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【事業概要】 【事業費内訳】
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【補助金】
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02款 01項 01目 001100000事業 東郷支所施設整備事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

14 工事請負費 747 747
15 原材料費 合　計 747 747

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　【本年度の事業内容】
　　・東郷支所屋上手摺解体撤去工事　　　完了
　　・東郷支所揚水ポンプ№２取替工事
　【事業の効果】
　　　東郷支所への安全給水を図る。

６．財源の説明
　【一般財源】　747千円

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次総合計画】
　「未来を創造する先駆的なまちづくり」（効率的な行政運営の推進）

５．本年度の計画効果

　　　ロビー階段下の床に溢水した。
　　　現在、№２ポンプを休止中であり、№１ポンプ１台での運転をしており、緊急に№２
　　　ポンプ本体の取替が必要となった。
　【事業の必要性】
　　　東郷支所、鳥取県後期高齢者医療広域連合及び湯梨浜まちづくり(株)に安定給水する
　　　ため、№２ポンプを早急に取り替える必要がある。
　【事業期間】　令和3年度
　【全体事業費】　747千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　　①東郷支所屋上手摺解体撤去工事　　　請差　　　　　　　　　　　△ 45,320円
　　②東郷支所揚水ポンプ№２取替工事　　新規　　　　　　　　　　　　792,000円
　　　東郷支所１階ポンプ室には、受水槽の水道水を屋上の高架水槽に揚水するポンプが２
　　　台設置されている。
　　　東郷支所の水は、高架水槽からの重力を利用して、各階に給水している。
　　　№２ポンプ１台が腐食により揚水管の水が漏水し、その水がポンプ室から溢れ、１階

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 総－総－庁舎等 一般財源 747 824 1,571
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

1,571 402 1,170

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101012000-0000 町民課（東郷支所）

事業

0011 東郷支所施設整備事業 (簡略番号：000390) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 747 824

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
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歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 10 情報化推進費 所属 0101010800-0000 企画課

事業

0123 情報化推進臨時経費 (簡略番号：032165) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 2,163 56,798 58,961 4,377 54,585

財
源
内
訳

国庫支出金 866 4,729 5,595
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 総－総－その他 一般財源 1,297 52,069 53,366

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、テレビ会議兼テレワーク用のパソコンを
　追加購入するものである。
　【補正の必要性】　
　コロナ禍を機に増加したテレビ会議への対応、また、役場職員の感染時におけるテレワー
　クの拡大への備えを行うものである。
　【補正の内容】

2,328
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

　①パソコン購入費の追加　2,328千円
　②事業完了に伴う減額
　　・庁内テレワーク対応ネットワーク改修委託業務　△77千円
　　・インターネット配信用ネットワーク工事(アロハホール)　△88千円

２．根拠法令
　湯梨浜町情報セキュリティポリシー（令和2年2月制定）

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】未来を創造する先駆的なまちづくり(効率的な行政運営の推進)

５．本年度の計画効果
　【事業計画】
　テレビ会議兼テレワーク用パソコンを18台追加購入する。
　【事業の効果】
　パソコンを追加配備することにより、テレビ会議の重複時の対応、また、役場職員の新型
　コロナ感染拡大防止に係るテレワークが可能となる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　866千円
　【一般財源】 1,297千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 2,328

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 △77 △77 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 △88 △88
15 原材料費 合　計 2,163 2,163

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 866

補助金等の名称

02款 01項 10目 012300000事業 情報化推進臨時経費

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
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02款 01項 13目 011100000事業 ハワイアロハホール臨時経費

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 847

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 847 847

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 847

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　847千円

　の継承と再発見）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　空気清浄機を7台購入する。
　【事業の効果】
　空気清浄機を設置することでウイルス感染防止に繋がり、安心して施設を利用していただ
　くことができる。

　空気清浄機購入費　847千円

２．根拠法令
　ハワイアロハホールの設置及び管理に関する条例

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】志をもって共に学び明日を拓くひとづくり（文化、伝統、豊かな自然

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集会室、楽屋及び研修室用の空気清浄機を購入
　するものである。
　【補正の必要性】
　集会室、楽屋及び研修室の空調設備は抗ウイルス機能がないことから、各部屋に空気清浄
　機を配備し利用者に安心して利用していただくために必要である。
　【補正の内容】

