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農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活
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バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）
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道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

令和３年度当初予算
　　　分野別事業の紹介

今年度の主な事業について、以下の「三つの柱」に分類して紹介します。
★･･･令和３年度からの主な新規事業です。

Ⅰ
雇用と定住

●産業の振興

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）



農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活

バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）

3

●令和３年度当初予算分野別事業の紹介

道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）



農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活

バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）

4

道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

●定住の促進

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）

●令和３年度当初予算分野別事業の紹介



農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活

バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）
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道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

● 新エネルギーの推進

Ⅱ
再生エネルギーの活用

安心安全の確保

Ⅲ

● 防　災

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）
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農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活
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バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）
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道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

● 農林業

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

● 地　域

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）



農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活

●令和３年度当初予算分野別事業の紹介

バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）
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道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

● 環境保全

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）

● 医療・福祉



農地法面管理省力化事業　　　　　　　　 20千円

法面の草刈作業等の省力化を図るため、鳥取県が普及・
推進を図るセンチピードグラス(ムカデ芝)のモデル圃場を
設置し、３か年にわたって法面管理を行い効果を検証す
る。(農林課)

町有林事業　　　　　　　　　　　　　98,317千円

町有林の保育施策の適正な実施により、木材の利用促進
と環境保全への寄与を図る。（農林課）

林道維持管理事業　　　　　　　　　   25,946千円

基幹林道等の路線維持管理をし、林業生産基盤整備によ
るコスト削減を図る。（農林課）

林道新設改良　　　　　　　　　　　　138,581千円

内方線開設事業・船通山線落石対策事業。
県営林道窓山線整備促進。（建設課）

しっかり守る農林基盤交付金　　　　　　8,160千円

土地改良施設等の修繕を行い、農林業基盤の整備を図る。
（建設課）

県営土地改良事業（阿毘縁・印賀・白谷・折渡地区）

　　　　　　　  29,086千円（建3,302　農25,784）

効率的な農地利用のため、区画整理を行うことで担い手
への農地集約を加速化する。
また、大型機械による営農の効率化や高収益作物への転
換により農業の競争力強化を図る。（農林課・建設課）

ＬＥＤ型防犯外灯設置補助　　　　　　　500千円

地域防犯の向上と環境に配慮するためＬＥＤ防犯灯設置
にかかる経費の一部を助成する。（総務課）

除雪機導入補助　　　　　　　　　　　　5,000千円

高齢者世帯など地域で必要な除雪作業を行うため、地域
が主体となって導入する除雪機械に対して助成する。
（総務課）

町有財産維持管理業務　　　　　　　　　5,000千円

　町有財産の適正管理に向け施設の修繕等を行う。（総務課）
自治会運営補助　　　　　　　　　　　　6,150千円

　地域自治の円滑化を図るためその運営補助を行う。
　（企画課）
まちづくり協議会運営費交付金　　　　2,100千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するためまちづ
　くり協議会等へ運営費を交付する。（企画課）

まちづくり推進事業補助　　　　　　　　3,842千円

　住民参画による協働のまちづくりを推進するため自治会
　へ活動費を交付する。（企画課）
集落支援員交付金　　　　　　　　　  11,256千円

　各まちづくり協議会の活動推進のため「集落支援員」を
　配置する団体に交付金を交付する。（企画課）
交流活動活性化交付金　　　　　　　　　4,390千円

　各地域の特色ある交流活動に対して交付金を交付して活

●令和３年度当初予算分野別事業の紹介

バス運行により交通の確保を図る。（企画課）
デマンドバス・巡回バス運行委託　　　17,848千円

道路の幹線及び支線をきめ細かに運行し、高齢者や小中
学生の通学等に配慮した運行を行う。（企画課）

交通安全施設工事　　　　　　　　　　　3,200千円

安全で安心な交通を確保するため、危険な箇所に安全施
設を設置する。（建設課）

除雪　　　　　　　　　　　　　　　177,352千円

冬期の道路通行がスムーズにできるよう除雪に努める。
除雪機１台購入。（建設課）

道路維持管理事業　　　　　　　　　　74,244千円

道路の通行がスムーズにできるよう、維持管理に努める。
（建設課）

道路新設改良事業　　　　　　　　　 118,263千円

町道の安心安全な道路網を整備するため、道路改良工事
を実施する。（建設課）

橋梁維持管理事業　　　　　　　　　　48,755千円

橋りょうの長寿命化を図るため橋りょうを点検・修繕す
る。（建設課）

農業経営基盤強化資金利子補給　　　　　 87千円

生産拡大等に意欲的な農業者が借り入れる資金利子の一
部を助成支援する。（農林課）

堆肥生産施設管理（委託料）　　　　　　3,675千円

良質堆肥の生産を行い、有機質多投農業による減農薬、
減化学肥料による農業振興に努める。（農林課）

ゆうきまんまん堆肥助成　　　　　　　　4,190千円

町内産堆肥の利用による有機多投型栽培の普及を図るた
め、堆肥購入費の一部を助成支援する。（農林課）

中山間地域等直接支払交付金　　　　209,780千円

集落協定を策定し、永続的な営農及び耕作放棄地の発生
を防止する活動に対し交付金を交付する。（農林課）

経営所得安定対策の推進　　　　　　　5,600千円

経営所得安定対策を推進して、農業者の経営安定を図る。
転作作物の推進及び担い手農業者への農地集積と集約化
を推進する。（農林課）

日野郡三町連携鳥獣対策　　　　　　　　563千円

地域おこし協力隊により、日野郡内の鳥獣被害対策に取
り組む。また対策協議会の事務局運営を行う。（農林課）

有害鳥獣捕獲奨励・捕獲委託　　　　　12,130千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣捕獲を奨励して被害防
止を図る。（農林課）

有害鳥獣捕獲者・追い払い者への支援　　　712千円

有害鳥獣の捕獲や追い払いに必要な諸経費の一部の補助
を行い、捕獲者等の負担軽減を図る。（農林課）

イノシシ防止柵設置、設置補助　　　  14,107千円

農作物等被害対策のため有害鳥獣の侵入防止柵の設置助
成を行い農業者等の負担軽減を図る。（農林課）

集落づくり推進支援事業　　　　　　　 900千円

地域ぐるみで行う有害鳥獣被害防止対策(研修会、侵入防
止柵の見回り・修繕等)に係る経費を助成し、鳥獣被害に
強い集落づくりを推進する。（農林課）

多面的機能等支払事業　　　　　　　 97,082千円

農地等の資源や農村環境を守るため地域共同活動や施設
等の長寿命化に取り組む活動組織を支援する。
（農林課）

８

道の駅運営管理事業　　　　　　　　　26,559千円

観光資源を生かした情報提供施設、地元農林産物加工直
売施設やレストランを活用し、産業振興と地域連携を図
ることにより、「創造的過疎」の推進と、地方創生の核
となるよう道の駅を運営する。（企画課）

★日南町キャッシュレスシステム導入事業　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,200千円

新型コロナウイルス感染症拡大により、地域内でどのよ
うに経済活動を循環させていくかが今後重要となってく
る。持続可能なまちづくりを目指すため、地域の消費を
地域で取り込み、加えてポイント付与機能を活用し行政
施策と連携することにより地域活性化につなげていく。
（企画課）

関東町人会開催事業　　　　　　　　　　722千円

関東圏の日南町出身者と交流を深めるとともに、さまざ
まな情報を交換し町の活性化を図る。（企画課）

商工会一般補助金　　　　　　　　　　       2,170千円

日南町商工会が実施する各種事業に対して補助を行う。
（企画課）

ＴＭＯまちづくり支援事業　　　　　　　500千円

中心市街地活性化法に基づき日南町商工会に対して活動
助成を行う。（企画課）

★生山駅ぷららホール修繕費用補助金　　　5,138千円

平成13年度のぷららホール開業から10年以上が経過し、
経年劣化による修繕箇所が増加。急を要すエアコン設備、
屋根の防水工事を令和３年度実施する。（企画課）

食のバザール補助　　　　　　　　　　　1,549千円

町内産の農産物、畜産物及び加工品等の販売機会の創出
と町外からの交流人口増を図る。（企画課）

町外企業立地活動　　　　　　　　　　　319千円

町外企業の動向を捉え企業誘致に努める。（企画課）
チャレンジ企業支援補助　　　　　　　16,500千円

町内の雇用創出を図るため、町内事業者の創業や異業種
参入、自発的な雇用創造などの取り組みを支援する。
（企画課）

外国人技能実習生受入支援事業　　　　　2,358千円

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として技能実
習生を受け入れる際の経費について補助を行う。(企画課)

社員住宅整備補助　　　　　　　　　　　2,000千円

町内企業の雇用促進を図るとともに、定住・移住を促進、
空き家の活用につなげることを目的とし、企業が社員住
宅として空き家を改修する際の経費を補助する。(企画課)

にちなんキッズおしごとフェア開催　　　530千円

町内の小中学生に対し、町内企業、働き場を知ってもら
い、町内への就職の機運を高める『にちなんキッズおし
ごとフェア』を開催する。(企画課)

