
8

５ 平成21年度主要事業
1 人と環境にやさしいまちづくり (単位：千円）

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額

新規
新エネルギービジョン
策定事業

企画政策課
平成18年度に実施した木質バイオマス導入調査の結果を踏まえ

木質バイオマス（間伐材などを利用した燃料）の具体的な導入調
査を行います。

6,818

新規
住宅用太陽光発電シ
ステム設置費補助事
業

企画政策課

町内の住宅にシステムを設置した方に上限4キロワットの範囲
で、1キロワット当たり5万円を補助、上限20万円を補助いたしま
す。
国においても平成21年度から補助金を復活し、上限21万円の補
助がありますので最大41万円の補助を受けることができます。

2,000

継続 定住促進対策事業 企画政策課
町内に新たに土地及び住宅を取得された方に、5年間固定資産
税相当額を定住促進奨励金として交付します。

90件×平均7万円＝630万
6,300

継続 ゴミ対策推進事業 町民生活課

「ゴミの分別表」を修正し、ゴミの分別とリサイクルの推進が良くわ

かるようにします。

家庭用生ゴミ処理機（機械式、コンポスト）の設置家庭に購入補

助を行います。

機械式の場合は2万円、コンポストは2千円です。

1,742

新規 戸構団地水洗化事業 建設課
戸構団地36戸の水洗化を行うものです。

合併浄化槽2基
70,101

2 安心、安全のまちづくり

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額

新規 鳥獣被害防止対策事
業

産業課

国の事業に町の事業費を上乗せ助成し、侵入防止柵設置に係る
経費の負担軽減をします。

3,113

継続 有害鳥獣駆除事業 産業課

有害鳥獣駆除や、侵入防止柵設置による取り組みに助成をしま
す。
カラス駆除（会見地区限定）12万

イノシシ駆除 93万

侵入防止柵設置 10,000ｍ分 692万

7,970

新規 橋梁長寿命化修繕計
画策定事業 建設課

町道に架かる橋の点検調査をおこない、橋が長持ちするような予 防
措置や計画的な架け替え計画を立てることで、地域の道路網 の安
全性と信頼性を確保します。

5,330

新規 肺炎球菌ワクチン接種
助成事業

健康福祉課

日本人の死因は、１位がん、２位心臓病、３位脳卒中。肺炎は第４位
です。高齢者の肺炎の最大の原因は肺炎球菌によるものです。高齢
の慢性肺疾患患者にインフルエンザと肺炎の両ワクチンを接種すれ
ば、入院を６３％、死亡を８１％減らすとの報告があります。

1,140

新規 地域福祉活性化事業 健康福祉課

社会福祉協議会に委託し、経験豊かな地域の生活課題の解決 に取

り組む福祉専門職（コミュニティソーシャルワーカー）によって 地域に

おける、見守り、声かけをはじめとする住民相互の支え合 い運動や

福祉活動を促進させます。

7,901

新規 保育料軽減事業 町民生活課
南部町の子育てを支援するために保育料を平均2割軽減しま す。

この軽減によって利用者負担額は年間2200万円軽減されます。 △ 22,000

新規
町道・林道作業員雇用
事業
【直接雇用】

建設課

緊急地域雇用創出特別基金事業を利用します。
町道林道の維持管理業務に雇用を確保します。この事業によっ

て道路の安全性と美観を維持します。
7,233
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新規
枯松伐倒駆除事業
【委託業務】

