
事業計画の概要 10-1-1

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
5農林水産業費
1農業費
2農業総務費

継続 一般事務 108 108 　○農林業地域改善対策事業で整備した施設の火災保険料の支払等を行う。
　　・火災保険料　60千円　11施設
　　・負担金　山村振興協議会 48千円

5農林水産業費
1農業費
2農業総務費

継続 農業研修施設・広場
管理

5,897 15 5,882 　○農業研修施設・農村公園等の維持管理及び公用車等の管理を行う。
　　・賃金　　　 720千円　管理人賃金　白鳳館　270千円、水辺公園　450千円
　　・需用費　1,217千円　施設管理消耗品費　202千円、公用車ガソリン代　111千円
　　　　　　　　　　　　　　　 各施設光熱水費　804千円、各施設修繕費　100千円
　　・役務費　　633千円　白鳳館電話代　36千円、浄化槽清掃等手数料 412千円
　　　　　　　　　　　　　　　 火災保険料　89千円、自動車保険料　96千円
　　・委託料　　879千円　農村公園管理委託料　690千円、浄化槽保守点検委託料　168千円
　　　　　　　　　　　　　　　消防用設備保守点検委託料　21千円
　　・使用料及び賃借料　1,458千円　下水道使用料　27千円、公用車リース料等　1,416千円、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NHK受信料　15千円
　　・工事請負費　990千円　八橋農村公園管理棟解体撤去工事

白鳳館使用料
15千円

5農林水産業費
1農業費
2農業総務費

継続 各種農林融資金利
子補給事業

2,929 1,459 1,470 　○農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）等の農業制度資金借入者に対して、
　　利子助成を行い、農家の負担軽減を図る。
　　・農業経営基盤強化資金利子補助金　2,920千円　延べ34件　（県1/2、町1/2）
　　・平成26年度米価下落緊急対策資金利子補給事業補助金　9千円　2件

県1/2
　　1,459千円
町1/2

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 農業振興対策事業 23,228 17,224 6,004 　○意欲のある農業経営体の取り組みなどに支援することで、地域農業の振興と活性化を図
　 　る。
　　・農作業安全負担金　24千円
　　・がんばる農家プラン事業費補助金　14,100千円  （歳入：県費　10,400千円）
　　　　事業実施主体　個人農業者　3件
 　 ・農作業事故防止対策事業費補助金   100千円
　　　　トラクター等安全装置（中古等に後付け）
　　　　安全バー（補強枠）・シートベルト　100千円×1/2×2件
　　・園芸産地活力増進事業補助金　370千円(歳入：県費　277千円）
　　　　中山間地の特産物等の育成支援
　　　　　栗苗木　　200本×1,569円＝314千円×2/3
　　　　　桑苗木　　1,000本×240円＝240千円×2/3
　　・鳥取芝ブランド化生産振興事業補助金　6,424千円
　　　　　【芝生産・販売力強化事業】（補助率県1/3、町1/6（任意））
　　　  　　　ハード事業 3870千円、ソフト事業　2,066千円
　　　　　【環境に配慮した芝カス有効活用検討事業】(県1/3、町1/3)　488千円
　　・環境保全型農業直接支援対策交付金　2,210千円
　　　　　2,300a×8,000円/10a   800a×4,400円/10a

県1/3、町1/6

県1/3、町1/6

国1/2
県1/4、町1/4

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳
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事業計画の概要 10-1-2

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 担い手育成対策事業 1,125 836 289 　○今後の地域の農地を維持していくために、担い手の農地集積、青年就農交付金等
　　　の対象となるプランを作成する。
　　・人・農地プラン作成検討委員会報奨金　　72千円
　　・法人化奨励金　400千円×2団体　800千円
　○地域農業の指導や新規就農者の育成を行う指導農業士に対して支援を行う。
　　・東伯地区農業士会会費　7千円×4人=28千円
　○認定農業者の経営改善支援を審査するための審査会経費の支出を行う。
　　・委員報酬　　42千円
　　・通信運搬費　3千円
　　　琴浦町経営改善審査会の主な活動
　　　　農業経営診断・指導委員報償費ほか
　○認定農業者の組織化を図り、相互の研さん・交流や資質の向上を主体的な活動と
　　しての取組みを行う認定農業者協議会へ補助金を交付し、支援を行う。
　　　（会員177名、内認定農業者１63名）
　　・補助金額　180千円
  　　　主な活動内容　県外研修・相互研修・部門別研修・交流会等

