成事業　　　９６千円
琴浦町の農林水産業や農産物についての要覧を作成しました。

48円×2,000冊＝96,000円

○耕作放棄地全体調査事業　　　４,５１６千円
国が定めた耕作放棄地全体調査要領に基づき、町内耕作
放棄地の一筆調査を実施しました。

実態調査　１７８ha

○次世代鳥取梨産地育成事業　　　９０６千円
梨産業活性化のため、ブランド化を目的とした鳥取県育成オリジナル新品種の早期導入と、
それに伴う生産基盤の整備を図りました。

・生産基盤整備対策（防除用機械〔乗用モア３台〕の整備）
ＪＡ鳥取中央東伯梨生産部　287千円、ＪＡ鳥取中央赤碕果実生産部　619千円

○平成２０年度雪害園芸施設等復旧対策事業　　　０千円（予算額　１,５６３千円）
平成２１年１月９日からの大雪により全半壊した農業施設等の早期復旧を図るため、復旧に
要する経費の一部を助成します。（平成２１年度に繰越）

ＪＡ鳥取中央　1,563千円
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【農林水産課】

○人件費　　　５,９４７千円
一般職　１名

○畜産一般事務　　　９７千円
・鳥取県畜産推進機構負担金　92千円
･肉用牛特別導入事業基金利子積立金　5千円

○畜産振興対策事業　　　３,２３７千円
家畜個体能力の向上を図るため、飼育管理技術向上のための現地指導会の開催、品評会

への出品奨励金の交付、優良精液の導入による改良への支援、優良和牛への飼育奨励金の
交付等に加え、自給飼料増産対策への支援、第１３回全日本ホルスタイン共進会対策への支
援を行ないました。

・乳牛現地指導　　１回　８戸（１０頭）
・優良精液の導入　　和牛　２０６本、乳牛　３７１本
・中部畜産共進会（和牛）　　５頭
・中部酪農祭　　３７頭
・鳥取県畜産共進会（和牛）　　８頭
・鳥取県畜産共進会（乳牛）　　３０頭
・優良種牝牛飼育奨励事業補助金交付牛　　９頭
・自給飼料増産対策　　バンカーサイロ　１５基（６戸）
・第１３回全日本ホルスタイン共進会対策　　受精卵採取　８頭

○人件費　　　２１,２５３千円
一般職　３名

○農地費一般事務　　　１２,５４０千円
各種協議会等の負担金

県農業農村整備事業推進協議会会費　3,000円　　
県土地改良事業団体連合会負担金（一般賦課金）25,000円　　特別賦課金　138,000円
農道台帳管理賦課金　136,000円

農林土木事業利子補給等補助金　11,879,255円
担い手育成支援事業補助金　359,000円

○農業用施設等補修事業　　　１,７１５千円
農業用施設等の補修維持を行いました。

需用費　3千円
農道草刈委託料  338千円
農道水路補修借上料　80千円
原材料支給　1,110千円　　農道、水路23件
負担金（ため池防災・保全体制支援事業、広域農道橋梁点検事業）　184千円

227,979千円 

4 畜産業費 9,330千円 

1 農業費 最終予算額
款 5 農林水産業費

項

目

担当課決算額

款 5 農林水産業費
目

1 農業費

5 農地費

決　　算　　額

9,281千円 

9,281千円 

216,079千円 

決　　算　　額

216,079千円 

担当課決算額 9,330千円 

227,979千円 

最終予算額項
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【農林水産課】

○琴浦町営農業農村整備事業　　　４１８千円
町内農業農村生基盤等の整備を促進し、本町の農業の振興を図りました。

帽子取農道舗装補修工事 Ａ＝65㎡ 工事請負費　418千円

○県営畑地帯総合整備事業　　　１３,４２６千円
国営事業と連携し、加勢蛇西地区の幹線水路・農道整備事業を支援しました。
・加勢蛇西地区　畑かん用水路Ａ＝２０.７ha測量試験費A＝２９.１ha

○県営広域営農団地農道整備事業（東伯中央地区）　　　８,３３４千円
中部地区の産業開発と振興のため道路の整備促進を図りました。

20年度事業費259,600千円×6.7％（市町負担）×68.11％（琴浦町負担）＝12,438,834円
うち４,１０５千円をＨ２１年度へ繰り越し

○県営ほ場整備幹線道路等事業費及利子補給事業債務負担事業　　　７２,０６６千円　　
農業基盤整備の充実を図るため土地改良事業等の助成を行い、地元負担を軽減しました。

・赤碕地区畑総事業補助金　　24,825,089円
・東伯地区等土地改良事業補助金　　44,809,234円
・大栄地区畑かん事業補助金　　2,431,357円

○土地改良事業の推進　　　５８,８６６千円
農業基盤整備の充実を図るため、赤碕・東伯土地改良区への助成及び国営造成施設の効果的
運営のため東伯地区土地改良区連合への操作委託を行いました。

