
 

 

 

 

◆◆◆ 一 般 会 計 ◆◆◆ 

 

【歳 入】 

●一般財源 4.6％増 

 町税（＋2,903万 9千円） 

  給与所得の増加に伴う個人住民税の増、新築家屋や償却資産の増加に伴う固定資産税の増

などによる。 

 地方消費税交付金（＋2,100万円） 

  地方財政計画の伸び率＋11.0％などによる。 

地方交付税（＋1億 9,000万円） 

  普通交付税（公債費の増加、臨時財政対策債振替額の減少等）の増額見込みによる。 

  ※一般財源：使途が特定されない財源 

 

●特定財源 13.6％増 

国庫支出金（△3,534万円） 

うち 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △9,220万 4千円 

   町営住宅整備事業費補助金 ＋6,683万 3千円 

繰入金（＋1億 4,729万 5千円） 

 うち 財政調整基金繰入金 ＋4,000万円 

    森林整備促進基金繰入金 ＋1,719万 7千円 

公共施設建設基金繰入金 ＋9,840万円 

町債（＋1億 5,670万円） 

うち ケーブルテレビ機器更新事業債 ＋4,540万円 

   町道新設改良事業債 ＋1億 220万円 

   道の駅施設整備事業債 ＋1,980万円 

   臨時財政対策債 △3,000万円 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度予算の特徴点 



【歳 出】 

●総務費（＋5,066万 8千円） 

 ケーブルテレビ機器更新事業費、地域おこし協力隊事業費の増額など 

●民生費（＋7,443万 4千円） 

 大岩保育所空調設備改修事業費、浦富保育所施設改修事業費の増額など 

●農林水産業費（△4,571万 8千円） 

 林業成長産業化地域創出モデル事業費、オイルタンク老朽対策事業費の減額など 

●商工費（△5,203万 5千円） 

経営持続化支援事業費、Ｖ字回復支援事業費の減額など 

●土木費（＋3億 2,421万 7千円） 

 地籍調査事業費、道の駅施設整備費補助金、陸上中央線改良事業費、町営住宅建替事業費の 

増額など 

●消防費（＋2,273万 8千円） 

 消防団員報酬等、消防ポンプ積載車購入事業費の増額など 

●教育費（＋4,656万 2千円） 

 中高生徒就学支援事業費、唐川のカキツバタ再生事業費の増額など 

●公債費（＋7,999万 3千円） 

 町債償還元金の増額など 

  



◆◆◆ 特 別 会 計 ◆◆◆ 

 

●代替バス運送事業特別会計（＋548万 2千円） 

 令和５年 10月から１乗車 100円の運賃均一制を導入するほか、 

小田線に定路線基本ダイヤ型デマンド運行を導入する経費の増額など 

●後期高齢者医療特別会計（＋235万 9千円） 

 保険料収入額の増による広域連合納付金の増額など 

●国民健康保険特別会計（△4,641万 7千円） 

 一般被保険者医療給付費分の県への納付金、直営診療施設繰出金の減額など 

●集落排水処理事業特別会計（△1,399万 1千円） 

 集落排水処理施設改良・更新事業費の減額など 

●公共下水道事業特別会計（＋2,110万 2千円） 

 下水処理施設の維持管理経費、公共下水道施設改良・更新事業費の増額など 

●介護保険特別会計（△347万 2千円） 

 特定入所者介護サービス費、基金積立金の減額など 

●水道事業会計（＋3,252万 5千円） 

陸上浄水場更新事業費、水道管路耐震化事業費の増額など 

●病院事業会計（△1億 6,206万 1千円） 

 医療機械器具等購入費（電子カルテシステム更新）の減額など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◆◆◆ 一 般 会 計 ◆◆◆ 

 