産業課
鳥取県ふるさと雇用再生特別基金を利用します。

マツクイムシの被害木を除去する作業を行います。 28,750

新規
森林公園等環境整備
事業
【委託業務】

産業課
鳥取県ふるさと雇用再生特別基金を利用します。

森林公園内の環境整備の作業を行います。 2,063

新規
防災コーディネーター
育成委託事業
【委託業務】

企画政策課
総務課

鳥取県ふるさと雇用再生特別基金を利用します。

振興区単位に地域防災の支援員を育てる事業を振興協議会に

委託するものです。2年目以降は防災コーディネーターが各集落

や自主防災組織のリーダー養成の支援や防災に関する関係機

関との調整などを支援することを想定しています。

リーダー養成に当たっては、鳥取県防災局、南部町が支援してま

いります。

18,445

3 教育・文化のまちづくり

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額

継続 国際交流事業 企画政策課

韓国ハンリム大学学生ホームステイ
21年度で15回目になります。ホームステイ期間は7日から10日で
す。 579

継続
繰越

会見小学校体育館耐
震補強事業

教育委員会

体育館耐震補強工事と大規模改修を行います。

81,809

継続
繰越

西伯小学校昇降口棟

新築事業
教育委員会

昇降口棟増築工事RC・S構造3F建 延べ床面積1,112㎡
１F：昇降口・多目的室等 ２F：図書館・会議室等 ３F：EVホール
等を計画しています。

314,008

新規 【5周年】天萬庁舎多目
的利用施設化事業

総務課
教育委員会

設計委託費を予算計上するものです。 合併協定書に明示され

た3Fホール化について、今後の公共施

設のあり方を含め検討してまいります。
21,000

新規 【5周年】南部町民歌、
なんぶ音頭制作事業

総務課
教育委員会

若者からお年寄りまでが親しみ、口ずさめる町民歌、音頭を、合

併5周年の節目に制作するものです。具体的な制作方法につい て

は、今後町民歌制定委員会を立上げ検討してまいります。
2,484

新規 ふるさと副読本 教育委員会
児童生徒に南部町の自然や文化のすばらしさを成長段階に併せて

伝え、南部町民としての自信と誇りを持たせる目的で独自の 副読本

を作成するものです。
3,304

継続 スクールソーシャル
ワーカー活用事業

教育委員会
不登校傾向、学力不振、親が精神的・経済的に不安定な児童生 徒と

保護者の為に、スクールソーシャルワーカーを教育委員会に おき、関

係機関との連携を図り児童生徒や保護者を支えます。

2,240

新規 中学校少人数学級事
業

教育委員会
本年度新たに法勝寺中学校3年生に対し少人数学級事業を取り 入

れます。 4,980



10

4 産業振興で活気みなぎるまちづくり

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額

新規
【5周年】南部町グリコ
カレーパッケージ開発
事業

企画政策課
鳥取グリコ㈱の主力商品「2段熟カレー」のパッケージを南部町限
定品として売り出す。 2,403

継続 チャレンジプラン支援
事業

産業課

元気で意欲ある農業者や企業的農家が行う創意工夫を生かした
取り組みに対し、プランに基づき支援を行う事業です。 15,403

新規 いちじく産地育成事業 産業課
いちじくの新植改植にともなう苗代の助成を行いいちじくの振興
を図ります。

改植5戸180本 新植5/6、改植1/2補助

100

新規 就農条件整備事業 産業課
農業を担う青年の就農を促進し、自立を支援するものです。

対象事業費上限額2000万円（県1/3、町1/6） 10,000

新規 【5周年】柿の種吹き飛

ばし大会全国予選会
企画政策課
産業課

大阪で全国大会の予選会を行うもので、南部町を関西圏を中心

に売り込み、産業振興と元気を創り出します。

5周年記念イベントとして行います。

781

新規 プレミアム商品券販売
事業

産業課
プレミアム10％
4400万円

印刷費 258千円
4,258

5 住民参画で持続する町と地域のまちづくり

新規
継続

事業名 所属課 事業概要 予算額

新規 もっと知りたいまちの

仕事配布事業

企画政策課

町の予算は本来町民のみなさまの税金です。ですから、予算は
町民のみなさんにわかりやすく知っていただく必要があります。

通常の予算書では伝えきれない具体的な内容を分かりやすくお
知らせするためのものです。

958

継続 まちづくり推進助成事
業

企画政策課

集落内の環境美化や生活環境の改善など集落の底力を支援し ます
。 5,067

継続 地域振興交付金事業 企画政策課
地域振興協議会の活動を支援するためのものです。

27,733

継続 ジゲの道づくり事業 建設課
住民の皆さんの知恵と力を合わせた道づくりを支援します。

6,200

新規 南さいはく公共交通対

策事業

企画政策課

路線バス停から距離がある集落をまわり路線バスを利用しやすく する

事業です。

2ヶ月間の実験運行

550


