
５　平  成  20  年  度  主  要  事  業
1議会費 (単位：千円）

円滑な議会運営に要する経費
　　旅費（研修含む）101千円
　　負担金　　　　2,628千円
　　議事録委託料　3,171千円
　　その他（事務費）　451千円

2総務費

CATV施設の維持管理等に要要する経費
　需用費(電気代、修繕料)   　4,386千円
　役務費(火災保険)                  418千円
　委託料(保守等)                 20,082千円
　使用料等　                        　5,625千円
　その他　                       4,066千円

なんぶＳＡＮﾁｬﾝﾈﾙ番組制作に要する経費
　人件費　　6,160千円
　消耗品　　　378千円　　　
　工事請負費　　263千円
　備品購入費　　1,289千円

　CATV施設整備積立金　5,000千円
　利息積立金　　　　　　　　　862千円

預入利息による基金積立金

ふるさと納税制度を利用した、寄附金を通じた参加型まちづくり
基金

新規

【対象事業者】
　日ノ丸自動車株式会社

・町内定住者の増加を目的とし奨励金を交付する
　奨励金交付(見込)　　　　97件　　6,790千円
・提供分譲地確保のための用地購入経費(債務負担)
　アクロ跡地　　　　16,789千円　
・福里団地残区画分の公正証書作成手数料
　福里団地　　　　　140千円

　国際交流協会補助金　　　　170千円
・住民への啓発の一環としてﾎｰﾑｽﾃｲ事業の実施
　ハンリム、オハイオﾎｰﾑｽﾃｲ事業　　382千円

鳥取県地域産業活性化協議会負担金　47千円

巡回ラジオ体操イベントに要する経費
新規 実施予定日8月8日（予定会場：とっとり花回廊） 1,123

巡回ラジオ体操・みんな
の体操会

教育委員会

566

47企画政策課企業誘致事業

・住民の国際理解を深めるための各種事業実施及び活動団体の
支援

　「基本計画（Ｈ19～Ｈ23）」に基づき、企業の立地・増設や人材
育成の取り組みに対し、国から様々な支援や規制緩和が行われ
る

19,528

定住促進対策事業 企画政策課 23,719

路線バス運行維持のために運行事業者に対し補助金を交付す
る

8,090

公共施設整備基金 5,862

主なもの：さくら並木の保全とさくらを通じたまちづくり事業　他

地域振興基金 出納室

さくら基金

地域住民の連携強化及び地域振興に資するためH18年度より年
次的に積立て、H20に残りを全額積立てる。

1,000

出納室

6,351

ＣＡＴＶ施設管理 企画政策課 34,577

事業概要 予算額所属課

事業概要 予算額

出納室

801,567

議会運営費 議会事務局

新規
継続

事業名 所属課

ＣＡＴＶ番組制作 企画政策課

地方バス対策事業 企画政策課

国際交流事業 企画政策課

新規
継続

事業名



2総務費

地域振興協議会の会長及び副会長にかかる報酬
　・会長報酬　　　8,190千円　　　@97,500×12月×7人
　・副会長報酬　 2,588千円　　　@30,800×12月×7人

地域振興協議会の活動を支援する。

　交付基準作成作業中

・平成20年度 2地区を予定
　下阿賀集会所、口絹屋公民館

・地域振興区の運営を支援
　旅費　8千円
　燃料費　　569千円
　12月点検　102千円
　保険料　　 220千円
・年間2回程度の講演会を予定
　報償費　　@9,000円×2時間×2回　=　36千円

町営バス（ふれあいバス）の運行に係る委託料
・委託事業者　
　   日ノ丸自動車株式会社      ５路線運行

町長・町議会議員選挙の執行に要する経費
　投票日　10月

農業委員選挙の執行に要する経費
　投票日　7月

3民生費

新規

生活福祉資金貸付制度利用者への利子補助事業

新規 　利子3％のうち　2％県補助　1％町補助

（品目）
　紙おむつ、入浴補助用具、歩行支援用具、居宅生活
　動作補助用具、特殊ベット、ストマ用装具 ほか

　町内２施設

・地域生活支援ｾﾝﾀｰ委託料　2,499千円
・聴覚障害者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業委託　624千円
・障害者移動支援事業　4,923千円
・日中一時支援事業　　1,428千円
・自動車改造費助成　　200千円

