
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

16

総合計画での位置付け ３．人権の尊重

合　　　　　　　計 443

人権・同和対策費 443 427

人権啓発講演会等事業

「差別をなくする三朝町集会」の開催
時期：平成31年2月10日（日）　（予定）
対象：全町民
内容：町内団体の実践発表、人権講演会、パネル展示、人権
相談コーナーの開設　等

「三朝町人権教育講座」の開催
日常生活の中の様々な人権課題を正しく知り、問題解決のた
めの正しい行動に自発的に結びつく契機となる研修会を開催
する。
※「部落解放月間」の時期に合わせて実施（7～8月頃予定）

443

・「差別をなくする三朝町集会」の開催
・「三朝町人権教育講座」の開催

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

1 所属： 社会教育 社会教育1

　自治体の責務として人権教育および人権啓発を推進する。あらゆる差別と偏見を許さない人権尊重
のまち・三朝町の実現を目指し、町民ニーズに即した人権学習や啓発活動を効果的かつ継続的に推進
する。
１　人権学習の充実　町民一人ひとりが人権問題を単に知識として学ぶだけでなく、日常生活におけ
る人権侵害や差別、不合理に気づく視点を持ち、人権感覚を育んでいくための学習を推進する。
２　人権教育・啓発推進体制の充実　家庭・学校・地域や職場、人権擁護委員・民生委員等との連携
を強化して、町ぐるみの啓発体制を整える。

会　計　予算説明資料

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

予算書
ページ

41
予算
科目

3

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 3 章

合　　　　　　　計 1,030

トレーニングセンター
一般経費

トレーニングセンター維持管理の為の必要経費
（消耗品費、光熱水費、修繕料、清掃、設備点検委託費等）

1,030

630

　町民の健康増進を目的とした生涯スポーツ、児童・生徒の学校教育（体育授業）等に幅広く活用し
ていただくため、施設を適正に管理・運営し、町民のスポーツ活動の推進及び健康の増進に資する。

　トレーニングセンターの維持管理・運営を行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容

トレーニングセンター管理費 1,030 400

予算額

6 1 12 所属： 社会教育

総合計画での位置付け 社会体育施設の利用促進

社会教育

会　計　予算説明資料

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

予算書
ページ

53
予算
科目

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 3 章

10 社会教育 社会教育4 1

人権教育推進員設置事業
　人権教育推進員を配置し、啓発・研修計画の作成・実施、
および関係団体の育成指導にあたり人権尊重の町づくりを推
進する。

1,152

町人権・同和教育推進
協議会委託金

　人権学級の開催、推進員の研修
　全国人権・同和教育研究大会（滋賀）,人権尊重社会を実現
する鳥取県集会（東部開催）へ派遣
　部会活動の支援　中学3年生人権学習交流会
　啓発紙「共に生きる」,「同推協だより」の発行
　事業所研修会の支援（企画、講師派遣等）

890

一般財源

2,062

予算額事業名（中事業） 事　業　内　容

人権・同和教育事業費

　全町民に人権問題についての正しい認識を広げるとともに、差別のない地域づくりを推進するため
に、三朝町の人権政策（方針・目的）に沿った人材教育、啓発活動を実施できる団体「三朝町人権教
育推進協議会」に事業を委託する。

１　人権教育の学習内容、方法の研究を行うこと。
２　人権教育に関する研修・講習会を開催すること。
３　人権教育に関する資料の収集、作成、提供を行うこと。
４　各種団体・機関等との連携と相互の交流を行うこと。

鳥取県人権教育推進
協議会負担金

　鳥取県人権教育推進協議会に参画し、幅広い視野で人権教
育を推進

20

総合計画での位置付け ３．人権の尊重

合　　　　　　　計 2,062

平成30年度 一　般

事業名（大事業）

予算書
ページ

67
予算
科目

国県支出金

2,062

会　計　予算説明資料

所属：

予算額
　財源内訳  　          (単位：千円)

地方債 その他

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

青少年劇場開催事業
　児童生徒を対象に優れた芸術を鑑賞する機会を提供し、豊
かな情操を培い、健全な育成に資する。平成30年度は中学生
を対象に実施する。

654

青少年育成三朝町民会議
補助金

　青少年育成三朝町民会議が実施する事業に対する補助金 50

未来を拓けみささっ子
創造事業

　町政65周年記念事業として、全国的に活躍をしておられる
著名人などを講師として招聘し、中学生及び小学生高学年、
保護者等を対象とした講演会を、文化ホールにて開催。
　将来に対する夢を描き、希望を持って夢の実現に向けて努
力する｢みささっ子｣の育成を支援する。