国10/10

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 野菜振興対策事業 18,702 12,414 6,288 　○市場での販売価格が市場平均価格を大幅に下回った場合、産地、品目、市場ブロックごと
　　 に補てんされる価格差補給交付金を算定し、生産者に対し補給金を交付するための資金
　　 造成に対して助成する。
　　・特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金　　892千円
　　　　（白ねぎ、ブロッコリー、ミニトマト積立見込額）
　　・県ブランド野菜価格安定対策事業負担金　　　　 　　　1,258千円
　　　　（春キャベツ･春ねぎ・スイートコーン交付資金造成額）
　　・鳥取県型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金　　16,552千円
　　　　耐雪型（未定）6m×60m×2棟　4,896千円×2/3= 3,264千円
　　　　耐雪型（トマト）6m×50m×7棟　14,280千円×2/3= 9,520千円
　　　　通常型（スイカ）6m×40m×3棟　4,464千円×2/3= 2,976千円
　　　　通常型（スイカ）6m×30m×1棟　1,188千円×2/3= 792千円
　　　　　(うち県費1/2 12,414千円、町費1/6 4,138円)

町負担
（造成費総額
の１５％）
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事業計画の概要 10-1-3

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 がんばる地域プラン
事業

32,420 21,222 11,198 　○農業を活性化することを主眼とした地域プランを実現することで、地域農業の生産額拡大
　　 や担い手育成、産地育成、優良農地の維持管理のほか、地域の活性化や雇用の創出を
　　 図る。
    ・報償費　報償金　　　　　　　   40千円 (都市農村交流事業報償費)
　  ・旅費　　 普通旅費　　　 　　   267千円 (県外物産フェア旅費)
　　・　〃　　  費用弁償　　　　　　  16千円(プラン検証委員)
　  ・需用費　消耗品費　　　　　　  200千円(各種物産フェア、都市農村交流事業消耗品費)
　  ・　〃　　　食糧費　　　　　　　   200千円(都市農村交流事業)
　　・　〃　　　印刷製本費　　　　   200千円(各種物産フェアPRポスター等印刷費)
　　・委託料　委託料　　　　　　　　 720千円(各種物産フェア都市農村交流事業受入委託等)
　  ・使用料及び賃借料　使用料　200千円(各種物産フェア会場使用料）
　　・　　　 　〃　　　　　　　借上料　500千円(各種物産フェア、都市農村交流事業バス借上料)
　　・負担金、補助及び交付金　　　補助金　30,077千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ミニトマト ハウスリース事業　　 3,857千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニトマト 井戸作井工事事業　 7,521千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニトマト 　ハウス循環扇導入　4,482千円
                              　　　　　　　　　　　　　　 ブロッコリー　予冷庫導入　　　　 5,154千円
                                                        　　　ブロッコリー　乗用管理機導入　 2,928千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ブロッコリー　50馬力トラクター導入　6,135千円

ハード　県1/3
ソフト　県1/2

10-1-3



事業計画の概要 10-1-4

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 有害鳥獣対策事業 9,425 4,743 4,682 　○イノシシ等の捕獲奨励金の交付、猟友会への有害鳥獣捕獲業務の委託、電気柵の設置
　　 等の鳥獣被害対策を支援し、鳥獣による農作物被害を軽減する。
　　・報償費　捕獲奨励金　4,425千円　イノシシ　　　 15千円×250頭=3,750千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヌートリア 　　3千円×50頭＝150千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シカ猟期外 　15千円×20頭＝300千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シカ猟期　　  7.5千円×10頭＝75千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　アライグマ　　15千円×10頭＝150千円
　　・有害鳥獣捕獲実施補助金　3,183千円
　　　　　イノシシ侵入防止電気柵等設置経費補助　　4,174千円×2/3＝2,783千円
　　　　　猟友会への捕獲業務経費補助　　　　　　     600千円×2/3＝400千円
　　・集落づくり推進補助金　　300千円　　　　　　　　300千円×1地区＝300千円
　　・狩猟免許取得促進交付金　15千円　 　　　　　　 5千円×3人＝15千円
　  ・鳥獣被害防止総合対策交付金　1,502千円