8,110

2,574農業委員会選挙費 総務課

町長・町議会議員選挙
費

935

23,500
コミュニティバス運行事
業

企画政策課

地域振興区支援事業

22,172

まちづくり推進助成事業 企画政策課 894

地域振興交付金事業
　H19交付金の算出根拠としていた、集落・地域づくり計画費分を
除し、4～6月分の活動費分を追加して計上

まちづくりの推進に資するため地域が中心となってハード事業を
行う地区に対し補助金を交付する

10,778
地域振興協議会会長等
報酬

企画政策課

事業名 所属課 事業概要 予算額
新規
継続

健康福祉課
地域ソーシャルワーク
力向上事業

企画政策課

企画政策課

総務課

事業名 所属課
新規
継続

相談支援事業・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援事業を西部権域内で委託事業
として行い、移動支援事業と日中一時支援事業を利用者の申請
によりサービスを提供する

健康福祉課 1,392

健康福祉課 9,605

身体障害者の方に対し日常生活用具を給付することで日常生活
の利便性を向上させる

身体・知的障害者及び精神障害者が作業訓練や生活指導をうけ
る通所作業所に対し運営費を補助する

300

健康福祉課 31

人や家族に対する個別援助とそれを可能にする生活環境の整備
等に対する人材育成支援を行う

健康福祉課

予算額事業概要

9,674地域生活支援事業

生活福祉資金貸付制度
利子助成

日常生活用具給付事業

小規模作業所運営補助



3民生費

障害者自立支援法の施行に伴う激減緩和措置（3年間）
・通所サービス利用促進
・事業運営円滑事業
・視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業

・要介護　4・5の非課税世帯　　　4千円/月
・上記以外の要介護3以上の世帯　　2千円/月

介護保険事業を実施(運営)するための経費
・南部箕蚊屋広域連合負担金　　　 178,846千円

新規

要介護状態に陥ることを予防する各種教室等を開催する

・脳卒中予防教室　　　　60千円
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座　　20千円
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座　　20千円
・口腔機能向上事業　　　30千円
・地域ケア会議の開催　　36千円
・認知症予防教室(委託)　 1,712千円
・閉じこもり予防教室(委託)　1,187千円
・認知症ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ教室(委託)　　120千円

　県事業（県1/2、町1/2）

　療養給付費負担金　119,800千円

　受給児童数　169名

小学校6年生までの児童を養育している者に支給
　   第２子まで　5,000円/月
　   第３子から 10,000円/月
     3歳未満　 10,000円/月

社会福祉協議会に委託して事業実施

　南部町福祉医療費助成条例

5,854町民生活課子育てひろば

小学校就学から中学校終了の子の通院医療費について助成す
る制度

4,300
子育て支援医療費助成
事業

町民生活課 88,613

後期高齢者医療給付費 健康福祉課

健康福祉課

5,203

児童福祉手当支給事業 4,059

後期高齢者（75歳以上）の健康増進・医療費抑制のため健康診
査を行う

3,217

82,409

119,800

48,033

5,767
高齢者生活活動セン
ター管理

町民生活課
老朽化に伴う施設（桜花塾）解体撤去工事

単独介護用品支給事業

介護保険対策事業

後期高齢者健康診査事
業

新規

在宅の要介護度3以上の者に対し、紙おむつ等介護用品を支給
することにより、在宅生活を支援する

事業概要

健康福祉課

健康福祉課

健康福祉課

特別医療費事務費

健康福祉課

所属課 予算額

健康福祉課

身体障害者(1.2級)、知的障害者(療育A判定)、精神障害者(1
級)、ひとり親家庭(所得税非課税)、特定疾病(ぜんそく等)、小児
(小学校就学前)の医療費について助成する

