
　　（　農林観光課　） 　　（単位：千円）

金　額(I) 国・県 地方債 その他 一般財源(J)

農業振興事務費

43 43

75 75

770 271 499

18 18

　「おさゴールド」の苗木購入助成

10 10

3,361 3,361

7 7 0

100 100

988 982 6

191 191 0

21 21

198 106 92

58,794 44,249 14,545

150 150

4,142 2,761 1,381

5,975 2,987 2,988

特産品生産振興助成事業
　町の特産品のひとつである「山椒」の苗木について
購入助成を行う。

事　業　概　要事　業　名

（農林振興室）

梨新品種導入補助金

町長査定額

　産業振興審議会開催経費
　農業振興事務費

　鳥取県地域振興対策協議会負担金
農業関係機関負担金

　果樹等経営安定資金利子補助金
　認定農業者資金利子補給事業補助金
　果樹共済掛金助成補助金
　鳥取県次世代鳥取梨育成事業補助金

農業経営安定補助金

　倉吉地区農業士会負担金
農業振興事業費

　農地の保全管理を目的として設立した第三セクター
の運営支援を行うグリーンサービス運営補助金

　農山村ふるさと基金積立金
農業振興関係基金積立金

　ブランド野菜価格安定対策事業、地域間交流促進
事業、三朝米のＰＲ、米生産振興先進地事例調査農山村ふるさと事業費

　冬期の農産物の生産と土地の有効利用・農業収益
の増加を促進するために、農業用パイプハウスを設置
した農業者に対して補助する。

三朝町農業用ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ設置
費補助金

農地・水・環境保全向上対策
推進事業

　農地や水路の保全と質的向上を図る地域共同での
取り組みを支援する。
　　（平成19年～平成23年：取組集落　本泉）

　町内農業の担い手となる認定農業者や、集落営農の
育成のための支援体制を整え推進活動を行う。担い手ｱｸｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ事業補