847
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 総－総－その他 一般財源 1,503 1,503
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 1,927 1,927
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債 11,544

15,821 2,459 13,363

財
源
内
訳

国庫支出金 847 847
県支出金

11,544

総務費 項 総務管理費 13 ハワイアロハホール費 所属 0101010800-0000 企画課

事業

0111 ハワイアロハホール臨時経費 (簡略番号：002250) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 847 14,974

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】
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154,251

歳出予算事業概要書

補正後の予算残額

令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 04 老人福祉費 所属 0101014200-0000 長寿福祉課

事業

0181 鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補 (簡略番号：038725) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額

事 業 費 154,251 154,251

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 154,251 154,251

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 民－老人福祉費 一般財源

　【補正の必要性】
　　在宅生活が困難な要介護高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、また家
　族の介護負担を軽減するため、地域密着型特別養護老人ホームの整備を行う事業者を支援
　するために必要である。
　【補正の内容】

１．事業の概要と必要性
　【事業概要】
　　町では第８期計画に基づき、地域密着型特別養護老人ホームの整備を進めているが、整
　備を行う法人に対し、県に設置されている地域医療介護総合確保基金を活用した補助金を
　交付し、整備を支援する。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 154,251 154,251
04 共済費

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり（福祉施策の推進）
　【第8期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画】

５．本年度の計画効果
　　在宅生活が困難な要介護高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域密
　着型特別養護老人ホームの整備を行う事業者を支援する。

６．財源の説明
　【県補助金】鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補助金　154,251千円
　

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
19 扶助費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 154,251 154,251

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
都道府県支出金 15020202230 鳥取県地域医療介護総合確保基 154,251

計 上 額

補助金等の名称 鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補助金

　鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
２．根拠法令

　《補助金額》（補助率：県10/10・上限額あり）
　○地域密着型サービス等整備助成事業：4,480千円×29床(整備床数)  ＝ 129,920千円
　○介護施設等の施設開設準備経費等支援事業：839千円×29人(定員数) ＝ 24,331千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　＝154,251千円　

03款 01項 04目 018100000事業 鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）

補助基本額 154,251 補助率 100.0% 補助金額 154,251

実施
計画

実施計画



　　【事業名】鳥取県地域医療介護総合確保基金（施設整備）補助金

　　【事業概要等】

（歳出予算事業概要書　補足説明資料）

レークサイド・ヴィレッジゆりはま開発事業（9月現在）

福祉関係

■福祉施設の計画

①福祉ゾーンA   【社会福祉法人敬仁会】

認知症対応型共同生活介護 【R2.7開設】

(グループホーム2ユニット) 

地域連携交流スペース・食堂整備

②福祉ゾーンB・C  【合同会社烏龍舎】

Esora+(エソラプラス) :湯梨浜町

障がい者福祉サービス 【R3.9開設】

通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業、

居宅介護支援事業、日中一時支援、共生型生

活介護、共生型自立訓練等)

③A-43、A-44、A-45

【合同会社ライフサポートりっか:北栄町】

障がい児・者生活支援センター【R2.6開設】

(生活介護、日中一時支援、通所事業、短期入

所、相談支援事業)

④A-38、A-39

【After school fam :境港市】

放課後等デイサービス【R3.4開設】

(発達に心配のある子どもたちの養育支援等 :放

課後、夏休み等長期休校日)

⑤A-40、A-41、A-42

【一般社団法人SORTE :湯梨浜町】

障がい者福祉支援事業 【現在申請中】

全67区画中 予約・売買済み58区画（うち〇温泉付き12区画〇一般46区画）

申込区画：県外4区画（京都府1、大阪府1、愛知県1、島根県1）

県内54区画（鳥取市4、米子市1、境港市2、倉吉市16、三朝町1、北栄町8、琴浦町11、湯梨浜町11）

予約・売買済

エソラプラス
（合同会社

烏龍舎）

グループホーム
ゆりはま
(社会福祉法人

敬仁会)