モンゴル交流事業　　　　　　　　　　　2,928千円

平成30年度友好の覚書を締結したモンゴルゾーンモド市
から交流支援員を受け入れ、今後の両自治体の交流、雇
用対策など連携強化を図る。（企画課）

インターンシップ支援事業　　　　　　　212千円

日南町内の事業所でインターンシップ（就業体験）を行
う学生の旅費及び宿泊費の一部を助成する。（企画課）

担い手集積助成事業　　　　　　　　　4,000千円

認定農業者等が農地を借りる場合に、助成金を交付する
ことにより、経営規模拡大意欲を喚起し、担い手への農
地集積の促進と遊休農地の解消を図るとともに、農地の
流動化と安定的な農業経営体の育成を推進する。（農林課）

機構集積協力金　　　　　　　　　　　20,960千円

鳥取県農業農村担い手育成機構を活用して農地を貸し付
けた地域や個人に対して協力金を交付することで農地の
集約化や農業経営の規模拡大を図る。（農林課）

農業後継者育成対策事業　　　　　　　22,364千円

農業技術習得のための研修事業により後継者の育成を図
る。（農林課）

農業次世代人材投資事業　　　　　　　　4,500千円

人・農地プランに位置づけられた青年就農者に対して、
就農直後の所得を確保する資金を交付し経営の安定を図
る。（農林課）

★担い手育成対策事業　　　　　　　　　　 630千円

農業法人等が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、農業経営の安定と福利厚生の充実を図る。
（農林課）

★収入保険制度支援対策事業　　　　　　 1,000千円

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保険」への
加入を促進するため、保険料の一部に対して補助を行う。
（農林課）

がんばる農家プラン支援事業　　　　　28,225千円

農業者や農業団体による創意工夫を活かした積極的な取
り組みを支援し、優良担い手の育成と集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

日南町意欲ある農業者支援事業　　　　5,000千円

農業者の所得の向上及び地域農業の振興、農地の有効活
用を図るために、販売を目的に行う農業生産に必要な農
機具等を導入する農業者に導入費用の一部を助成する。
（農林課）

小規模零細地域対策事業　　　　　　　　     344千円

菅ヶ谷ブロイラー団地等農業振興施設の維持管理に努め
る。（農林課）

鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   13,860千円

県内随一の夏秋トマト産地の維持を図るため、鳥取型低
コストハウスの整備を進め、更なる産地力の強化と日南
トマトのブランド化を推進する。（農林課）

野菜等振興補助金　　　　　　　　　　15,000千円

日南町の野菜産地維持発展を図るため、野菜生産グルー
プに対し野菜苗種費等の助成を行う。（農林課）

トマト選果場利用促進事業　　　　　　　6,334千円

トマト選果場の利用料の一部を助成することにより、更
なる選果場の利用促進を図り、本町のトマト生産の振興
を図る。（農林課）

集落営農支援事業　　　　　　　　　　　9,956千円

集落による農業の取り組みを支援し、集落営農体制の整
備を図る。（農林課）

畜産振興対策事業　　　　　　　　　　11,073千円

和牛生産農家、酪農経営者の意欲高揚を図るため、西部
地区及び県共進会への出品の支援を行うとともに、鳥取
和牛振興総合対策事業などの和牛生産振興への取り組み
や畜産センターの管理を行う。（農林課）

日南邑管理委託　　　　　　　　　　　　6,700千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
ゆきんこ村管理委託　　　　　　　　　　8,260千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課）
イチイ荘管理委託　　　　　　　　　　　1,200千円

指定管理者に委託して施設の有効利用を図る。（農林課)
ゆきんこ村グラウンド芝生化事業　　　　6,837千円

日本サッカー協会が行う芝生ポット苗無償提供事業を活
用し、ポット苗方式でゆきんこ村のグラウンドを芝生化
し、関係人口・交流人口の拡大を図る。（農林課）

にちなん日和開催事業　　　　　　　　　　500千円

日南米の更なるブランド化の推進、販路拡大等を推進す
るため、にちなん日和イベントを開催する。(農林課)

森林経営管理法施行に係る調査委託   　 2,600千円

新たな森林管理システム「森林経営管理法」の施行に係
るため中学校区毎に意向調査を実施する。（農林課）

林業担い手育成対策事業（社保助成）　4,750千円

林業事業体が新たに就業者を雇用した場合に社会保険料
を助成し、労務後継者育成の確保を行う。（農林課）

林業担い手福祉向上補助　　　　　　　　526千円

林業労働者の共済掛金を助成し、林業就労者の生活安定
と福祉向上を図る。（農林課）

日南町FSC等林業振興事業　　　　　　　1,600千円

FSC、J-クレジット等の普及啓発、販売促進を図るため森
林組合等と連携して各種イベント、オリジナル商品の開
発を行う。（農林課）

美しい森林づくり基盤整備交付金　　　　7,049千円

間伐等の実施の促進を図る必要のある山林について、間
伐実施助成を行う。（農林課）

日南町新植経費補助金　　　　　　　  10,000千円

造林にかかる経費助成を行い、皆伐再造林を推進する。
（農林課）

林業後継者育成対策事業　　　　　　　47,726千円

日南林業アカデミーを開設し、林業の担い手の育成を図
る。（農林課）

鳥取県松くい虫等防除事業　　　　　　12,270千円

県下で被害が拡大するナラ枯れに対して、森林の若返り
を図り被害の拡大を抑制する。（農林課）

森林整備地域活動支援事業　　　　　　  5,400千円

森林施業を行うため必要となる森林の状況を調査し、間
伐施業の集約化の推進を行い、森林の健全な管理育成が
行われることを目的とする。（農林課）

日南町林業成長産業化モデル事業　　　67,310千円

林業成長産業化地域創出モデル事業の地域構想に基づき、
林業の再構築を行う。生涯森林教育の実践、木材団地造
成による企業進出等を行う。（農林課）

日南町原木価格安定対策事業　　　　　30,000千円

町内森林資源の有効活用と原木の伐採搬出、加工流通の
仕組みをより強固なものとするため、林家へは木材価格
の安定、加工流通業者へは原材料仕入れ価格を軽減する｡
（農林課）

除雪機械運転手の育成支援事業　　　　　     840千円

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成するため、
運転免許取得の補助を行う。（建設課）

観光振興　　　　　　　　　　　　　　36,160千円

地域資源の活用と観光の産業化の推進、観光協会の体制
強化を図り、町の活性化を目指す。（企画課）

★移住定住体制の強化　　　　　　　　　4,773千円

移住相談等業務の体制を見直し、充実を図る｡（企画課）
結婚祝金　　　　　　　　　　　　　　　300千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、結婚した夫婦に
対して交付する。（企画課）

定住奨励金　　　　　　　　　　　　　　2,750千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に定住す
るＵＩＪターン者等に対して交付する。（企画課）

同居奨励金　　　　　　　　　　　　　　500千円

日南町いきいき定住促進条例に基づき、日南町に転入し
同居した者に交付する。（企画課）

住宅補助　　　　　　　　　　　　　　7,500千円

日南町いきいき定住促進条例及び日南町空き家情報活用
制度登録物件改修事業費補助金に基づき、住宅改修等の
経費を助成する。（企画課）

仲人報奨金　　　　　　　　　　　　　　500千円

未婚者の婚姻の仲介をするものに対し、報奨金を交付す
ることにより、婚姻希望者の結婚を促進し、日南町の結
婚者の増加に資することを目的とする。（企画課）

同窓会応援補助金　　　　　　　　　　　200千円

県外在住の日南町出身者が、転職や帰郷・結婚を考える
機会でもある「同窓会」の町内開催に助成を行い、開催
を促進し、Ｕターンの促進を目的とする。（企画課）

家財道具等処分補助金　　　　　　　　 3,000千円

家財道具処分等の経費に対して支援する。（企画課）
空き家改修概算見積　　　　　　　　　　100千円

空き家バンク登録物件の修繕の確認と費用の見積もりを
行う。（企画課）

日南町空き家等リノベーション創業支援事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000千円

誘客を目的とした空き家等のハード整備に対して支援す
ることにより、空き家等の利活用の促進、観光収入等の
増加、関係人口の増加、UIターンの促進につなげる。
（企画課）

生山定住促進団地建築補助金　　　　　　2,500千円

町内に定住する目的で、住宅を生山定住促進団地に新築
した方に対し費用の一部を助成する。（企画課）

賃貸住宅建設利子補給　　　　　　　　　1,199千円

賃貸住宅を建設して定住促進に努める企業が金融機関へ
利息返済を行う経費の一部を助成する。（企画課）

★菅沢ちびっこ王国改修工事　　　　　  11,000千円

子ども連れの家族が親子で一緒に安心・安全・楽しく時
間を過ごせる遊ぶことができる公園に改修し、町民等の
憩いの場を作る。（企画課）

出産祝金　　　　　　　　　　　　　　　770千円

少子化対策、子育て支援策の一環として第１子３万円、
第２子５万円、第３子以降７万円を交付する。
（福祉保健課）

子育て世代就労支援事業所内保育事業　　5,782千円

保育環境を整備して就労しやすい環境を確保し、生活と
仕事のバランスを図る。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