・報償金
　県1/3、町2/3
・補助金
　県1/3、町1/3、
　受益者1/3
・猟友会への捕
　獲業務費補助
　県1/3、町1/3、
　ＪＡ1/3
・鳥獣被害防止
　総合対策交付金
  国10/10

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 地産地消推進事業 370 370 　○中部管内の関係機関で「中部発！食のみやこフェスティバル」を開催し、農林水産業団体
　　 や商工業団体、物産をＰＲする出展者等が農林水産物の直売、啓発展示、郷土料理や特
　　 産品を使用した料理、加工品の紹介・販売等を行う。
　　・負担金　370千円
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事業計画の概要 10-1-5

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 果樹振興対策事業 10,376 8,711 1,665 　○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る。
　　【基盤整備事業】
　　　・新品種の新植・改植経費の助成　　　780千円×2/3=520千円
　　　・果樹棚整備　　　6,750千円×2/3＝4,500千円
　　　・灌水施設整備 　　625千円×1/2＝313千円
　　【育成事業】
　　　・鳥取オリジナル品種の導入に取り組む農家等に対し、導入後５年間の育成経費
　　　　相当額を奨励金として交付することにより、生産農家の意欲を高め、新品種の生産
　　　　体制の整備を図る。（県1/2、町1/2）
　　　　　新植　　200千円/10a×0.65ha＝1,300千円
　○梨・ぶどう等の果樹栽培農家の経営安定のため、共済掛金の２割を補助する。
　　　・果樹経営安定化対策事業補助金　7,344千円×20%≒1,465千円
　○ぽろたん祭の支援を行う。　200千円
　　　・材料費　27千円
　　　・使用料　20千円
　　　・謝金　70千円
　　　・資材費等　83千円
　○柿産業活性化のため、ブランド化を目的とした生産基盤の整備を図る。
　　【基盤整備事業】
　　　・新植・改植経費の助成　　　100千円×1/2=50千円
　　　・灌水施設整備 　　630千円×1/2＝315千円
　　【育成事業】（県1/2、町1/2）
　　　　新植　　48千円/10a×10a＝48千円
　○新甘泉ジョイント栽培用大苗の育成委託経費を助成することにより、早期多収の経営安定
　　 基盤の整備を図る。　　（県2/3）
　　　・1,350本×2,600円/本×2/3＝2,340千円

県2/3又は1/2

県1/2、町1/2

町

町

県1/2

県1/2、町1/2

県2/3

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 耕作放棄地再生推
進事業

2,500 2,500 　○琴浦町農業再生協議会に対して補助金を交付し、耕作放棄地の再生及び再生後の
　　 農地利用の推進を図る。
　　・耕作放棄地再生推進事業費補助金　2,500千円
　　　　（面積　5ha、50千円/10aを上限）

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 経営所得安定対策
推進事業

4,301 4,301 0 　○経営所得安定対策等の円滑な実施を図るため、地域農業再生協議会が実施する以下の
　　 活動に要する経費を助成する。
　　・経営所得安定対策推進事業費補助金　　4,301千円
　

県　10/10
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事業計画の概要 10-1-6

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 農業後継者育成対
策事業

38,059 29,810 612 7,637 　○新規就農者や農業後継者への交付金の交付や就農初期の負担軽減のための助成を行
　　 う。
　　【交付金等による支援】
　　　　・就農条件整備事業補助金　     8,616千円
　　　　　事業実施主体　個人農家　6件
　　　　・青年就農給付金　　　1,500千円×10名＝15,000千円
　　　　・就農応援交付金　　　1,200千円×1名＝1,200千円
　　　　・新規親元就農給付金　100千円/月×13名≒12,400千円
 
