
款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章総合計画での位置付け 情報化の推進

日本広報協会負担金
広報技術の向上を図るための、広報コンクール応募と『月間
広報』の購読にかかる日本広報協会の年会費

15

合　　　　　　　計 4,018

町勢要覧作成事業 町勢要覧作成 300

三朝町ホームページ管理費
・ホームページカスタマイズ費用
・ホームページデータディスク使用料

238

広報・広聴活動一般経費
・『広報みささ』印刷製本費(平均18頁、3,100部)
・日本海ケーブルネットワークの放送システム賃貸借料

3,465

広報・広聴活動経費 4,018 146 3,872

　広報紙、ケーブルテレビ、インターネットを活用した、行政情報をはじめとするさまざまな情報の
広域発信

・『広報みささ』の発行
・町勢要覧の作成
・日本海ケーブルネットワークの放送システムを利用した地域・行政情報番組（L字放送・5分間番
   組）の配信
・町ホームページの管理と運営

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

31
予算
科目

2 1 2 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容 （単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章

電算端末機器使用料
鳥取県情報センターで行う電算処理システムのオンライン端
末機器などのリース料

7,236

伯耆国「大山開山1300年
祭」実行委員会負担金

「大山開山1300年祭」実行委員会負担金 412

財団法人地域活性化
センター負担金

発電施設所在市町村負担金 水力発電振興部会費 28

財団法人地域活性化センター負担金 70

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属：

9,057

企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

企画調整経費 9,213 156

総合計画での位置付け 情報化の推進

合　　　　　　　計 9,213

社会保障・税番号制度
システム設計・改修事業

番号制度に係る中間サーバー利用負担金 1,372

企画調整一般経費
企画政策における国県などとの調整事務
　企画事業中央省庁協議旅費1回、消耗品など

95

・電算処理システムの運用にかかる経費
・大山開山1300祭実行委員会などの各負担金
・番号制度にかかる中間サーバー利用

・電算処理システムの充実
・適切な行財政措置の確立を図る
・番号制度にかかる体制を整える

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

自治体国際化協会負担金
国際交流員を招致する「語学指導等を行う外国青年招致事
業」にかかる負担金

72

ラマルー・レ・バン町
友好交流団派遣事業

総合計画での位置付け 国際化、交流活動の推進

合　　　　　　　計 5,923

姉妹都市ラマルー・レ・バン町との交流事業の推進 1,036

予算額

国際交流事業費 5,923 55

国際交流員活動費

フランスからの国際交流員１名の配置による事業実施
　・保育園、小学校への定期訪問
　・中学校、町内国際交流団体活動への支援
　・フランス語講座など国際理解推進事業実施

4,815

地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

5,868

　小さな国際文化都市の実現に向けて、さまざまな国々との交流をとおして町民の豊かな感性と資質
の向上に努めるとともに、国際交流員の活動により国際理解教育を推進し、町民の国際感覚の醸成を
図る。

・国際交流員による国際理解活動を展開（現交流員3年目）
・長期滞在の国際交流員だからこそできる町外、国外へ向けた本町のＰＲ活動

事業名（中事業） 事　業　内　容

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

鳥取情報ハイウェイ管理費 鳥取県情報ハイウェイ保守管理業務 504

情報化対策費 12,343 3,618 8,725

　鳥取情報ハイウェイおよび行政系ネットワークの安定的稼働

・県内一円に整備されている光ファイバー網を安定的に稼働させるための保守管理業務委託
・行政事務ネットワークを安定的に稼働させるための機器やシステムの維持管理など
・鳥取県自治体ICT共同化推進協議会による行政情報システム、セキュリティ対策、人材育成などの
　共同化実施
・住民ネットワークの安定稼働に向けた改修事業を検討するための基礎調査及び資料作成業務委託

