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新型コロナウイルス感染症に係る対応について

総務課・すこやか健康課

１ 施設等の休園・休校等の対応について (３月 13 日時点)

休園・休校等の対応なし

２ マスク着用の考え方の見直しに伴う対応について

３月 13 日からのマスク着用の考え方の見直しに伴う職員等の対応は次のとおり。

[職場としてマスク着用を推奨する場面]

○ 窓口、受付等で来庁者に対応する場合

○ 人と人との距離(２ｍ程度)が確保できない場合

○ 頭痛、鼻水、喉痛などの症状がある場合

○ 町民宅、介護施設や医療機関へ訪問する場合

○ 換気ができず、密となる場所での会議等へ参加する場合

○ 公用車で複数乗車する場合

○ 陽性者と接触した場合

○ 感染流行期

３ 新型コロナワクチン接種

(１) １～５回接種者数等(３月８日時点)

※接種率は、集計時点の満１２歳以上人口を分母とし算出

※オミクロン株(接種人数 ７，６３２人、接種率 ５７．０％)

(２) 小児(５～11 歳)ワクチン接種(対象者約 900 人)

・１回目接種 209 人

・２回目接種 204 人

・３回目接種 75 人

(３) 乳幼児(６か月～４歳)接種(対象者約 500 人)

・１回目接種 20 人

・２回目接種 17 人

・３回目接種 ２人

接種回数 対象年齢 接種人数
うちオミクロン株

(接種人数)
接種率

１回目

１２歳以上

１３，６７４人 － ９１．６％

２回目 １３，５９７人 － ９１．０％

３回目 １１，３４２人 (３５８人) ７５．９％

４回目 ８，０３９人 (２，２５０人) ５３．８％

５回目 ５，０２４人 (５，０２４人) ３３．６％
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４ 今後のワクチン接種について

(１) 接種期間

令和６年３月 31 日まで、現行の特例臨時接種を１年間延長

(２) 追加接種スケジュール等

(３) その他

①令和５年度中は、引き続き接種費用の自己負担はなし。

②春夏のワクチンは、オミクロン対応が基本。秋冬については、今後検討。

③令和５年度の１年間は、引き続き初回接種を実施。

④従来ワクチンによる第一期追加接種(３回目接種)及び第二期追加接種(４回目接種)

は、令和５年３月 31 日で終了

⑤５～11歳用オミクロン対応ワクチンを令和４年秋開始接種の使用ワクチンに位置づ

け、３月８日から開始。

時期 対 象 者
公的関与

(接種勧奨・努力義務)

５～８月

(春夏)

高齢者(65 歳以上)

○
○

基礎疾患を有する者(５～64 歳)

医療・介護従事者等(５～64 歳) ×

上記以外 × －

９～12 月

(秋冬)
５歳以上の全員 ○

(高齢者等)○

(それ以外)×
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道の駅ポート赤碕内のリニューアルの実施状況と式典予定等について

総務課・商工観光課・農林水産課

赤碕ふれあい広場・通路・赤碕町漁協のリニューアル工事の状況、記念式典等について

報告する。

１ 赤碕ふれあい広場リニューアル工事の状況について

(１) リニューアル概要

○令和３年度に行った設計業務の結果

に基づき、遊具撤去・新設を中心と

したリニューアル工事を実施中。

○芝生養生・書類整理の必要があるた

め、最終的な工期末は令和５年６月

15 日を予定している。

(２) 完了予定日 令和５年４月25日(火)

２ ポート赤碕内通路リニューアル工事の状

況について

(１) リニューアル概要

○利用者のさらなる利便を図るため、

既存トイレへの最短アクセス誘導、

休憩スペース整備を行う。

(２) 完了予定日 令和５年４月 25 日(火)

３ 赤碕町漁協のリニューアル工事の状況について

(１) リニューアル概要

○もうかる６次化・農商工連携支援事業補

助金を活用して、ポート赤碕「赤碕町漁

協直売センター」内の一角に食堂を開

設するためリニューアル工事を行う。

○赤碕港で水揚げされた水産物を使用し

た、海鮮丼、刺身定食やテイクアウトの

サザエご飯など地元食材の良さをいか

した料理を提供する。

(２) 完了予定日 令和５年４月 20 日(木)

リニューアルオープン予定：４月 28 日(金)
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４ リニューアルオープニング式典について

(１) 日 時 令和５年４月 28 日(金) 10 時 00 分～

(２) 場 所 赤碕ふれあい広場南側

(３) 出席者 ・国(国土交通省倉吉河川国道事務所長、県内選出の国会議員)

・鳥取県(中部総合事務所長、町内選出の県議会議員)

・町議会(議長、副議長、総務産業常任委員長、教育民生常任委員長)

・町内団体(琴浦町商工会長、琴浦町観光協会長)

・工事関連会社

・テナント等(赤碕町漁業協同組合、JA、京ら、ローソンポプラ)

(４) 式次第 ・町長あいさつ

・工事経過報告

・感謝状贈呈

・来賓祝辞(倉吉河川国道事務所長、中部総合事務所長)

・来賓紹介

・祝電披露

・テープカット

・お披露目(園児による、遊具滑り初め)

５ リニューアルオープニングイベントについて

・道の駅ポート赤碕、琴の浦の各店舗でイベント企画を計画中。

日程：５月３日(水)から５月７日(日)までを予定。

・道の駅ポート赤碕・道の駅琴の浦 周遊イベント(スタンプラリー)

・イベントの詳細な内容は広報ことうら５月号で掲載する。

- 4 -



令和3年度琴浦町決算　

地方公会計制度における一般会計等財務書類の概要について
　地方公会計制度に基づき、企業会計的手法を活用した財務書類４表を作成しましたので、普通会計の概要を公表します。
　※表中の表示単位未満は四捨五入をしているため、合計が一致しない箇所があります。

   ※住民1人あたりの指標は、令和4年1月1日時点の1万6,714人で算出しています。

　貸借対照表は行政サービスを提供するために形成してきた資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを示す表です。 １．純資産比率　　63.0%
　左側に資産、右側に負債と純資産を計上しており、左側の合計額と右側の合計額は必ず一致します。 　これまでの世代がすでに負担した資産の割合（総資産に占める純資産の割合）を表すもので、この割合が高いほど

資産の部　（これまで積み上げてきた資産） 　将来世代への負担が少ないことになります。

１ 固定資産 297億8,090万円 101億2,445万円 　令和3年度末時点で、琴浦町の資産のうち63.0％はこれまでの世代がすでに負担してきたものです。残り37.0％を

（１）事業用資産 143億5,540万円 91億3,429万円 　将来世代が負担することになります。
　　　庁舎、学校、地区公民館など 9億8,526万円

（２）インフラ資産 125億8,223万円 490万円
　　　道路、橋りょう、水路など 16億5,775万円

（３）物品 1億619万円 13億7,290万円 　貸借対照表の負債合計額より、住民1人あたりではいくら負債があるのか算出したものです。
（４）無形固定資産 1億3,177万円 1億1,690万円

（５）投資その他の資産 26億531万円 1億6,795万円

　　　投資及び出資金 1億5,315万円 117億8,219万円

　　　長期延滞債権 1億9,984万円

　　　長期貸付金 204万円 309億9,888万円 　行政コスト計算書の純行政コストより、住民1人あたりの行政サービスに

　　　基金 22億5,542万円 △109億4,395万円 　いくらかかっているのかを算出したものです。

　　　徴収不能引当金 △514万円

２ 流動資産 20億5,622万円

（１）現金預金 8億1,620万円

（２）未収金 2,429万円 　

（３）短期貸付金 72万円 　また経常費用を性質別にグラフ化すると右のようになり、

（４）基金 12億1,725万円 　社会保障給付などの移転的なコストの支出割合が多いこと

　　　うち財政調整基金 10億3,732万円 　がわかります。

　　　うち減債基金 1億7,994万円

（５）徴収不能引当金 △224万円 200億5,493万円

資産合計 318億3,712万円 318億3,712万円

４．有形固定資産減価償却率　　62.0%　
　償却対象資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を表すものです。

　この割合が高いほど資産の老朽化が進んでおり、建替えや改修などのコストが発生する時期が近いことを示します。
行政サービスを提供するために必要な消費的なコストを示す表です。

会計年度中の現金の流れを示す表です。 現金主義会計にはない、減価償却費などの非現金コストも計上しています。

収支を性質別にすることで、どのような活動に資金を要しているのかがわかります。 科目 金額 　資産分類ごとに算出すると下記のグラフのようになり、琴浦町では児童館や地区公民館、公営住宅をはじめ多くの施設の

科目 金額 １．経常費用 94億9,183万円 　老朽化が進んでいることがわかります。

１．業務活動収支 （１）業務費用 51億2,832万円

（１）業務支出　　　人件費、物件費など　 84億1,067万円 　ａ 人件費　　　職員給与費など 17億6,907万円

（２）業務収入　　　税収、使用料など 103億44万円 　ｂ 物件費等　　物件費、減価償却費など 31億8,819万円

（３）臨時支出 2億6,543万円 　ｃ その他　　　支払利息など 1億7,105万円

（４）臨時収入 5,386万円 （２）移転費用     補助金、社会保障給付など 43億6,352万円

業務活動収支 16億7,820万円 ２．経常収益        使用料、手数料など 3億9,448万円

２．投資活動収支 純経常行政コスト 90億9,735万円

（１）投資活動支出　　公共施設整備費、積立金など 17億3,593万円 １．臨時損失　　　 2億7,966万円

（２）投資活動収入　　資産売却収入、基金繰入金など 12億4,368万円 ２．臨時利益 1億9,824万円

投資活動収支 △4億9,225万円 純行政コスト 91億7,877万円

３．財務活動収支

（１）財務活動支出　　地方債の返済など 14億9,006万円

（２）財務活動収入　　地方債の借入など 5億253万円

財務活動収支 △9億8,753万円 貸借対照表の純資産が1年間でどのように変動したかを示す表です。

本年度資金収支額 1億9,841万円 前年度末純資産残高 189億830万円

純行政コスト（△） △91億7,877万円

前年度末資金残高 4億4,984万円 財源 　　　　　　103億2,520万円

本年度末資金残高 6億4,825万円  うち税収等 73億7,130万円

 うち国県等補助金 29億5,390万円 　資金収支計算書のうち、地方債の借入・返済、基金の積立・取崩し等を除いた収支を算出したものです。

前年度末歳計外現金残高 1億6,089万円 本年度差額 11億4,643万円 　数値がプラスであれば現在の行政サービス費用が将来に先送りされることなく、現在の税収等で賄われている

本年度歳計外現金増減額 706万円 固定資産等の変動（内部変動） － 　ことを示します。

本年度末歳計外現金残高 1億6,795万円 無償所管換等 424万円 　琴浦町は数値がプラスになっており、現在の行政サービスが税収等で賄えていることがわかります。
その他 △405万円