　　【その他の支援】
　　　　・新規就農者住宅維持管理費　　753千円
　　　　　　賃借料ほか
　　　　・琴浦町農業青年会議活動助成　90千円

県　1/3、町1/6

県　10/10
県　2/3、町1/3
県　2/3、町1/3

家賃収入等
612千円

5農林水産業費
1農業費
3農業振興費

継続 農地中間管理事業 11,948 10,000 1,948 0 　○農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利用の集積・集約
　　 化を進めるため、設立された鳥取県農地中間管理機構からの受託事業を行う。農地の出
　　 し手・受け手との交渉、手続き、計画書の作成等を行う。また、農地を提供する地域、個々
　　 の農業者に対し、機構集積協力金の支払事務を行う。
　　・中間管理受託事業推進委託金　　1,948千円
　　・機構集積協力金（2地区） 　　　　10,000千円

中間管理機構
　1,948千円

県　10,000千円

5農林水産業費
1農業費
4畜産業費

継続 畜産振興対策事業 23,558 12,000 11,558 　○和牛飼養者や酪農家に対し、奨励金の交付、増頭のための導入補助、施設・機械整備等
　　 に対する助成を行い、町内畜産振興を推進する。
   　 ・報償費　　　　　　 報償金　1,016千円 (優良種牝牛飼育奨励事業他)
　 　 ・負担金、補助金  負担金　93千円 (畜産推進機構)
    　・　　　〃　　　　　　 補助金  22,449千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　    品評会出品奨励事業　　270千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(和牛3千円×20頭、乳牛3千円×70頭)
　　　　　　　　　　　　　　　　　    肉用牛肥育経営安定特別対策事業　3,932千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (肉専用種2,400×1,500頭、交雑種1,600円×20頭、乳用種1,000円×300頭)

　　　　　　　　　　　　　　　　　    肉豚経営安定特別対策事業補助金　413千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (75円×5,500頭)
　　　　　　　　　　　　　　　　　    鳥取和牛振興総合対策事業　　16,000千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   (増頭のための雌牛導入（4件）　24,000千円×2/3)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 酪農振興対策関係事業費補助金　834千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　     (生産生向上事業(1件) 5,000千円×1/6)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・生産基盤拡大強化事業　　1,000千円

県1/2
　12,000千円
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事業計画の概要 10-1-7

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 一般事務 957 39 918 　　・消耗品費　　40千円 (技術図書、図面用紙等）
　　・広域農道 赤松倉坂トンネル電気代　280千円
　　・CADソフト保守手数料　　44千円
　　・鳥取県版水土里情報システム年間保守手数料　　216千円
　
　　・負担金　330千円
　　　　農道台帳管理負担金　　165千円
　　　　県土地改良事業団体連合会負担金　125千円
　　　　農業農村整備事業推進協議会負担金　24千円
　　　　中部土地改良推進協議会負担金　　16千円
　　　　農業土木技術職員研修費　　47千円

電柱占用料
　39千円

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 しっかり守る農林基
盤整備事業

23,900 2,950 60 20,890 　○機械借上げや原材料支給、施設補修工事などを実施し、町内の農林業生産基盤
　　 の整備を促進する。
　　・借上料　　       1,500千円　機械借上料
　　・工事請負費　 20,900千円　上伊勢地区ほか3ヶ所
　　・原材料費　      1,500千円　生コン、砕石等支給

県50％
町30％
地元20％
水路　県50％
　　　　町35％
　　　地元15%

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 県営ほ場整備幹線道
路等事業費及び利子
補給事業債務負担事
業

58,316 58,316 　○赤碕町・東伯町土地改良区の実施する事業費償還や賦課金を助成し、本町受益農家の
　　 負担を軽減する。
　　　赤碕地区　21,672千円　東伯地区　36,644千円
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事業計画の概要 10-1-8