・操作委託　40,329千円
・基幹水利施設管理関係　2,797千円
・各土地改良区補助等　15,740千円

○国営かんがい排水事業　　　２６,５１３千円
農業基盤整備を図るため、東伯地区国営かんがい排水事業の円滑な事業推進を図りました。

・推進事務関係　1,015千円　
・西高尾建設負担金等　13,148千円
・管理体制整備補助金　12,350千円

○農地高度利用改良事業　　　９４８千円
文化財発掘現場の発生土を農地用客土として災害復旧事業及び地元提供等に利用しました。

　客土受入業務委託料　　948千円

農業費

農地費(繰越明許)

○県営畑地帯総合土地改良事業　　　１８,２８０千円
19年度事業繰越分　

○県営広域営農団地農道整備事業（東伯中央地区）　　　４,５１８千円
中部地区の産業開発と振興のため道路の整備促進を図りました。

19年度事業費99,000千円×6.7％（市町負担）×68.11％（琴浦町負担）＝4,517,736円

22,798千円 

1 最終予算額

目

22,798千円 

5

担当課決算額 22,798千円 

22,798千円 

決　　算　　額
5 農林水産業費

項
款
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【農林水産課】

林業費

林業総務費

○人件費　　　３,０９５千円
　　 一般職１名

○林業総務一般事務　　　１,１７７千円
・各種負担金等

国有林土地使用料
県緑化推進委員会負担金
全国森林環境・水源税創設促進連盟負担金
治山林道協会負担金
森林設計積算システム賃借料

・林道維持管理費
・船上山東屋及び展望台撤去費用

林業費

林業振興費

○森林病害虫等防除事業　　　１０,０６０千円
松くい虫の被害から松林を守るための予防措置、駆除措置を実施しました。

特別防除：6月に210ｈａ×2回空中散布を実施。 9,186千円
伐倒駆除：被害木71.871㎥の伐倒、薬剤処理。 874千円

○森林整備地域活動支援交付金事業　　　７,４５７千円
森林の適切な育成管理推進のため、森林施業準備作業に対し交付金を交付しました。
境界確認等の施業準備作業を実施した団地に対して5千円/ｈａを交付。対象：２２団地。

事務費　32千円
森林整備地域活動支援現地確認委託料　313千円
森林活動地域支援交付金　7,112千円

○森林整備促進事業　　　３,９４５千円
・森林整備担い手育成対策事業補助金　140千円

町内林業労働者の社会保障充実を図るため、社会保険等の一部を5年間助成します。
・生きがい林業促進事業補助金　750千円

小規模林家の自家労力による施業経費を補助しました。

・森づくり作業道整備事業費補助金　1,805千円
保安林内　　３路線：別宮(2)、中村　…県90％補助、町負担なし
普通林内　　１路線：福永　　…県補助50％、町補助30％

・未整備森林緊急公的整備導入モデル事業補助金　1,250千円
未整備森林の解消を目的とし、除間伐の実施に対し250千円/haを補助しました。
10/10国補助。　　　　5ｈａ×250千円＝1,250千円

5
2項

目

2目

担当課決算額

款 農林水産業費

施業 面積(ha)

下刈り

新植
雪起こし

合計

除・間伐

4,272千円 
款 農林水産業費

項 2
5

26,811千円 

4,395千円 

8,400円

最終予算額

最終予算額

73,000円

602,229円

4,395千円 

36,400円

25,933千円 

25,933千円 

決　　算　　額

決　　算　　額

4,272千円 

1

26,811千円 

20,000円

254,730円

182,600円

枝打ち 0.00
15.42

対象者(人)

3
7
439.54

0.49
0.98

4.41

担当課決算額

10
0
63
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【農林水産課】

○林業振興対策事業　　　２,８１０千円
適正な森林管理推進のため、森林現況調査や担い手対策、間伐促進対策等を実施しました。

・森林管理巡視業務委託料　1,499千円
町内森林を巡回監視し、施業の必要な箇所の確認等の業務委託

・林業労働者福祉向上対策事業負担金　97千円
（財）鳥取県林業担い手育成財団への負担金

・緊急間伐実施事業費補助金　1,000千円
県の間伐材搬出促進補助事業（4,000円/㎥）に町が1,000円/㎥のかさ上げ。

・森林整備計画樹立事業補助金　214千円
施業団地の共同化を促進するため、施業計画の樹立、見直しの経費の補助。

○ふれあい交流会館管理運営　　　１,０１２千円
事業計画に基づき管理運営し施設利用の促進を図りました。
施設利用者　延べ１１,９８７人

○とっとり共生の森森林整備事業　　　６４９千円
㈱損害保険ジャパン、県、町で協定を締結し、５年間船上山
周辺の森林保全活動を実施します。
初年度の20年度は記念植樹や約800本のコナラ等の植樹、
船上山散策などを行いました。

