
４－１

所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 広報ことうら発行 5,209 30 5,179 　○毎月1回、町広報紙「広報ことうら」を発行し、町が今後取り組もうとする事業を周知 有料広告

1.総務管理費 するとともに、行政情報の公開、地域の話題などを紹介します。また、町内の家庭や 30千円
2.文書広報費 事業所などに全戸配布するとともに、県の施設などにも配送します。

　【広報ことうら】 月平均24ページ・月6,500部
　　・需用費 消耗品費 　　 マジック、フリクション芯代等 50千円
　　・  〃 　　印刷製本費 　 広報紙印刷製本 　　　　　　 5,159千円

継続 広報公聴活動及び 45 45 ○広報紙制作及び放送業務に必要な技術の習得をめざし、各種研修会に参加します。
研修  　また、日本広報協会の負担金を納付します。

　　・報償費 報償金 放送業務アナウンス研修 30千円
　　・負担金、補助及び交付金 負担金 日本広報協会 15千円

継続 ホームページ運営 326 36 290 ○琴浦町ホームページ公開システムの維持管理を行い、安定的なシステムの稼動を図 ﾊﾞﾅｰ広告
ります。 36千円

・委託料 保守委託料 326千円

（広告掲載料　右上部15,000円～3,000円／月、下部 1,000円／月、スマホ 1,000円／月）

5,580 0 0 66 5,514合計

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名

　

摘要特定財源 一般
財源

事業内容
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 農村多元情報連絡 31,067 8,374 22,693 ○役場からの行政放送や鳥取中央有線放送（株）からのテレビ放映をスムーズに行うた 加入金
1.総務管理費 施設管理運営 め維持管理をします。 740千円
6.CATV管理費 　　・需用費 光熱水費 伝送路増幅器電気代                             3,316千円 分担金

　　・  〃 　　修繕料 　 伝送路修繕 、引込線修繕   年間 3,743千円

　　　　　　　　　　　　　　　赤碕駅裏町道整備に伴う伝送路移転      17,000千円 補償費
1,612千円

　　・役務費 手数料 共架柱強度計算料 28本 13千円 使用料
　　・  〃 　　火災保険料 火災共済掛金 ＴＣＣ局舎伝送路施設等 1,208千円 2,273千円

　　・使用料及び賃借料 借上料 電柱共架料（中国電力）3,310本 財産運用収入

　　・ 　　　　〃　　　　　　　 〃 　　電柱添架料（NTT）1,510本 6千円
　　・ 　　　　〃　　　　　　　 〃 　　 自営柱敷地借上料 1,670本      7,249千円
　　・積立金 農村多元情報連絡施設基金積立金                          2,274千円

　　　・　 〃　　 農村多元情報連絡施設基金利子積立金　                        7千円

継続 防災行政無線 1,754 1,754 ○防災行政無線システムの適切な維持管理を行います。
システム維持管理 　・需用費 消耗品費 地区遠隔制御装置用ＵＰＳバッテリ  　50ヶ 173千円

　・  〃 　　修繕料　　 防災行政無線戸別受信機修繕        43台  562千円
　　　　　　　　　　　　　  地区遠隔制御装置障害対応             6台 518千円
　・役務費 火災保険料 火災共済掛金（防災行政無線システム）　501千円

継続 情報通信利用環境 400,000 100,000 205,400 94,000 600 ○更新の時期を迎えた赤碕地区の農村多元情報連絡施設をＦＴＴＨ方式により更新し、 合併特例債

整備推進事業 落雷被害によるサービス停止を軽減し、安定的なテレビ再放送サービスを提供します。 163,300千円

また、高速通信サービスを提供可能にすることで企業誘致を推進します。
※赤碕地区　継続費 808,164千円 辺地債

・役務費 手数料　共架柱強度計算料 1,311本 567千円 42,100千円

・委託料 監理業務委託料                           10,800千円
・工事請負費　光ケーブル設備工事費          388,633千円 公共施設等

建設基金

94,000千円

県補助金

100,000千円

432,821 100,000 205,400 102,374 25,047合計

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名

　

摘要特定財源 一般
財源

事業内容
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 企画関係事務 2,233 2,233 ○企画関係事務等において円滑な事務運営及び公用車等の管理を行います。
1.総務管理費 　　・賃金 　臨時職員（1年（263日分）・1人）
7.企画費 　　　 〃 　 交通費（12月分・1人）　　　　　　　　　  合計1,813千円