718

総合計画での位置付け
子ども支援の充実　　④地域ぐるみの子育
て支援　青少年の健全育成

地域が育てる子ども総合
対策事業

　みささ青空体験塾の開催（NPO法人に事業委託）
　※１ 外部人材を活用した土曜日の教育支援活動事業と
　　　して、児童の野外活動体験を目的に実施。
　※２ 国庫間接補助事業:学校・家庭・地域連携協力推進事業

800

合　　　　　　　計 3,851

三朝町・城陽市文化
スポーツ交流事業

・姉妹都市盟約を締結している京都府城陽市との児童間交流
事業。
・互いの地域文化を知り、親睦を深める。
・平成30年度は、城陽市で開催（三朝町は城陽市へ訪問）。

553

みささ町かがやく子ども
フェスティバル開催事業

・各種青少年育成事業を広く町内外に向けて発信し、子ども
達の成長を喜び、励まし、支える機運を高める機会とする。
・活動発表、ものづくり・食育体験、各種イベントを開催。
・国庫間接補助事業:学校・家庭・地域連携協力推進事業

388

鳥取県子ども会育成
連絡協議会負担金

　鳥取県子ども会育成連絡協議会負担金
　（具体的業務　全国子ども会安全共済会加入の事務手続き
等）

3

青少年団体育成事業
　高校生ボランティアサークルの発足、活動を支援
　（高校生の地域参画を目的に活動予定）

100

学校支援推進事業 　学校の要望に応じて地域住民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが学校を支援 585

青少年育成事業費 3,851 1,011 778 2,062

　地域全体での青少年育成を支援する体制づくり

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

　学校と地域との連携を構築し、地域ぐるみで学校を支援、やさしくたくましい三朝町の子どもを育
成するための各種事業を実施

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

社会教育

平成30年度 一　般

予算書
ページ

68
予算
科目

10 ０４ ０１ 所属： 社会教育

会　計　予算説明資料

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 生涯学習の推進

合　　　　　　　計 79

受講者70名を想定（平成29年度実績　受講登録者数70名）　

79

成人教育事業費 79 70 9

・町民の生涯学習の場の提供、社会参加の啓発を図る。
・町民が「今、知りたいこと」を把握し、幅広い年代で生涯学習の場を提供する。

生涯学習講座「三朝大学」の開設
（学校教育を離れた町民を対象に生涯学習の場の提供、社会参加の啓発。）

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

０１

生涯学習講座｢三朝大学｣
開催経費

講座の開催　年8回（５～12月　毎月1回開催）

所属： 社会教育

会　計　予算説明資料

社会教育

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

予算書
ページ

68
予算
科目

10 ０４

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 章総合計画での位置付け
教育の充実
青少年の健全育成

合　　　　　　　計 120

家庭教育支援基盤形成
事業

国庫間接補助事業:学校・家庭・地域連携協力推進事業
子どもの発達段階に応じた「子育て･親育ち講座」の開催
　各保育園･各小学校･中学校の保護者･PTA対象

112

8

家庭教育事業費 120 74 46

保護者の子育て、親育ち支援

・支援を必要とする子どもを持つ親の会『のこのこ』の支援
・子どもの発達段階に応じた「子育て･親育ち講座」の開催
　（各学校、保育園、こども園で開催）

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

０１

家庭教育支援推進事業
支援を必要とする子どもを持つ親の会『のこのこ』の支援
　定例会開催　会場使用料助成

所属： 社会教育

会　計　予算説明資料

社会教育

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

予算書
ページ

68
予算
科目

10 ０４

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

会　計　予算説明資料平成30年度 一　般

予算書
ページ

68
予算
科目

１０ ０４ ０３ 社会教育所属： 社会教育

・町文化団体連絡協議会の支援
・サークル活動場所としての文化ホール使用料の支援、サークル活動を町民に広く紹介する。
・町内児童･生徒対象　読書感想文コンクールと絵画コンクールの開催
・社会教育及び日本文化の振興のため、三朝温泉で開催される「女流本因坊戦三朝大会」の実施に係
る経費の一部について補助金を交付する。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

439文化振興事業費

・町文化団体連絡協議会の支援
　＞町芸能文化祭の開催
　＞文化サークル活動支援
・町読書感想文及び絵画コンクールの開催
　（対象:町内児童、生徒）
・町制65周年を記念した文化誌『しゃくなげ』の発行