子育て支援センター事業　　　　　　　　8,840千円

子育て家庭の育児不安解消と子育ての仲間づくりを図る
ため、いつでも利用できる子育て支援センターを運営す

る。（福祉保健課）
ファミリーサポートセンター事業　　　　100千円

子育て支援の利用会員と提供会員の登録管理を行うなど
仲立ち役としてサポートを行う。（福祉保健課）

保育料の完全無償化

　保育料の完全無償化を行う。（教育課）

一時保育事業

家族の介護、傷病等で一時的に家族での保育が困難な場
合実施。（教育課）

０歳児預かり保育事業　　　　　　　　　3,251千円

０歳児の預かり事業を行う。利用料軽減1/2を行う。
（福祉保健課）

放課後児童クラブ事業　　　　　　　　11,609千円

夏休み等長期休業中及び平日の放課後における児童の預
かりを行い、子育て支援を図る。利用料の軽減1/2補助
を行う。（福祉保健課）

病児・病後児保育事業　　　　　　　　　200千円

病気及び病気後の児童を一時的に保護者にかわって見守
り、子育て支援を図る。（福祉保健課）

親子絵本のお城事業　　　　　　　　　　141千円

乳幼児期における絵本に触れ合う機会を増やして子育て
支援を図る。（福祉保健課）

新生児誕生記念絵本配布事業　　　　　　150千円

新生児に絵本を配布し、親子での読書がすべての子育て
家庭に取り入れられる環境を提供する。（福祉保健課）

家庭看護力向上支援事業　　　　　　　　665千円

保護者の家庭看護力の向上を目的に、小児科医を講師に
招き毎月1回、講演会及び子どもの医療に関する保護者相
談会を実施。（福祉保健課）

在宅育児サポート事業　　　　　　　　　7,200千円

１歳未満児の保護者に月額３万円（10か月限度）を支給
し、子育て家庭を支援する。１歳以上４歳未満の未就園
児の保護者に月額3万円を支給し、子育て家庭を支援する。
（福祉保健課）

妊婦歯科健康診査費助成　　　　　　　　　80千円

妊娠期間中の歯科健診費用助成、上限5千円。（福祉保健課）
産後1ヶ月健康診査費用助成　　　　　　　48千円

子どもの１か月健診にかかった保険適用外の費用を助成、
上限３千円。（福祉保健課）

産後健康診査事業　　　　　　　　　　　152千円

産後に行う健診について、最大2回分の受診券を交付する。
県内委託医療機関において使用可能。（福祉保健課）

新生児聴覚検査費用助成　　　　　　　　　34千円

新生児を対象に聴覚検査費用を助成、上限２千円。
（福祉保健課）

産後家事ヘルパー派遣　　　　　　　　　　80千円

出産後、体調不良や家庭の支援を得にくい場合に、家事
援助を無料で実施。（福祉保健課）

助産師訪問ケア事業　　　　　　　　　　　85千円

出産後に専門的なケアが必要な場合、助産師が訪問し助
言等を行う。（福祉保健課）

任意予防接種費用助成　　　　　　　　　1,586千円

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、高校生以
下のインフルエンザなどの予防接種希望者に費用の一部
を助成。（福祉保健課）

巡回発達相談事業　　　　　　　　　　　226千円

発達上の課題を持つ子どもに対して、保育上配慮する点
など関係者や保護者が学ぶため、専門家より助言指導を
受ける。（福祉保健課）

特定不妊治療助成　　　　　　　　　　　1,300千円

子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てられるよ
う治療経費を支援する。（福祉保健課）

成人式の開催　　　　　　　　　　　　　561千円

郷土に誇りを持つとともに、社会人としての自覚を高め
ていくことを目的として町内出身の新成人を祝う。
（教育課）

石見東太陽光発電所管理運営事業　　　　4,717千円

石見東太陽光発電所の管理及び運営を行い、再生可能エ
ネルギーの活用を推進する。（住民課）

住宅用太陽光発電システム設置補助　　　300千円

太陽光発電システムの設置に係る経費の一部を助成して
環境にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

家庭用蓄電池等購入助成　　　　　　　　200千円

家庭用蓄電池の普及を図る。（住民課）
バイオマスストーブ購入補助　　　　　 1,260千円

木質ペレットや薪などのストーブ購入助成を行い、環境
にやさしい設備の普及を図る。（住民課）

太陽熱温水器購入補助　　　　　　　　　210千円

太陽熱温水器、給湯型ソーラーシステム等、太陽熱利用
機器の導入促進を図る。（住民課）

小水力発電管理事務　　　　　　　　200,000千円

再生可能エネルギーの活用を行う日南町小水力発電公社
へ資金貸付を行い、経営安定化を図る。（住民課）

電気自動車充電設備維持管理費　　　　　506千円

町内４箇所（道の駅、ゆきんこ村、上石見駅、ホームラ
ンド多里）に設置した電気自動車充電設備の維持管理を
行う。（住民課）

自衛消防運営費補助　　　　　　　　　1,774千円

各地域の初期消火活動に努める自衛消防組織の運営費を
助成する。（総務課）

可搬ポンプ購入（２台）　　　　　　　　2,800千円

自衛消防組織の可搬ポンプを更新して消火活動に備える。
（総務課）

自衛消防施設等整備補助　　　　　　　　350千円

自衛消防組織が消火に必要な設備等を整備する経費の一
部を助成する。（総務課）

防災会議　　　　　　　　　　　　　　　2,900千円

有事等に備えるため防災会議を開催する。防災体制の見
直しや自主防災組織へのアドバイザーとして地域防災専
門員を配置する。（総務課）

避難所施設改修補助　　　　　　　　　　4,000千円

災害時等の避難所として利用する施設の新設・改修に必
要な経費の一部を助成する。（総務課）

船通山避難小屋維持管理費　　　　　　　100千円

船通山に設けられた避難小屋の維持管理を行う。
（企画課）

普通河川護岸修繕工事　　　　　　　　　2,000千円

普通河川の護岸整備を行う。（建設課）
消火栓更新工事　　　　　　　　　　　　3,000千円

火災等の有事に備え、老朽化した消火栓の更新を行う。
（総務課）

防災士養成研修受講料補助　　　　　　　112千円

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必要な経
費について助成する。（総務課）

被災者住宅再建支援金積立　　　　　　　477千円

指定自然災害により、住宅に著しい被害を受けた地域に
給付金を交付するため、県内市町村が基金を拠出する。
（総務課）

ドローン操作教習　　　　　　　　　　　172千円

近年需要が高まっているドローンを活用するため、操作
教習を受講し、災害時等様々な場面で活用できる人材を
確保する。（総務課）

防災情報配信システム　　　　　　　　　156千円

これまで消防団員用に運用していた防災情報配信システ
ムについて、住民も登録可能とし、防災・災害時の迅速
な情報配信強化を図る。（総務課）

治山事業　　　　　　　　　　　　　66,800千円

崩壊した宅地裏等の斜面対策工事を実施する。
（建設課）

町営バス運行委託（臨時便含む）　　　58,131千円

児童・生徒の通学をはじめ移動手段を持たない方のため

　性化を図る。（企画課）
★ 交流活動活性化交付金

（地域団体の移住者誘致支援事業）　　　4,000千円

地域が必要とする人材を地域組織・団体が事業主体と
なって誘致する取組を支援することによって、地域課題
の解決と地域の活性化につなげる。

（企画課）
地域振興センター管理運営　　　　　　31,509千円

　地域の自立と自治を基本としたまちづくりを進めるため
　の活動拠点にかかる管理運営を行う。(企画課)
住宅改修助成金　　　　　　　　　　　14,000千円

　個人用住宅の改修等に係る工事費の一部を助成。ただし、
　発注業者は町内事業者に限定。（住民課）
納税組合納税奨励費　　　　　　　　　　3,562千円

　滞納抑制の役割を果たすことから、奨励金を交付して組
　合の維持に努める。（住民課）
国土調査事業の推進　　　　　　　　153,497千円

　地籍の明確化を図るとともに成果の利活用と事業の推進
　を行う。（建設課）

支え愛ネットワーク構築事業　　　　　　4,906千円

地域での支え合いの取り組みを応援するとともに、関係
機関の連携を強化する。自宅で一定期間の動きが確認さ
れない際等に連絡が入る見守りシステムの活用等を行う。

　（福祉保健課）
虐待等一時避難措置事業　　　　　　　　300千円

　高齢者・障がい者・児童等の虐待等から一時避難のため
　に、施設入所措置をする。（福祉保健課）
社会福祉協議会等運営費補助　　　　　　8,325千円

　社会福祉協議会等が行う活動を助成し、社会福祉活動の
　支援を行う。（福祉保健課）
飼い主のいない猫の不妊去勢の手術への助成　 60千円

　飼い主のいない猫の増加を抑え地域の生活環境の保全を
　図る。（福祉保健課）
ＳＣパセオ内無料休憩所管理　　　　　　　354千円

　高齢者等に配慮した無料休憩所の管理運営を行う。
　（福祉保健課）
障がい者住宅改良助成事業　　　　　　　534千円

　スロープの設置等生活に適した住まいに改良する際の経
　費の一部を助成する。（福祉保健課）
障がい者相談員の設置　　　　　　　　　　50千円

　特に困りごとなどの相談に対応するため相談員を設置す
　る。（福祉保健課）
老人クラブ運営補助　　　　　　　　　　2,020千円

　高齢者の仲間づくり、健康づくり等を奨励するため各老
　人クラブに活動費の一部を助成する。（福祉保健課）
おでかけタクシーチケットの交付　　　10,400千円

運転免許を保有しない70才以上の方、及び障がい者等を
対象にタクシー助成券を交付し、社会活動の拡大を図る。
（福祉保健課)