　　・需用費 消耗品費 事務用品・コピー代・書籍加除等 152千円
　　・  〃 　　燃料費 ガソリン代 145千円
　　・修繕料 12ヶ月点検（（ハイゼット・ミツビシ）60千円
　　・役務費 自動車保険料 任意保険料（ハイゼット・ミツビシ）　26千円
　　・使用料及び賃借料 　CORINS及びTECRIS使用料 22千円
　　・負担金、補助及び交付金 中部地区行政振興協議会負担金 15千円

継続 土地取引及び開発 1 1 ○国土利用計画法第23条に基づく土地売買などの届出に関する事務処理を行います。 手数料
事業関係事務 　　・需用費 消耗品費 届出書作成に要する事務用品 1千円 1千円

新規 第二次琴浦町総合計 490 490 ○今後も引き続き基本構想を町の行政運営の長期的な将来ビジョンとして、基本計画と
画策定事業 ともに一体的に示し、推進していくため、第二次琴浦町総合計画（平成２９年度～平成

３８年度）を策定します。
・報償費 審議会委員報償金（30人）　477千円
・需用費 印刷製本費           13千円

継続 携帯電話移動通信 45 45 ○琴浦町内の携帯電話不感地区を解消するため、上中村部落に整備した携帯電話移動
鉄塔整備事業 通信鉄塔を維持管理します。

　　・役務費 火災保険料 移動通信用施設・無線設備 21千円

　　・使用料及び賃借料 賃借料 施設敷地賃借料（233.6ｍ２）　24千円

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名

　

摘要特定財源 一般
財源

事業内容
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 技術顧問業務委託 4,000 4,000

1.総務管理費 事業
7.企画費

　　技術顧問業務委託料（2件）　648千円
　　営繕関係設計等業務委託（54千円×43人役）　2,322千円
　　デザイン顧問業務委託（3件程度）　1,030千円

継続 鳥取大学との連携 187 187 ○町の活性化を図るため「知と実践の融合」を教育研究の理念としている鳥取大学と
事業 幅広い分野で連携し、活力あるまちづくりを推進します。また、学生の地元就職の促進

や若者のアイディアを町の施策に反映させるため、インターンシップを実施します。

　　・費用弁償（学生の交通費及び宿泊費 ５人分）　　　 　172千円
　　・負担金、補助及び交付金 鳥取大学振興協力会会費 15千円

継続 琴浦町男女共同参画 407 407 ○町の男女共同参画に関する重要事項を調査、審議します。
審議会の運営 ○第3次プラン策定にあたり、住民アンケートで現状の確認と今後の計画に求められて

　いるものを確認します。
　　・報償費 審議会委員報償金 （委員13人、年4回開催）　　　　　　　　104千円
　　・消耗品費 審議会運営に係る事務用消耗品
　　　　　　　　　　男女共同参画意識調査アンケート用消耗品 　40千円
　　・印刷製本費　アンケート調査返信用封筒印刷代 　　　　　　　　　　　17千円

　 　　・通信運搬費　アンケート発送代・返信用郵券代 　　　　　　　　　　　　246千円

継続 167 83 84 ○中山間地域の活性化や支え合いを目指した取組を実施します。
　みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業（県・町 各１/2） 県補助金

　　・移動販売車運営補助金（３年目）赤碕町漁協 500千円×1/3 83千円

　○建築物の修繕や特殊工事について、指導･助言等の支援を受けることにより専門
　知識の不足を補い、適正価格での効率的な発注･事業執行を行います。
　　またデザイン顧問業務を専門業者に発注することで、より魅力的でＰＲ効果の高い
　パンフレット・看板などの作成を行います。

元気な中山間地域づ
くり事業

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名

　

摘要特定財源 一般
財源

事業内容
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 地域おこし協力隊員 21,046 21,046 ○総務省の制度を活用して、地域おこし協力隊員５名を配置します。（特別交付税措置） 特別交付税
1.総務管理費 活動事業 　　３名継続・２名新規募集 19,960千円

7.企画費     ・報酬 9,960千円 上限
　　・共済費 社会保険料 1,500千円 20,000千円

　　・報償費 講師謝金等 170千円
　　・旅費 活動・研修等 388千円 通勤にかかる費用弁償 86千円
　　・需用費 活動に必要な事務用品、燃料費等 1,514千円
　　・役務費 通信運搬費・手数料等 455千円、自動車保険料等 260千円