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

行政ネットワーク管理費
行政系ネットワークの維持管理費
（庁内LAN、LGWAN、地域公共ネットワーク）

4,468

自治体ＩＣＴ共同化負担金 行政イントラシステム共同調達・運営負担金 3,753

情報通信基盤設備改修
事業（ＦＴＴＨ方式化）

情報通信基盤設備改修調査業務 3,618

総合計画での位置付け 情報化の推進

合　　　　　　　計 12,343

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

鳥取・岡山県境開発促進
協議会負担金

鳥取・岡山県境開発促進協議会負担金 15

地域間交流事業費 15 15

　鳥取岡山県境に位置する市町村が連携し、関係機関への要請活動や調査研究を行い、地域の振興を
目指す。

　鳥取・岡山県境開発促進協議会負担金

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 広域連携の推進

合　　　　　　　計 15

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

電源立地地域対策交付金
事業対策

関係省庁との協議などにかかる経費
　旅費（東京1回、広島3回）および消耗品費

134

電源立地地域対策交付金事業対策費 134 134

　電源立地地域対策交付金事業の円滑な実施

　交付金（文科省・中国経産局）事業の申請など用務および交付金事業の調整にかかる用務に要する
経費

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 134

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属：

903

企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画策定費 903

・地域の特性を生かしつつ、住民福祉の向上や地域産業の振興等を図ることにより“魅力的なまちづ
　くり”を進めるため、町の将来を見通し、長期的視点に立った行財政運営を総合的かつ計画的に行
　うことを目的に三朝町第１１次総合計画を策定する。
・三朝町版総合戦略の進捗確認・更新などを行う。

・「三朝町総合計画審議会」により、三朝町第11次総合計画を前倒しして策定する。
・「三朝町まち・ひと・しごと創生推進会議」により、三朝町まち・ひと・しごと創生総合戦略の進
　捗確認および更新などを行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

三朝町まち･ひと･しごと
創生総合戦略策定費

三朝町まち・ひと・しごと創生推進会議開催経費

総合計画策定費 三朝町第11次総合計画策定経費 847

合　　　　　　　計 903

56

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 1,300

コミュニティ助成事業
補助金

三朝区陣所備品等整備事業 1,300

地域づくり事業費 1,300 1,300

・コミュニティの活性化のため、活動に必要な備品等整備のための補助金を交付する。

　コミュニティ活動に必要な備品整備資金として、三朝町コミュニティ助成事業補助金交付要綱に基
づき補助金を交付する。（10/10）

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

33
予算
科目

2 1 6 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

過疎地域対策事業調査費
過疎地域担当者研修会参加に伴う旅費および負担金など経費
　東京旅費、過疎地域振興部会費(平等割、過疎債割)、消耗
　品費

187

過疎地域対策事業関係費 187 187

　過疎地域対策事業の一層の推進を図る。

・過疎地域対策事業の推進を図るため、過疎関係市町村で構成される協議会へ加盟
・過疎、中山間対策地対策として他市町村での状況や講習に参加する

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 187

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

34
予算
科目

2 1 8 所属： 企画観光 縁結び定住

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

集落公民館建設等補助金
・公民館のトイレ改修　　1件　補助金３００千円
・公民館のエアコン改修　２件　補助金１５０千円

600

地域振興等対策費 1,600 1,000 600

・集落の拠点施設である集落公民館の改修などに対して助成し、住みよい地域づくりを推進する
・住みよいまちづくりを推進するため、集落環境整備事業を行う集落などの代表者に対し必要な資金
　を貸付し、地域の活性化に資する

・集落公民館の整備　（トイレ改修１件、エアコン改修補助２件）
・地域振興資金預託金として事業に必要な資金を関係金融機関に預託

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

地域振興資金預託金
・貸付金残高見込額（0千円)
・新規貸付見込額（2,000千円)
・預託金＝貸付額の１／2

1,000

総合計画での位置付け ①活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 1,600

過疎 辺地過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 2 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

34
予算
科目

2 1 8 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

バス対策協議会関係費 バス対策協議会経費（委員6名報酬および旅費） 41

バス路線維持対策費 41,555 5,533 36,022

・町内唯一の公共交通機関であるバス路線を維持する
・町民の公共福祉向上を図る
・観光地として、観光客の利便性を図る

・町民の生活移動の確保
・路線バス運行に伴うバス事業者への補助

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

バス運行対策費補助金

路線バス運行に伴うバス事業者への補助
・国の補助対象路線　２系統
・県の補助対象路線１１系統
・町単独運行路線　　５系統　　合計１８系統

41,514

総合計画での位置付け 公共交通の確保

合　　　　　　　計 41,555

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

34～35
予算
科目

2 1 8 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

倉吉未来中心管理運営
負担金

協定書に基づく倉吉未来中心管理運営費の三朝町負担分 986

その他諸費 1,190 1,190

・中部圏域の共同利用施設に対し、施設運営費を各市町の取り決めにより支出
・「歴史ある温泉情緒豊かな癒やしのまち」であることを全国にＰＲし、観光客の増加と地域の活性
　化を図る
・山陰縦貫・超高速鉄道整備について検討する市町村会負担金