仮称：地域密着

型特別養護老人

ホームはわいあ

ずま園（社会福祉
法人中部福祉会）

東郷池
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【事業概要】 【事業費内訳】

　　町内の介護サービス事業所・施設等に対し、感染予防対策に係る衛生用品等の購入経費
　を助成することで、町内介護サービス事業所・施設等を支援するもの。
　【補正の内容】
　　令和3年9月に新しい介護サービス事業所が町内にできたため、1事業所分の補助金を追
　加するもの。
　《補助金額》（補助率：9/10・上限額20万円）
　　（補正前）200千円×28事業所＝5,600千円　
　　　⇒　（補正後）200千円×29事業所＝5,800千円
２．根拠法令
　湯梨浜町社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業補助金交
　付要綱

３．用地の状況 【特定財源の内訳】

　【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり（福祉施策の推進）
　【第8期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画】

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】令和3年度に新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組みながら事業
　を継続する介護サービス事業所・施設等に対して感染予防対策費用を助成する。
　〇事　業　費：1事業所当たり200千円を上限に、対象経費の9/10を助成

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書

補正後の予算残額

令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 04 老人福祉費 所属 0101014200-0000 長寿福祉課

事業

0245 高齢者施設等新型コロナ対策支援事業 (簡略番号：042308) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額

事 業 費 200 5,600 5,800 5,800

財
源
内
訳

国庫支出金 200 5,600 5,800
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

200
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分単独事業 目的区分 民－老人福祉費 一般財源

１．事業の概要と必要性
　〇湯梨浜町社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染予防対策推進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(介護分野)
　【事業の概要】 03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 200

４．基本計画との関連

　

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　　200千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 200 200

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 200

実施計画

補助金等の名称

03款 01項 04目 024500000事業 高齢者施設等新型コロナ対策支援事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

計 上 額



款 03 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
03款 01項 05目 024300000事業 社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（障がい分野）

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 600

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 600 600

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

【国庫支出金】　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　600千円　　

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　〇補助対象経費：衛生用品購入費（マスク、フェイスシールド、ゴム手袋、消毒液、手洗
　　　　　　　　い用洗剤等）・物品、機器購入費（仕切り用のアクリル板、透明ビニール
　　　　　　　　カーテン、シート、フィルム、非接触型体温計、PCR検査用品等）等
　〇事　業　費：1事業所当たり200千円を上限に、対象経費の9/10を助成
　　　　　　　　200千円×17事業所＝3,400千円（補正後）
【事業効果】新型コロナウイルス感染予防対策に取り組む経費の一部助成を支援すること
　で、町内障がい福祉施設等の事業継続の負担を軽減する。

６．財源の説明

４．基本計画との関連
【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり（福祉施策の推進）
【第3期湯梨浜町障がい者計画】障がいのある人に対する地域生活の支援

５．本年度の計画効果
【本年度の計画】令和3年度に新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組みながら事業
　を継続する障がい福祉施設等への感染予防対策費用を助成する。
　〇対象事業所　：令和3年度に事業を継続するために必要な衛生用品等の感染予防対策に
　　　　　　　　要する経費が発生する町内の介護サービス事業所等

【補正の内容】
　　補助金　200千円×3事業所＝600千円

２．根拠法令
　湯梨浜町社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（社会福祉施設等における新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策推進事業）補助金交付要綱

３．用地の状況

１．事業の概要と必要性
　湯梨浜町社会福祉施設等における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防対策推進事業補助金（障がい分野）
【事業の概要】
　　町内の障がい福祉施設や救護施設に対し、感染拡大予防対策に係る衛生用品等の購入経
　費を助成することで、事業継続を支援する。
【補正の必要性】
　　令和3年9月営業開始の2事業所及び地域生活支援事業の登録事業所1事業所の3件分につ
　いて増額補正する。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 600 600
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分単独事業 目的区分 民－社会福祉費 一般財源
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

3,400 200 3,200

財
源
内
訳

国庫支出金 600 2,800 3,400
県支出金

民生費 項 社会福祉費 05 障がい者福祉費 所属 0101014100-0000 総合福祉課

事業

0243 社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（障がい分野） (簡略番号：042357) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 600 2,800

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 01 児童福祉総務費 所属 0101010500-0000 子育て支援課

事業

0222 子育て応援フェスタ (簡略番号：035028) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 182 156 338 338

財
源
内
訳

国庫支出金 181 181
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 民－児－その他 一般財源 1 156 157