広域連合への事務共通経費、保険料を特別会計から負担金とし
て支払い、療養給付費を一般会計から負担金として支払う

広域連合への事務共通経費、保険料を特別会計から負担金とし
て支払い、療養給付費を一般会計から負担金として支払う

健康福祉課

20歳未満の障害児を扶養している者及び義務教育終了前の児
童を養育している一人親と父母が障害者である場合に児童一人
当たり2,000円を支給する

平日は家庭にいる幼児と保護者が利用し、子育て相談や保護者
同士の情報交換の場となっている

5,650

1,440

178,926

事業名

臨時特例基金特別対策
事業

後期高齢者医療特別会
計繰出金

介護予防地域支援事業

町民生活課

健康福祉課

新規
継続

児童手当支給事業

新規

新規

新規



3民生費

　    事務費(郵送料他)        74千円
　    諸会負担金　          　295千円
　    団体活動補助金等
　      　同和事業推進協議会     3,000千円
          人権会議　                    1,500千円

4衛生費

●食の応援団事業　　　66千円

●食生活改善推進員養成講座　　　44千円

各種予防接種を実施する
     ・ポリオ予防接種(生後3～　90ヶ月児)
     ・三種混合予防接種
     ・二種混合予防接種
     ・日本脳炎予防接種

     ・風しん予防接種
     ・高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

【実施機関】
　     医療機関　              　510千円
　     鳥取県保健事業団  　378千円

【実施機関】
　     医療機関　             　5,612千円
　     鳥取県保健事業団  　2,364千円

【実施機関】
     　医療機関　　              1,953千円
    　鳥取県保健事業団     1,892千円

【実施機関】
     　医療機関　　             　 1,004千円
     　鳥取県保健事業団　  　889千円

【実施機関】
　     鳥取県保健事業団     2,310千円

【実施機関】
      　医療機関　            　2,417千円
     　鳥取県保健事業団　  945千円

新規
継続

新規

新規

新規

新規

新規

胃がん検診

40歳以上を対象とした大腸がんの早期発見と予防を目的とした
検診

健康福祉課大腸がん検診

予算額

・人権施策に関する諸費及び人権擁護委員の活動に要する経費

健康福祉課 8,062

110

15,086健康福祉課

健康福祉課 938

健康福祉課食育推進事業

生活習慣病予防健診

予防接種事業

人権対策事業

事業概要事業名

子宮がん検診

40歳以上を対象とした肺がん及び65歳以上を対象とした結核の
早期発見と予防を目的とした検診

40歳以上を対象とした胃がんの早期発見と予防を目的とする検
診

食を通して健康づくりを目指し、町民が健全な食生活を送ること
ができるよう、南部町の「食」に関わる関係機関が連携をとりなが
ら南部町の食育を展開する

健康づくりのための望ましい食生活についての講義や調理実
習、運動について講座を開催する

20歳以上の女性を対象とした子宮がんの早期発見と予防を目的
とする検診

40歳以上の女性を対象とした乳がん・甲状腺がんの早期発見と
予防を目的とした検診

生活習慣病予防を目的に、20～39歳で職場健診の無い方と生
活保護の方で希望者に特定健診と同じ健診を実施する

4,869町民生活課

1,920健康福祉課乳・甲がん検診

肺がん検診 健康福祉課 2,414

3,485

予算額

     ・麻しん予防接種（H20～H24の五ヵ年で、麻しん排除計画
　　  により新たに中学１年又は高校３年の生徒を麻しん、風しん
　　  の予防接種の対象に追加した。）

事業概要

健康福祉課

新規

事業名 所属課

所属課
新規
継続

3,913



4衛生費

個別健康教育及び集団健康教育の実施
・個別健康教育
　　基本健診の結果を踏まえ要指導者を対象に検査を実施
・集団健康教育
　　糖尿病に関心のある人に対し食事講習・医師の講話を行う