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 土地改良事業の推
進

78,191 34,830 11,593 31,768 　○国営事業にて造成したダム関連施設の適切な維持管理を実施する。ダムの操作について
　　 は、東伯地区土地改良区連合に委託する。また東伯町・赤碕町土地改良区への人件費・
　　 運営経費を助成し、受益者負担の軽減を図るとともに土地改良施設の効果的な運営を促
　　 進する。
　　・旅費　5千円（中国四国農政局への出張）
　　・需用費　50千円（消耗品10千円、燃料費40千円）
　　・役務費　868千円
　　　　NTT回線使用料　842千円（ダム、首頭工～中央管理所　７回線）
　　　　浄化槽法定検査料　26千円（中央管理所、各ダム管理所）
　　・委託料　52,644千円
　　　　東伯地区土地改良区連合委託料　51,160千円　（国営施設の操作、維持管理）
　　　　電気保安協会委託料　537千円（各ダム管理所　自家用電気工作物電気保安）
　　　　施設警備委託料　843千円（中央管理所、各ダム管理所）
　　　　浄化槽維持管理手数料　104千円（中央管理所、各ダム管理所）
　　・使用料　76千円　（電柱共架料　1,296円×58本）
　　・改良区運営等補助金　24,548千円
　　　　赤碕町分　運営推進分　7,330千円、水田賦課金分　1,054千円
　　　　東伯町分　運営推進分　9,901千円、水田賦課金分　1,761千円
　　　　連合補助　運営推進分　4,504千円

基幹水利施設管理
事業
国30％、県35％、
町35％

町負担の内訳
　琴浦町62.2％
　北栄町37.8％

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 国営かんがい排水事
業

10,463 7,800 982 1,681 　○琴浦・北栄両町の畑地・水田地帯を整備した東伯地区国営施設及び県営畑かん施設管
　　 理の円滑な事業推進や農業水利施設が有する多面的機能の充実・啓発を推進する。
　　・管理体制推進事業　300千円　　需用費　237千円、役務費　63千円
　　・国営土地改良事業推進負担金　　63千円
　　・国営造成施設管理体制整備補助金　10,100千円
　　　国営造成施設と一体となって管理している土地改良施設の維持管理費のうち
　　　多面的機能を発揮している6/16（37.5％）を補助する。

国50％、県25％
町25%
町負担の内訳
　琴浦町62.2％
　北栄町37.8％

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 中山間地域等直接
支
払推進事業

48,660 35,246 13,414 　○条件不利地域である中山間地域の農地を保全し、多面的機能を確保するため直接支払
　　 交付金を交付し、支援を行う。　［第４期１年目］
　　 　補助率(交付金）　国１/２　県１/４　町１/４　(事務費）国600千円　町1,480千円
　　　 28協定　449.7ha（急傾斜地121.5ha　緩傾斜地325.9ha　畑5.7ha）
　　　・賃金　　 1,813千円　臨時職員賃金１名分
　　　・需用費　400千円（消耗品費　200千円、燃料費　200千円)
　　　・役務費　200千円(通信運搬費　200千円)
　　　・交付金　46,247千円
　　　　　田　急傾斜　  866,376㎡　@21円、117,503㎡　@16.8円
　　　　　　　 緩傾斜　　2,856,336㎡　@ 8円、419,986㎡　 @6.4円
　　　　　　　 特認　　　14,917㎡　@16.8円、14,192㎡　@6.4円
　　　　　畑　緩傾斜　　57,498㎡　@2.8円

交付金
国1/2、県1/4
　36,881千円
推進費
国10/10
　600千円
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事業計画の概要 10-1-9

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 多面的機能支払交
付金事業

79,798 59,073 20,725 　○農地・農業用施設の保全管理や農村環境保全活動や農業用施設の長寿命化対策を実施
　　 する組織を支援する。
　　・臨時職員賃金　1,813千円
　　・事務費：消耗品費 150千円、燃料費 180千円、通信運搬費 90千円
　　・多面的機能支払交付金　77,565千円　　町は事業費の1/4を負担
　　　◎農地維持支払　27,030千円
　　　　施設等の維持管理活動に対して交付される。
　　　　取組予定組織数：42組織
　　　◎資源向上支払（共同活動）　10,754千円
　　　　施設等の軽微な補修及び農村環境保全活動等に対して交付される。
　　　　取組予定組織数：29組織
　　　◎資源向上支払（長寿命化）　39,782千円
　　　　水路など施設の長寿命化活動に対して交付される。
　　　　取組予定組織数：43組織

交付金
 国1/2、県1/4
  58,173千円
推進交付金
 県10/10
  900千円

5農林水産業費
1農業費
5農地費

継続 農業体質強化基盤
整備促進事業

23,300 16,760 4,100 1,880 560 　○農業者が経営規模の拡大や農産物の高付加価値化・品質向上等に取り組むうえで支障
　　 となる農業生産基盤の課題について対応し、農業振興に資する。
　　・測量設計業務委託料　1,600千円　3地区
　　・工事請負費　21,700千円　施工箇所　3地区