　　　・使用料及び賃借料　3,305千円　（車1,265千円、家賃1,980千円、下水使用料等60千円）

　　・工事請負費　拠点施設改修整備 2,668千円
　　・備品購入費　パソコン等 490千円
　　・負担金 研修等負担金 250千円

継続 町内地域づくり団体 2,170 2,170 ○財団法人地域活性化センターの年会費を支払います。
の連携 　　・負担金、補助及び交付金 財団法人地域活性化センター負担金 70千円

　　・補助金 2,000千円

　○地域づくりのリーダー育成のため、地域活性化センター等が実施する研修へ
まちネット会員等を派遣します。
　　・地域づくり団体全国研修交流会参加旅費 100千円

継続 縁結び事業 586 368 218 　○少子化、晩婚化に歯止めをかけるため、結婚の推進に理解と意欲を有する縁結び
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀーの支援活動により独身の男女が結婚し定住人口の増加を図ります。

国交付金
218千円

　 　　・報償費 472千円
　　　コーディネート成功謝礼金 30,000円×4組 県補助金
　　　コーディネーター連絡会等活動報償金 2,000円×22回×8人 150千円
　　・需用費 　114千円
　　　コーディネーター名刺、イベントチラシ印刷製本費等

継続
子どもの遊び環境
整備事業

2,562 2,562 　○平成26年度に実施した町内公園の遊具点検の結果に基づき、撤去および修繕を
　行い、子どもたちが安全に遊べる環境を整備します。

　　・工事請負費　2,562千円
　　　旧古布庄保育園遊具修繕、旧以西小学校遊具修繕等 12公園22基

一般
財源

事業計画の概要

　

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要特定財源

　○町内地域活動団体で組織する「琴浦まちづくりネットワーク」による、「まちネットアク
　ション＆プロポーザルプラン」の実現に向けた取り組みに対して補助します。

1人当たり
4,000千円

平成27年12月にまちネットアクション

＆プロポーザルプランを町へ提出
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 新規 ふるさと創生塾 40 40

1.総務管理費
7.企画費 平成28年度：企画・準備年度

　　・報償費 企画委員報償金 40千円

新規 集落支援員活動事業 7,000 7,000 特別交付税

7,000千円

上限
　　・報酬　3,600千円 7,000千円

　・共済費 社会保険料 900千円
　・報償費 講習等の講師謝金等 90千円
　・旅費 研修旅費　300千円
　・需用費 事務費、燃料費等 1,111千円
　・役務費 通信運搬費等 210千円
　・備品購入費　パソコン等 669千円
　・負担金 研修負担金 120千円

新規 結婚新生活支援事業 792 405 387 　○世帯所得300万以下の新婚世帯に対し、新生活を開始する際に新たに賃貸した物件
　家賃の3分の2（上限33,000円）を助成することにより、経済的理由で結婚に踏み出せな
　い方に対し結婚を促進し、未婚化･晩婚化の進行に歯止めをかけ、もって少子高齢化対
　策の強化を図ります。

県補助金
405千円

　　・補助金　792千円（22,000円×12ヶ月×3組）

41,726 856 0 1 40,869

一般
財源

合計

○町を誇りに思い、将来の町のリーダーとなる人材を発掘、育成するため、小中学生を
　対象とした講座を実施します。

　○中山間地の現状や課題を把握し、その解決に向けて地域での話し合いを進め、行政と
連携した取り組みを行うため、集落支援員を設置します。（3地区）

事業計画の概要

　

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要特定財源

1人当た
り3,500千
円
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 「いいね！ことうら」 264 264 ○若者の流出に歯止めをかけ、また、県外へ進学・就職した方のUターンを促進するため、
1.総務管理費 発見事業 写真コンテストを実施し、新たな魅力発見の機会とします。
7.企画費 　　平成28年度は、「セピア色のことうら」と題して、昔の写真を募集する予定です。

　　　・報償金　選考委員報償金、記念品　70千円
　　　・需用費　消耗品費　20千円
　　　・　〃　　　印刷製本費　イベントポスター、観光パンフレット、展示用写真　174千円

継続 第二成人式事業 500 250 250 国交付金
250千円

　　　・第二成人式実行委員会委託料　　　　　　　500千円

継続 新婚家庭支援事業 864 432 432 　○結婚3年以内の新婚世帯に対し家賃の2分の1（上限25,000円）を助成をすることにより、
　結婚当初の経済負担軽減を図り、若年層の人口増加を目指します。

国交付金
432千円

　　・補助金　864千円
　　　　H27申請分　（21,000円＋16,000円＋13,000円）×12ヶ月
　　　　H28申請分　22,000円×1組×12ヶ月

新規 琴浦町総合戦略
推進事業

1,486 1,486 　○平成27年度に策定した「琴浦町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の事業進 を管理し、
　外部組織の検証を行うなど、地方創生事業の適切な執行に努めます。