本年度末現金預金残高 8億1,620万円 本年度純資産変動額 11億4,663万円

本年度末純資産残高 200億5,493万円

　左の財務書類について、指標を用い分析を行いました。

負債の部　(将来世代が負担する金額）

１ 固定負債

（１）地方債

（２）退職手当引当金

（３）損失補償等引当金

２ 流動負債 ２．住民1人あたり負債額　　70万4,930円
（１）１年内償還予定地方債

（２）賞与等引当金

（３）預り金

負債合計

純資産の部　(現在までの世代が負担した金額） ３．住民1人あたり行政コスト　　54万9,166円
固定資産等形成分

余剰分（不足分）

純資産合計

負債及び純資産合計

５．基礎的財政収支（プライマリーバランス）　　14億307万円

　＝　財務書類分析（単年度数値）＝

１．貸借対照表

　〈計算式 ＝ 純資産合計額 ÷ 資産合計額〉

　〈計算式 ＝ 負債合計額 ÷ 人口〉

　〈計算式 = 純行政コスト ÷ 人口〉

２．行政コスト計算書
４．資金収支計算書

　〈計算式 ＝ 減価償却累計額 ÷ 償却対象資産の取得額合計〉

３．純資産変動計算書

　〈計算式 ＝ 業務活動収支（支払利息除く）+ 投資活動収支（基金収支除く）〉
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～財務書類分析（経年・類団比較）～
　一般会計等財務書類の指標数値について、令和元年度から令和3年度までの経年比較と、令和元年度と令和2年度の類似団体比較を行いました。

　※住民1人あたりの指標は、令和元年度は1万7,274人（令和2年1月1日時点）、令和2年度は1万7,023人（令和3年1月1日時点）、令和3年度は1万6,714（令和4年1月1日時点）で算出しています。

１．純資産比率　　○算定式 ＝ 純資産合計額 ÷ 資産合計額　 4．有形固定資産減価償却率　　○算定式 ＝ 減価償却累計額 ÷ 償却対象資産の取得額合計　

　これまでの世代がすでに負担した資産の割合（総資産に占める純資産の割合）を表します。 　償却対象資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を算出したもので、この比率が高いほど老朽化が進んでいることを表します。

令和元年度 令和２年度 令和3年度 増減 令和元年度 令和2年度 令和3年度 増減

18,017 18,983 20,054 +1,071 28,468 29,445 30,485 +1,040

32,489 31,880 31,837 △43 48,521 48,775 49,145 +370

55.5 59.5 63.0 +3.5 58.7 60.3 62.0 +1.7

70.8 73.7 - - 60.5 62.6 - -

※有形固定資産合計 - 土地・建設仮勘定 + 減価償却累計額

２．住民1人あたり負債額　　○算定式 ＝ 負債合計額 ÷ 人口　

　貸借対照表の負債合計額より、住民1人あたりではいくら負債があるのか算出したものです。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 増減
負債合計（万円） 1,447,232 1,297,175 1,178,219 △118,956

人口（人） 17,274 17,023 16,714 △309

83.8 76.2 70.5 △5.7

87.7 76.9 - -

3．住民1人あたり行政コスト　　○算定式 ＝ 純行政コスト ÷ 人口　 5．基礎的財政収支（プライマリーバランス）　　○算定式 ＝ 業務活動収支（支払利息除く）＋ 投資活動収支（基金収支除く）　

　行政コスト計算書の純行政コストについて、住民1人あたりでいくらかかっているのかを算出したものです。 　資金収支計算書のうち、地方債の借入・返済、基金の積立・取崩し等を除いた収支を算出したものです。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 増減 令和元年度 令和2年度 令和3年度 増減

883,257 1,039,386 917,877 △121,509 1,119 1,642 1,751 +109

17,274 17,023 16,714 △309 △539 △294 △348 △54

51.1 61.0 54.9 △6.1 580 1,348 1,403 +55

66.3 74.7 - - 446.7 300.9 - -

※1 支払利息支出を除く。　※2 基金収支を除く。

純資産（百万円） 減価償却累計額（百万円）

資産合計（百万円） 有形固定資産取得額（百万円）※

琴浦町値（％） 琴浦町値（％）

類似団体平均値（％） 類似団体平均値（％）

琴浦町値（万円）

類似団体平均値（万円）

純行政コスト（万円） 業務活動収支（百万円）※1

人口（人） 投資活動収支（百万円）※2

琴浦町値（万円） 琴浦町値（百万円）

類似団体平均値（万円） 類似団体平均値（百万円）

〈分析〉

　令和3年度は地方債発行収入を償還額が上回るなどして地方債残高が9億6,928万円減少

し、純資産比率が3.5％向上しました。

　類似団体と比較すると低い値（総資産に占める純資産の割合が低い）で推移しています

が、経年的にみると上昇傾向にあります。これは地方債の繰上償還を積極的に行ったこと

が要因です。

　引き続き新規に発行する地方債の抑制を行うとともに、高利率債券の繰上償還などを行

い、負債額の減少に努める必要があります。

〈分析〉

　令和3年度は地方債発行収入を償還額が上回ったため地方債残高が9億6,928万円減少し、

住民1人あたり負債額も5.7万円減少しました。

　類似団体と比較して低い値で推移しています。これは類似団体と比べ地方債残高が少なく

なったことが要因だと考えられます。しかし、施設の老朽化率が高いため今後施設整備費の

負担増が見込まれます。引き続き施設集約化等により公共施設の見直しを行うとともに、繰

上償還の実施などで負債額を減少・地方債の償還を進め、将来世代の負担軽減に努めます。

〈分析〉

　令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策として前年度実施した特別定額給付金事業の皆

減により移転費用（補助金・給付等）が△12億776万円減少しました。純行政コストは12億

1,509万円の減少であり、住民1人あたり行政コストも6.1万円減少しました。

　類似団体と比較すると低い値で推移していますが、人件費について、本町は施設管理をは

じめ職員が直接実施している事業が多いこともあり、今後持続可能な行政運営を行うために、

ＤＸの活用、人員の適切配置、外部委託等の検討を積極的に行い、経常費用の抑制を行うこ

とが必要であります。また、人口減少が進む中、使用料収入も減少することが見込まれてい

ます。公の施設の使用料基準を早期に見直し、コスト管理に努めていきます。

〈分析〉

　令和3年度は全体の有形固定資産減価償却率が1.7％上昇しました。固定資産額の増加額に

比べ、資産の累計減価償却累計額が上回りました。類似団体と比較するとやや低い値で推移

しており、新庁舎建設等の合併後先行的に行った施設整備や、こども園の改修等が要因だと

考えられますが、資産分類別にすると下のグラフのようになり、児童館・地区公民館など、

指標が80％を越え老朽化が進行している施設もあります。

　今後、老朽化した施設は改修が必要になりますが、改修には多大な費用を要し、将来負担

率の上昇にも影響するため、適切な施設の集約化等により管理する施設数を減らし、費用を

抑制していく必要があります。

〈分析〉

　令和3年度は災害復旧事業費が令和3年7月豪雨災害のため+9,765万円と増加し、投資活

動収支が△54百万円となりましたが、地方消費税交付金が+2,937万円、地方交付税が+2

億5,657万円と増加し、業務活動収支が+109百万円と増加しました。これにより、基礎的

財政収支は+55百万円増加しました。

　今後、人口減少等により税収などの収入の減少が予想されます。また、高齢化などによ

る医療費等の義務的負担は漸増傾向にあります。現在の行政サービスにかかる費用を将来

に先送りすることなく現在の財源で賄っていくためには、地方税の収納率向上など財源確

保に努める必要があるとともに、計画的な施設の集約化等を行い、投資活動支出の抑制を

行うことが重要です。
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(単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

【様式第１号】

一般会計等 貸借対照表
(令和04年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

29,780,901,231 10,124,447,452
27,043,814,989 9,134,288,452
14,355,395,204 -

7,369,771,579 985,260,000
117,860,000 4,899,000

19,431,310,260 -
△ 13,004,122,454 1,657,746,231

1,164,937,335 1,372,901,000
△ 771,286,416 -

- -
- -
- -
- 116,897,265
- 167,947,966
- -
- 負債合計 11,782,193,683
-

46,924,900 30,998,875,468
12,582,226,201 △ 10,943,945,925

550,660,898
573,324,252

△ 529,346,544
27,974,890,644

△ 16,180,531,526
-
-

193,228,477
414,406,740

△ 308,213,156
131,771,310
131,771,310

-
2,605,314,932

153,152,000
-

153,152,000
-
-

199,841,981
2,040,000

2,255,417,738
-

2,255,417,738
-

△ 5,136,787
2,056,221,995

816,196,153
24,291,645

720,000
1,217,254,237
1,037,318,183

179,936,054
-
-

△ 2,240,040 純資産合計 20,054,929,543
資産合計 31,837,123,226 負債及び純資産合計 31,837,123,226

- 7 -



(単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

一般会計等　行政コスト計算書
自  令和03年4月1日
至  令和04年3月31日

科目 金額

9,491,831,181

5,128,315,992

1,769,070,347

1,304,003,085

116,897,265

-

348,169,997

3,188,193,289

1,973,910,487

112,033,217

1,102,249,585

-

171,052,356

72,630,232

5,188,978

93,233,146

4,363,515,189

1,545,491,836

1,765,531,022

1,050,842,391

1,649,940

394,483,198

160,046,004

234,437,194

9,097,347,983

279,655,589

265,430,386

14,225,203

-

-

-

198,237,214

-

198,237,214

9,178,766,358

- 8 -



(単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 31,235,390,697 △ 12,327,086,685

