
一般会計 【人権・同和教育課】

○　同和対策総務事業　　　　３，２６５千円
　人権・同和行政確立に向け啓発活動事業及び同和問題解決のため各種団体等へ負担

　金等の支払いを行いました。

○　就職促進奨励金　　　　　 　　２５０千円
　新規学校卒業者のうち就職について、特に援助を必要とする者に対し常用就職の促進

　及び就業の安定を図るために支給しました。

事務的経費 ３千円

－15-1－

支　給　人　数 支　　給　　額
１０　人 １人あたり　２５，０００円

東伯郡同和対策協議会負担金 ４５千円
中部地域改善担当指導員設置負担金 １９０千円

琴浦町同和対策推進協議会補助金 ３，０００千円
部落解放 ・人権政策確立要求鳥取県実行委員会負担金 ２７千円

担当課決算額 ３，５３８千円 ３，５１５千円

負　　　　　担　　　　　金　　　　　等 金     額

3 同和対策総務費 ３，５３８千円 ３，５１５千円

1 社会福祉費 予　算　現　額 決　　算　　額
款 3 民生費

項

目



一般会計

生活相談件数（東伯文化センター）

生活相談件数（赤碕文化センター）

延べ　　　８９件
延べ　　　６１件

延べ　　　　１１，９０３人
延べ　　　　１４，５７３人

事　　業　　名
運営審議会（東伯文化センター）

運営審議会（赤碕文化センター）

年間利用者数（東伯文化センター）

年間利用者数（赤碕文化センター）

回　数　他 参加人数・対象
年2回
年2回

委員10名
委員1４名

４９人

○学習活動事業　　　  ３，３６３千円

○生活相談事業　　　　 ４，４２８千円
被差別部落住民の生活・健康・福祉・就労等の向上を図るために、生活相談員2名設置し、相談活動を
行い、生活の社会的・経済的改善向上に向けて取り組みました。

高校友の会学習会 5回
ふれあい講座 年間12回 １５６人

【人権・同和教育課】

1 社会福祉費 最終予算額

３１，６１６千円

○人件費　２０，４６３千円（一般職員　２名　嘱託職員　１名　臨時職員　３名）

決　　算　　額
款 3 民生費

項

目 4 隣保館運営費 ３１，９１５千円 ３１，６１６千円

担当課決算額 ３１，９１５千円

○隣保館運営事業　　３，３６２千円
同和地区住民及び町民を対象に、同和教育講演会・同和問題懇談会・交流学習会・研修会等各種啓発

活動を通して部落差別をはじめとするあらゆる差別解消に向けた取り組みを行いました。

部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消に向けた各種学習活動に取り組みました。

【東伯文化センター】
事　　業　　名 回　数　他 参 加 人 数・対 象

延べ　１，４１７人１回（２月）部 落 解 放 文 化 祭
同　和　問　題　懇　談　会 ７回 延べ  　２５７人

委員　　１０名定　例　連　絡　会 １１回
小　学　生　学　習　会 週1回 1～6年　５２人
小学生生活体験学習 １泊２日 4～6年　３１人
中　学　生　学　習　会 週１回 1～3年　１６人
中学生生活体験学習 　1泊2日 1～3年　９人

【赤碕文化センター】

中学生中２親子県外研修 京　都 １４人

参加者数 ６８６人年間125回教　室　活　動　（６教室）

事　　業　　名 回　数　他 参 加 人 数・対 象
部落解放文化祭 1回（11月） １，０１７人

定例連絡会（解放保育） 週１回 対象人数 １１人
定例連絡会（解放教育） 週1回 対象人数 ９人

小学生学習会 週１回 対象人数1～6年６３人
県外研修 広　島 小6年・中１年 ４３人

中学生学習会 週１回 対象人数　４７人
高校友の会学習会 年間6回 対象人数 ４９人

高年者学級 月1回 １３１人
教室活動（3教室） 月2回 対象人数 ２９人
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一般会計