地域住民の健康増進に関する活動を実施する
地区巡回による個々の健康相談を行う

（昨年は基本健診に含まれていた）
【実施機関】
      　医療機関　             　90千円
     　鳥取県保健事業団　  62千円

乳児(1歳未満)の発達面を診る

南部町・伯耆町清掃施設管理組合負担金

不燃ごみ等の処理委託に要する経費
・不燃ごみ収集　         12,975千円
・乾電池、蛍光管等　     1,761千円
・不法投棄収集　             514千円

5農林水産費

学校給食等へ食材を供給し、地産地消を推進する
H18-H20の県補助事業

認定農業者を対象とした事業で、平成17年度採択の残事業
認定から5年間の計画で、生産基盤や管理経費を補助する

　　　・共同活動：14集落
　　　・営農活動： 1集落
　　　　　営農基礎活動支援 ：1集落
　　　　　先進的営農支援：1集落

　トラクター1件　　3,423千円
　コンバイン1件　　4,089千円
　加工施設1件　　3,000千円
　柿の改植　　　　4,175千円

ため池防災・減災に関する経費

地籍調査に関する事務事業経費

新規
継続

ため池防災・保全体制
支援事業

チャレンジプラン支援事
業

産業課 14,687

建設課 632

鳥取県ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗﾝ支援事業により、認定農業者等担い手が行う
事業に対し補助金を交付する

地籍調査事業 産業課 45,976

二十世紀梨再生促進事
業

産業課 2,181

農地・水・農村環境保全
向上活動支援事業

産業課 3,586

3,468

塵芥処理費 町民生活課 141,134

妊婦健診の助成（受診票）を2回から5回に増やし、妊婦健診に対
する経済的負担を軽くする

774健康福祉課健康増進委員

152健康福祉課肝炎ウィルス検診

健康教育事業 健康福祉課 118

事業名 予算額所属課 事業概要

妊婦乳児健康診査事業

　均等割負担及び構成町村の人口割等から負担額が決定される
125,884千円

肝がん予防を目的に、特定健診時に今までB型、C型肝炎ウイル
ス検査の未受診者に検査を行う

新規

新規

健康福祉課

学校給食等食材供給
推進事業

産業課 294

450産業課地産地消奨励事業

農地・水・環境の良好な保全とその質の向上を図るため平成19年
度から実施する事業

事業概要

新規

予算額

食材供給連絡協議会が供給する食材代金の手数料の一部を助
成する　(手数料15%のうち10%を助成)