高齢者住宅環境整備　　　　　　　　　　800千円

　高齢者が在宅生活を継続するために必要な住宅改修に係
　る経費の一部を助成する。（福祉保健課）
権利擁護・成年後見人サポート委託　　　231千円

　地域で尊厳のある生活を安心して送れるよう専門的視点
　からの支援を行う。（福祉保健課）

特別医療費助成扶助費　　　　　　　　26,582千円

　特定疾病者・高校生相当年齢までの小児・重度心身障が
　い者・ひとり親家庭等を対象に医療費を助成する。
　（福祉保健課）
日南町障がい者等医療費助成　　　　　　2,000千円

　障がい者等の医療費の一部を助成することにより、保健
　の向上と経済負担の軽減を図る。（福祉保健課）
予防接種事業　　　　　　　　　　　　14,762千円

　乳幼児、学齢期及び高齢者の定期予防接種、狂犬病など
　の各種感染症の予防対策を行う。（福祉保健課）
がん検診事業　　　　　　　　　　　　15,252千円

がん対策の一環として各種がん検診を行う。ピロリ菌検
査による胃がん対策を行う。（福祉保健課）

健康増進事業　　　　　　　　　　　　   1,929千円

にこにこ健康にちなん21計画に基づき、健康増進、食育
推進、自死対策を行う。（福祉保健課）

介護予防・生活支援サービス事業　　　57,236千円

　基本チェックリストにより該当した人と要支援の人を対
　象に、ケアマネジメントにもとづいた訪問型サービス、
　通所型サービス、生活支援サービス等により、要介護状
　態にならないよう生活機能の維持・向上を図る。
　（福祉保健課）
一般介護予防事業　　　　　　　　　　14,676千円

　介護予防の普及啓発を行い、介護予防につながるように
　地域活動を支援する。（福祉保健課）
生活支援ボランティア活動　　　　　　　　325千円

　生活支援ボランティアを養成し、地域支え合いの機運を
　高めるとともに、高齢者の不便を解消する｡（福祉保健課）

空き家・廃屋対策事業　　　　　　　　　3,000千円

　空き家や危険家屋の解体経費の一部を助成する。
　（住民課）
環境立町推進協議会活動補助　　　　　　450千円

　協議会が行う学習会や先進地視察等の活動を補助支援す
　る。（住民課）
環境審議会開催　　　　　　　　　　　　　98千円

　町長の諮問機関である審議会を開催し、環境施策につい
　ての検討を行う。（住民課）
水質検査の実施　　　　　　　　　　　1,606千円

日南町環境基本条例に基づき、銭神山川、道の子川、小
原川等の水質検査を実施する。（住民課）

生ごみ堆肥化事業　　　　　　　　　　　1,620千円

　生ごみの堆肥化を行い、可燃ごみの減量と環境型社会の
　実現を目指す。（住民課）
一般廃棄物処理業務　　　　　　　　　56,308千円

　町内の一般廃棄物の収集運搬や処理を行い、快適で衛生
　的な生活環境の維持に努める。（住民課）
生ごみ処理機等補助　　　　　　　　　　150千円

　可燃ごみを減らすため、生ごみを家庭で処理できる「生
　ごみ処理機」の購入経費の一部を助成する。（住民課）
清掃センター修繕費　　　　　　　　　23,000千円

　ごみ処理に必要な設備の一部が老朽しているため修理を
　行う。（住民課）
家庭用水施設整備　　　　　　　　　　1,800千円

　水道未普及地区における家庭の生活環境改善のため、家
　庭用水の供給整備を行う経費の一部を助成する。（建設課）

家庭用飲用水水質検査補助　　　　　　　　20千円

　水道未普及地区の水質検査費用の一部を助成する。
　（建設課）
浄化槽整備推進事業　　　　　　　　　　　　　 8,700千円

浄化槽処理促進区域の水質保全及び生活環境の改善のた
め、浄化槽の設置を推進する。（建設課）

人権センター管理、運営事業　　　　　　6,790千円

　あらゆる差別と人権問題の解決のため、専任職員を配置
　して適正な管理運営に努めるとともに、人権講座等を通
　じて地域コミュニティセンターとしての運営に努める。
　（総務課）
人権施策推進事業　　　　　　　　　　12,467千円

　人権教育・啓発活動に取り組むことで、人権意識の高揚
　を図り、人権のまちづくりを推進する。（総務課）
生き抜く力育成事業　　　　　　　　　15,695千円

学校を支える教育環境を充実させるとともに、学校・家
庭・地域が連携し、子どもたちの「生き抜く力」の育成
を目指した保小中一貫教育の推進を図る。
（教育課）

外国語教育推進事業　　　　　　　　   12,171千円

海外派遣や英語検定受験補助、外国語指導助手の配置等
により、国際理解教育および外国語教育の推進を図る。
（教育課）

教育施設営繕改良事業　　　　　　　　  5,840千円

児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、安全で快
適な教育環境の確保を図るため、小・中学校、給食セン
ターの施設・設備について、修繕・改良を図る。
（教育課）

学校管理運営事務（小・中学校）　　　47,171千円

児童・生徒が健康で安全な学校生活を送れるよう、施
設・設備の維持・管理を行うとともに、校務の負担軽減、
児童生徒の学校生活支援の充実を図る。（教育課）

保健安全管理事務（小・中学校）　　　 2,754千円

学校の保健・衛生について、安全な管理を図る。
（教育課）

学習指導事務（小・中学校）　　　 　 13,509千円

教材の整備、学習環境の充実により、教育効果の向上を
図るとともに、地域の特性を生かした特色ある学校教育
の取り組みを支援する。（教育課）

高校生通学費等助成　　　　　　　　　　　　　　　4,875千円

高校生に通学費等の一部を助成する。（教育課）
人材育成奨学金　　　　　　　　　　　　6,800千円

　日南町の人材の充実及び確保を図るため、奨学金を貸与
　する。（教育課）
　対象：大学、短大、専門学校等（返還免除制度あり）

学校給食運営事務　　　　　　　　　　44,438千円

　調理・配送業務を民間委託し、小中学校に安全な学校給
　食の提供を図る。（教育課）
婚姻奨励事業　　　　　　　　　　　　　625千円

　婚姻奨励のセミナーやイベント、登録相談会などを実施
　する。（教育課）
生涯学習講座　　　　　　　　　　　　　365千円

　「町民大学」などの生涯学習講座を開催し、町民の学習
　する場を提供する。（教育課）
高齢者学級開催　　　　　　　　　　　　404千円

　高齢者の日常生活における課題や趣味を取り上げ、知識
　の獲得と仲間づくりの輪を広げることを目的に生涯学習
　学級「人生学園」を支援する。（教育課）
文化財保護対策事業　　　　　　　　　 7,439千円

国道183号線（多里工区）改良工事に先立つ試掘調査やオ
オサンショウウオ生息調査、下谷中山鉄山跡測量調査等
を行い、文化財の保護、保存に努める。（教育課）

青少年育成事業　　　　　　　　　　　　433千円

　子ども体験活動などを実施し、日南町への愛着を育み、
　豊かな人間性を持った青少年の育成を図る。（教育課）
ふる里まつり開催　　　　　　　　　　　198千円

　町の文化の祭典として文化活動に親しんでいる個人や団
　体が、日頃の活動成果を発表する場とする。（教育課）
日野郡ふるさと教育推進事業　　　　　　8,200千円

　日野郡３町による高校生を対象とした公設塾を運営し、
　「ふるさと教育」を推進する。（教育課）
文化協会の活動助成　　　　　　　　　　　595千円

　生活の向上と活力あふれる郷土づくりに資するため、町
　内文化団体等の活動を支援する。（教育課）
総合文化センター管理　　　　　　　　69,234千円

　指定管理者制度により日南町総合文化センターの運営及
　び維持管理を委託する。また、文化活動の普及振興に係
　る自主事業及び文化振興事業を実施する。（教育課）

図書館管理運営事務　　　　　　　　　21,779千円

　すべての町民が読書に親しむ環境づくりに努めるととも
　に、情報提供の機能を生かし、一人ひとりの生涯学習や
　地域づくりをサポートする。（教育課）
美術館管理運営事務　　　　　　　　　11,977千円

　美術館の所蔵品を中心に、佐武林蔵展など当町の特色を
　活かした企画展示に取り組み、地域の芸術文化の振興を
　図る。（教育課）
スポーツ振興の推進　　　　　　　　　　2,450千円

　町民が健康で明るく生活するために、それぞれのライフ
　スタイルや年齢・性別・体力などに応じてスポーツを楽
　しむことができるように生涯スポーツ・競技スポーツの
　振興を図る。（教育課）
体育施設管理　　　　　　　　　　　　 4,909千円