＜東伯児童館活動＞児童館まつり 6/14実施

なし
１回（7月） ７７人

回　数　他 参加人数・対象

会員　４５軒
同　和　教　育　研　修　会 ３回
しもいせ保護者クラブ育成 年間19回

七夕まつり

【赤碕児童館】
事　　業　　名 回　数　他 参加人数・対象

幼児交流会＆親子ひろば
びーのびーの

月1回 １７７人(0～5才児対象)

文化センターで子どもや親子が交流を通して入園前や入学前の集団づくりや異年齢・保護者同士・地域
等との交流を図り、地域に根ざした教育力、自立心を高めていくことをめざし事業を実施しました。

○地域交流学習事業      ５０２千円

【東伯児童館】
事　　業　　名

児　童　館　ま　つ　り １回（6月） ３２２人

６，３４８千円

【人権・同和教育課】

款 3 民生費
項 2 児童福祉費 最終予算額 決　　算　　額

開館日数
東伯　　２９０日
赤碕　　２９８日

６，２５２千円

担当課決算額 ６，３４８千円 ６，２５２千円

目 3 児童館運営費

同和教育研修会(学習会) 7月・11月 ６５人

子育てふれあい事業

乳　幼　児　学　級 月2回 ４５１人（未入園児対象）
児　童　館　ま　つ　り １回（6月） ２００人

（親子ひろばびーのびーの）
４回 各地域で実施 ２７６人

○人件費　　　５，０７８千円（臨時職員　２名　　パート職員　３名）
○児童館運営事業　　  ６７２千円
児童に健全な遊びの場を提供しながら健康を増進し、情操を豊かにすると共に、部落差別をはじめとす
るあらゆる差別を許さない、部落解放を担う人間形成をめざした、子ども会、地域組織の育成など、地域
の乳幼児・親子・児童・生徒を対象に交流と研修の場を持ち、各種活動等取り組みを通して地域の福祉
健康や居場所作りとしての住民交流の場となるような取り組みを行いました。

年間利用者数
東伯  ２,９４９人
赤碕  6,512人

成美ぽんぽちクラブ育成 ６回 会員　１６軒
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＜赤碕児童館活動＞子どもまつり　11/15実施

放課後児童クラブ ３２５人

子どもまつり 1回（11月） ２０５人



一般会計

○人件費　　　　　　　　　　３１，３４１千円（一般職４人）

○進学奨励金給付事業　　　　　　　　　　　　　　　４，２６３千円
本町の同和地区出身者で、高等学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校に在学する

人に対し、社会に有用な人材を育成することを目的として奨学金を支給しました。
・ 8、10、1月に給付及び学習会を、各文化センター等で開催しました。

（単位：円・人）

○人権・同和教育推進事業（事務局費）　　　　　　　　７６４千円
行政職員等が部落差別をはじめあらゆる差別の問題について正しい理解と認識を深めるこ

とはとても重要なことである。そのため県内外の各種大会等へ派遣し、人権意識の高揚を図る
とともに地域等での人権･同和教育の推進に努めました。

（単位：人）

○社会同和教育推進研究事業　　　　　　　　　　１，００８千円
町同和教育推進協議会及び各地区同和教育推進研究協議会に対し、人権・同和教育の推

進、研究委託を行い、町並びに各地区における人権･同和教育の推進に努めました。
（単位：円）

○部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする啓発　　　　２０千円
平成18年度に策定した『琴浦町あらゆる差別をなくする実施計画』に基づく施策について、

琴浦町あらゆる差別をなくする施策推進プロジェクトチーム会議、琴浦町あらゆる差別をなくす
る審議会おいて、実施状況の把握・点検を行い、計画的な事業推進に努めました。

【人権・同和教育課】

388,000
計 1,008,000
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各地区同和教育推進研究協議会（５地区）

滋賀県米原市 1第23回人権啓発研究集会 2/12～13
人権学習プログラム研究会 1/28 倉吉市 8

奈良県奈良市 2第60回全国人権・同和教育研究大会 11/29～30
宮崎県宮崎市 1部落解放研究第42回全国集会 10/3～5

第33回部落解放・人権西日本夏期講座 7/16～17
倉吉市 延べ180第33回人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会 8/7～8