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

文化振興費 1,139 700 439

・文化活動の推進・啓発
・町民が生きがいのある心豊かな生活を送るための、文化サークルの育成と活動を支援する。
・本町にて開催される女流本因坊戦の支援を行い、社会教育及び文化振興の醸成を図る。

総合計画での位置付け
生涯学習の推進
文化の振興

合　　　　　　　計 1,139

女流本因坊戦三朝大会
開催事業補助金

　社会教育及び日本文化の振興のため、三朝温泉で開催され
る「女流本因坊戦三朝大会」の実施に係る経費の一部につい
て補助金を交付する。

700

過疎 辺地過疎 辺地
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会　計　予算説明資料

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 7-2文化財の保護・活用

文化財保護調査委員会費

　文化財の保存に関し、必要に応じて調査を行う。また、開
発行為・埋蔵文化財の包蔵の有無、現状変更等が生じた場合
は現地確認等を行う。文化財の活用に関し、「町内文化財巡
り」を実施し、文化財の活用を図る。

180

文化財調査一般経費

　文化財保護施策の充実を図り、国内の文化財保存管理・整
備の動向を把握するため関係者が一堂に会する各種大会へ出
席する。また、必要に応じて文化庁協議を行う。 488
  古文書読解者の養成と併せて、町内区有文書等の調査を行
う。

　世界遺産登録関係機関であるユネスコに加盟し、各地の動
向を把握し、本町の登録活動の推進に資する。

3

全国史跡整備市町村
協議会負担金

　史跡整備の推進を図るため加盟している組織への負担金 20

全国史跡整備中国地区
協議会負担金

　史跡整備の推進を図るため加盟している組織への負担金 5

合　　　　　　　計 980

　

世界遺産登録推進調査
経費

　三徳山世界遺産登録を推進するため、調査研究、情報収集
等価値を高める取組を継続して実施する。平成30年度は、三
徳山内「三鈷の岩屋」の現地調査を進める。

284

ユネスコ世界遺産登録
活動事業

予算額

文化財保護調査経費 980

文化財

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

予算書
ページ

69

平成30年度 一　般

4 所属： 社会教育
予算
科目

10 4

980

事業名（中事業） 事　業　内　容

　文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、教育委員会に意見具申し、又はこのために
必要な調査を行うために文化財保護調査委員会を設置。

　本町の文化財保護・調査・活用に係る経費を計上するとともに世界遺産登録推進を図るため、関連
調査等を実施する。

　町内の開発行為・埋蔵文化財の包蔵の有無、現状変更等が生じた場合の現地確認、及び文化財の活
用として「町内の文化財巡り」等を実施する。

　三徳山世界遺産登録の推進を図るための文化財調査及び世界遺産に係る国内の動向等の情報収集等
を行う。

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

35,631

　

総合計画での位置付け 7-2文化財の保護・活用

合　　　　　　　計

三徳山遺跡発掘調査等
事業

　三徳山南麓の神倉地内の通称「湯」地区の発掘調査（三次
元計測・周辺地形測量を含む）を実施する。

13,853

名勝及び史跡三徳山修復
事業補助金

　正善院が国の補助事業を受けて実施する修復事業に対して
補助を行う。   （事業費77,010千円の1/16）

4,813

日本遺産魅力発信推進
事業

　日本遺産フォーラムに参加し、認定団体間の情報共有を図
るとともに、日本遺産三徳山三朝温泉を守る会へ補助を行
う。（ホームページ保守管理委託等）日本遺産を活用した情
報発信・整備は観光分野に移行。

430

名勝及び史跡三徳山史跡等
買上げ事業

　名勝及び史跡地内の民有地について、過疎・高齢化により
荒廃が懸念されることから、公有地化を行い適正な保存を行
う。

14,382

町内遺跡発掘調査等
事業

　町道拡幅計画に伴う、本泉２号墳の本発掘調査を実施し、
記録保存を行う。

1,153

1,000

10,462

　文化財の適正な保護と活用、三徳山の文化的価値を明らかにし、後世に継承する。

　文化財の保護・保存のための補助、三徳山の価値を明らかにする調査及び整理、日本遺産の魅力推進
を行う。

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

文化財保存事業費 35,631 23,739 1,430

予算書
ページ

69
予算
科目

無形民俗文化財保存継承
事業補助金

　国指定無形民俗文化財「三朝のｼﾞﾝｼｮ」の保存伝承のため、
行事の実施に係る経費の一部を補助する。（Ｈ28に補助率
2/3上限1,000千円に変更）

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

10 4 4 所属： 社会教育 文化財

平成30年度 一　般 会　計　予算説明資料

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

会　計　予算説明資料平成30年度 一　般

社会教育

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

予算書
ページ

71
予算
科目

10 5 1 所属： 社会教育

保健体育一般経費
中部地区駅伝競走大会への支援（役員謝金、選手保険代等）
三朝町駅伝競走大会の開催（交通指導委員出動費、送迎バス
代等）,東伯郡民体育大会出場者への支援（保険代）