　社会体育施設の維持管理運営を行う。（教育課）

● 教　育
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■自然
●土地利用状況

●降　水　量

●気　　　温

●人口と世帯数の推移

●地区別世帯数・人口・面積

■人口と世帯

●人口動態

山林 その他 合　計

面積 1,397 245 202 30,437 1,794 34,096

地目
農　用　地

田 畑
宅地

月 1

113.0

7.4 8.0 12.0 14.1 21.9 26.0 25.4 31.5 24.6 18.3 14.9 6.6

-0.7 -2.6 0.0 0.6 9.5 15.1 19.0 20.0 15.5 6.6 2.1 -2.6

3.2 2.5 5.8 7.4 15.7 20.4 21.7 25.2 19.6 12.1 8.4 1.8

12.0

87.5 167.5 224.5 102.5 342.5 411.0 41.5 203.5 93.5 45.0 186.0 2018.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合　計

月別降水量

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年　平　均

年　次 世帯数
人　口

最　高

最　低

平均（月別)

昭和35年

45　

55　

平成 2 年

12　

22　

27　

　　3,125世帯

2,790

2,552

2,401

2,255

2,099

1,933

日野上

山　上

阿毘縁

大　宮

多　里

石　見

福　栄

 　   596世帯

 　   236

 　    96

 　   149

 　   260

 　   463

 　   178

1,978

1,336人

517　

220　

284　

519　

1,036　

438　

4,350

636人

245　

105　

133　

249　

496　

194　

2,058

700人

272　

115　

151　

270　

540　

244　

2,292

43.51㎢

48.30　

29.69　

55.77　

72.57　

52.51　

38.61　

340.96

31.3人/㎢

10.9　　　

7.5　　　

5.2　　　

7.4　　　

19.7　　　

11.8　　　

13.0

     15,286人

   11,051

    8,889

    7,974

    6,696

    5,460

    4,765

7,466人

5,308　

4,292　

3,807　

3,092　

2,508　

2,205　

7,820人

5,743　

4,597　

4,167　

3,604　

2,952　

2,560　

44.8

32.4

26.1

23.4

19.6

16.0

14.0

総　数 男 女
人口密度（人 /㎢）

人　口

総　数 男 女
面　積 人口密度年　次 世帯数

自　然　動　態 社　会　動　態
年　次

平成27年度

28

29

30

令和元年度(31)

令和２年度

16

19

11

12

20

16

146

137

114

109

119

112

119

81

64

120

97

96

132

122

127

136

125

95

△ 13

△ 41

△ 63

△ 16

△ 28

1

△ 130

△ 118

△ 103

△  97

△  99

△  96

出　生 死　亡 増　減 転　入 転　出 増　減

令和２年　農地台帳、固定資産税概要調書及び鳥取県林業統計より作成　単位：ha

令和２年　茶屋アメダス　単位：mm

令和２年　茶屋アメダス　単位：℃

令和３年３月３１日　住民基本台帳

令和３年３月３１日　住民課資料　単位：人

●資　料　編
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■産　　業
●産業別就業者数

●樹種別面積及び蓄積

●林野面積及び蓄積

●農産物販売額の推移

　　　　　国勢調査　単位：人

令和元年度　鳥取県林業資料より　面積：ha,　蓄積：㎥添付資料参照

添付資料参照
令和元年度　鳥取県林業資料より

令和２年度　農林課資料（農協支所販売額より）単位：千円

※１　データ提供：大山乳業農業協同組合

第１次産業 第２次産業 第３次産業

区　　分

針 葉 樹

区分

年

農

業

建

設

業

製

造

業

鉱

業

林

業

・

水

産

業

運

輸

通

信

サ
ー
ビ
ス
業

卸

売

・

小

売

業

金

融

・

保

険

業

公

務

そ

の

他

合

計

針葉樹総数 ス　　ギ ヒノキ マ　　ツ その他
広　葉　樹

対
象
外
森
林

伐
採
地
除
地

人
工
林
率

(％)

区分

面積

蓄積
(㎥)

民　有　林　野　(ha) 国　有　林(ha)

国有林野

法による

国有林

その他

対象森林

総数
総数 人工林 天然林

総土地

面　積

(ha)

総林野

面　積

(ha)

林野率

(％)

蓄　積面　積蓄　積面　積蓄　積面　積蓄　積面　積蓄　積面　積蓄　積面　積

標準伐期齢以上

　　〃　　未満

計

竹林

米 そば 牛
肉用牛 子牛

伐採

跡地

未立

木地

牛乳 豚 トマト 白ねぎ
※1

ピーマン ホウレンソウ ブロッコリー
朝どれ
野菜

りんご 栗 椎茸 たばこ 花き

昭和35年

45年

55年

平成 2年

12年

17年

22年

27年

5,290

4,000

2,333

1,458

1,049

989

787

700

14,111

4,757

18,367

34,096

-

30,463 29,153 29,122 18,312 10,544 132 12 123 4 0 62.88 1,311 −89.3

- - - 8,590,348 7,469,486 1,120,862 225,515

6,466,402

1,155,515

7,601,917

8,584

973

9,557

4,536,257

321,864

4,858,121

1,988

3,280

5,268

700,113

833,130

1,533,243

3,539

4

3,543

1,209,874

521

1,210,395

0

-

0

158

-

158

10,324

166

10,490

982,400

6,130

988,530

545

253

196

207

141

70

126

109

5,835

4,253

2,529

1,665

1,190

1,059

913

809

282

268

607

643

634

417

298

249

227

241

709

716

335

140

178

165

261

214

114

59

22

5

4

3

770

723

1,430

1,418

991

562

480

417

564

444

506

450

380

317

254

199

17

19

33

23

19

21

18

18

249

235

229

183

149

97

90

65

551

629

570

661

763

864

756

766

112

105

150

136

129

132

131

140

11

15

15

12

10

9

14

11

1,504

1,447

1,503

1,465

1,450

1,440

1,263

1,199

8,109

6,423

5,462

4,548

3,631

3,061

2,656

2,425

- - - - -- 254

28年度

29年度

30年度

令和元(31)年度

令和２年度

370,638

351,142

471,684

388,789

395,125

9,019

5,419

6,222

10,582

5,657

72,418

69,852

82,842

70,683

68,540

−

203

2,773

4,675

−

72,418

69,649

80,069

66,008

68,540

97,989

86,493

67,202

58,433

61,009

14,158

−

−

−

−

156,955

180,072

205,609

163,643

171,160

46,686

45,623

47,416

43,048

53,554

28年度

29年度

30年度

令和元(31)年度

令和２年度

41,612

42,927

44,286

34,427

41,133

2,528

2,426

1,716

1,318

1,262

2,035

5,069

3,453

4,417

5,398

16,936

17,739

15,502

12,668

9,812

―

ー

ー

ー

ー

―

ー

ー

ー

ー

2,575

2,092

1,472

820

937

9,104

11,677

9,040

3,314

4,679

2,888

2,522

3,366

3,294

5,007

10
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にちなん保育園 分園石見保育園 分園山の上保育園 計

59 18 5 82

●小学校・中学校の児童・生徒数

●保育園の園児数

■園児・児童・生徒数

●上　水　道

●下　水　道

●道路の状況

■生活環境

合計学級数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

125８学級 15 27 21

66６学級 16 23 27

21 17 24

区　分

日 南 小 学 校

日 南 中 学 校

区　分 給水人口 給水戸数 年間総配水量 一日平均配水量 普及率

3,236 人 1,398 戸 434,303 ㎥ 1,189 ㎥ 72.7％

区　分 路線数

2

5

10

15

17

238

255

28,702

60,381

69,630

130,011

158,713

230,371

389,084

28,514

58,812

66,323

125,135

153,649

149,525

303,174

99.3

97.4

95.2

96.2

96.8

64.9

77.9

28,702

60,323

69,561

129,884

158,586

192,772

351,358

100.0

99.9

99.9

99.9

99.9

83.7

90.3

実延長
改良済み 舗装済み

簡易水道

区　分

下水道

処理人口 接続戸数 水洗化率

3,562 人 1,547 戸 80.1％

延長（m）

国 道

町 道

合 計

国・県道計

主要地方道

一 般 県 道

計

率（％） 延長（m） 率（％）

県

　道

令和３年４月２日現在　単位：人

令和３年５月１日現在　単位：人

令和２年３月３１日現在　建設課資料

令和２年３月３１日現在　建設課資料

令和２年４月１日現在　建設課資料

（ 　　　　　  ）

●一般会計当初予算の推移
■財　　政

（単位：千円）

令和２年度末町民一人当たりの起債残高（借金）　1,620千円

令和２年度末 地方債残高　7,046,976千円

令和３年３月末 住民基本台帳人口（4,350人） 

0　　　　　4,000,000　　　　　　　6,000,000　　　　　　8,000,000

豪雪地帯（S38.10.30）

辺地（S37年）

振興山村地域（S41.2.20）

農業振興地域（S47.11.7）

過疎地域（S45.5.1）

特定農山村地域（H5.6.16）

林業振興地域（S55.7.28）

高能率生産団地（S50年）

飼料作物生産振興地域（S53年）

特定野菜産地（S53年）

●地域指定

平成31年度

29年度 6,753,436

30年度 6,408,963

7,888,231

２年度 6,701,996

令和３年度 6,485,493
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■ 個人や団体への主な補助金・奨学金・貸付金■ 個人や団体への主な補助金・奨学金・貸付金 （令和 ３.４.１現在）