・協定書に基づく倉吉未来中心管理運営費　三朝町負担分
・町施行６５周年事業として、ＮＨＫ鳥取放送局との共催により公開収録を行う
・山陰縦貫・超高速鉄道整備事業市町村会議負担金

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

公開番組開催事業費

山陰縦貫・超高速鉄道整備
事業市町村会議負担金

山陰縦貫・超高速鉄道整備事業市町村会議負担金 15

番組開催に係る会場使用料及び時間外手当等経費
　開催　三朝町総合文化ホール　平成３０年６月

189

総合計画での位置付け 広域連携の推進

合　　　　　　　計 1,190

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 4 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

35
予算
科目

2 1 11 所属： 企画観光 地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

地域拠点防災Ｗi-Fi管理費
各拠点整備の無線アクセスポイント管理
（町総合文化ホール、各地域協議会）

126

防災センター管理事業 126 126

・平成29年度に整備した無線アクセスポイントの適切な管理を実施し、整備施設（町総合文化ホー
　ル、各地区公民館）を災害発生時等の地域拠点として機能させる

・県防災拠点となる地区公民館などにおいて、災害時における情報収集、発信を行うために整備した
無線アクセスポイントの管理

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 情報化の推進

合　　　　　　　計 126

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章

合　　　　　　　計 41,645

総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

ふるさと応援寄付金
特別経費

・ふるさと納税システムに伴う保守管理費用
・返礼品協賛事業所に対して、返礼品の代金（寄附金額
　の３割相当）を支払う
　※H29：9,672千円（H29発券分の旅館利用券）
　　H30：100,000千円×30％＝30,000千円

40,780

　三朝町活性化のために行う施策の財源とするため、ふるさと納税制度による寄附金を三朝町応援者
から募る

・ふるさと納税制度をＰＲし、応援者の拡大を図る
・寄附者への特典として寄附金額に応じた特産品（寄附金額の３割相当）を贈る
　※返礼品協賛店舗等（H30　40事業所　95品目）

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

ふるさと応援寄附金
一般経費

・PR活動に係る消耗品費
・寄附者増加に向けたＰＲチラシ
・ヤフー公金支払手数料（寄附金額の１％）
・ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」内への直接申
　込フォームに係る手数料

865

地域自主活動運営費 41,645 41,645

企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

36
予算
科目

2 1 12 所属：

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章総合計画での位置付け ①活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 2,600

三朝町キラリと光る
町づくり支援交付金

・元気な地域づくり支援事業（上限20万円×7団体）
・持続的な地域協議会支援事業（上限20万円×3団体）
・明日の三朝町を担う人材育成事業（上限30万円×2名）

2,600

地域自主活動運営費 2,600 2,600 0

　地域づくりに取り組む住民、団体、企業などが地域の活性化を促進するために行う主体的な取り組
みを支援する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

　主体的な取り組みに対する住民、団体、企業等ならびに各地域協議会への交付金支援および中高生
への活動支援
・元気な地域づくり支援事業　補助率２／３、上限20万円
　（移住定住支援、婚活事業、地域の魅力整備事業は４／５）
・持続的な地域協議会支援事業　補助率２／３、上限20万円、最長3年間（更新有）
　（移住定住支援、婚活事業、地域の魅力整備事業は４／５）
・明日の三朝町を担う人材育成事業　補助率４／５、上限30万円

縁結び定住

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

36
予算
科目

2 1 12 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 2 章

・子育て世帯移住のための住宅支援制度（6件分）
・空き家バンク登録住宅の家財道具処分支援（２件分）

ふるさとレター事業
　進学などで町外へ転出する子どもたちに毎月広報紙や就職
情報などを提供する（対象は18歳から22歳まで）

37

総合計画での位置付け ⑬定住の促進、住環境の整備

合　　　　　　　計 4,216

三朝町ふるさと回帰
同窓会支援事業

　町内での同窓会の開催案内に本町からの案内を同封し、郵
券代を支援

226

3,400

事　業　内　容 予算額

定住対策費 4,216 1,200 2,200

子育て・定住支援事業
・三朝町すまいる応援事業
　住宅取得などに伴う移住定住者へ三朝米を支給
・県外の移住相談会参加経費（大阪）

553

移住定住促進事業

縁結び定住

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

816

・本町への移住定住を促進するため住居支援等を行うことによって活力ある地域社会の実現を目指す
・進学などで町外へ転出する若者に、本町の情報や企業採用情報を提供し、ふるさとへの思いを醸成
　するとともに、本町へのU・Iターンを促進する
・本町出身者における本町への関心を高め、定住人口の増加とふるさと納税の促進を図る