助金

中山間地域等直接支払交付
金事業

　中山間地(条件不利地域)の農家を対象とした所得補
償制度。一定の基準で認定された農家等に対して直
接支払交付金を交付する。  （平成17年度～平成21年
度）

チャレンジプラン支援事業補
助金

　地域農業の振興に向け、意欲を持つ農業者等が作
成したプランに対し支援する。
　　・地産地消農産加工品で地域活性化プラン

　イノシシ等の有害鳥獣の捕獲、その被害を防ぐ施設
の設置補助、捕獲奨励金等を交付する。鳥獣被害総合対策事業費補

助金

三朝米ブランド化支援事業
　三朝米の特A取得による米のブランド化及び中山間
地の活性化を支援する。



　　（　農林観光課　） 　　（単位：千円）

金　額(I) 国・県 地方債 その他 一般財源(J)
事　業　概　要事　業　名

町長査定額

10 10

391 391 0

57 57

240 240

8,750 8,750 0

1,000 750 250

30 30

509 509

216 108 108

254 254

6,431 6,431 0

生きがい林業促進事業補助
金

420 420

3,123 3,123

4,592 4,591 1

15,301 11,350 3,951

　松くい虫防除事業

13,482 7,813 5,669

造林事業補助金

6,170 6,170

5,160 5,096 64

　鳥取県畜産推進機構負担金
鳥取県畜産推進機構負担金

　三朝町生産森林組合育成事業補助金
生産森林組合育成補助金

肉用牛特別導入事業基金返
還金

　家畜導入事業終了に伴う基金返還金

　林業関係機関各種負担金

森林整備担い手育成対策事
業補助金

「カシノナガキクイムシ」の駆除を行い、被害の拡大防
止を図る。ナラ枯れ被害対策費

　松くい虫防除事業で駆除できない山林及び宅地等
が対象で、住民の生活の安全を守るため伐採をするも
のに対して補助する。枯松伐採促進事業補助金

林業労働者雇用対策補助金

森林施業計画樹立事業補助
金

　やる気のある林家が自家労力で行う小規模な森林整
備に対して補助する。

低コスト林業推進事業補助金

　林業団体労働者に対して年末一時金の助成及び共
済年金の掛金助成を行う。

　低コスト林業生産の推進に向け、作業効率の向上を
図る高性能林業機械を整備する。

林地巡視による保育作業促
進事業

松くい虫駆除対策事業

三朝町基本財産林保育事業

　町内民有林を対象に森林の巡視を行い、森林施業
の必要なものに対して施業を要請する。

　施業実施区域の明確化、作業歩道の刈払い等の活
動について支援する。

　竹林の拡大による森林環境の悪化が懸念されること
から、放置された竹林を対象に行われる森林整備活動
を支援する。

森林整備地域活動支援事業

竹林整備地域活動支援補助
金

　三朝町に住所を置く森林組合の作業員（３年未満の
雇用者）に対して保険等の補助を行う。

　間伐促進事業補助金
　造林作業道整備事業補助金

　長期にわたり未整備な条件不利森林で、市町村が作
成する特定間伐等促進計画に位置付けられている森
林を対象に間伐等を実施する。条件不利森林整備事業

林業関係機関各種負担金

　森林を集約・団地化し、計画的な森林施業を実施す
る。

　町行造林地において行う間伐材の販売収入を分収
割合により交付する。

　　・薬剤散布の実施

　　・衛生伐の実施



　　（　農林観光課　） 　　（単位：千円）

金　額(I) 国・県 地方債 その他 一般財源(J)
事　業　概　要事　業　名

町長査定額

　森林国営保険料

2,226 2,226

　肉用牛特別導入事業基金積立金

1 1 0

940 90 850

5,156 5,156

みささ版ふるさと体験事業

260 93 167

80 80

ふるさと雇用再生事業

12,343 12,343 0

緊急雇用創出事業

7,144 7,144 0

商工金融対策費

26,411 26,300 111

5,639 5,639

雇用対策費

10 10

6,748 6,748

温泉対策費

97 97

　観光案内看板電気代

36 36

4,738 4,300 438

　ハローワークと連携し、雇用の提供に努める。

　商工会との情報交換会経費、特定計量器定期検査
業務費等

　商工業の振興を推進するため商工会の活動事業を
支援する。

　中小企業者の経営基盤の強化及び経営の健全化を
図るための低利・長期の融資を行う。

　緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業
　　・企業経営改善指導員派遣事業委託
　　・三朝温泉廃油回収業務委託
　　・三朝町観光再生ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業委託

　緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業
　　・公有財産電子化業務委託
　　・バス利用実態調査事業
　　・荒廃公有財産管理業務
　　・耕作放棄地再生利用推進事業
　　・読書活動推進補助員配置事業

　都市住民に、町内の豊かな資源を活かした体験活動
を提供し、町の魅力をＰＲするほか、地域の魅力を再
発見し、新しい観光資源の発掘・商品化を推進する。

国際交流員活動費

商工総務一般経費

　温泉運営委員会開催経費
　温泉観測井借地料等

　三朝町工場設置奨励条例に基づき、工場の新設及
び増設に奨励金を交付し町産業の振興を図る。

　国際交流員活動費

観光施設一般管理費

国際交流事業

商工会運営補助金

観光施設整備費

（観光商工振興室）

三朝町工場設置奨励補助金

　姉妹都市ﾗﾏﾙｰ・ﾚ・ﾊﾞﾝ町交流団受入等

肉用牛特別導入事業基金積
立金

公有林保育管理費

　観光商工センター空調設備改修事業
　総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ油ﾀﾝｸ廃止業務



　　（　農林観光課　） 　　（単位：千円）

金　額(I) 国・県 地方債 その他 一般財源(J)
事　業　概　要事　業　名

町長査定額

6,991 6,991

観光行政推進費

177 177

3,375 3,375

観光関係負担金 　観光活動組織等負担金

1,652 1,652

515 515

554 554

　日本海駅伝競走大会開催補助金

650 650

　ｷｭﾘｰ祭実行委員会補助金

2,000 2,000

72 72

108 108

531 531

284 52 232

　三朝温泉観光協会補助金

　・人件費、運営費、事務費の助成

54,249 54,249 　・観光振興事業等に対する助成

0

283,966 109,654 0 37,503 136,809

　産業振興審議会開催経費
　観光推進事務費

　観光イベント事業活動費

日本海駅伝競走大会開催補
助金

キュリー祭開催補助金

ふるさと健康むら・観光植物
園・ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理委託費

観光客誘致対策事業

合　計

三朝温泉もてなしの心醸成事
業

国内交流都市観光客誘致対
策事業

観光客誘致対策事業負担金

観光協会運営補助金

　ふるさと健康むら・観光植物園・ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理委
託費

観光振興地域交付金事業
　三朝温泉の魅力向上と誘客対策に対して交付金を
交付する

　とっとり梨の花温泉郷広域観光協議会
　ＩＲ智頭線中部地区利用促進協議会

三朝温泉再活性化プラン事
業

映画「三朝小唄」活用事業

　三朝温泉の今後のあり方について、旅館・観光団体・
地元関係者等が話し合い、具体的な取組を協力して
進める機運の熟成、会議の立上げにより三朝温泉の再
生につなげる。

　映画「三朝小唄」誕生８０周年記念上映ツアー、三朝
小唄まち歩きマップの作成

　国内交流を活かして三朝温泉への観光客誘致を図
る。（城陽市）

　観光客が心から満足できる温泉地づくりと地元が主
体となった三朝温泉再生への取組を促すため、地元
住民を対象とした「もてなし研修会」等を開催する。