補　助　金　名

日南町避難所改修補助金
まち（むら）づくり協議会、自治会、集落等が
管理する集会所・公民館・公会堂で避難所とし
て位置付けようとしている施設を整備・改修す
るための費用の一部を助成する。

補助率　2/3以内
交付限度額
　1,000万円（建替・新築)
　   300万円（改修）

総務課

自衛消防施設等整備事業
補助金

地域の消防活動に必要な施設、設備等の整備に
要する費用の一部を助成。

補助率　1/2
交付限度額　7万円 総務課

日南町ＬＥＤ防犯灯設置
補助金

ＬＥＤ防犯灯の新設、器具の更新
自治会、地域まちづくり協議会に対し補助金交
付する。

・器具のみ
1灯につき設置経費の50％の
額、最高限度額　2万円
・支柱込み
1灯につき設置経費の50％の 
額、最高限度額　6万円 

除雪機械導入補助 地域で必要な除雪作業を行うため、地域が主体と
なって導入する除雪機械に対して助成する。

補助率10/10
交付限度額100万円

総務課

防災士養成研修受講
補助金

防災リーダー育成のため、防災士の資格取得に必
要な経費について助成する。

研修資料、受験・登録に要す
る費用全額 総務課

総務課

いきいき定住促進条例

(1) 結婚祝金 居住意思のある日南町内に生活の本拠を置く者の結婚｡ 3万円 企画課

(2) 出産祝金 日南町に住所を有する者の出産祝金。 第1子3万円、第2子5万円
第3子以降7万円 福祉保健課

(3) 定住奨励金 町内の新規学卒者、及び60歳未満の転入者が就
労後3年経過した場合。

10万円＋転入時に同一世帯
として転入した世帯員1人に
つき5万円

企画課

(4) 同居奨励金

町内に居住する世帯に、転入し同居した者・同一
敷地内に転入した50歳未満の者、また町内に居
住する世帯に同居する新規学卒者が、同地に生活
の本拠を置いて1年経過した場合。

10万円 企画課

(5) 住宅補助金

①(1)～(4)に該当した者が住宅の改修、取得をし
　た場合。
②(1)～(4)に該当した者が住宅の新築をした場合｡
③空き家バンク登録物の改修、取得をした場合｡

①補助率1/5　30万円以内
②補助率1/5　100万円以内
③補助率1/2　50万円以内

企画課

日南町空き家情報活用制
度登録物件改修事業費補
助金

日南町空き家情報活用制度の登録物件の改修また
は取得にかかる経費を一部補助。 補助率1/2 　50万円以内 企画課

日南町仲人報償金

対象者
（1）町内に住所を有している方。
（2）町民税等に滞納がない方。
（3）婚姻の届出から1年以内の、町内に住所を
　　  有する夫婦の仲を取り持った方。
（4）婚姻した夫婦の三親等以内の親族でない方｡

一組に対して10万円 企画課

日南町同窓会開催支援
補助金

町内在住及び町出身（20歳以上45歳以下の者）
が、町内で同窓会を開催する際に助成を行う。た
だし、1人に対し1年間に1回の助成とし、町内在
住者のみの会は対象外とする。

1人あたり　2千円 企画課

概　略　説　明 補　助　額 問合せ先
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補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

生山定住促進団地
建築補助金

町内に定住する目的で住宅を新築した方に対し費
用の一部を助成することで、定住人口の増加と地
域活性化を図る。

補助金額
①Iターン者
　町内事業者施工　200万円（単身者150万円）
　町外事業者施工　100万円（単身者75万円）
②Uターン者
　町内事業者施工　150万円（単身者100万円）
　町外事業者施工　75万円（単身者50万円）
③町内在住者
　町内事業者施工　100万円（単身者50万円）
　町外事業者施工　50万円（単身者25万円）

加算額
　子ども一人　50万円～30万円
　同居の家族一人　20万円

企画課

おでかけタクシーチケッ
トの交付

運転免許を有しない70才以上の方及び障がい者
（療養手帳Ａ・Ｂ、身体障害手帳１～３級、精神
障害者保健福祉手帳１・２級、要介護・要支援認
定者）で助成対象要件を満たしている方を対象に、
タクシーチケットを交付することで、日常生活の
利便性の向上と社会活動の拡大を図る。

チケット交付枚数
　400円券×50枚を1セット
（2万円分）

福祉保健課
企画課

外国人技能実習生等受入
支援事業

日南町内の事業所が、人材確保策の一方策として
技能実習生を受け入れる際の経費について補助を
行う。

○補助率　1/2（上限額あり)
○補助要件
今まで外国人技能実習生を受
け入れたことがない商工会加
盟事業者であり、1事業者3
名まで、1人3年を上限とす
る。補助率1/2（上限あり）

企画課

社員住宅整備事業補助金
町内の法人格を有する企業が、雇用の確保を目的
に空き家を改修し社員住宅として活用する場合、
改修経費の1/2を補助する。

○補助率1/2（上限額100万円)
○補助要件
①事業実施法人での正規雇
　用職員として勤務し、改
　修を行った建物に住民登
　録を行うこと
②1事業者1回限り
③町内に事業所のある住宅
　改修施工業者にて工事を
　行うこと

企画課

企業立地奨励条例
一定規模の投下資本額または常勤雇用がある工場
等の新増設のための土地取得費又は借地料。（一
定規模以上の企業立地については、別途鳥取県等
の支援制度あり）

土地購入価格 ×1/2 以内（上
限 2 千万円）。借地料 ×1/2
以内（上限 20 万円）、5 年間。
固定資産税免除制度あり。

企画課

鳥取県産業成長応援
補助金

県内に工場又は事業所を新設・増設する企業様に
対して、その初期投資等に係る費用を支援。鳥取
県が特に成長を推進する産業での先進的な取組は
重点的に支援し、企業様の成長・拡大への挑戦を
応援する。

「一般投資支援」、「成長・規模
拡大ステージ」により、補助
要件が異なります。

鳥取県
(立地戦略課)

チャレンジ企業支援
補助金

①起業、創業、②異業種参入、③新製品開発、④事業の
経営改善、⑤事業承継経営強化支援、⑥法改正対応支援、
⑦コロナ感染症対策支援のための特定経費に対して補
助する。【要件】3 年以上継続、3 年以内での新規常
用雇用又は補助金額以上の売り上げ見込みであること
等。

補助率　1/2、1/4
上限額10万円～200万円
下限額2～10万円

企画課

日南町空き家家財道具等
処分補助金

日南町空き家バンクの登録物件で、物件に残存す
る家財道具等の処分にかかる費用、ハウスクリー
ニング費用の助成。所有者、入居者どちらからで
も申請できる。

補助率10/10
30万円以内 企画課
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補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

障がい者等医療費助成

障がい者手帳3級・4級または療育手帳Ｂまたは
精神保健福祉手帳2級の所持者の医療費自己負担
分の助成。精神保健福祉手帳3級の所持者の精神
科、心療内科等での医療費自己負担分及び自立支
援医療受給者の方の自立支援医療機関での医療費
自己負担分の助成。
（非課税世帯の町税等滞納のない方）

対象医療費自己負担分の1/2 福祉保健課

可燃ごみ袋の助成 子育て家庭への可燃ごみ袋の無料配布。 4歳になるまで100枚／年、
合計400枚　無料配布

住民課
福祉保健課

障がい者住宅改良助成
事業

障がい者のための浴室・ トイレ・ 居室等の住
宅改良経費への助成 。 （身障手帳及び療育手
帳の等級・障がい部位により対象制限有り）

補助率2/3
限度額53万3千円 福祉保健課

障がい者通院費等助成

障がいのある方の人工透析通院費、自立支援医療
受給者及び精神障がいがあると認められた方の精
神科受診にかかる通院費またはデイケア等通所費
の助成。
（非課税世帯で町税等滞納のない方）

対象費用の1/4 福祉保健課

みんなで取り組む中山間
地域計画づくり支援事業
補助金

中山間地域計画策定。
（地域の買物、防災・安全、活性化等計画策定）
小さな拠点づくり支援。
（車両導入、施設整備等計画策定）
地域コミュニティースタートアップ支援。
（コミュニティ活性化の初期活動） 鳥取県のホームページ等を

参照願います。
みんなで取り組む中山間
地域活性化総合支援事業
費補助金

地域活性化支援。
（伝統文化の伝承・伝習施設等(ソフト））
コミュニティビジネス支援。
（新商品企画・促進、ＰＲイベント（ソフト））

中山間地域集落活動支援
事業費補助金 各種団体による集落の安心安全、活性化の取組支援。

日野振興
センター

鳥取県
ふるさと人口
政策課
(町企画課)