・移住定住者に対し三朝米を贈呈し、生活応援と三朝米PRに伴う普及促進を図る
・町外から移住定住目的で住宅を新築、購入および賃借による改築者に対する費用の一部助成
・空き家バンク登録促進のため、家財道具処分費用の一部を助成
・同窓会の開催案内に町の案内を同封することで郵券代を支援

事業名（中事業）

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

36～37
予算
科目

2 1 14 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 章

299

平成30年10月１日に実施される住宅土地統計調査に係る経
費

住宅統計調査費 227

総合計画での位置付け

合　　　　　　　計

毎月実施される住民の出生数と死亡数および移動数の調査に
かかる経費

県指定統計調査費 13

登録調査員の確保にかかる経費統計調査員確保対策事業

経済センサス統計調査費 経済センサス調査区管理にかかる経費

15

6

22

6毎年5月1日に実施される学校基本調査にかかる経費国指定統計調査費

工業統計調査費 平成30年6月1日に実施される調査にかかる経費

統計事務一般経費 統計事務にかかる一般経費 10

統計調査費 299 279 20

　国民経済の健全な発展および国民生活の向上に寄与するための、各種統計調査の実施

　平成30年度に県から委託される統計関連事業についての円滑な実施

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

地方創生戦略

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

40
予算
科目

2 5 1 所属： 企画観光

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

53
予算
科目

6 1 16 所属： 企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

多目的展示施設指定管理費
指定管理料（施設運営委託費）12か月
指定管理者：株式会社みささ弦楽プロジェクト（予定）
                      （H30.4.1～H35.3.31)

16,450

多目的展示施設管理費 16,450 16,450

　指定管理者制度を導入し、観光的視点施設へと生まれ変わった“多目的展示施設”の効率的な運営
を図る。

　平成25年7月から平成30年3月までの5年間に引き続き、指定管理者による施設運営を委託する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 観光業の振興

合　　　　　　　計 16,450

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

55
予算
科目

7 1 1 所属： 企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

商工総務一般経費 　商工対策事務経費 10

商工総務費 20 20

 商工業の振興と健全な事業運営を図る。

 計量法に基づいた計量器の検査を行い、消費者の安心安全対策を進める。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

特定計量器定期検査業務費
　町内で取引等に使用されている計量器を調査し県へ報告を
行うとともに、商品の量目について検査を実施する。
　※検査実施年（２年毎）

10

総合計画での位置付け 商工業の振興、雇用対策の推進

合　　　　　　　計 20

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

56
予算
科目

7 1 2 所属：

9,331

企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

商工振興費 18,531 9,200

総合計画での位置付け 商工業の振興

　町内商工業の振興と活性化に向けた取組みを支援し、経営の基盤強化と健全化を推進する。

　商工会の活動を支援するための経費を補助するとともに、中小企業の基盤強化と健全化を図るための
各種施策を展開する。

商工金融対策費
　中小企業者の経営基盤強化と経営健全化を図るため、小口融
資制度による借入申込案件について審査会を開催する。

21

商工会運営補助金
　町内商工業の振興と安定を図るため、商工会の活発な事業活
動を支援する。

4,882

　町内に工場を新設及び増設する者に対して、対象設備の固定
資産税課税相当額を３年間を限度に奨励金を交付する。

4,318

合　　　　　　　計 18,531

事業名（中事業）

三朝町新卒者雇用奨励
事業

三朝町空き店舗等活用
支援補助金

　空き店舗等への新規出店を促進するため、空き店舗の活用及
び店舗新設の事業者に対し、改装費又は新設費用の１/２を補
助する。
　・補助対象期間：２年間
　・改装：50万円/年(新規３件、2年目１件)
　　新設：100万円/年（１件）

3,000

三朝町商工振興事業
補助金

小規模事業者経営改善
資金利子補給事業

　資金調達力の弱い小規模事業者が小規模事業者経営改善資金
融資制度（マル経融資）を積極的に活用できるようにするた
め、利子負担額を軽減する措置を行う。

100

　若年者の雇用の拡大と地元への定住を図るため、新卒者を雇
用した事業主に対し、新卒者雇用奨励事業費補助金を交付す
る。（84万円／人・年）

840

2,460

　本町地域経済の発展、商工事業者の活性化を図ることを目的
として、新たな商品開発に取り組む事業者の支援や販売促進事
業を実施する。また、三朝町における空き店舗・創業支援制度
を広く紹介し、三朝町内での新規創業者を誘致し、商工業の活
性化を促す。