純行政コスト（△） △ 9,178,766,358

財源 10,325,200,901

税収等 7,371,302,199

国県等補助金 2,953,898,702

本年度差額 1,146,434,543

固定資産等の変動（内部変動） △ 236,706,217 236,706,217

有形固定資産等の増加 739,656,299 △ 739,656,299

有形固定資産等の減少 △ 1,121,006,585 1,121,006,585

貸付金・基金等の増加 1,053,477,585 △ 1,053,477,585

貸付金・基金等の減少 △ 908,833,516 908,833,516

資産評価差額 -

無償所管換等 4,244,487

その他 △ 4,053,499 -

本年度純資産変動額 △ 236,515,229 1,383,140,760

本年度末純資産残高 30,998,875,468 △ 10,943,945,925

【様式第３号】

一般会計等　純資産変動計算書

自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

18,908,304,012

△ 9,178,766,358

10,325,200,901

7,371,302,199

2,953,898,702

1,146,434,543

-

4,244,487

△ 4,053,499

1,146,625,531

20,054,929,543

科目 合計

- 9 -



（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

人件費支出

物件費等支出

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出

補助金等支出

社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債発行収入

その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

【様式第４号】

一般会計等　資金収支計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

8,410,671,136

4,047,155,947

1,781,123,665

2,100,168,904

72,630,232

93,233,146

4,363,515,189

1,545,491,836

1,765,531,022

1,050,842,391

1,649,940

10,300,436,741

7,377,004,096

2,526,354,547

159,856,566

237,221,532

265,430,386

265,430,386

-

53,859,975

1,678,195,194

1,735,927,648

720,899,302

1,014,008,346

-

1,020,000

-

1,243,676,320

373,684,180

869,512,140

480,000

-

-

△ 492,251,328

1,490,061,970

1,490,061,970

-

502,530,000

502,530,000

-

△ 987,531,970
本年度資金収支額 198,411,896
前年度末資金残高 449,836,291
本年度末資金残高 648,248,187

160,891,691

7,056,275

167,947,966

816,196,153

科目 金額

- 10 -



（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地 他団体出資等分

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

期首全体貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

45,912,055,058 21,382,483,238
42,817,443,974 19,452,473,944

14,570,222,491 -

7,232,846,066 1,179,783,000

117,860,000 7,408,000

19,239,979,142 742,818,294

△ 12,578,575,594 2,343,614,173
1,326,234,571 1,991,805,903

△ 784,121,694 53,184,414

- -

- 15,107

- -

- 137,308,788

- 160,891,691

- 408,270

- 負債合計 23,726,097,411
-

16,000,000 47,121,378,686
28,008,519,413 △ 22,550,154,486

663,889,237 -

3,193,444,676

△ 1,926,092,854

51,666,971,696

△ 25,800,668,123

-

-

210,974,781

801,207,951

△ 562,505,881

71,051,200
71,051,200

-

3,023,559,884
153,772,000

-

153,772,000

-

-

238,669,516

4,833,500

2,633,061,453
-

2,633,061,453

-

△ 6,776,585

2,385,266,553
1,112,011,354

72,626,014

1,440,000

1,207,883,628
920,569,346

287,314,282

-

-

△ 8,694,443

- 純資産合計 24,571,224,200
資産合計 48,297,321,611 負債及び純資産合計 48,297,321,611
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（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地 他団体出資等分

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

全体貸借対照表
(令和04年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

45,529,404,812 19,936,138,871
42,249,178,226 18,225,399,673

14,492,808,687 -

7,369,771,579 985,260,000

117,860,000 4,899,000

19,463,970,700 720,580,198

△ 13,010,295,271 2,347,402,566
1,328,465,371 1,981,094,679

△ 823,888,592 72,992,661

- -

- 1,293

- -

- 124,904,499

- 167,947,966

- 461,468

- 負債合計 22,283,541,437
-

46,924,900 46,792,411,120
27,508,623,318 △ 20,881,846,153

665,114,651 -

3,194,269,676

△ 2,004,976,977

52,317,521,604

△ 26,915,406,653

-

-

252,101,017

851,885,351

△ 604,139,130

139,603,310
139,603,310

-

3,140,623,276
153,152,000

-

153,152,000

-

-

229,956,077

2,040,000

2,763,261,283
-

2,763,261,283

-

△ 7,786,084

2,664,701,592
1,336,667,065

74,197,799

720,000

1,262,286,308
1,082,350,254

179,936,054

-

-

△ 9,169,580

- 純資産合計 25,910,564,967
資産合計 48,194,106,404 負債及び純資産合計 48,194,106,404

- 12 -



（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

全体行政コスト計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 金額

13,805,688,403

6,343,994,565

1,879,928,655

1,396,798,480

124,904,499

-

358,225,676

4,109,602,338

2,180,883,034

146,192,503

1,782,320,000

206,801

354,463,572

224,645,341

14,910,543

114,907,688

7,461,693,838

5,691,422,176

1,765,797,022

4,474,640

959,755,089

668,109,709

291,645,380

12,845,933,314

280,552,205

265,430,386

14,225,203

-

-

896,616

198,502,014

-

198,502,014

12,927,983,505
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（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 47,121,378,686 △ 22,550,154,486 -

純行政コスト（△） △ 12,927,983,505

財源 14,267,476,484 -

税収等 8,900,985,018

国県等補助金 5,366,491,466

本年度差額 1,339,492,979 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 328,815,354 328,815,354

有形固定資産等の増加 1,296,842,075 △ 1,296,842,075

有形固定資産等の減少 △ 1,801,077,000 1,801,077,000

貸付金・基金等の増加 1,114,921,105 △ 1,114,921,105

貸付金・基金等の減少 △ 939,501,534 939,501,534

資産評価差額 -

無償所管換等 3,901,287

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

その他 △ 4,053,499 -

本年度純資産変動額 △ 328,967,566 1,668,308,333 -

本年度末純資産残高 46,792,411,120 △ 20,881,846,153 -

【様式第３号】

全体純資産変動計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

24,571,224,200

△ 12,927,983,505

14,267,476,484

8,900,985,018

5,366,491,466

1,339,492,979

-

3,901,287

-

-

△ 4,053,499

1,339,340,767

25,910,564,967

科目 合計
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（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

人件費支出

物件費等支出

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出

補助金等支出

社会保障給付支出

その他の支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債等償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債等発行収入

その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

【様式第４号】

全体資金収支計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

12,031,979,277

4,570,285,439

1,892,369,499

2,337,821,119

224,645,341

115,449,480

7,461,693,838

5,691,422,176

1,765,797,022

4,474,640

14,755,655,092

8,873,881,251

4,909,702,311

677,688,042

294,383,488

265,436,302

265,430,386

5,916

53,859,975

2,512,099,488

2,342,214,280

1,281,772,102

1,059,422,178

-

1,020,000

-

1,285,499,641

402,929,180

875,090,461

480,000

-

7,000,000

△ 1,056,714,639

2,090,715,413

2,090,715,413

-

852,930,000

852,930,000

-

△ 1,237,785,413
本年度資金収支額 217,599,436
前年度末資金残高 951,119,663
本年度末資金残高 1,168,719,099

160,891,691

7,056,275

167,947,966

1,336,667,065

科目 金額
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（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地 他団体出資等分

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

期首連結貸借対照表
(令和03年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

47,882,993,746 22,069,065,979
44,471,825,954 19,956,882,439

16,108,984,307 -

7,377,390,960 1,360,105,928

117,860,000 7,408,000

20,655,982,382 744,669,612

△ 13,100,713,940 2,413,001,937
4,102,711,360 2,029,607,950

△ 3,062,830,508 63,465,939

- -

- 15,107

- -

- 155,786,447

- 162,450,047

- 1,676,447

2,584,053 負債合計 24,482,067,916
-

16,000,000 49,130,860,814
28,076,313,221 △ 22,902,034,208

663,889,237 -

3,200,159,279

△ 1,927,847,190

51,859,194,073

△ 25,930,056,959

-

-

210,974,781

994,993,225

△ 708,464,799

73,590,899
73,590,899

-

3,337,576,893
67,149,000

1,000

67,148,000

-

-

239,143,482

5,000,100

2,926,822,781
-

2,926,822,781

106,238,115

△ 6,776,585

2,827,900,776
1,484,885,504

94,915,223

1,440,000

1,246,427,068
959,112,786

287,314,282

8,600,524

326,900

△ 8,694,443

- 純資産合計 26,228,826,606
資産合計 50,710,894,522 負債及び純資産合計 50,710,894,522
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（単位：円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債等

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地 他団体出資等分

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

投資損失引当金

長期延滞債権

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

連結貸借対照表
(令和04年3月31日現在）

科目 金額 科目 金額

47,380,860,185 20,588,566,839
43,790,002,028 18,692,927,342

15,937,145,224 -

7,513,497,706 1,169,250,655

117,860,000 4,899,000

20,851,281,554 721,489,842

△ 13,552,786,878 2,418,732,757
4,072,835,412 2,025,007,182

△ 3,113,783,346 81,366,472

- -

- 1,293

- -

- 141,613,604

- 169,250,066

- 1,494,140

1,315,876 負債合計 23,007,299,596
-

46,924,900 48,682,549,739
27,555,430,403 △ 21,230,106,388

665,114,651 -

3,200,906,440

△ 2,006,929,989

52,507,515,655

△ 27,063,277,371

-

-

252,101,017

1,047,267,348

△ 749,840,947

142,550,476
142,550,476

-

3,448,307,681
71,029,000

1,000

71,028,000

-

-

230,543,190

2,087,000

3,019,603,138
-

3,019,603,138

132,831,437

△ 7,786,084

3,078,882,762
1,689,577,700

92,775,709

720,000

1,300,969,554
1,121,033,500

179,936,054

4,009,379

-

△ 9,169,580

- 純資産合計 27,452,443,351
資産合計 50,459,742,947 負債及び純資産合計 50,459,742,947
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（単位：円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

科目 金額

16,594,559,096

7,112,106,051

2,216,668,269

1,594,278,061

137,349,710

11,242,445

473,798,053

4,401,079,251

2,349,060,229

147,403,869

1,899,777,565

4,837,588

494,358,531

227,946,322

14,910,543

251,501,666

9,482,453,045

7,711,735,150

1,759,637,954

11,079,941

1,113,364,347

807,780,825

305,583,522

15,481,194,749

281,291,102

265,430,386

14,235,074

-

-

1,625,642

201,138,729

487,532

200,651,197

15,561,347,122
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（単位：円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 49,130,860,814 △ 22,902,034,208 -

純行政コスト（△） △ 15,561,347,122

財源 16,789,620,072 -

税収等 10,071,558,772

国県等補助金 6,718,061,300

本年度差額 1,228,272,950 -

固定資産等の変動（内部変動） △ 435,277,463 435,277,463

有形固定資産等の増加 1,315,529,385 △ 1,315,529,385

有形固定資産等の減少 △ 1,918,524,436 1,918,524,436

貸付金・基金等の増加 1,140,135,165 △ 1,140,135,165

貸付金・基金等の減少 △ 972,417,577 972,417,577

資産評価差額 -

無償所管換等 3,901,287

他団体出資等分の増加 -

他団体出資等分の減少 -

比例連結割合変更に伴う差額 △ 17,381,401 8,399,562 -

その他 446,502 △ 22,155

本年度純資産変動額 △ 448,311,075 1,671,927,820 -

本年度末純資産残高 48,682,549,739 △ 21,230,106,388 -

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

26,228,826,606

△ 15,561,347,122

16,789,620,072

10,071,558,772

6,718,061,300

1,228,272,950

-

3,901,287

-

-

△ 8,981,839

424,347

1,223,616,745

27,452,443,351

科目 合計
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（単位：円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