【投資的経費：建設的な事業】 

    大岩保育所空調設備改修事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44,292千円 

   大岩保育所の保育室、遊戯室及び調理室のエアコンを更新する経費 

   浦富保育所施設改修事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4,144 〃 

   浦富保育所の３歳児以上が使用するトイレを改修する経費 

   合併処理浄化槽設置整備事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,304 〃 

   浄化槽を整備する者に対する補助を行う経費 

   農業用機械等整備支援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9,524 〃 

   認定農業者等に対し農業機械の導入補助を行う経費  

   林道施設長寿命化事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16,753 〃 

   町内林道施設（橋梁）の補修を行う経費 

林業・木材産業成長産業化促進対策事業費・・・・・・・・・・・・・・・・  7,000 〃 

木材生産のための機械整備に対する補助を行う経費 

道の駅設備整備費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19,800 〃 

 道の駅の冷凍・冷蔵設備の更新に対する補助を行う経費 

   町道新設改良事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・176,822 〃 

   新陸上橋他５橋の改修工事、その他町道の改良や橋梁の長寿命化計画の策定など 

を行う経費 

 町道陸上中央線改良事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69,000 〃 

   落石対策として、道路改良を行うための地質調査や測量設計を行う経費 

   町営住宅建替事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・157,752 〃 

   高畦団地（岩井）の建替えを行う経費 

   消防ポンプ積載車購入事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,126 〃 

   小型消防ポンプ積載車を３台更新する経費 

 