三朝町鳥取県中部地域
雇用創出補助金

　県中部圏域の企業立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用
機会の拡大をため、中部圏域において工場等の新設を行う企業
に対して補助金を交付する。
（新規雇用 町内出身者　30万円/人×2人見込）

600

（単位：千円）

10

三朝町工場設置奨励事業

商工業金融制度融資
預託金

　中小企業者が金融機関から融資を受ける際、財源の一部を町
が預託することにより、低利・長期の融資を実現し、中小企業
の振興を図る(小口融資預託金)。

2,300

事　業　内　容 予算額

雇用対策費 　雇用関係事務経費

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

56
予算
科目

7 1 3 所属： 企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

温泉対策費
・温泉運営委員会開催経費
・温泉観測井敷地料（2か所）

128

温泉対策費 128 128

　三朝温泉の源泉保護や温泉の開発利用等について、関係機関と協議しながら温泉の適正利用・保
護・管理の円滑な運営を推進する。

　温泉運営委員会において、三朝温泉の源泉保護や温泉の開発利用等について協議する。
　また、温泉調査のための試験井揚水試験敷地を賃借する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

総合計画での位置付け 観光業の振興

合　　　　　　　計 128

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

56
予算
科目

7 1 3 所属： 企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

　町内の観光関係施設・設備等の整備、維持管理を行い、適正な施設運営を図る。

・観光施設の維持管理
・指定管理制度により適正な管理運営を行う（ふるさと健康むら、総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ、多目的駐車場）
・旧熱気浴施設の再整備に向け、現地調査、計画立案を行う

4,491

スポーツセンター管理費

観光施設管理費 8,983 400 8,583

電気自動車急速充電施設
維持管理費

ブランナールみささ駐車場に設置した電気自動車急速充電器
の電気使用料

71

総合計画での位置付け 観光業の振興

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

観光施設一般管理費

・温泉広場観光案内維持管理費（地図ライトアップ）
・観光電光掲示板維持管理費（回線使用料、電気代）
・観光広告塔維持管理費（電気代)
・三徳山休憩舎（電気代）

326

ふるさと健康むら管理費
ふるさと健康むらの管理運営委託費
　指定管理者：三朝温泉観光協会
                      （H28.4.1～H31.3.31)

・三朝町総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰの管理運営委託費
　指定管理者：三朝温泉観光協会
                     （H28.4.1～H31.3.31)

1,600

多目的駐車場管理費
三朝温泉多目的駐車場の無料駐車料金分使用料
　指定管理者：三朝温泉観光協会
                     （H28.4.1～H31.3.31)

合　　　　　　　計 8,983

995

旧熱気浴施設再整備
調査費

・旧熱気浴施設の再整備に向け、当該地の調査、基本的な設
計を委託する（旧施設の延べ床面積　170㎡）

1,500

過疎 辺地
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１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 1 章

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

56
予算
科目

7 1 3 所属：

4,148

企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

観光行政推進費 4,148

総合計画での位置付け 観光業の振興

　町内の観光商工関連産業の発展と関係団体との連携による事業推進を図る。

　本町の基幹産業である観光商工関連産業の振興を図るため、関係団体との連絡調整などを通して、
観光行政連携体制を構築する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

観光振興地域交付金
　観光関連産業の主体をなす旅館業の振興を図るための取り
組みを支援し、もって三朝温泉の活力創出に寄与する。

2,432

健康と温泉フォーラム
会費

　年会費 50

鳥取県地域振興対策
協議会会費

　年会費 23

日本温泉協会会費 　年会費 60

日本温泉科学会会費 　年会費 15

鳥取県観光連盟会費 　年会費 1,217

山陰観光連盟会費 　年会費 84

日本観光協会費 　年会費 180

米子空港ビル観光総合
案内所賛助会費

　年会費 11

合　　　　　　　計 4,148

鳥取空港利用促進懇話会
負担金

　負担金 40

山陰国際観光協議会
負担金

　負担金 36

過疎 辺地
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３．事業内容
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４．その他特記事項
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予算書
ページ

57
予算
科目

7 1 3 所属：

3,706

企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

観光客誘致対策費 6,706 3,000

総合計画での位置付け 観光業の振興

　平成27年度に認定された【日本遺産】を活かした観光客の誘致活動を展開するとともに、広域観光
に対応した誘客態勢の構築に向け関係機関との連携を深めながら、魅力ある観光地づくりを推進する。