人件費支出

物件費等支出

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出

補助金等支出

社会保障給付支出

その他の支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

業務活動収支

【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

投資活動収支

【財務活動収支】

財務活動支出

地方債等償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債等発行収入

その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高

本年度歳計外現金増減額

本年度末歳計外現金残高

本年度末現金預金残高

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自  令和03年4月1日

至  令和04年3月31日

14,699,559,034

5,217,117,135

2,220,938,656

2,508,677,371

227,946,322

259,554,786

9,482,441,899

7,711,735,150

1,759,637,954

11,068,795

17,434,269,942

10,040,835,264

6,269,049,237

817,359,158

307,026,283

265,436,302

265,430,386

5,916

53,859,975

2,523,134,581

2,381,106,813

1,294,204,542

1,084,354,899

-

1,279,200

1,268,172

1,316,942,636

402,949,180

902,426,184

480,000

467,532

10,619,740

△ 1,064,164,177

2,128,808,268

2,128,079,242

729,026

867,678,131

867,313,618

364,513

△ 1,261,130,137
本年度資金収支額 197,840,267
前年度末資金残高 1,323,190,536
比例連結割合変更に伴う差額 △ 71,001
本年度末資金残高 1,520,959,802

161,694,968

6,922,930

168,617,898

1,689,577,700

科目 金額
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財務状況把握ヒアリング結果の報告について

総務課

１ 趣旨

財務状況把握ヒアリングとは、財務省が、財政融資の償還確実性を確認する観点から、地

方公共団体の財務状況(債務償還能力と資金繰り状況)を把握するもので、その分析結果によ

り財政健全化に関する情報提供や財務状況悪化に対する事前警鐘を行います。

２ 財務状況ヒアリング実施概要

(１) 診断年度 令和３年度

(２) ヒアリング 令和４年 11 月 21 日

３ 診断結果の概要

(１) 診断結果(令和３年度)

・債務償還能力 留意すべき状況にはない。

・資金繰り状況 留意すべき状況にはない。

(２) 今後の見通し

地方税の減少及び人口減少による地方交付税の減少などにより行政経常収入は大幅

に減少する見通しである一方、行政経常支出は小幅な減少に止まる見通しであるため、やや

留意すべき状況にある。
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※令和2年国勢調査における年齢別人口構成及び産業別人口構成における各人口の数値については、集計結果（原数値）に含まれる｢不詳｣をあん分等によって補完した｢不詳補完値｣を記載しているため、

　平成22年及び平成27年と算出方法が異なっている。

（対象年度：令和3年度）

◆ヒアリング等の結果概要

債務償還能力 資金繰り状況

都道府県名 団体名

鳥取県 琴浦町

財政力指数 0.30 標準財政規模（百万円） 6,801

R4.1.1人口(人) 16,714 令和3年度職員数(人) 201

面積（K㎡) 139.97 人口千人当たり職員数(人) 12.0

積立低水準 収支低水準 該当なし ✔

【要因】 【要因】 【要因】

建設投資目的の取崩し 地方税の減少

債務負担行為に基づく
支出予定額 資金繰り目的の取崩し 人件費の増加

公営企業会計等の
資金不足額 積立原資が低水準 物件費の増加

土地開発公社に係る
普通会計の負担見込額 その他 扶助費の増加

第三セクター等に係る
普通会計の負担見込額 補助費等・繰出金の増加

その他 その他

建設債

実質的な
債務

その他

債務高水準

(単位：人）

　

H22年国調 18,531 2,418 13.0% 10,341 55.8% 5,770 31.1% 2,023 21.8% 2,281 24.6% 4,959 53.5%

H27年国調 17,416 2,160 12.5% 9,195 53.0% 5,987 34.5% 1,943 21.7% 2,175 24.3% 4,818 53.9%

R2年国調 16,365 1,979 12.1% 8,358 51.1% 6,028 36.8% 1,667 19.1% 2,136 24.5% 4,909 56.3%

総人口

年齢別人口構成 産業別人口構成

年少
人口

(15歳未満)
構成比

生産年齢
人口

(15歳～64歳)
構成比

老年
人口

(65歳以上)
構成比

第一次
産業

就業人口
構成比

第二次
産業

就業人口
構成比

第三次
産業

就業人口
構成比

全国平均

鳥取県平均
R2年国調

11.9% 59.5% 28.6% 3.2%

12.4% 55.3% 32.3% 7.8% 21.7%

23.4% 73.4%

70.5%

財務状況把握の結果概要 中国財務局鳥取財務事務所財務課

◆対象団体

◆基本情報
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収
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率

実質債務月収倍率

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R9年度

・収支は良い

・債務は少ない

・収支は良い

・積立金は多い

・収支は悪い

・債務は多い

・収支は悪い

・積立金は少ない

過去5年間の動き 今後（計画最終年度）の見通し

1
- 22 -



※平均値は、いずれもR2年度

※１．債務償還可能年数について、分子（実質債務）が0以下となる場合は「0.0年」を表示する。分子（実質債務）が0より大きく、かつ分母（行政経常収支）が0以下となる場合は空白で表示する。

　 ２．右上部表中の平均値は、各団体の計数について、特別定額給付金給付事業費補助金及び特別定額給付金給付事業費をそれぞれ推計し、国支出金等及び補助費等から減額補正を行ったうえで、

 各団体のR２年度計数を単純平均したものである。

　 ３．上記グラフ中の｢類似団体平均｣の類型区分については、R2年度の類型区分による。

　 ４．平均値の算出において、債務償還可能年数と実質債務月収倍率における分子（実質債務）がマイナスの場合には「0（年・月）」として単純平均している。

 また、債務償還可能年数における分母（行政経常収支）がマイナスの場合には、集計対象から除外している。

　 ５．各項目の平均値は小数点第2位で四捨五入したものである。

（R3年度） 琴浦町 全国平均 類似団体平均

琴浦町 全国平均 類似団体平均 琴浦町 全国平均 類似団体平均

琴浦町 全国平均 類似団体平均 琴浦町 全国平均 類似団体平均

◆財務指標の経年推移
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H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

債務償還可能年数５ヵ年推移
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30
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実質債務月収倍率５ヵ年推移
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0
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H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

行政経常収支率５ヵ年推移

-40

-20

0

20

40

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

（単位：億円）
＜参考指標＞

＜財務指標＞

（単位：年） （単位：月）

（単位：月） （単位：％）

健全化判断比率 琴浦町  早期健全化基準  財政再生基準

実質赤字比率 - 14.12% 20.00% 

連結実質赤字比率 - 19.12% 30.00% 

実質公債費比率 13.7% 25.0% 35.0% 

将来負担比率 71.3% 350.0% -

債務償還可能年数 9.6年 9.1年 11.4年 5.8年 4.2年

実質債務月収倍率 14.2月 14.0月 13.3月 10.3月 8.0月

積立金等月収倍率 5.9月 5.5月 5.2月 4.7月 4.8月

行政経常収支率 12.3% 12.7% 9.7% 14.7% 15.6%

R3年度H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
（参考）

鳥取県
平均値

6.2年 6.7年 7.2年

7.0月 7.9月 8.2月

7.4月 7.0月 6.7月

13.2% 12.0% 11.7%

類似団体
平均値

全国
平均値

類似団体区分

町村Ⅳ－０

基礎的財政収支（プライマリー・バランス）５ヵ年推移

琴浦町

※ 基礎的財政収支 ＝{歳入－（地方債＋繰越金＋基金取崩）}
－{歳出－（公債費＋基金積立）}

※ 基金は財政調整基金及び減債基金
（基金積立には決算剰余金処分による積立額を含まない。）
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◆行政キャッシュフロー計算書
　 (百万円）

構成比 構成比

■行政活動の部■

　地方税 1,759 1,726 1,717 1,698 1,700 17.2% 1,826 19.1%

　地方譲与税・交付金 469 476 495 523 603 6.1% 580 6.1%

　地方交付税 4,287 4,137 4,094 4,377 4,633 46.9% 4,574 47.8%

　国（県）支出金等 1,774 1,688 1,653 2,276 2,551 25.8% 2,089 21.9%

　分担金及び負担金・寄附金 12 19 23 80 60 0.6% 244 2.5%

　使用料・手数料 221 223 205 181 189 1.9% 148 1.6%

　事業等収入 84 79 104 70 146 1.5% 99 1.0%

行政経常収入 8,605 8,349 8,291 9,205 9,883 100.0% 9,560 100.0%

　人件費 1,492 1,492 1,509 1,932 1,927 19.5% 1,823 19.1%

　物件費 1,653 1,438 1,583 1,574 1,567 15.9% 1,778 18.6%

　維持補修費 82 59 67 127 145 1.5% 185 1.9%

　扶助費 1,547 1,721 1,718 1,579 2,044 20.7% 1,344 14.1%

　補助費等 1,347 1,175 1,198 1,314 1,281 13.0% 1,977 20.7%

　繰出金（建設費以外） 1,276 1,276 1,304 1,231 1,299 13.1% 1,093 11.4%

　支払利息 146 122 104 87 73 0.7% 50 0.5%

　（うち一時借入金利息） (－) (－) (－) (－) (－) (0)

行政経常支出 7,544 7,283 7,484 7,843 8,336 84.3% 8,250 86.3%

行政経常収支 1,062 1,066 808 1,362 1,547 15.7% 1,310 13.7%

　特別収入 76 92 407 1,871 110 1,865

　特別支出 40 335 467 1,890 282 1,806

行政収支（A） 1,098 822 748 1,343 1,374 1,369

■投資活動の部■

　国（県）支出金 415 188 204 200 348 33.9% 585 42.1%

　分担金及び負担金・寄附金 305 371 382 333 364 35.5% 244 17.6%

　財産売払収入 1 3 11 10 1 0.1% 17 1.2%

　貸付金回収 19 17 18 16 13 1.2% 70 5.0%

　基金取崩 663 569 474 374 301 29.3% 474 34.1%

投資収入 1,404 1,148 1,090 933 1,025 100.0% 1,390 100.0%

　普通建設事業費 1,709 990 877 537 758 73.9% 2,118 152.4%

　繰出金（建設費） 1 － － 93 － 0.0% 19 1.3%

　投資及び出資金 － － － － － 0.0% 75 5.4%

　貸付金 12 12 11 12 11 1.1% 62 4.5%

　基金積立 344 398 414 408 401 39.1% 499 35.9%

投資支出 2,066 1,399 1,302 1,050 1,170 114.1% 2,773 199.5%

投資収支 ▲662 ▲252 ▲213 ▲117 ▲145 ▲14.1% ▲1,383 ▲99.5%

■財務活動の部■

　地方債 1,026 804 699 491 503 100.0% 1,346 100.0%

  （うち臨財債等） (301) (279) (208) (218) (193) (224)

  翌年度繰上充用金 － － － － － 0.0% － 0.0%

財務収入 1,026 804 699 491 503 100.0% 1,346 100.0%

　元金償還額 1,363 1,596 1,407 1,731 1,490 296.5% 1,260 93.6%

　（うち臨財債等） (332) (354) (369) (381) (477) (376)