一般部
（国50％、県20％）
町20％、地元10％
中山間地
（国55％、県20％）
町20％、地元5％

5農林水産業費
1農業費
5農地費

新規 ため池防災減災対策
推進事業

11,750 3,800 400 7,550 　○農村地域の防災力向上を図るため、ため池の防災・減災対策を行い農林業の振興に資す
　　 るとともに、ため池の有する社会生活基盤としての機能の確保を図り、住民の安心と安全
　　 に資する。
　　・工事請負費　8,000千円　才ノ木第1ため池浚渫工事
　　・負担金　　　　3,750千円　県営農地防災事業調査負担金

工事請負費
（県47.5％、
町47.5％、
地元5％）
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事業計画の概要 10-1-10

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
2林業費
1林業総務費

継続 一般事務 389 389 　○林道の管理や、林業関係の各種負担金の支払い。
　　・消耗品　　20千円　　技術書籍
　　・使用料       9千円　　国有林内堰堤使用料　9千円
　　・借上料　 263千円　　森林土木設計積算システム賃借料　263千円
　　・負担金     97千円　　県緑化推進委員会負担金 35千円
　　                             　　全国森林環境・水源税創設促進連盟負担金　 20千円
　　　　　　　　　　　　　　　　 治山林道協会負担金　32千円
                                      天神川流域林業活性化センター補助金　10千円

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

継続 森林病害虫等防除
事業

31,767 26,105 5,662 　○森林環境保保全を図るため、春期特別防除(空中散布)及び秋期伐倒駆除を行い、周辺松
　　 林への松くい虫の被害拡大を防ぐ。
　　・需用費　　　　78千円　消耗品費　危被害対策チラシ　5円×8千枚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナラ枯れ被害調査樹木テープ　472円×80巻
　　・役務費　　　　30千円　危被害対策チラシ新聞折込手数料
　　・委託料　　森林病害虫等防除委託料　　11,176千円
　　　　　　　　  　　 特別防除（177ｈａ） 10,576千円
　　　　 　　　   　　  伐倒駆除（20㎥） 　600千円
　　　　　　　   ナラ枯れ被害対策委託料　　20,483千円
　　　　　　　　　　　　ナラ枯れ駆除（立木くん蒸600本、立木シート被覆1,260本）　16,488千円
　　　　　　　　　　　　調査委託費　　3,995千円

特別防除
 高度公益区域：県
65％、地区保全区
域：県50%。
伐倒駆除
 県50％

ナラ枯れ被害対策
駆除国50％県50％
調査県100％

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

継続 森林整備促進事業 3,071 2,757 314 　○小規模林家の施業、竹林の整備等に助成を行い、森林整備を促進する。
　
  　【竹林整備事業】
　　　竹の駆除、竹林の適正管理、利用等の経費を助成し、放置竹林の拡大防止を図る。
     　 ・補助金　1,821千円　（県8/10）
　　　　　　 　　　1.0ha×2,276千円×8/10＝1,821千円
　　【森林整備地域活動支援交付金事業】
　　　作業路網の整備、森林の現況確認、間伐等の事業を進めるにあたり、森林境界を明確に
　　　することにより事業量及び対象者が明確になるよう促進する。
　　　　・交付金　1,250千円
         ・施業集約化　15ha×30千円＝450千円
         ・森林境界の明確化　50ha×16千円＝800千円

竹林整備　　県8/10

森林整備地域活動
国1/2、県1/4
町1/4
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事業計画の概要 10-1-11

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

継続 林業振興対策事業 3,190 3,190 　○林業労働者の生活の安定と福祉向上に寄与することにより、労働者の確保及び就労条件
　　 の改善を図る。また、間伐搬出量の減少に歯止めをかけるため補助する。
 
　　【林業労働者福祉向上対策事業】
　　　林業担い手育成財団の構成団体が出資割合に応じて、運営経費を負担する。
  　　　・林業労働者福祉向上対策事業負担金　190千円
　　【緊急間伐実施事業】
　　　県の実施する緊急間伐搬出事業に1,000円/㎥の単町嵩上げを行う。
    　　・緊急間伐実施事業補助金　3,000千円
　　　　　 間伐材搬出材積　3,000㎥×1千円/㎥