林業費

林業振興費（繰越明許）

○上中村地区林道事業　　　１,５０７千円
林道用用地の購入事業 公有財産購入費　１,５０７千円

７名

水産業費

水産業総務費

○水産業振興対策事業　　　３,３７８千円
水産業の振興を図るため、県事業の負担金拠出、赤碕町漁業協同組合の運営事業の支援、

同組合員の償還負担の軽減、共済掛金の負担軽減を支援しました。
負担金　１件、　補助金　７件。　
・漁業近代化資金利子補給　１３件分　利子補給１．０％
・漁村環境改善センター運営費補助　約１／３の支援
・水産物種苗放流調査事業費補助　サザエ稚貝６０，０００個　アワビ稚貝１０，０００個
・漁業開始資金利子補給　５件分　利子補給２．０％
・漁獲共済掛金軽減事業補助　３１件分　自己負担分の１０％
・漁業振興対策補助　原油高騰対策事業の漁協負担の軽減
・原油高騰対策補助金　４１隻　１４４，１２１ℓ（４月から９月分）　5円／ℓ

1,507千円 

決　　算　　額

款
2

農林水産業費款
項 3

1

項

目
5

1,507千円 1,507千円 

最終予算額

19,874千円 

最終予算額

13,937千円 

決　　算　　額

1,507千円 

13,937千円 19,874千円 担当課決算額

農林水産業費
2

目
5

担当課決算額
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【農林水産課】

○漁業経営開始円滑化事業　　　１０,３６９千円
新規漁業就業の際に必要な漁船、機器等を漁協が購入費の

１/３でリースし漁業担い手の確保を図りました。
刺網船　一式、　新規就業者１名。

○漁業雇用促進緊急対策事業　　　１９０千円
漁業就業希望者を緊急的に新たに雇用し、漁労技術等の
研修を実施しました。
体験者　１名（３月分）

農林水産業災害復旧費

現年発生農地災害復旧費

該当事項なし

農林水産業災害復旧費

○現年発生農地災害復旧事業　　　２４,１７１千円
平成19年9月4日豪雨災害にかかる農地災害復旧事業

33-6赤碕畑 復旧延長　8ｍ　 千円
33-8赤碕田 復旧延長　41ｍ　 千円
33-11中村田 復旧延長　23ｍ　 千円
33-12中村田 復旧延長　246ｍ　 千円
33-13中村田 復旧延長　145ｍ　 千円

その他　８件 (総事業費22,260千円)

○現年発生農地小災害復旧事業　　　６６８千円
平成19年9月4日豪雨災害の復旧事業として申請できなかった箇所の復旧を補助しました。

中村田小災害復旧工事 千円
原材料費 千円

農林水産業災害復旧費

○現年発生農業用施設災害復旧事業　　　１,６７８千円
平成20年8月28日から29日8月末豪雨災害等にかかる農業用施設災害復旧事業。
事業費内訳

33-201倉坂水路 復旧延長　　　m 千円 （総事業費 千円）

29,357千円 24,839千円 

決　　算　　額

0千円

24,839千円 
款

283

農林水産業費

1

目

1,678

担当課決算額

目

10

29,357千円 

6,181

1千円 0千円

決　　算　　額

1,678千円 

1,678千円 

1

1

災害復旧費
1

6,181千円 

385

865
1,198

4,581
8,207

災害復旧費

1,050

最終予算額

6,181千円 

最終予算額

決　　算　　額

最終予算額

1千円 

担当課決算額

項

目 1

項

款

10

2

現年発生農地災害復旧費
（繰越明許）

担当課決算額

款
項

10 現年発生農業用施設災害
復旧費
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【農林水産課】

農林水産業災害復旧費

○現年発生農業用施設災害復旧事業　　３７,４２９千円
平成19年9月4日豪雨災害等にかかる農地災害復旧事業

33-203大杉水路 復旧延長　22ｍ　 千円 （総事業費 千円）
33-212松谷水路 復旧延長　25ｍ　 千円
33-219中村水路 復旧延長　270ｍ　 千円
33-222太一垣水路 復旧延長　103ｍ　 千円
33-227中村水路 復旧延長　21ｍ　 千円

その他　２４件

○現年発生農業用施設小災害復旧事業　　４,４７７千円
平成19年9月4日豪雨災害の復旧事業として申請できなかった箇所の復旧を補助しました。

下中村水路小災害復旧工事 千円
その他　２４件

借上料 千円
原材料費 千円

農林水産業災害復旧費

○単県斜面崩壊復旧事業　　４,３５２千円

平成19年9月4日豪雨災害にかかる単県斜面崩壊復旧事業
中村地区 復旧延長　22m 千円

○国県支出金返納金　　　１，９０５千円

家畜導入事業基金に係る国県造成額分の返納金　　1,904,156円

1,905千円 

1 1,905千円 1,905千円 

1,905千円 担当課決算額

決　　算　　額項

目
12

諸費

国庫支出金返納金

1 最終予算額
款 諸支出金

2

款 10

担当課決算額

担当課決算額

677

4,352

3,073

1,936

13,322

41,906千円 

決　　算　　額

4,352千円 

52,153千円 

4,352千円 

213

決　　算　　額

4,352千円 4,352千円 

41,906千円 

4,181
3,653

最終予算額

52,153千円 

最終予算額

4,413

10 現年発生農業用施設災害
復旧費（繰越明許）

災害復旧費
項 1

目

2,517

単県斜面崩壊復旧費
災害復旧費

項

目 3

1

款
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