214

保健体育総務費 3,436 3,436

　町民が健康で笑顔あふれる町づくりにはスポーツ活動が 適であり、「町民一人１スポーツ」を目
標に事業を展開する。
　町民が幅広くスポーツに親しむ場と環境を提供しながら推進を図る。

・東伯郡民体育大会への派遣
・中部地区駅伝競走大会への派遣
・三朝町駅伝競走大会の開催
・三朝町体育協会への事業委託
・各種団体への負担金　など

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

保健体育事業費
町体育大会等体育事業の開催
体育関係表彰

74

三朝町体育協会委託金

東伯郡民体育大会、県民スポレク祭への選手派遣
中部地区駅伝競走大会、米子鳥取間駅伝第会への選手派遣
三朝町体育大会、各種スポーツ大会の開催
三朝町駅伝競走大会の開催
各競技団体の育成強化　など

2,000

三朝町スポーツ少年団
補助金

各単位団９団への補助事業 726

鳥取県体育協会負担金 鳥取県体育協会への負担金（県民スポレク祭への参加等） 3

総合計画での位置付け スポーツ活動の普及と推進

東伯郡体育協会負担金 東伯郡体育協会への負担金（東伯郡民体育大会への参加等） 219

合　　　　　　　計 3,436

全国・中国大会等参加
助成金

全国・中国大会等に出場する参加者への助成金 200

過疎 辺地過疎 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 3 章

会　計　予算説明資料平成30年度 一　般

社会教育

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

予算書
ページ

71
予算
科目

10 5 1 所属： 社会教育

スポーツ推進委員報酬 48,000円／年間（1人）×12名 576

スポーツ推進委員活動事業費 857 857

・スポーツ推進委員活動を推進し、本町の生涯スポーツ事業の発展及び普及を図る。
・これにより、町民の生涯スポーツ活動を推進し、健康増進等を図る。

　生涯スポーツの普及・推進を図るためのスポーツ推進委員活動経費等

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

スポーツ推進委員活動費

生涯スポーツの普及・指導
定例会の開催
県・郡の研修会への参加
全国大会・中国大会への参加　等

257

鳥取県スポーツ推進委員
協議会負担金

県研究大会への参加等 18

東伯郡スポーツ推進委員
協議会負担金

郡研究大会への参加等 6

総合計画での位置付け スポーツ活動の普及と推進

合　　　　　　　計 857

過疎 辺地過疎 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 3 章

予算書
ページ

71

総合計画での位置付け 社会体育施設の利用促進

　町民の健康増進を目的とした生涯スポーツ、児童・生徒の学校教育（体育授業）等に幅広く活用し
ていただくため、施設を適正に管理・運営し、町民のスポーツ活動の推進及び健康の増進に資する。

・野球場、テニスコート、多目的スポーツ広場、陸上競技場、町民武道館、町民プールの維持管理・
運営を行う。
・特にテニスコートの人工芝が老朽化により広範囲に渡って破損しており、安全な使用に支障がある
ことから、人工芝の張替改修を実施する。

予算
科目

10 5

5,649

2 所属： 社会教育 社会教育

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

体育施設一般管理費 10,183 3,400 1,134

会　計　予算説明資料平成30年度 一　般

事業名（中事業） 事　業　内　容 予算額

野球場一般管理費 野球場の維持管理、保守点検 3,269

テニスコート（人工芝）
一般管理経費

テニスコートの維持管理、保守点検 24

多目的スポーツ広場
一般管理経費

248

陸上競技場一般管理経費 陸上競技場の維持管理、保守点検 282

武道館一般管理経費 町民武道館の維持管理、保守点検 198

多目的スポーツ広場の維持管理、保守点検

合　　　　　　　計 10,183

町民プール一般管理経費 町民プールの維持管理、保守点検,休憩棟修繕 670

体育施設一般管理経費 管理業者への業務管理委託事業 2,006

テニスコート（人工芝）
整備事業費

経年劣化したテニスコート人工芝の張替 3,486

過疎 辺地過疎 辺地
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