　前年度繰上充用金 － － － － － 0.0% － 0.0%

財務支出（B) 1,363 1,596 1,407 1,731 1,490 296.5% 1,260 93.6%

財務収支 ▲337 ▲792 ▲708 ▲1,240 ▲988 ▲196.5% 86 6.4%

収支合計 100 ▲222 ▲172 ▲14 242 72

償還後行政収支（A-B) ▲265 ▲774 ▲658 ▲388 ▲116 108

■参考■

実質債務 10,239 9,778 9,256 7,949 6,598 5,556

（うち地方債現在高） (14,235) (13,442) (12,735) (11,495) (10,507) (11,628)

積立金等残高 4,240 3,847 3,615 3,636 3,979 6,114

※類似団体平均値は、各団体のR２年度計数を単純平均したものである。

なお、国（県）支出金等及び補助費等については、特別定額給付金給付事業費補助金及び特別定額給付金給付事業費をそれぞれ推計し、減額補正を行っている。

類似団体平均値
（R2年度）H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

琴浦町

12.3 12.7

9.7
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（百万円）
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〔琴浦町〕 
◆ヒアリングを踏まえた総合評価 
１．債務償還能力について（診断年度：令和３年度） 

債務償還能力の評価については、実質債務月収倍率、行政経常収支率及び債務償還可能年数を利用して、スト
ック面（債務の水準）とフロー面（償還原資の獲得状況）の両面から行っている。 
 
【診断結果】 
・債務償還能力については、留意すべき状況にはないと考えられる。 

［(1)より「債務高水準」の状況にはない。(2)より「収支低水準」の状況にはない。］ 
 

（1）ストック面（債務の水準） 
・ 実質債務月収倍率は、平成 29 年度以降低下しており、診断年度（令和３年度）では 8.0 月と当方の診断 
基準（18 ヶ月）を下回っている。 

   ・ 債務償還可能年数は、平成 29 年度以降短期化傾向で推移しており、診断年度（令和３年度）では 4.2 年と
当方の診断基準（15 年）を下回っている。 

   ・ 両指標を合わせて見れば、「債務高水準」の状況にはない。 
【参考：実質債務月収倍率】      

・全 国 平 均： 7.9 月  ※全国平均及び類似団体平均は令和２年度平均値（以下同じ）     

・類似団体平均： 7.0 月 
【参考：債務償還可能年数】 
・全 国 平 均： 6.7 年 

・類似団体平均： 6.2 年 

 
（2）フロー面（償還原資の獲得状況（＝経常的な資金繰りの余裕度）） 

・ 行政経常収支率は、令和元年度においては低下したものの、令和２年度以降上昇しており、診断年度（令 
和３年度）では 15.6％と当方の診断基準（10％）を上回っている。 

・ 債務償還可能年数は、上記(1)のとおり、診断年度（令和３年度）では当方の診断基準（15 年）を下回って 
いる。 

・ 両指標を合わせて見れば、「収支低水準」の状況にはない。 
【参考：行政経常収支率】 

・全 国 平 均：12.0％ 

・類似団体平均：13.2％ 

 

 

２．資金繰り状況について（診断年度：令和３年度） 

資金繰り状況の評価については、積立金等月収倍率と行政経常収支率を利用して、ストック面（資金繰り余力とし
ての積立金等の水準）及びフロー面（経常的な資金繰りの余裕度）の両面から行っている。 
 
【診断結果】 
・資金繰り状況については、留意すべき状況にはないと考えられる。 

［(1)より「積立低水準」の状況にはない。(2)より「収支低水準」の状況にはない。］ 
 

（1）ストック面（資金繰り余力としての積立金等の水準） 
・ 積立金等月収倍率は、平成 29 年度以降低下傾向で推移しているものの、診断年度（令和３年度）では 
4.8 月と当方の診断基準（３ヶ月）を上回っている。 

・ 行政経常収支率は、診断年度（令和３年度）では 15.6％と当方の診断基準（10％）を上回っている。 
・ 両指標を合わせて見れば、「積立低水準」の状況にはない。 

【参考：積立金等月収倍率】   

・全 国 平 均： 7.0 月      

・類似団体平均： 7.4 月     

【参考：行政経常収支率】 

・全 国 平 均： 12.0％ 

・類似団体平均： 13.2％ 

 
（2）フロー面（経常的な資金繰りの余裕度） 

・ 「１．債務償還能力について」のとおり、「収支低水準」の状況にはない。 
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３．財務の健全性確保に向けた留意事項等について 

（１） 財政構造の特徴について 

①収支の状況について 

貴町の行政経常収支率は、診断年度（令和３年度）において 15.6％となっており、当方の診断基準である 10％を

上回っている。 

しかしながら、行政経常収支率は、令和元年度において 9.7％と当方の診断基準を下回る水準となっていた。 

これは、ドライバー不足下での委託業者の確保による町営バス・スクールバスの運行委託に係る物件費の増加及

び合併算定替に伴う地方交付税の減少を主因とし、行政経常収支が悪化したことが要因であると考えられる。 

こうした中、貴町では「第 1 次琴浦町行財政改革プラン」（計画期間：平成 31（令和元）年度～令和３年度）に基づ

いた財政構造改革や行政体制改革を行っており、必要性の乏しい補助金等の廃止、見直しや町営バス・スクールバ

スの統合等による効率的・効果的な事業への転換など持続可能な財政運営に取り組んでいる。 

 

②債務残高の状況について 

貴町の実質債務月収倍率は、類似団体平均値を上回って推移しているが、平成29年度以降低下しており、診断

年度（令和３年度）では8.0 月と当方の診断基準である18.0月を下回っている。 

これは、新規の地方債発行額を元金償還額未満に抑制していることに加え、繰上償還を実施していることから、地

方債残高が減少したことが要因であると考えられる。 

こうした中、貴町では、引き続き後年度の償還額の縮減に向け、投資的経費に係る年次計画を作成し、地方債の

発行抑制や計画的な発行を行うこととしている。 
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（２）今後の見通し 

 貴町においては、中期的な財政見通しとして「今後の中期財政収支見通し」（計画期間：令和４年度～令和９年度）

（以下「収支見通し」という。）を策定している。当方において、収支見通しを基に算出した財務指標（計画最終年度：

令和９年度）は以下のとおりである。 

 

 指標 令和３年度 
令和９年度 

備 考 
令和３年度との比較 

(ア) 
実質債務 

月収倍率 
８．０月 

７．０月 
・実質債務は、令和６年度をピークに、地方債現在高が減少することから、減

少する見通し。 

・行政経常収入は、国（県）支出金等及び地方交付税の減少を主因とし、減少

する見通し。 

・実質債務月収倍率は、行政経常収入が減少するものの、実質債務の減少が

大きく影響し、減少する見通し。 

低下 

（▲１．０月） 

(イ) 
行政経常 

収支率 
１５．６％ 

８．４％ 
・行政経常収入については上記(ア)参照。 

・行政経常支出は、扶助費の減少を主因とし、減少する見通し。 

・行政経常収支は、行政経常収入の減少が大きく影響し、減少する見通し。 

・上記のとおり、行政経常収支率は、行政経常収入が減少するものの、行政経

常収支の減少が大きく影響し、減少する見通し。 

低下 

（▲７．２ポイント） 

(ウ) 
債務償還 

可能年数 
４．２年 

６．９年 
・実質債務については上記(ア)参照。 

・行政経常収支については上記(イ)参照。 

・債務償還可能年数は、実質債務が減少するものの、行政経常収支の減少が

大きく影響し、長期化する見通し。 

長期化 

（+２．７年） 

(エ) 
積立金等 

月収倍率 
４．８月 

４．５月 
・積立金等は、その他特定目的基金の減少等により、減少する見通し。 

・行政経常収入については上記(ア)参照。 

・積立金等月収倍率は、行政経常収入が減少するものの、積立金等の減少が

大きく影響し、低下する見通し。 

低下 

（▲０．３月） 

 

①債務償還能力について 

債務償還能力の今後の見通しについては、やや留意すべき状況にあると考えられる。 

・(ア)及び(ウ)より債務高水準の状況にはない。 

・(イ)及び(ウ)より収支低水準の状況にはないものの、やや留意すべき状況にあると考えられる。 

 

②資金繰り状況について 

資金繰り状況の今後の見通しについては、やや留意すべき状況にあると考えられる。 

・(イ)及び(エ)より積立低水準の状況にはないものの、やや留意すべき状況にあると考えられる。 

・(イ)及び(ウ)より収支低水準の状況にはないものの、やや留意すべき状況にあると考えられる。 

 

（３）今後の財政運営に係る留意点等について 

①今後の財政運営について 

 貴町の収支見通しによれば、一過性要因として、新型コロナウイルス感染症対策などに係る国（県）支出金等の減

少及び臨時経済対策費などの交付費目の皆減による地方交付税の減少、構造的要因として、生産年齢人口の減少

や固定資産評価額の下落による地方税の減少及び人口減少による地方交付税の減少などにより行政経常収入は

大幅に減少する見通しである一方、職員の昇級に伴う人件費の増加や高齢化の進展に伴う介護保険特別会計・後

期高齢者医療特別会計への繰出金の増加などにより、行政経常支出は小幅な減少に止まる見通しとなっている。そ

の結果、行政経常収支率は、計画最終年度（令和９年度）において当方の診断基準である10％を下回る見通しとな

っている。  

また、今後、東伯総合公園老朽化対策事業（PFI）など大規模な建設事業を予定していることから、地方債残高が

令和５年度から令和６年度にかけて増加する見通しとなっているほか、収支見通しに計上されていない下水道統合

事業や専用水道等の上水道への編入事業等を実施する予定であるなど、地方債残高の上振れが懸念される状況と

なっている。 

こうした中、貴町は、「琴浦町公共施設等総合管理計画」において、投資的経費を抑制することが重要な課題であ

るとし、今後40年間に総延床面積ベースで40％程度の縮減を図っていくことを目標に掲げている。当該目標の達成 

に向けて、「公共施設配置計画」及び「公共施設個別施設計画」において、不要な施設の処分と施設の複合化等を
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進め、将来の人口規模に見合った適正な総量及び配置を目指すとしている。これらの計画を踏まえ、令和５、６年度

に「ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業」において、こども園と公民館の施設複合化を図るなど、施設規模

の適正化に取組むこととしている。 

さらに、人口減少抑制対策として、移住者向けの専用サイトや町内の空き家を紹介するサイトの運営、分譲住宅

地の環境整備、各種奨励金等による支援及び移住定住アドバイザーによる相談サポートなどの取組みを行ってい

る。また、小・中学校やこども園におけるICTの導入や学校支援員の配置による教育環境の整備のほか、第２子以降

の保育料等の無償化や子育て世帯向け給付金の支給など子育て支援に係る体制整備にも取り組んでいる。その結

果、近年移住者は大きく増加している。（移住者数：平成29年度119人 → 令和３年度151人） 

加えて、自主財源の確保に向け、「ふるさと納税」において、複数のポータルサイトでの出品や多様な決済方法を

採用するなど寄付者の利便性の向上を図っているほか、返礼品提供事業者向けセミナーの開催など事業者支援の

強化により返礼品の充実を図るなどの取組みを行っている。 

今後においても、上記取組みを実施することで費用削減や収益強化に努めるほか、歳出削減・歳入確保の取組み

を着実に進めるため、令和３年度に終了した行財政改革プランの次期計画を策定するなどし、持続可能な財政運営

を行っていくことが望まれる。 

 