新規
継続

事業名 所属課



5農林水産費

有害鳥獣の駆除を目的とした侵入防止施設、捕獲檻購入費助成

　ワイヤーメッシュ　5,100枚（H19は2,700枚）
　猪捕獲用檻　4基

●森林保護樹林帯緊急造成事業　　　　　　99千円
樹種転換による植林に対する補助金支払事務

●松くい虫被害立木伐倒駆除事業　　　 8,633千円

　油代　100m3増（H19比較）

●枯松伐倒駆除事業(単独分)    　　　　420千円
危険木の伐倒事業

　H19-H23までの事業　2団地で実施

6商工費

商工会に対する育成補助金及び中小企業小口融資事業

H19年度実績から3,000千円増加させた

平成20年度はフーちゃんユーくんの着ぐるみ作成も行う

７土木費

賀祥今長線道路改良工事　　
　　　5工区　L＝200ｍ
　　　6工区　L＝80ｍ
　　　改良、舗装工事
　　H20年度完了

大池線道路改良事業
　　　2工区　 L=68.2m
　　　3工区　 L=72.0m
　　　改良、舗装工事
　　H20年度完了

入蔵線改良工事
　　　用地測量、用地調査委託
　　　1工区　L=100.0m
　　　改良

天万寺内線道路改良工事
　　　2工区　L=190.0m
　　　改良

　補助金　　@1,000千円程度×5箇所

23,604

6,100建設課

建設課 31,002

26,003建設課

建設課 34,604

1,500

建設課

商工振興事業 産業課 21,113

観光事業 産業課

松くい虫等防除事業 産業課 9,152

森林整備地域活動支援
推進事業

産業課 1,844

有害鳥獣駆除事業 産業課 6,507

予算額

町道賀祥今長線改良事
業

町道大池線改良事業

町道入蔵線改良事業

町道天万寺内線改良事
業

ジゲの道づくり事業

新規
継続

事業名

松枯れの拡大を阻止するため、当該年に発生した枯れ松を切り
倒し、薬剤を散布する

森林を保全、整備する協定を締結した団体の保有する対象森林
に対し5000円/haを交付

新規
継続

事業名 所属課 事業概要

所属課 予算額

予算額

事業概要

町道の測量設計を行い、工事は関係振興区を通じ受益者にお
願いする

町内景勝地の草刈謝礼の支払及び県観光連盟負担金等の支払
事務など

新規

新規
継続

事業名 所属課 事業概要



７土木費

平成18年度起の地域住宅計画に基づき住宅の建て替えを行う

　城山住宅改築
　　　　木造平屋建2棟4戸

8消防費

消防施設（防火水槽、消火栓等）の新設及び維持修繕に要する経費

　　防火水槽新設(西原)       8,489千円

9教育費

     　指導員賃金等     3,105千円
     　ｹﾞｽﾄﾃｨﾁｬｰ　　　      28千円

共同事務に必要な経費

養護学校へ通学する児童生徒の通学支援を行う
　運転委託、介助員委託

コミュニティスクール推進のための経費（会見小学校以外）

西伯小学校体育館のトイレ、床、2階ｷﾞｬﾗﾘｰの老朽化に伴う改修
事業

消火栓改修事業

耐震補強と老朽改修の設計、工事

会見小学校体育館耐震補強工事計画策定業務委託

漏水箇所修繕

（拠点校：西伯小）

給食の衛生、安全性確保のための配膳室ﾊﾟﾝﾄﾘｰ改修

教育委員会 　改修並びにエアコン設置

　　臨時職員等賃金ほか   　5,612千円
　　電気代　　1,030千円
　　水道代　　　109千円
　　電話代等　　160千円
　　保守点検等　1,088千円
　　雑誌購入　　505千円
　　図書購入　4,133千円
　　     ※平成19年度1月末現在     蔵書数　57,677冊

南部中学校給食配膳室
改修

2,100

図書館管理費 図書館 13,549

必要な資料を収集・整理・保存をし、地域を支える学習情報拠点
としての役割を強化し、人づくり、地域活性化の一助となることを
目指す

3,000

108,362

教育委員会

教育委員会

3,600

18,801

通級指導学級 教育委員会 487

3,555

教育委員会

教育委員会

教育委員会

2,132

教育委員会 49
コミュニティースクール
推進事業

3,372

66西伯小学校学校事務共同実施

9,439

128教育委員会不登校対策事業

予算額

予算額

会見小学校体育館耐震
補強計画策定

会見小学校プール給水
口等改修

西伯小学校体育館改修
事業

西伯小学校消火設備改
修事業

町営住宅建設改良事業

比較的軽度の障害がある児童に対し、個々の障害の克服・改善
と環境への適応を目的とし社会適応能力を育てる。

事業概要

会見小学校耐震補強事
業

新規
継続

事業名 所属課

教育支援ｾﾝﾀー（さくら
んぼ）事業

教育委員会

特別支援学校通学支援
事業

教育委員会

新規
継続

事業名 予算額事業概要所属課

学校における不登校問題の解決のため専門的知識を有するアド
バイザーの派遣指導を受ける

県設置の支援教室が平成18年度を以って廃止になるため代替
の支援施設を開設する

建設課 93,080

消防施設費 総務課

新規
継続

事業名 所属課 事業概要



9教育費

町民グラウンド(会見)・町民野球場の管理運営に係る経費
　管理賃金　　　 32千円
　　浅井老人クラブ
　電気代　　　1,870千円
　水道代　　　　 54千円
　施設修繕料　1,729千円

南部町民体育館の維持管理に要する経費
　電気代　　　　840千円
　水道代　　　　109千円
　火災保険料　　 32千円
　施設清掃　　　362千円
　夜間管理　　　305千円

4,621

2,871

グラウンド管理事業（会
見）

教育委員会

町民体育館管理事業 教育委員会

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額