　また、各種研修会に参加し、職員の能力向上を図ります。
　・推進会議報償金　　3回開催予定（25名分）　165千円
　・講演会講師謝金等　973千円
　・地方創生関連各種研修会旅費　348千円

3,114 682 0 0 2,432

一般
財源

合計

事業計画の概要

　

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要特定財源

　○25歳の出身者・在住者を対象とした第二成人式を開催することにより、琴浦町を離れて
　疎遠になった同級生との絆の確認や、地域社会の繋がりを強化するとともに、Ｕターンの
　促進を図ります。

H27最優秀作品 「ふしぎなトンネル」
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 電算管理 30,742 30,742 ○庁内及び出先施設等のネットワークの維持管理を行い、安定した情報通信環境を
1.総務管理費 （ネットワーク関連） 提供します。
10.電算機管理 　　・委託料 委託料 ネットワーク保守等委託料
費 　　　　　情報ハイウェイ保守 1,007千円

　　・使用料及び賃借料
　　　使用料 ＴＣＢインターネット、電柱共架料 2,305千円
　　　 借上料　ネットワーク機器リース（光ケーブル化に伴う環境構築含む）27,397千円
　　　 賃借料　LGWANルータレンタル 33千円

継続 電算管理 12,443 12,443 ○職員用パソコン・プリンタ・複合機の維持管理を行い、安定稼動及び業務効率化を
（職員用関連） 図ります。

　　　・需用費　消耗品費　職員用プリンタートナー、複合機インク代　2,657千円
　　　　　〃　　　修繕料　パソコン修繕　195千円
　　　・委託料　職員用端末保守委託料　666千円
　　　・使用料及び賃借料　借上料　職員用PC、資産管理サーバリース　7,728千円
　　　　　　　　　〃　　　　　  賃借料　複合機（紙折、製本機能）リース料　1,197千円

継続 電算管理 52,478 87 52,391 　○総合行政システムの維持管理及びシステム改修を行い、安定的なシステムの稼動
（総合行政システム） 　及び業務事務の効率化を図ります。

　　　・需用費　消耗品費　窓口用プリンタートナー、コピー代　730千円
　　　　　〃　　　印刷製本費　納付書等専用帳票　1,247千円
　　　・委託料　委託料
　　　　　　行政システム、関連機器保守委託料　7,814千円
　　　　　　　　総合行政システムソフト・ハード保守・運用支援
　　　　　　　　ネットワーク分離、電子決裁システム　データセンター利用料
　　　　　　行政システム改修委託料　6,236千円
　　　　　　　　平成28年度総合行政システム制度改正、交通災害共済システム申込書項目
　　　　　　　　追加、健康管理システム結核・肺がん検診受診票レイアウト変更、汎用調定
　　　　　　　　項目追加（シルバー人材センター派遣利用料）
　　　　　　住民基本台帳ネットワーク関係保守委託料　2,463千円
　　　　　　　　住民基本台帳ネットワーク共同利用対応

　　・使用料及び賃借料
　　　　　使用料　ウィルス対策 738千円
　　　　　借上料　連帳プリンタ・基幹サーバ・ファイルサーバ・圧着機リース 32,423千円
　　・負担金、補助金及び交付金
　　　　　負担金　電子申請システム共同利用等負担金 827千円

事業計画の概要

予算額
　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

款・項・目
新規
継続
の別

事業名

　

摘要特定財源 一般
財源

事業内容

中部広域
連合より
87千円
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所属：　  企画情報課

国・県
支出金

地方債 その他

2.総務費 継続 個人番号運用事業 6,184 4,021 2,163 ○平成２８年１月から利用開始し、平成２９年から自治体間で情報提供・連携する個人 国補助金
1.総務管理費 番号制度について、環境整備を行います。 4,021千円

10.電算機管理 　　　・委託料　行政システム改修委託料　2,398千円
費 　　　　　　　　　事務委任委託料　法例規整備支援　1,188千円

　　　・使用料及び賃借料　借上料　統合宛名サーバリース　488千円
　　　・負担金、補助及び交付金　負担金　中間サーバー整備負担金　2,110千円

「社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク」

マイナちゃん
101,847 4,021 0 87 97,739合計

事業計画の概要

　

款・項・目
新規
継続
の別

事業名
予算額

　　（千円）

　　　　　　　　財源内訳　　　　（千円）

事業内容 摘要特定財源 一般
財源
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