②普通会計から下水道事業特別会計への繰出しについて 

貴町の下水道事業に対する繰出比率（※１）は、診断年度（令和３年度）において 5.4％となっており、類似団体と比

較して高い水準となっている。〔類似団体内順位（令和２年度）：17 団体中 17 位〕 

これは、公共下水道事業において、処理区域拡張整備により減価償却費相当額（地方債償還金）の負担が大きく

なっており、下水道使用料収入で汚水処理費用を賄えておらず、大幅な営業赤字となっていることが要因であると考

えられる。 

また、下水道事業に対する繰出比率が、令和４年度以降において診断年度（令和３年度）を上回る水準で推移す

る見通し（※２）となっているほか、収支見通しに計上されていない下水道統合事業（農業集落排水事業・公共下水道

事業）に係る費用が、令和４年度から令和 13 年度にかけて約 20 億円見込まれており、繰出比率の上振れ要因とな

っている。 

こうした中、未接続世帯への訪問活動による水洗化率向上、電力会社の変更による電気代削減及びストックマネ

ジメント計画の策定に取り組んでいる。 

今後においても、引き続き収益向上や経費削減に努めていくほか、ストックマネジメント計画に基づいたライフサイ

クルコストの低減を図っていくことにより、下水道事業特別会計の収益の増加や費用の削減を着実に進め、普通会

計の負担軽減を図ることが望まれる。 

 

※１ 行政経常収入に占める下水道事業に対する補助金等の繰出し（建設費を含む）の比率 

繰出比率 ＝ 繰出金 ÷ 行政経常収入 

 

※２ 下水道事業に対する繰出比率の経年推移（下水道統合事業に係る事業費を含まない） 

 

 

 

 

 

 

 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

行政経常収入 9,205百万円 9,883百万円 9,400百万円 9,412百万円 9,238百万円 9,195百万円 9,134百万円 9,004百万円

繰出金 561百万円 537百万円 562百万円 568百万円 567百万円 559百万円 548百万円 526百万円

繰出比率 6.1％ 5.4％ 6.0％ 6.0％ 6.1％ 6.1％ 6.0％ 5.8％
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●計数補正

債務償還能力及び資金繰り状況を評価するにあたっては、ヒアリングを踏まえ、以下の計数補正を行っている。

№ 補正科目

1 国（県）支出金等

2 行政特別収入

3 補助費等

4 行政特別支出

年度 計数補正前 計数補正後

R2 5.8 5.8

R2 8.7 10.3

R2 3.9 4.7

R2 12.4 14.7

○財務指標への影響

理由

特別定額給付金給付事業費補助金は臨時的かつ多額な収入であるため、国庫支出金
から減額補正する。（補正額：▲1,718,400千円）

特別定額給付金給付事業費補助金は臨時的かつ多額な収入であるため、行政特別収
入を増額補正する。（補正額：+1,718,400千円）

特別定額給付金給付事業費は臨時的かつ多額な支出であるため、補助費等から減額
補正する。（補正額：▲1,718,400千円）

特別定額給付金給付事業費は臨時的かつ多額な支出であるため、行政特別支出を増
額補正する。（補正額：+1,718,400千円）

財務指標

債務償還可能年数（年）

実質債務月収倍率（月）

積立金等月収倍率（月）

行政経常収支率（％）

琴浦町
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第４次琴浦町男女共同参画プラン策定について

企画政策課

１ 概要

琴浦町男女共同参画推進条例に基づき、町における男女共同参画の推進に関する施策の基

本となる事項を定めた計画として、「第４次琴浦町男女共同参画プラン－性別にかかわらず

誰もが生き生きと暮らせる社会づくり－」を策定しました。

計画期間：令和５年４月～令和９年３月(５年間)

２ 策定における主な経緯

・令和４年７月 意識調査(配布件数：2,000 件、回収率：25.4％)

・令和５年２月 パブリックコメント(意見書の提出：１件)

プランは、意識調査の結果をもとに作成し、琴浦町男女共同参画審議会委員や有識者(鳥

取短期大学 渡邊太教授)の意見を反映し、策定を行いました。

意識調査からみえる現状と課題 基本テーマ 重点目標

・社会全体で男女の地位が平等であると考える割合は約

２割

・わずかに向上したものの、依然として低水準

１

男女共同参画を

実現するための

社会づくり

(１)子どもから大人

まで、男女共同

参画への理解促

進

・家庭生活で男女が平等であると考える割合は約３割に

留まる

・家庭の仕事がいまだに女性に偏っており、不満に感じ

ている割合は女性の方が高い

２

誰もが活躍

できる

環境づくり

(２)家族みんなで協

力し合う家事・

子育て・介護の

推進

・職場において男女の地位が平等であると考える割合は

調査ごとに向上

・職場環境改善の傾向が見られる

(３)誰もが働きやす

い環境づくりの

推進

・方針決定の場への女性の参画は少しずつ改善されてい

るが、登用率は４割未満

・地域の役職に推薦された場合、女性の回答者の半数以

上は断ると回答

・女性自身が地域活動の参画に対して現状消極的

(４)性別にかかわら

ず、地域社会活

動等に参加でき

る環境づくり

・DV 被害が５年前から微増

・被害者の４割は男性であり、うち９割の男性は誰にも

相談していない ３

誰もが安心して

暮らせる

地域・社会

づくり

(５)性別による差

別・暴力をなく

す社会づくり

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりメンタル

の不調を感じている人は回答者の約３割

・多様な性への理解を深め、LGBTQ 当事者が暮らしやすい

環境づくりが必要

・防災における男女共同参画の推進が必要

(６)安心・安全の環

境づくり
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災害復旧事業の進捗状況について

農林水産課

１ 概要

農地・農業用施設等における災害復旧について、２月末時点での復旧事業の進捗状況

と今後の予定を報告するもの。

２ 被災概要及び復旧進捗状況(２月末現在)

(１) 令和３年７月豪雨災害

・国庫補助 (単位：箇所)

・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等) (単位：箇所)

(２) 令和４年８月豪雨災害

・国庫補助 (単位：箇所)

３ 今後の対応

(１) 令和３年７月豪雨災害

・国庫補助分の未発注箇所(農地１箇所、農業用施設２箇所)について、令和５年３

月に発注を行い、令和５年度内での完成を目指す。

・林道小災害の未発注箇所(林道 18 箇所)は、随時発注を行ったが、他の公共工事や

農地、農業用施設災害復旧工事により受注業者がいない状況だった。令和５年度内

での工事完成を目指す。

・地元分担金について、該当者へ３月末までに納入通知書(４月 28 日(金)までの納

付期限)を郵送で発送する。

(２) 令和４年８月豪雨災害

三保地内の農地１箇所、農業用施設１箇所(農地と合併施工)について、作付けに間

に合うよう４月中の完成予定。

工種 全体(A) 発注済(B) 復旧済(C) 残(A-B) 復旧率(C/A)

農地 ２５ ２４ ２２ １ 88.0％

農業用施設 ４５ ４３ ４２ ２ 93.3％

林道 ３ ３ ３ ０ 100.0％

合計 ７３ ７０ ６７ ３ 91.8％

工種 全体(A) 発注済(B) 復旧済(C) 残(A-B) 復旧率(C/A)

農地 １３ １３ １３ ０ 100.0％

農業用施設 １７ １７ １７ ０ 100.0％

林道 ２５ ７ ７ １８ 28.0％

合計 ５５ ３７ ３７ １８ 67.3％

工種 全体(A) 発注済(B) 復旧済(C) 残(A-B) 復旧率(C/A)

農地 １ １ ０ ０ 0.0％

農業用施設 １ １ ０ ０ 0.0％

合計 ２ ２ ０ ０ 0.0％
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事故繰越案件の報告について

農林水産課

１ 概要

事故繰越となる３件について報告するもの。

事業名等 林業振興対策事業(令和３年度琴浦町基幹的路網整備事業費補助金)

遅延理由 事業予定地の進入路である県道が令和３年７月豪雨災害により被災

し、災害復旧工事完了後に事業着手の予定としていた。令和４年８月

末に完了予定の県道復旧工事が遅れ、令和５年２月 28 日完了となり、

令和４年度中の発注が出来なかったため。

実施主体 中部森林組合

実績等 なし

金額 予算額 1,840 千円に対し、全額繰越

今後の見込 事業完了予定日 令和５年８月 16 日

事業名等 琴浦町酪農振興対策関係事業

(酪農収益力強化総合対策基金等事業のうち、畜産・酪農収益力強化整

備等特別対策事業)

遅延理由 牛舎の完成と牛の導入を令和４年度内に行う予定だったが、世界な

物流の停滞の影響により、欧州から入荷する搾乳ロボットなどの納期

が遅れたことにより令和４年度内に牛の導入が見込めないため。

実施主体 鳥取県中西部地域畜産クラスター協議会

実績等 牛舎建設部分は完了(令和５年３月 17 日検査合格)

金額 予算額 311,064 千円に対し、13,750 千円を繰越

今後の見込 事業完了予定日 令和５年５月 31 日

事業名等 現年発生林道小災害復旧事業(令和３年度発生)

遅延理由 未発注箇所(林道 18 箇所)は、随時発注に取りかかったが、他の公共

工事や農地、農業用施設災害復旧工事を優先させたことにより受注業

者がいない状況だったため、年度内の完成が困難となった。

実績等 全体 25 箇所のうち７箇所は完了 残り 18 箇所

金額 予算額 9,600 千円に対し、6,883 千円を繰越

今後の見込 残り 18 箇所について、令和５年度内に完了を目指す。
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鳥取県中部地区におけるスマート農業実装に関するコンソーシアム発足について

農林水産課

１ 背景及び経過

鳥取県内における梨生産は、高齢化による担い手の減少及び栽培面積の減少が急速に進

んでおり、梨生産を持続可能なものとするためには、生産性向上・品質向上・作業効率化

等のためのスマート農業技術の開発・導入が喫緊の課題となっている。

NTT 西日本では、10 の重点分野を ICT ソリューションを活用して地域社会のスマート化

に貢献する取組を行っており、農業分野もその一つとしている。

梨生産のスマート化(データ活用)の社会実装に向け、鳥取県最大の梨の生産地である中

部地区において実証実験を実施することになった。

実証実験においては、関係機関においてコンソーシアム(共同体)を組織し、３月３日に

JA 鳥取中央農協本所(倉吉市)において、発足式及び研究契約の締結が行われた。

２ 組織構成及び役割

３ 共同実証の概要

(１) 梨の生産量拡大にむけて(病害虫に起因する梨の廃棄率低下)