住宅改修助成金 個人用住宅の改修等に係る工事。但し、発注業者
は町内事業者に限定。

上限40万円（発注工事費（消
費税を除く）の1/5） 住民課

家庭用生ごみ処理装置等
購入費助成金

家庭用生ごみ処理機（電気式・コンポストなど）
の購入費用の助成。 上限3万円（購入費用の2/3） 住民課

老朽危険家屋等解体撤去
補助金

老朽危険家屋等の解体撤去又は倒壊家屋の撤去に
要する経費。但し、解体撤去業者は町内事業者に
限定。

上限30万円（解体工事費（消
費税を除く）の1/5） 住民課

家庭用発電設備等導入
推進補助金

(1)太陽光発電設備の導入費用の助成。

１kWあたり7万円で4kW(28
万円）を上限。１kWあたり
の補助対象経費が45万円以
上になった場合、１kWあた
り5千円を乗じた額を加算。

(2)家庭用蓄電池の導入費用の助成。 上限20万円（システム導入
経費の1/3）。

(3)燃料電池の導入費用の助成。 上限18万円（システム導入
経費の1/10）。

(4)給湯用ソーラーシステム又は自然循環式太陽熱
温水器（集熱面積２㎡以上）の導入費用の助成｡

上限7万円（システム導入経
費の1/5）。

(5)薪ストーブ、ペレットストーブ、薪ボイラー
又は暖炉の購入費用への助成。

上限18万円（システム導入
経費の1/2）。

住民課

地域生活支援日常生活
用具給付

重度の身体障がい者の方へストマ用装具、たん吸
引器、紙おむつ等の日常生活用具を給付。

給付・貸与する用具ごとに基
準額あり、世帯の課税状況に
よる自己負担等あり

福祉保健課
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補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

就農1年目　月額10万円
就農2年目　月額6万5千円
就農3年目　月額4万円

就農応援交付金 ・就農後1年以内の新規就農者。
・認定就農者であること。 農林課

2割～5割の自己負担あり高齢者軽度生活援助
高齢者の1人暮らし、高齢者のみ世帯を対象に家
事援助、買物援助、住宅維持管理等日常生活の支
援を行う。

住民税課税世帯　70,500円/月
　　非課税世帯 100,000円/月

母子父子家庭自立支援
給付金

母子父子家庭の親が就労のため高等技能訓練を受
ける費用を給付。

福祉保健課

購入事業費の1/3
（上限50万円まで）

意欲ある農業者支援
助成金

農家の生産意欲を高め、農地の有効活用、農業所
得向上を図ることを目的とする。
対象：町内に住所があり、販売を目的とした個人
　　　農家。
内容：農業生産・加工に必要な機械、ハウスなど
　　　農業生産施設。

農林課

野菜の種苗及び果樹の苗木費
用の1/2を上限

日南町野菜種苗費補助金

野菜等の種苗・果樹の苗木費用に対する補助。
対象：各JA生産部に所属している農家及び代表    
　　　者の定めのある町内生産グループに所属し
　　　ている農家、耕作放棄地対策のために植樹
　　　する果樹等の苗木を購入した者。
※申請は代表者が取りまとめてください。

農林課

購入金額の20％
（上限金額：10万円）日南町雌牛導入奨励事業 和牛優良雌牛の導入又は保留に対する補助。 農林課

3年以上の賃貸借
　1万円/10a

日南町担い手規模拡大
促進事業補助金

①担い手への農地集積の促進等を目的として
②人・農地プランにおいて地域の中心となる経営
体に位置付けられた者。
③賃貸借により新たに農地を3年以上借り入れた
場合に助成金を交付する。

農業委員会

福祉保健課

各種予防接種、がん検診等については別途ご案内します。 福祉保健課

農地賃借料の全額（予算の
範囲内）、最大10年間日南町農地賃借料助成金

新規就農者の就農初期での負担軽減を図るため、
農地賃借料の助成を行う。
　対象者：認定就農者。
　要　件（全てを満たすこと）：
・対象農地の賃借権の設定期間は3年以上（農地
利用集積円滑化団体及び農地保有合理化法人との
賃貸借の場合は設定期間は設けない）。
・原則として、親等の経営基盤を経営継承するこ
となく、新たに営農を開始する者。
・将来認定農業者を目指す者であること。

農林課

補助率2/3、限度額40万円高齢者居住環境整備事業
補助金

高齢者が在宅生活を続けるための住宅改修補助。
（対象）住民税非課税世帯で要介護認定を受けて
いる方。

福祉保健課



16

補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

水質検査料の半額
上限5千円/件

家庭用飲用水水質検査
補助金

簡易水道整備区域外の飲料水の飲用適否について
13項目の水質検査を実施。 建設課

建設課工事費の1/3
上限90万円

家庭用水施設整備推進
事業補助金 簡易水道整備区域外の家庭用水供給施設の整備。

購入金額等の2/3就農条件整備事業

就農の意欲に満ちた青年等の新規参入を積極的に
推進し、農業用機械・施設などの初期投資に対す
る負担軽減の措置を講じ、その自立を支援する。
主な条件
・就農準備中及び就農後5年以内の者。
・認定新規就農者。

農林課

水稲、販売野菜：2,700円/トン
家庭菜園等：      2,000円/トン

ゆうきまんまん構想推進
事業(堆肥助成金)

日南堆肥センター堆肥の購入に対する助成。
対象：水稲、トマト、ピーマン、販売野菜、家庭
菜園等。

農林課

・購入金額の1/3
・2戸以上の共同設置
・団体・認定農業者は2/3

イノシシ等侵入防止柵設
置補助金

有害鳥獣による被害を受けている農家で、電気牧
柵等の設置が必要な場合、設置資材費に係る補助｡ 農林課

消費税及び地方消費税を除
く購入費用の1/2くくり罠購入補助金

有害鳥獣を捕獲するのに必要なくくり罠を購入する
際に、その購入費用について、一部を補助する。
○要件：有害鳥獣捕獲許可期間中に購入したくくり
罠であること。

農林課

所持許可に要する必要経費
の1/2猟銃所持許可補助金

猟銃を用いて有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者
に対して、猟銃を所持するための許可に係る必要経
費の一部を補助する。
○要件：猟友会に所属し、町が実施する有害鳥獣捕
獲に協力すること。新規に猟銃免許を取得した者。

農林課

補助率　1/2
補助期間　5年間

煙火消費保安手帳受講料
補助金

有害鳥獣の追い払いのために必要な煙火消費保安
手帳取得者に対し講習会受講料のうち、受講者負
担分1,500円を除いた金額を補助する。
○要件：新規に煙火消費保安手帳を取得した者。

農林課定額3.2千円

担い手育成対策事業補助金

農業法人等の農業経営の安定と福利厚生の充実を
図るため、新たに就業者を雇用した場合に会社負
担分の社会保険、雇用保険、厚生年金を助成する。
補助対象者:農業法人等が雇用する就農者で年間
雇用の者。

農林課

農業を始めてから経営が安
定するまで最長5年間、経営
開始1年～3年目は年間150
万円、経営開始4年～5年目
は年間120万円を定額交付

農業次世代人材投資事業

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、
経営が不安定な就農直後の所得を確保する給付金。
主な要件（全てを満たすこと）：
・独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満で
　あり、農業経営者となることについての強い意
　欲を有していること。
・独立・自営就農であること。
・経営開始計画が独立・自営就農5年後には農業
　で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
・人・農地プランに位置付けられていること（も
　しくは位置付けられることが確実であること）
　または、農地中間管理機構から農地を借り受け
　ていること。

農林課

農林課補助率　保険料の20%
収入保険制度支援対策事
業補助金

様々な要因の農業収入の減少に備える「収入保
険」への加入を促進するため、保険料の一部に対
して補助を行う。
補助対象者:青色申告を行っている農業者で農業経営
の収入保険に加入している個人事業主または法人。
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補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

教育課上限　5万円活力ある文化団体等支援
助成金

文化芸術等社会教育活動を応援するために助成金
を交付する。

教育課年額40万円日南町人材育成奨学金
町内に居住又は出身者に奨学金を貸与。（専門学
校、短大、大学等）卒業後10年以内に償還。但
し、卒業後貸付年数の2倍の年数、町内に居住し就
職すると償還を免除する。

日野振興
センター

維持管理課
（町建設課）

河川・道路・公園等40円/㎡
植栽ます　500円/㎡
歩道除雪　 20円/m
（上限40万円/年、
  歩道除雪は20万円）

鳥取県版協働型ボランテ
ィア促進事業交付金

県に登録した団体と県がパートナーシップに基づ
いて協定を結び、一定区間の維持管理（除草・植
栽管理・除雪等）を行う活動。
活動規模：県が管理する土木施設で、道路0.5ｋ
ｍ以上、河川0.2ha以上、植栽ます50㎡以上。

日野振興
センター

維持管理課
（町建設課）

河川・道路・公園等 40円/㎡
植栽ます　500円/㎡
（上限60万円/年）
簡易施設設置交付金は
施設設置の原材料費等の額
（1団体につき50万円まで）

鳥取県版スーパーボラン
ティア支援事業交付金

公園、河川敷等を活用した地域づくりや賑わい創
出の活動と併せて適切な維持管理を継続して行う｡
活動規模：県が管理する土木施設で、活用する公
共空間の範囲。

建設課

主 要 工 種 　 農 業 用 排 水 路 、
農道、区画整理、暗渠排水、
農地保全等
補助率　50～80%
担い手農家等意欲的な農家

しっかり守る農林基盤
交付金

農林地を維持・保全し農林業を継続するため、農
林業者だけでは対応できない農林業生産基盤の小
規模な整備・補修を実施することにより継続的な
維持・保全を図る。

建設課

基本補助率：農地50％
　　　　　   農業用施設65％
(補助率は暫定法、激甚法の嵩
上げがありますので、農地85
％、農業用施設90％が目安に
なります)