【そ の 他 経 費】 

    地域力創造アドバイザー活用事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,600千円 

    民間企業等が有する知見やノウハウを政策形成に活用するため外部人材を招聘する経費 

庁舎監視カメラ設置委託料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,064 〃 

 庁舎の監視カメラ設置を委託する経費 

  田村虎蔵生誕１５０周年記念事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,364 〃 

   本庁出身の作曲家、田村虎蔵氏の記念イベントを開催する経費 

ＬＩＮＥ公式アカウント機能拡張事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,518 〃 

 町ＬＩＮＥアプリ利用者の質問に対し自動的に回答できる機能等を追加する経費 

令和5年度 主な事業 



地域おこし協力隊事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,200千円 

ＳＮＳ等を活用した町の魅力発信の充実、ふるさと納税利用者のニーズ調査や 

返礼品開拓を目的とし、新たに２名増員する経費など 

ＵＩＪターン住宅改修費等補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,750 〃 

移住者への住宅改修補助、若者世代のＵターンに対する奨励金等を交付する経費 

「岩美がんばれ若者小包」お届け事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,014 〃 

 町出身大学生等に地元産品をお届けする経費 

  路線バス運賃均一制導入事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,165 〃 

   民間路線バスの定期券・回数券の購入者に対する 1乗車が 100円均一になるよう 

差額相当を補助する経費 

  ＪＲ利用促進事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,220 〃 

   町内小中学校及び高等学校の野外活動に係るＪＲ・バス代の一部を補助する経費など 

    ※老人クラブ５人以上の活動に対する補助を追加 

集落活性化推進員配置事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,673 〃 

 集落の課題解決や地域活性化に向けて専任の職員を配置する経費 

地球温暖化対策事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202 〃 

 カーボンニュートラルへ向けた町民の意見等を聴取する検討委員会に係る経費 

住宅太陽光発電等導入促進事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,740 〃 

 再生可能エネルギーを活用した発電設備等の整備に対する補助を行う経費 

定住促進奨励金交付事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,476 〃 

 町外からの転入者に対する奨励金を交付する経費 

鳥取県知事選挙執行経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,857 〃 

鳥取県議会議員一般選挙執行経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,277 〃 

 令和５年４月に任期満了となる鳥取県知事及び鳥取県議会議員の選挙を行うための経費 

   生活困窮世帯等光熱費助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,264 〃 

   生活困窮世帯等に対する光熱費を助成する経費 

   ねんりんピック開催事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 〃 

   令和６年１０月に鳥取県内で開催されるねんりんピックの準備を行う経費 

高齢者補聴器購入費助成事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 〃 

 住民税非課税で中等度の難聴などの一定の要件を満たす方の補聴器の購入費の助成を行う経費 

ひとり親世帯医療費無償化事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500 〃 

 ひとり親家庭特別医療費助成における一部を町が補助し、医療費を無償化にする経費 

出産・子育て応援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,251 〃 

 妊婦・子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、応援金を支給する経費 

乳児用おむつ購入費助成事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,500 〃 

 乳児を養育する保護者に対するおむつの購入費の助成を行う経費 

 ※限度額を３万円→５万円まで増額 

ひとり親家庭助成事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 480 〃 

 所得税非課税世帯の児童が小・中学校へ入学する際に支度金を支給する経費 

 ※所得税非課税世帯の生徒が中学校を卒業し、進学・就職等をする際の支度金を追加 

健康増進事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,420 〃 

 がん検診の実施と人間ドック、医療機関検診などの支援を行う経費 

   



有害鳥獣駆除事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,546千円 

 鳥獣捕獲奨励金や侵入防止柵の補助等を行う経費 

耕作放棄地対策事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,970 〃 

 鳥取県農業農村担い手育成機構が中間管理する荒廃農地の再生を補助する経費 

畜産堆肥利用促進事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,600 〃 

 農業者の堆肥の散布における費用の一部を補助する経費 

鳥取県植樹祭開催事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,018 〃 

 令和５年５月に町内で開催される鳥取県植樹祭に係る経費 

私有造林補助事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,940 〃 

 森林所有者が行う間伐・保育作業等に対する支援を行う経費 

シカ柵点検維持管理支援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,170 〃 

 シカ柵の点検・維持管理に要する労務費の支援を行う経費 

危険木予備伐採支援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,125 〃 

 危険木の予備伐採を行う地元集落の支援を行う経費 

観光誘致宣伝事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8,074 〃 

 観光情報の発信や観光素材の磨き上げにより観光客を誘致する経費など 

  全国自然敬愛サミット開催費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 〃 

 令和５年８月に町内で開催される全国自然敬愛サミットに係る経費 

  町営住宅解体撤去事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,062 〃 

   上株特別町営住宅と網代団地の廃止による解体撤去を行う経費 

  子育て世帯等住宅新築・リフォーム資金助成事業費・・・・・・・・・・・・28,000 〃 

  住宅の新築やリフォーム等の費用を補助する経費 

消防団分団交付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436 〃 

 分団員の訓練時の費用等に対する交付金を交付する経費 

消防団員準中型免許取得費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 339 〃 

 3.5 トン超え消防ポンプ車ドライバーを確保するため、準中型免許の取得費を補助する経費 

震災に強いまちづくり促進事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,831 〃 

 一般住宅の耐震改修等の実施、感震ブレーカー購入費に対する補助を行う経費など 

※耐風診断、耐風改修への助成を追加。 

  自主防災組織活動費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 335 〃 

   防災用資機材の購入、避難路の整備などに要する経費に対する補助を行う経費 

     ※防災士の養成に係る経費に対する補助を追加 

中高生徒就学支援事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,950 〃 

 中学校・高校にバス・ＪＲを利用して通学する生徒の保護者に通学費の一部を補助する経費 

※中学生は全額補助。高校生は１月あたり 7千円→3千円を超える部分を補助するよう見直し 

岩美高校魅力向上事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,703 〃 

 学校が取り組む教育活動の支援や生徒、保護者に対する就学支援を行う経費 

唐川のカキツバタ再生事業費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,745 〃 

 唐川カキツバタ群落の植生再生に向けてシカの食害を防ぐ侵入防止柵の設置等を行う経費 

 部落公民館施設整備費補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,252 〃 

  ６集落の公民館の改修又は備品整備に対する補助を行う経費 

町民体育施設予約システム導入委託料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 715 〃 

 インターネットにより施設の空き情報の確認や予約ができるシステムを導入する経費 



公債費（元利償還金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・796,375千円 

 対前年度 7，999万 3千円の増（中央公民館建設事業債など） 

人件費（議員、特別職、一般職）（退職手当組合負担金含む。）・・・・・・1,153,895 〃 

対前年度 2,325万 4千円の増 

人件費（会計年度任用職員）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・379,272 〃 

対前年度 783万 6千円の増 

 

 