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

継続 ふれあい交流会館管
理運営

1,050 150 900 　○平成15年度に国庫補助事業で、きらり町に「ふれあい交流会館」を整備した。
　　 処分制限の平成40年2月25日まで、事業計画に基づき町が管理運営し、施設利用を促進
　　 する。
　　・需用費　617千円　施設管理消耗品費 24千円、光熱水費 593千円
　　・役務費　207千円　電話代 33千円、故障部品取替手数料 50千円
　　　　　　　　　　　　　　 火災保険料 124千円
　　・委託料　184千円　館内清掃、消防設備点検等
　　・使用料及び賃借料　42千円　下水道使用料等

使用料
150千円

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

継続 とっとり共生の森整
備事業

204 204 0 　○「とっとり共生の森整備事業」に係る森林施業を実施する。
  　 損害保険ジャパン日本興亜㈱と平成３１年度まで森林管理協定を締結
　　 ダム土捨場への植栽及び下草刈り
   　・需用費　101千円　消耗品費　101千円　苗木、杭、肥料代　等
     ・委託料　102千円　植栽地草刈　　102千円
     ・積立金　1千円　森林管理基金利子積立金　1千円

基金繰入金
 204千円

5農林水産業費
2林業費
2林業振興費

新規 きのこ王国とっとり推
進事業

6,355 4,710 1,645 　○県が平成28年度から実施する「鳥取茸王」緊急生産拡大支援事業により、町として生産量
　　 の確保支援を行い新規生産者の参入を推進する。
  　・補助金　6,355千円　購入の原木の支援　300円×500本×3人 450千円
　　　　　　　　　　　　　　　種菌の支援　3円×25,000菌×3人 225千円
 　　　　　　　　　　　　　　　ハウス（散水施設を含む）の支援
 　　　　　　　　　　　　　　　ハウス　7,800円×300㎡×4/6×3人 4,680千円
　　　　　　　　　　　　　　　散水施設　500,000円×1式×4/6×3人 1,000千円

10-1-11



事業計画の概要 10-1-12

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

5農林水産業費
3水産業費
1水産業総務費

継続 水産業振興対策事
業

28,530 5,494 20,000 3,036 　○水産業の振興を図る為、県事業の負担拠出、赤碕町漁業協同組合の運営支援、同組合
　　 員の償還負担の軽減、共済掛金の負担軽減を支援する。
　　・負担金
　　　　鳥取県町村水産業振興対策協議会　　   60千円
　　　　水産多面的機能発揮対策事業負担金　　64千円
　　・補助金
　　　　漁業近代化資金利子補給事業補助金　  215千円
　　　　　　利子補給（1.0%）
         栽培業業地域支援対策事業費補助金　  1,406千円
　　　　　　キジハタ126円×11,992尾、運送費31千円
　　　　漁獲共済掛金軽減事業補助金　　　　　   183千円
　　　　　　漁業者負担の1/10を補助
　　　　漁業緊急保証対策事業補助金　　           36千円
　　　　　　保証料（0.9%）の1/2を補助する
　　　　水産養殖企業立地支援事業補助金　       20,000千円
　　　　　　養殖業の振興を図ることを目的に、養殖施設を新設する企業等に対して、
　　　　　　費用を助成
　　　　とっとり発！6次産業化総合支援事業費補助金　5,571千円
　　　　　　赤碕町漁協の機械設備導入、販売促進等に対する補助
　　　　栽培漁業ビジネスプラン推進事業費補助金　995千円
　　　　　　サザエ18円×60千個、アワビ60円×15千円

県補助金
　5,494千円

県1/4
　1,133千円

県1/3
　3,714千円
県1/2
　　647千円

5農林水産業費
3水産業費
1水産業総務費

継続 漁村センター管理事
業

722 722 　○漁業者や地域住民等々の研修や交流事業等を行う場を維持管理する。
　　・光熱水費　　480千円
　　・修繕料　　　　20千円
　　・手数料　　　172千円
　　　　浄化槽　保守点検（年６回） 法定検査（年１回）
　　　　消防設備点検・検査等（年２回）
　　　　浄化槽清掃手数料（年1回）
　　・火災保険料　50千円