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】各種子育て支援団体と協同して、実行委員会を組織し、親子がふれあいな
　がら楽しめるイベントを開催する。
　【補正の必要性】コロナ禍による子どもたちはもとより保護者のストレスによる精神的な
　影響を少しでも軽減するために、心の安らげる場として「動物とのふれあい」の機会を追
　加イベントして提供することとするため、増額補正するもの。
　【補正の内容】委託料(移動動物園)182千円

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

２．根拠法令
　子ども･子育て支援法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】｢共に支えあう 町民が主役のまちづくり｣(福祉施策の推進）
　【第2期子ども･子育て支援事業計画】｢親と子がともに学びあい、地域がかかわりあう環
　境づくり｣

５．本年度の計画効果
　【補正の計画】｢子育て応援フェスタ｣の追加企画として、｢移動動物園｣にかかる経費を委
　託料として増額補正を行う。
　〇実施日(予定):令和3年12月5日（日）〇場所:ハワイアロハホール　多目的広場
　【補正の効果】子どもの心の安らぎの場として「動物とのふれあい｣の機会を提供するこ
　とにより、親子の交流や親同士のコミュニケーションによる情報共有など、地域全体で子
　育てを行う環境を整えることできる。
　

６．財源の説明
　【国庫支出金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）】181千円
　【一般財源】1千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 182 182 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 182 182

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 181

補助金等の名称

03款 02項 01目 022200000事業 子育て応援フェスタ

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額



款 04 01 目

大
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
04款 01項 03目 011600000事業 飼い主のいない猫対策事業

補助基本額 400 補助率 50.0% 補助金額 200

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称 鳥取県猫不妊去勢手術助成事業費補助金

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
都道府県支出金 15020301412 猫不妊去勢手術助成事業費補助 200

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 400 400

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　【事業の効果】
　飼い主のいない猫の不妊去勢手術に係る費用に対し補助を行うことで、飼い主のいない猫
　の不必要な繁殖を抑制し、飼い主のいない猫による衛生環境被害を防止することができる
　。

６．財源の説明
　【県支出金】鳥取県猫不妊去勢手術助成事業費補助金　200千円
　【一般財源】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200千円

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次湯梨浜町総合計画】安全で住みやすいまちづくり

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　当初50頭分（500千円）の補助を計画していたが、現状に対応するため40頭分の追加補助
　を計画する。

　昨年度から引き続き町内各地域で飼い主のいない猫が多数生息しており、相談件数も急増
　している。
　不妊去勢手術費補助金について、今後手術を予定している案件30頭分及び追加見込10
　頭分の補正を行う。

２．根拠法令
　動物の愛護及び管理に関する法律
　湯梨浜町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　飼い主のいない猫の不必要な繁殖による鳴き声、糞尿等の被害を防止するため、不妊去勢
　手術を行った者に対し補助を行う。
　【事業の必要性】
　飼い主のいない猫の不必要な繁殖による鳴き声、糞尿等の被害を防止するために必要であ
　る。
　【補正の理由】

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 400 400
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 衛－保－その他 一般財源 200 24 224
経費区分 未設定 事業の種類 未設定 その他 226 226
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 地方債

900 500 400

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金 200 250 450

衛生費 項 保健衛生費 03 環境衛生費 所属 0101010400-0000 町民課

事業

0116 飼い主のいない猫対策事業 (簡略番号：041878) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 400 500

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
04款 01項 05目 023300000事業 健康づくり講演会事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 110

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 140 140

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 30 30 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 110 110 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　　住民の健康意識を高めることで、健康増進の基礎となる運動の促進と健康二次被害の抑
　制を図ることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】110千円（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）
　【一般財源】30千円

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】共に支えあう町民が主役のまちづくり（保健・医療・健康づくりの充
　実）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　　現行の健康づくり事業に関連のある筑波大学大学院教授を招致し、コロナ禍における運
　動習慣の重要性について啓発することで、運動に対する住民の意識高揚を図る。
　【事業の効果】