場所 参加人数

琴浦町同和教育推進協議会 620,000

大会・集会名 期日

名称 委託料

佐賀県佐賀市 1

204,000
計 4,263,000

専修学校（各種学校含む） 8,500 2 12

15,000

大学（短期大学・大学院含む） 8,500 12 12 1,224,000

高等学校（高等専門学校含む） 5,000 1 3

支給額
高等学校（高等専門学校含む） 5,000 46 12 2,760,000

区分 単価 人数 月数

款
項

目
教育費

４３，３０７千円

9
5

8

社会教育費

人権・同和教育費

決　　算　　額最終予算額

４３，３０７千円 ４３，１７１千円

４３，１７１千円担当課決算額

60,000高等学校（高等専門学校含む） 5,000 2 6



一般会計

○人権・同和教育推進事業（町単独）　　　　　　　　２７０千円
人権・同和教育の推進を図るため、広く住民を対象に人権に関する学習機会を提供しま

した。
同和教育部落懇談会（11～3月に各部落で実施）の推進等、各部落における同和教育を

推進していくためには、同和教育推進員の資質の向上が必要であり、推進的立場の人の研
修会を実施し、部落差別をはじめあらゆる差別の問題について正しい理解と認識を深めま
した。

（単位：人）

○人権教育推進員設置事業　　　　　　　　　　　４，９６７千円
生活実態に現れる人権課題の解決のため、人権問題の学習機会の拡充、学習内容の充

実など社会教育活動の一層の推進を図ることを目的に、人権教育推進員を2人設置し、人権
・同和教育の推進を図りました。

○人権・同和教育推進事業（法務省委託）　　　　　５３８千円
人権・同和教育の推進を図るため、広く住民を対象に人権に関する学習機会を提供しま

した。
（単位：人）

参加人数

8/23
10/9
12/7
2/20

＜第４回琴浦町差別をなくする町民集会＞ 8/23実施

200
247

各地区公民館他
東伯中学校
まなびタウンとうはく他

赤碕ふれあい交流会館
カウベルホール

延べ414
279

延べ272

【人権・同和教育課】

まなびタウンとうはく 112

人権・同和教育講座①～③

期日

解放教育講演会

第４回琴浦町差別をなくする町民集会

第４回琴浦町人権・同和教育推進大会

人権・同和教育講演会（９回） 7/14～8/1
大会・集会等名

同和教育部落懇談会事前研修会（同和
教育推進員研修会）：東伯

1/15

場所

-15-5-

研修会名 期日 場所 参加人数

同和教育部落懇談会事前研修会（同和
教育推進員研修会）：赤碕

11/5,12,13,
17,18

ＪＡ鳥取中央赤碕支
所、各地区公民館

延べ322



住宅新築資金等貸付事業特別会計

○貸付事業費　　　　　　　　　　９９１千円
住宅新築資金等貸付事業の徴収償還事務に要した経費です。

○住宅新築資金等貸付金の起債償還金（元金）事業　　　　　　　　２４，９１２千円
住宅新築資金等貸付金の起債償還金（元金）です。

○住宅新築資金等貸付金の起債償還金（利子）事業　　　　　　　　６，４２７千円
住宅新築資金等貸付金の起債償還金（利子）です。

○前年度繰上充用金　　　　　　　６７，０００千円
平成１９年度に不足額が生じたので繰上充用しました。

【人権・同和教育課】

款 1 資金貸付事業費
項 1 資金貸付事業費 最終予算額 決　　算　　額

目 1 資金貸付事業費 １，００２千円 ９９１千円

１，００２千円 ９９１千円

款 2
最終予算額 決　　算　　額

元金 ２４，９１３千円 ２４，９１２千円

日本郵政公社

担当課決算額

公債費
項 1 公債費

目 1

担当課決算額

２４，９１２千円

1 公債費 最終予算額 決　　算　　額

２４，９１３千円 ２４，９１２千円
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担当課決算額 ６７，０００千円 ６７，０００千円

繰上充用金 ６７，０００千円 ６７，０００千円

款 2 公債費
項

目 2 利子 ６，４２８千円 ６，４２７千円

担当課決算額 ６，４２８千円 ６，４２７千円

最終予算額 決　　算　　額

６，４２７千円日本郵政公社

款 4 諸支出金
項 1 繰上充用金

目 1