10災害復旧費
１ 農林水産業
　災害復旧費
１ 現年発生農地
　災害復旧費

継続 現年発生農地災害
復旧事業

20 20 　○農地災害復旧　需用費　20千円
　　・消耗品　10千円　査定設計書作成等に必要な図面用紙等
　　・印刷製本費　10千円　査定設計書作成に必要な写真現像費用

10災害復旧費
１ 農林水産業
　災害復旧費
２ 現年発生農業用

　施設災害復旧費

継続 現年発生農業施設
災害復旧事業

20 20 　○農業用施設災害復旧　需用費　20千円
　　・消耗品　10千円　査定設計書作成等に必要な図面用紙等
　　・印刷製本費　10千円　査定設計書作成に必要な写真現像費用
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事業計画の概要 10-1-13

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
款・項・目

新規
継続
の別

事業名 摘要特定財源
一般財源

事業内容予算額
財源内訳

10災害復旧費
１ 農林水産業
　災害復旧費
２ 現年発生農業用

　施設災害復旧費

継続 現年発生農業施設
小災害復旧事業

2,500 500 2,000 　○農業用施設の災害復旧にあたり、国の補助対象外となる小規模な災害に対して支援を行
　　 う。
　　・琴浦町農業用水緊急確保支援補助金　2,500千円

交付金
　県1/2

10災害復旧費
１ 農林水産業
　災害復旧費
3 現年発生
　林道災害復旧費

継続 現年発生林道災害
復旧事業

20 20 　○林道災害復旧　需用費　20千円
　　・消耗品　10千円　査定設計書作成等に必要な図面用紙等
　　・印刷製本費　10千円　査定設計書作成に必要な写真現像費用

10 災害復旧費
1 農林水産業災
　害復旧費
6 単県斜面崩壊
　復旧費

新規 単県斜面崩壊復旧
事業

1,500 600 300 600 　○国や県が行う急傾斜地崩壊対策事業等の対象とならない荒廃林地及び急傾斜地におい
　　 て行う災害の未然防止対策等を促進することにより、公共施設・人家等を保全し、町民生
　　 活の安全に寄与する。
　　・工事請負費　1,500千円

県40％、町40％、地
元20％

12諸支出金
1　諸費
1　国県支出金
　　　　　　返納金

新規 国県支出金返納金 1,668 1,668 　・返納金
　　　国営造成施設管理体制整備促進事業補助金返納　1,481千円
　　　　平成19年度～平成24年度　 1,974,000×0.75
　　　国営造成施設管理体制整備促進事業費返納　　187千円
　　　　北栄町分担金　 　1,974,000×0.25×0.378

合計 601,287 323,345 4,100 38,183 235,659
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船上山発電所管理特別会計

事業計画の概要 10-2-14

所属：農林水産課
（単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他
1電気事業費用
1営業費用
1水力発電費

新規 船上山小水力発電施
設管理運営事業

26,503 26,503 0 　○船上山ダムのかんがい用水及び河川放流水を利用して発電を行い、売電することに
　　 より、土地改良施設等の維持管理や自然環境の保全に寄与するとともに、自然エネ
　　 ルギーの普及啓発及び地域の振興を図る。
　　・旅費　22千円
　　・需用費　456千円
　　　（消耗品費55千円、印刷製本費100千円、光熱水費120千円、修繕料181千円）
　　・役務費　120千円（通信運搬費86千円、火災保険料34千円）
　　・委託料　2,717千円
　　　　　点検委託料　2,237千円
　　　　　電気保安業務委託料　480千円
　　・使用料　　148千円（流水占用使用料）
　　・積立金　18,278千円
　　　　　建設改良積立基金　17,369千円
　　　　　減債積立基金　907千円
           修繕積立基金利子積立　2千円
　　・繰出金　4,762千円
　　　　　土地改良施設負担軽減繰出金　4,504千円
　　　　　起債償還にかかる繰出金　258千円

売電料
　26,503千円/年

合計 26,503 0 0 26,503 0

事業内容 摘要特定財源
一般財源

款・項・目
新規
継続
の別

事業名 予算額
財源内訳
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