実証圃場に気象観測センサーを設置し、取得した気象データをもとに病害虫発生を

予測し、防除作業を実施する。実証圃場と対照圃場の病害虫発生程度を比較し、防除作

業におけるデータ活用の有用性を検証します。

(２) 営農活動の効率化にむけて

デジタル営農日誌の作成によって梨生産者の営農活動を可視化し、営農活動の効率

化を検討します。

４ 共同実証期間

2023 年３月３日(金)から 2025 年３月 31 日(月)まで

５ 実施場所

鳥取県中部地区の５圃場及び鳥取県園芸試験場(琴浦町では箱木農場)

組織 役割

NTT 西日本

・全体調整

・スマート農業社会実装の普及促進

・営農活動可視化による効率化検討

・実証環境(気象観測システム、デジタル営農日誌)の整備

中部総合事務所農林局

一市四町担当課

・スマート農業社会実装の普及促進

・営農活動可視化による送り塚検討

JA鳥取中央

・スマート農業社会実装の普及促進

・生産技術指導

・収量／品質の調査

農林中央金庫岡山支店
・スマート農業導入支援検討

・営農活動可視化による効率化検討
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道の駅観光看板改装と撤去について

商工観光課

道の駅観光看板改装・撤去委託業務が完了したので報告するもの。

１ 概要

２ 実施結果

項 目 内 容

業 務 名 道の駅観光看板改装・撤去委託業務

受 注 者 有限会社たかま工芸

完 了 日 令和５年３月９日

執行済額 ２，３９８千円（税込み）
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一向平キャンプ場の営業再開及びネイチャーサウナフェスの開催について

商工観光課

一向平キャンプ場の営業再開日と春に開催されるイベントについて報告するもの。

１ 一向平キャンプ場の営業再開日について

・３月 18 日(土)から営業再開

▼キャンプ場とサウナの延利用者数

・土日、祝日に雨天により７月～11 月の利用客のキャンセルが多かった。

・天候に左右されにくいサウナの利用客は増加傾向。

※R4 年度 1,596 人の内訳：県外 794 人/県内 802 人(内中部 381 人)

２ ネイチャーサウナフェススプリングの開催について

(１) 日時 令和５年４月１日(土) 11 時 00 分～19 時 00 分

(２) 内容 ・県内外の方 40 名が参加予定

・サウナ／飲食のふるまい(地元事業者との連携)

→大山乳業と連携したｼﾁｭｰ／東伯ﾐｰﾄと連携したﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

３ その他

町民が半額で利用できる「ととのうらクーポン」をＲ５当初予算に計上し、継続して

町民利用を促進する予定。Ｒ４．12 月実績／21 枚

項 目 R3 年度 R4 年度 前年度比

キャンプ場延利用者数 2,237 人 1,710 人 76.4％

サウナ延利用者数 1,002 人 ※1,596 人 159.3％
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台湾旅行会社へのトップセールスについて

商工観光課

台湾旅行会社へのトップセールスを実施したので報告するもの。

１ 趣旨

新型コロナウイルス感染拡大に伴い国内への

インバウンドは激減し、台湾からの入込について

も停止していた。しかし、感染状況を踏まえ経済

対策の一環として海外からの入国緩和により、イ

ンバウンドが戻りつつある今、台湾への積極的な

誘客活動を再開するにあたって、台湾旅行会社等

へトップセールスを実施した。

２ 台湾旅行会社等へのトップセールスプロモーションの実施内容について

トップセールの実施内容と今後の予定は次のとおり。

ＮＯ 項 目 内 容

１ 日 程 令和５年２月 19 日(日)～22 日(水) ３泊４日

２ 参加者
倉吉市長 三朝町長 湯梨浜町長 北栄町長 琴浦町長

帯同・手配：一般社団法人鳥取中部観光推進機構

３ 内 容

・台湾からの誘客及び旅行プランの造成を目的に１市４町首長

によるトップセールスを実施

・台中市への表敬訪問、台湾旅行会社(鳳凰旅行社等６社)を訪問

４

本町の

売込み

内 容

①町の紹介・海、山、旬の観光地・特産品 ●資料Ｐ.１～Ｐ.５

②昼食の紹介 ●資料Ｐ.６～Ｐ.８

・ちっちゃなレストラン・石見会館

・物産館ことうら(琴浦うまいもんや・和星水産)

③土産物店の紹介 ●資料Ｐ.９

・物産館ことうら ・カウィーのみるく館 ・大谷酒造(株)

５

今後の

予 定

①台湾鳳凰旅行社チャーターの団体ツアー(台北－米子空港)

・時 期 令和５年３月 28 日(火)～４月８日(土)

・誘客見込み

３回のツアー×175 名＝525 名の台湾人観光客が来県

→本町は昼食と土産物店への誘客を予定
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物産館ことうらリニューアル１周年記念イベントの開催について

商工観光課

１ 物産館ことうらの入込客数・売上額について

・ 定期的なイベント、情報発信による認知度がアップしている。

・ 特にフードコートでの飲食を中心に売上が好調

▼リニューアル後とコロナ前における物産館ことうらの入込客数と売上額

の比較について

２ 物産館ことうらリニューアル１周年記念イベントについて

物産館ことうらのリニューアル１周年を記念してイベントを開催する。

▼イベント概要

①H30.4～R1.2

※コロナ前

②R4.4～R5.2 ③比較

②－①

④割合

②/①

入込客数 24 万 3,067 人 28 万 128 人 ＋3万 7,061 人 115.2％

売 上 額 2億 6,184 万円 3億 5,264 万円 ＋9,080 万円 134.7％

ＮＯ 項目 内 容

１ 日 時
令和５年４月７日(金)～４月９日(日)

９時 30 分～15 時 00 分

２ 場 所 物産館ことうら 各店舗

３ 内 容

・屋台出店 ・ガチャガチャ抽選会・おかし掴み取り 等

●別紙資料１ 広報ことうら４月号
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　昨年４月の物産館ことうらリニューアルから１年が経ちました。この１年間の入込客数は、コロナ
禍にもかかわらず約30万人（令和５年３月末現在）と、コロナ前の約18万人（令和元年）よりも
大幅に上回っています。 その人気を支える売れ筋メニューや土産物を各店舗に聞いてみました。  町
民の皆さま、ランチや土産物購入にぜひご利用ください。

売れ筋の土産物をご紹介します。
県外などへお出かけの際はぜひお
立ち寄りください。 

１周年を記念して

9：30～15：00まで

物産館

リニューアル
祝１周年

琴浦うまいもんや
売れ筋のメニューをご紹介します。 
大人気の極海丼をぜひ一度ご賞
味ください。 

和星水産

4月７日～9日
［金］ ［日］開

催
日
時

Anniversary Event

問合せ先　物産館ことうら　　55-6566

和星水産 土産物ランキング
Ranking メニュー ランキング
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大山乳業
商品各種！ 2233

１回 100円

※無くなり次第終了

株式会社ヘイセイ

がやってくる！

自家焙煎珈琲屋
WAKU coffee

あぶい蒲鉾

８日(土) ～９日(日)
10:00-15:00

７日(金) ～９日(日)
10:00-15:00

７日(金) ～９日(日)
10:00-15:00

など

1等賞品

ガチャガチャ抽選会

「3,000円」お買い上げごとに
抽選券１枚配布

※ 但しフードコートは除く
協賛：宝製菓㈱、大山乳業農協、㈱ヘイセイ、寿製菓㈱、中浦食品㈱

中
身
は

　
お
た
の
し
み

琴浦町観光協会

粗品プレゼント！

わたあめ販売
Jewelry candy

5,000 相当円

「2,000円」お買い上げごとに
抽選券１枚配布

琴浦うまいもんや 和星水産

期間限定

屋台

各日限定
30名様

おかしすくい取り

あごだしの試飲

クロワッサン
１つプレゼント！

50名様

お買い上げ
各日

先着
粗品
プレゼント！

各日限定
10 食

琴浦うまいもんや

12:00～

10:00～11:00

50名様

お買い上げ
各日

先着

海鮮おにぎり
おいしい！特別販売！

各種100円
わかめ／サワラ／タイ など

焼きたて！

鳥取ことうら
“贅の極み”海鮮丼 
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各種100円
わかめ／サワラ／タイ など

焼きたて！

鳥取ことうら
“贅の極み”海鮮丼 
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船上山万本桜公園桜まつりについて

商工観光課

船上山万本桜公園桜まつりの開催予定と物産館ことうら周遊クーポンについて報

告する。

１ 船上山万本桜公園桜まつりについて ▼昨年度の様子

昨年度に引き続き、CHUBU MARCHE 実行委員会が

船上山少年自然の家と町等と連携して、第２回

船上山万本桜公園桜まつりイベントを開催する。

▼概要

２ 船上山万本桜公園桜まつりと物産館ことうら周遊クーポンについて

(１) 概要

道の駅琴の浦の観光拠点性を高めるため、本イベントと物産館ことうらを周遊す

るクーポンを発行する。

(２) クーポンの概要 ▼イメージ

①右のクーポンをまつり来場者へ配布

↓

②クーポンを持参し、物産館ことうら各店舗で

500 円以上お買上の方に対し割引がある。

ＮＯ 項目 内 容

１ 実施主体
CHUBU MARCHE 実行委員会

連携 船上山少年自然の家 琴浦町 等

２
イベント

概 要

(１) 数店舗による屋台出店

日時：令和５年４月２日(日)～４月 22 日(日)

場所：船上山万本桜公園

(２) チャリティイベント

日時：令和５年４月８日(土)・９日(日)

10 時 00 分～17 時 00 分

内容：屋台、ゲーム出店 等

※天候次第で夜桜花見も開催

●別紙資料参照

第２回船上山万本桜公園桜まつりチラシ
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第２回

桜桜 ままつつりり船上山万本桜公園

チチャャリリテティィイイベベンントト

主催　ＣＨＵＢＥ　ＭＡＲＣＨＥ実行委員会

　　　　　　　０７０－１３５４－２３３７

今年は　　　　　やります夜桜夜桜

期間　４月５日～９日　５日間
　　　１８時～２１時（９日のみ２０時まで）
期間　４月５日～９日　５日間
　　　１８時～２１時（９日のみ２０時まで）

期間　４月２日～２２日頃まで

４月８‧９日　２日間４月８‧９日　２日間
色々な美味しい屋台・ゲームなどが集まる色々な美味しい屋台・ゲームなどが集まる

８日　１０時～１７時　１８時～夜桜
９日　１０時～１７時　１８時～夜桜
８日　１０時～１７時　１８時～夜桜
９日　１０時～１７時　１８時～夜桜

チャリティイベントチャリティイベント
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白鳳祭の開催概要とポロシャツデザイン募集について