農地・農業用施設災害
復旧事業

異常気象（暴風、豪雨、地震など）により被災し
た農地や農業用施設の原形復旧。
事業対象：１箇所の工事費が40万円以上。
　　　　　農業用施設は受益が2戸以上。

建設課
免許取得者一人につき40万
円を上限とし、補助対象経
費に2/3を乗じて得た額

除雪機械運転手の育成
支援事業

町内で除雪機械の運転手となる若手人材を育成
し、冬期も安心して暮らすことができる地域づく
りを進めることを目的とし、免許取得に係る費用
の一部を補助する。

日南病院上限年60万円(2～4年間)
日南病院職員資格取得資
金貸与制度

看護師の資格取得の後、日南病院に勤務する意思
のある人に対し、看護学校就学の間(2～4年間)年間
60万円を貸与する。日南病院に就職後、勤務年数
に応じて貸付金の返還額を免除する。

日南病院一人100万円（1回）
日南病院事業職員就職
支度金貸与制度

看護師又は薬剤師で、日南病院に就職が内定する
と一人当たり100万円を支度金として貸与する。使
途は自由。病院に就職後5年間勤務により貸付金は
全額免除とする。

建設課道路 1万円 /1km あたり町道除草委託料 町道の除草作業を自治会に委託。

建設課本体工事費　90％
排水工事費　50％浄化槽整備推進事業助成 浄化槽処理促進区域の浄化槽の整備。

日野振興
センター

維持管理課
（町建設課）

参加者　　100円/人・時間
草刈機等100円/台・時間
（上限10万円/年）

鳥取県版参画型ボランテ
ィア促進事業奨励金

県に登録した団体が、自主的に行う環境美化（清
掃・除草）活動。
活動規模：県が管理する土木施設で、任意の規模｡

建設課上限160万円日南町農業集落排水設備
工事資金融資あっ旋

集落排水利用のため宅内の配管工事資金を低利融
資。ＪＡの取扱い、5年以内の元利均等償還。
現在利率0.2％。

建設課工事に必要な原材料を支給
町道維持修繕工事用原材
料支給

町道等の維持修繕工事を実施する団体（自治会・
集落（班）・地域ボランティアグループなど）に
原材料を支給。
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補　助　金　名 概　略　説　明 補　助　額 問合せ先

4歳未満の子どもを家庭で保育する世帯に経済的支
援を行う。

妊娠期間中の歯科健診費用助成。

福祉保健課

福祉保健課

福祉保健課

1歳未満児：月3万円
10ヶ月限度、
1歳以上4歳未満児：月3万円

①おたふくかぜ
　限度額4千円/回
②Ｂ型肝炎
　限度額3千円/回

在宅育児サポート事業

福祉保健課上限5千円妊婦歯科健康診査費助成

産後健診と子どもの1ヶ月健診にかかった保険適用
外の費用を助成。 福祉保健課上限3千円母子産後1ヶ月健康診査

費用助成

13歳以下の子どものおたふくかぜ、B型肝炎、乳児の
ロタウイルスの予防接種希望者に費用の一部を助成。
《対象者》
①おたふくかぜ　1歳～13歳未満のお子さん。
②Ｂ型肝炎　　　1歳～13歳未満のお子さん。
大人の風しん抗体価が低い方に対し、風しん予防接種
（ＭＲワクチン）費用を全額助成。
〈対象者〉
①妊婦の配偶者。
②妊婦の同居者（内縁を含む）。
③妊娠を希望する女性。
④妊娠を希望する女性の配偶者（内縁を含む）や同居者｡
⑤平成2年4月2日以前に生まれた人｡

福祉保健課任意予防接種費用助成

介護福祉士・看護師・理学療法士・作業療法士・
介護職員初任者研修修了者が町内事業所に正職員
として採用内定したら、支度金を貸与する。就職
後町内に居住し、5年間勤務すると、支度金の返
還を免除する。日南町の行う奨学金と併給はでき
ない。

福祉保健課

介護福祉士・看護師・理学療
法士・作業療法士は100万円
介護職員初任者研修修了者は
50万円

介護福祉人材支度金制度

詳細等は各担当課へお問い合わせ下さい。

住民組織が主体となって「支え愛マップ」を作成
すること、避難訓練を実施すること、避難支援の
研修会を実施すること等に関する費用を助成す
る。

福祉保健課

①災害時要支援者対策促進事業
　１地区の限度額5万円
②災害時要支援者対策ステップ
　アップ事業
　1地区の限度額10万円

災害時における支え愛地
域づくり推進事業

手術費の1/2（上限1万円）飼い主のいない猫の不妊
去勢手術費への補助事業

飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術を行った
場合、その手術費への補助を行う。

1年次　最大100万円
（入学金、授業料、実習費）
2年次　最大100万円
（授業料、実習費）

介護福祉人材育成奨学金
制度

介護福祉士の養成校で学ぶ人に奨学金を貸与し、
介護福祉士の資格取得後、町内に居住し、町内事
業所に4年間勤務すると、奨学金の返還を免除す
る。日南町の行う奨学金・支度金と併給はできな
い。

高校生に通学費等の購入費を助成。 教育課
定期区間及び通学実績に応じて
生山～米子　65,000/年 程度
生山～根雨　55,500/年 程度

高校生通学費等助成



10年間有効旅券
年　齢

20歳以上
12歳以上
12歳未満

手数料
16,000 円
11,000 円
6,000 円

５年間有効旅券

証明等の種類
・戸籍全部（個人）事項証明
　　　　　　　　　　（戸籍謄 (抄) 本） 申請書には、戸籍の筆頭者と本籍（住所と

同じとは限りません）の記入が必要です。

禁治産、準禁治産および後見、破産につい
ての証明です。

個人番号（マイナンバー）カードを紛失され
た場合の再発行手数料です。

登録、再発行は本人でないとできません。
代理人登録をご希望の方は事前に住民課ま
でご相談ください。

世帯用の場合は世帯人数によって手数料が
変わります。

出生証明書の写し等です。

住所の移り変わりがわかります。

謄本は世帯全部、抄本は個人のものです。

証明する人数によって手数料が変わります。

１件あたりの手数料です。

資産の状況によって手数料が変わります。

筆数によって手数料が変わります。

枚数によって手数料が変わります。

旅券の種類

１筆についての手数料です。

・除籍全部（個人）事項証明
　　　　　　　　　　（戸籍謄 (抄) 本）

・戸籍記載事項証明

450円

750円

350円

300円

300円

300円

300円

200円

800円

300円

400円

300円～

300円～

300円～

300円～

300円～

300円

300円～

200円

200円

・身　分　証　明

・戸（除）籍の附票謄 (抄) 本

・住民票謄 (抄) 本

・住民記載事項証明

・住民票の閲覧

・個人番号カード再発行手数料

・印　鑑　証　明

・印鑑登録証の再発行

・資　産　証　明

・所　得　証　明

・課　税　証　明
・評価（公課）証明

・名　寄　帳

・土地台帳の写し
種類によって手数料が変わります。・地図の写し
１時間についての手数料です。・土地台帳の閲覧
１冊についての手数料です。・地図の閲覧

手数料 概　要
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各種証明書等の申請時には、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。

旅券（パスポート）を申請して受け取るときには下記の手数料が必要です。

オッサンショウオ
日南町　公式キャラクター
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●発行／日南町役場　●編集／企画課 　令和３年５月発行
日南町ホームページ　https://www.town.nichinan.lg.jp

沿　革

町　章

地　理
1959 年４月１日 伯南町・高宮村・多里村・石見村・

福栄村が対等合併し日南町発足。
東経133 度 8分 東経133 度 25分

総面積

340.96 ㎢
東西 25 ㎞
南北 23 ㎞

北緯35度 16分

北緯35度３分

「日」「ナ」「ン」の文字を組み合わせ飛翔す

る鳥をかたどることで、町勢の力強い飛躍発

展を、また、円により町民の円満融和を表現。

町の花 サツキ

（S54.11.10 制定）

町の木 イチイ

（S54.11.10 制定）

町の鳥 ヤマドリ

（H1.2.5 制定）

お問合せ先
■ 総　務　課
■ 住　民　課
■ 建　設　課
■ 農　林　課
■ 農業委員会
■ 企　画　課
■ 教　育　課
■ 福祉保健課
■ 出　納　室
■ 議会事務局

8 2－1 1 1 1
8 2－1 1 1 2
8 2－1 1 1 3
8 2－1 1 1 4
8 2－1 9 0 2
8 2－1 1 1 5
8 2－1 1 1 8
8 2－0 3 7 4
8 2－1 9 0 1
8 2－1 9 0 0

■ 日南町総合文化センター

■ 日南町人権センター

■ 日南町図書館
■ 日南町美術館
■ 日南病院
■ にちなん保育園
■ 分園山の上保育園
■ 分園石見保育園

7 7－1 1 1 1

8 2－0 0 7 6
7 7－1 1 1 2
7 7－1 1 1 3
8 2－1 2 3 5
8 2－0 6 2 6
8 2－1 2 1 5
8 3－1 1 5 8