　観光客誘致イベントの開催、広域観光連携の推進等による観光客の増加を目指す。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

観光客誘致対策推進費

　交通指導員、消防団員等の協力による観光イベントの円滑
な運営と県外等で実施されるイベントへの参加により三朝温
泉のPRを行う。
　また、日本遺産バスラッピング（岡山行）を行い、観光Ｐ
Ｒを行う。

1,108

キュリー祭開催補助金 　第62回キュリー祭開催補助金 2,000

国内交流都市観光客誘致
対策事業

　国内自治体と交流の輪を広げ、観光客誘致に向けた活動を
展開する。
　・茨城県大洗町「あんこう祭」
　・滋賀県多賀町交流
　・JOYO産業まつり

ＪＲ線智頭線中部地区
利用促進協議会負担金

　ＪＲ山陰本線の利便性の向上とスーパーはくとの全便倉吉
駅発着に向けた要望活動を展開する。

5

とっとりコンベンション
ビューロー補助金

　三朝温泉を宿泊地として実施されたコンベンション開催助
成事業に対し、運営経費を助成する。

700

三朝町観光商品造成支援
補助金

　三朝町の地域資源を活用した観光メニューの造成を支援
し、観光産業の活性化と誘客促進を図る。
　補助金上限：20万円/件
  （補助率 1年目4/5、2年目3/5、3年目2/5）

1,000

合　　　　　　　計 6,706

山陰ＤＣ負担金
　平成30年に実施される誘客ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「山陰ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ」に伴う負担金

450

307

鳥取中部観光推進機構
負担金

　広域連携による観光客誘致を推進する。 486

日本海駅伝競走大会開催
補助金

　全国レベルの高校駅伝強豪校が集う日本海駅伝競走大会に
おいて、三朝町の観光ＰＲと大会に伴う宿泊者の受入れによ
る経済効果を期待し補助金を交付する。

650

過疎 辺地
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１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
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平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

57
予算
科目

7 1 3 所属：

32,123

企画観光 文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

観光協会補助金 42,518 10,395

総合計画での位置付け 観光業の振興

　民間活力による三朝温泉の魅力づくりと観光客の誘致に向けて、三朝温泉観光協会に対し、補助金
等を交付し、三朝温泉の知名度アップと観光による活性化を図る。

　・三朝温泉観光協会への補助金
　　　①経常経費補助（人件費）
　　　②通常事業補助（観光客誘致のための推進事業）
　三朝温泉観光商工センター管理運営委託

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

観光協会経常経費補助金 　観光協会職員人件費補助金 28,266

観光協会通常事業費補助金

　三朝温泉の魅力向上と観光客誘致に向けて取り組む誘致宣
伝事業に対して支援を行い、三朝温泉の知名度アップと観光
資源の掘り起こしを行う。
　・足湯、露天風呂、観光誘導灯管理
　・誘客イベント開催
　　（ｽﾀｰｳｫｯﾁﾝｸﾞ、ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ、和紙あかり、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ等）
　・観光宣伝、温泉ＰＲ
　　（ｱｽﾘｰﾄ誘致、ＷＥＢﾘﾆｭｰｱﾙ、県外への繰出し宣伝）
　・事務経費（車両管理費等）

11,354

三朝温泉観光商工センター
管理費

　三朝温泉観光商工センターの管理運営委託
　　指定管理者：三朝温泉観光協会
　　　　　　　　 （H28.4.1～H31.3.31）

2,898

合　　　　　　　計 42,518

過疎 辺地
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款 項 目 課 室

１．事業の目的

２．事業の概要

３．事業内容
（単位：千円）

４．その他特記事項

第 3 章総合計画での位置付け 活力ある地域づくりの推進

合　　　　　　　計 100,025

三朝町ふるさと応援基金
積立金

　三朝町ふるさと応援寄附金を基金に積み立てる
　・30年度寄附金　100,000千円
　・預金利息　　　　　　  25千円

100,025

三朝町ふるさと応援基金費 100,025 100,025

三朝町活性化のために行う施策の財源とするため、三朝町ふるさと納税寄附金を基金に積み立てる

町における次に掲げる事業の推進に資することを目的に寄附金を積み立てる。
・粋な教育で次代を担うみささっ子が育つ学校づくり事業

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

文化観光振興

事業名（大事業） 予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

国県支出金 地方債 その他 一般財源

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

予算書
ページ

74
予算
科目

13 2 2 所属： 企画観光

過疎 辺地
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