商工観光課

白鳳祭の開催概要とポロシャツデザイン募集について報告するもの。

１ 趣旨

白鳳祭は令和元年の開催以降３年間、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により中止となった。

令和５年度は、イベント等の開催制限緩和を受

け、町内団体、企業、個人方々と連携し、目玉であ

るレーザーライト花火ショーのスケールアップ等

を行う。また、白鳳祭の PR を行うと同時に、地域

の方々に広く関わってもらうことを目的にポロシャツデザインの募集を行う。

２ 白鳳祭開催概要

白鳳祭の開催概要は次のとおり。

３ ポロシャツデザイン募集概要・スケジュール

ポロシャツデザイン募集概要は次のとおり。 【別紙参照】

ＮＯ 項 目 内 容

１ 開催日程 令和５年８月６日(日) 16：00～20：30(予定)

２ 開催場所 琴浦町東伯総合公園

３ 実施主体 白鳳祭実行委員会(事務局：商工観光課)

４ 実施内容
レーザーライト花火ショー／盆踊り／芸能発表／コンサート／

大抽選会／白鳳太鼓／たいまつ行列／露店出店 他

ＮＯ 項 目 内 容

１
実 施

内 容

・町を盛り上げたい方を対象にポロシャツデザインを募集

・購入者には抽選券を配布し、祭当日に大抽選会を実施予定。

２
今後の

予 定

２／２５ デザイン募集開始

３／２５ デザイン募集終了

４月上旬～ ポロシャツ販売受注開始

４月中旬 ポロシャツ販売受注締め切り

６月下旬 ポロシャツ完成・配布

７月上旬～ ポロシャツを着用してもらい、白鳳祭を PR

８／６ ポロシャツ購入者対象の抽選会イベント
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Anniversary
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エネルギー価格高騰に係る経済対策事業の実績報告について

商工観光課

１ 概要

エネルギー価格の高騰により経営上の影響を受けた事業者の事業継続を支援するため、令

和４年 10 月臨時議会において予算措置し、令和４年 11 月１日(火)から令和５年１月 31 日

(火)まで交付金の申請を受け付けた。

２ 対象者

町内に事業所・店舗を有する法人、個人事業主(ただし、農林漁業、医療・福祉を主たる業

とする者を除く。)

３ 主な対象要件

令和４年４月から 12 月までの連続する任意の３か月に使用した「燃料費、電気代、ガス料

金の合計額」が前年同期間と比較して 10％以上増加していること 等

４ 交付実績

(産業別の状況)

分類 申請数 割合 備考

建設業 36 件 19.4％

製造業 27 件 14.5％

運輸、交通業 12 件 6.5％

卸、小売業 36 件 19.4％

宿泊、飲食業 23 件 12.4％

理美容業 10 件 5.3％

その他 42 件 22.5％ ごみ収集、娯楽、専門サービス等

合計 186 件 100％

区分 交付額 申請数 申請金額

年間売上高

(税抜)

１千万円未満 50 千円 55 件 2,750 千円

１千万円以上

５千万円未満
150 千円 62 件 9,300 千円

５千万円以上

１億円未満
200 千円 18 件 3,600 千円

１億円以上 300 千円 51 件 15,300 千円

１か月の燃料費等の支払額計

1,000 千円以上の場合に加算
200 千円 (再掲)25 件 5,000 千円

合計 186 件 35,950 千円

- 53 -



新事業展開・販路開拓等支援補助金の実績報告について

商工観光課

１ 概要

コロナ禍で変化した社会・経済に対応し、新たな顧客を獲得するための商品開発や販売戦

略の見直し、IT 活用による業務効率化等の町内事業者の新たな取組を支援するため、令和４

年６月臨時議会において予算措置し、11 月 30 日(水)まで申請を受け付け、３月１日(水)ま

でに全ての事業者が補助事業を完了した。

(財源)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

２ 補助金概要

(１) 補助対象者 町内に本社などの主たる事業所を有する会社又は個人等

(２) 補助金上限額 500 千円、補助率 ３分の２

３ 交付実績

(１) 交付事業者 計８件

(２) 補助金額 計 3,549 千円

事業者名 取組内容 補助金額

リバーズファーム
自家飼育牛の生乳を使った牛乳アイスを試作開発。

12 月から町のふるさと納税返礼品で販売開始。
428 千円

金田蒲鉾店
既存商品よりも少し柔らかい「おでん・煮物用とび

うおちくわ」を試作開発、県中西部で販売開始。
398 千円

(有)サンシャイン

とうはく

宿泊プランを増やして 12 プランへ全面見直し、朝

食をバイキング方式へ変更、朝食や客室の掲載写真

の撮り直し等を実施。楽天トラベルの口コミ評価が

2.67 から 3.90 にアップ、ホテル稼働率も上昇。

500 千円

(有)おき
自家用、ギフト用商品(米)のパッケージを EC 通販

に合ったものに変更し、自社サイトで試験販売。
500 千円

(株)ヘイセイ

あごだしを使ったレシピと町の観光紹介を１つに

した冊子を作成。鳥取県、島根県、岡山県のスーパ

ー計 23 店舗に特設売り場を設け、売れ行きを調査。

500 千円

(有)石見会館
自宅での会食需要を見込んで「子どものお祝い会食

用の会席膳」を試作開発、自社サイトで試験販売。
400 千円

(株)日本養魚技術

サーモン色見本の再現データを収集し、色見本を試

作開発。今後、試作品の改良点を反映した実際の商

品を製作し、水産加工会社、養殖業者等へ販売予定。

439 千円

issing

画家の作品を使ってＴシャツを作るイベントを開

催し、コラボ商品への顧客の反応を調査。Instagram

アカウントを情報発信と通信販売に分けて再構築。

384 千円
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新型コロナウイルス感染症に係る経済対策事業の実績報告について

商工観光課

１ プレミアム付「地元商店応援券」発行事業

(１) 発行総額 145,663 千円(プレミアム率 40％)

(２) 販売総数 20,809 冊(７千円分を１セット５千円で販売)

(３) 使用率 99.7％(精算を行う)

(４) 業種別の利用状況

(単位：円、％)

業 種 金額 使用率 備 考

燃料等小売 34,767,500 24.0 ガソリンスタンド、プロパンガス

食料品等小売 35,059,500 24.1 食料品、菓子、酒販売店

飲食業 24,391,500 16.8 飲食店

自動車関連 15,990,000 11.0 自動車整備・販売、タイヤショップ

建設・建築関連 7,711,000 5.3 建設・建築

その他小売 10,289,000 7.1 衣料店、農機具、釣具店

理容・美容 7,332,000 5.0 理美容室

電化製品、等小売 5,346,000 3.7 電器店

その他 3,083,500 2.1 写真館、葬祭場、クリーニング、タクシー

リラクゼーション 1,297,500 0.9 整体、鍼灸、マッサージ

計 145,267,500 100.0
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商工街路灯の撤去について

商工観光課

１ 国道９号商工街路灯撤去工事(47 基)

(１) 概要

昭和 59 年に地域の活性化のために設置された商工街路灯について、国道 9号沿い 98 基中、

老朽化による倒壊の危険性が高い 47 基を緊急的に撤去した。

(２) 請負者 ㈱中電工 倉吉営業所

(３) 工事期間 令和４年４月８日から令和４年７月 29 日まで

(４) 工事区間 二軒屋～八橋

(５) 工事内容 街路灯 47 基撤去(※緊急を要するため、基礎を残したまま照明灯のみ撤去)

(６) 費用 7,810 千円(税込)

２ 国道９号商工街路灯撤去工事(八橋地区)

(１) 概要

国土交通省が実施する八橋小学校入口の道路拡幅工事に伴い、占用している商工街路灯を撤

去した。

(２) 請負者 ㈱高野組

(３) 工事期間 令和４年 10 月 12 日から令和５年２月 28 日まで

(４) 工事内容 街路灯４基撤去(基礎撤去含む。)

(５) 費用 3,498 千円(税込)
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ゴリン橋架替工事 今後のスケジュール及び概算工事費について

建設住宅課

１ 報告概要

令和３～４年度に実施した詳細設計業務の完了により、架替工事に係る今後のスケジ

ュールと概算工事費を報告する。

２ ゴリン橋の概要

・町 道 名 町道八橋小通学道線

・架 設 年 昭和４５年（架設より５２年経過）

・延長及び幅員 延長 L=36.1m 幅員 W=1.5m（1.9m）

・利 用 形 態 八橋小学校児童約 70 名が通学路として利用

・点 検 結 果 健全性「Ⅲ」 早期に措置を講ずるべき状態

３ 今後のスケジュール及び概算工事費

４ 令和５年度事業予定

内容
令和５年度 令和６年度 令和７年度

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ ４ ５ ～ ２ ３ ４ ５ ～ ２ ３

町・JR 協定

工事実施

概算工事費

（千円）
499,000

町 40,000 － 15,000

JR 31,000 345,000 68,000

基本協定

年度協定

(町)積算・発注・ヤード設置

(JR)ヤード設置

(JR)部材制作・新橋架設

(町)ヤード撤去

(JR)既設橋撤去・町道接続(JR)積算・照査・発注
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琴浦町空家等対策計画の改定について

建設住宅課

１ 概要

(１) 計画の目的

適正に管理されていない空家等に対して、所有者等がその責任において的確に対応

することを前提としたうえで、町及び所有者等、関係機関が連携し、安全で安心して

暮らせる生活環境を確保するために、総合的な空家等対策を推進することを目的とし

ます。

(２) 計画の期間

令和５年４月 ～ 令和 10 年３月

(３) 基本的な方針

項目 内容 改定後の対策

発生の抑制

(空家になる前)

所有者の意識の涵養

・空家等実態調査等で確認された空家の所

有者等に対して、空家ナビや除却補助金

等を紹介する文書を送付します。

地域住民との連携

・シルバー人材センターに加え、民生委員

や自治会等の協力による空家管理の新た

な仕組みづくりを検討します。

未然防止対策
・管理不全空家の所有者等に対し、指導・

勧告します。

除却の促進
安全・安心な生活環

境の保全

・危険空家の所有者等に対し、指導・勧告

します。【継続】

・除却補助金を交付します。【継続】

・必要に応じて、略式代執行や行政代執行

を行います。【継続】

利活用の促進

リフォームに対して

の支援

・空家をリフォームする補助金を交付し、

空家の利活用を進めます。(企画政策課)

移住希望者に向けた

空家情報の提供

・空家ナビにより、移住希望者に空家情報

を提供します。(企画政策課)
・利活用が可能な空家所有者に対し、空家

ナビ制度を周知します。(企画政策課)

住民からの相談に

対する取り組み

多岐にわたる空家の

相談に対応できる組

織体制の構築

・庁内の関係課や関係団体と連携して取り

組みます。
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