　■事業名称：健康づくり講演会
　■講演内容：コロナ禍における健康二次被害防止について（仮称）
　■開催日時：11月～12月（調整中）
　

２．根拠法令

３．用地の状況

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　　コロナ禍において表面化している健康二次被害等に関して、その防止・解消に向けた講
　演会を開催する。
　【補正の理由】
　　新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、有識者による講演会を開催することにより
　、外出制限によるストレスの増大や、運動不足によって顕著となっている健康二次被害の
　解消を図る。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 衛－保－その他 一般財源 30 30
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

140 140

財
源
内
訳

国庫支出金 110 110
県支出金

衛生費 項 保健衛生費 05 保健対策費 所属 0101014500-0000 健康推進課

事業

0233 健康づくり講演会事業 (簡略番号：042690) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 140

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 02目 030100000事業 新型コロナ対策認証事業所奨励事業

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 1,000 1,000

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 400

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

1,000 1,000
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】「にぎわいと活力あるまちづくり」（商工業の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　新型コロナウイルス感染症に対して利用者が安心して利用できる店舗として県が認証し公
　表される認証店を町内に増やすことで、その利用促進を図り、経済活動の回復に繋げる。
　【補正の効果】
　県の認証店制度を理解してガイドラインをもとに手順書を作成し、感染予防対策に自ら取
　り組む店舗が増えることで、これら店舗の来店者の増加に繋げることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　400千円
　【 一般財源 】　600千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　県から「新型コロナ安心対策認証店」の認証を受けた町内の店舗に、奨励金50,000円を支
　給する。
　【補正の必要性】
　町内の店舗が、県又は業界団体のガイドラインに沿ったレベルの高い感染予防対策を行う
　として県に「新型コロナ安心対策認証店」として認証されることを推奨し、認証された店
　舗の利用促進を図ることで、経済活動の回復に繋げるために必要である。
　【補正の内容】
　町内の80店舗が認証店となることを見込む。（9月28日時点の町内の認証店：61店舗）
　交付金　1,000,000円
　（必要額）－（予算額）＝4,000,000円－3,000,000円＝1,000,000円
　※（必要額）＝50,000円×80店舗＝4,000,000円

２．根拠法令
　鳥取県新型コロナ安心対策認証店審査要領
　湯梨浜町新型コロナ安心対策認証店奨励金交付要綱

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－その他 一般財源 600 600

県支出金
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

事業

0301 新型コロナ対策認証事業所奨励事業 (簡略番号：041611) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 1,000 3,000 4,000 2,150 1,850

財
源
内
訳

国庫支出金 400 3,000 3,400

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正

商工費 項 商工費 02 商工振興費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 02目 030500000事業 新型コロナウイルス雇用安定支援金事業

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 1,300 1,300

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 650

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

1,300 1,300
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（雇用・就業の促進と労働環境の充実
　）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　新型コロナウイルスによる人員削減で離職した人の再就職を進める。
　【補正の効果】
　新型コロナウイルスの影響で離職した人を雇用した町内事業者を支援することで、離職し
　た人の早期再就職を促進し、その生活の安定化を図るとともに、町内事業者の人材確保を
　進める効果が期待できる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　650千円
　【 一般財源 】　650千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルスの影響による事業縮小等に伴う人員削減により離職した人を3カ月雇
　用した町内事業者に対して、支援金を支給する。新型コロナウイルスの影響による事業縮
　小等に伴う人員削減を行った事業者としては、県制度「新型コロナウイルス雇用安定支援
　金」の要件を満たす事業者とする。
　【補正の必要性】
　新型コロナウイルスによる人員削減で離職した人の再就職を進めるために必要である。
　【補正の内容】
　正規雇用者1人につき150,000円、短時間労働者1人につき100,000円を支給する。
　交付金　1,300,000円
　（内訳）
　正規雇用者150,000円×2人＋短時間労働者100,000円×10人＝1,300,000円

２．根拠法令
　湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金交付要綱（制定予定）

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－その他 一般財源 650 650

650 650
県支出金

事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

商工費 項 商工費 02 商工振興費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0305 新型コロナウイルス雇用安定支援金事業 (簡略番号：042663) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 1,300 1,300 1,300

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 016100000事業 国民宿舎事業特別会計繰出金

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 4,785 4,785

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 4,785

12 委託料 27 繰出金 4,785 4,785
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　国の地方創生臨時交付金を活用した新型コロナウイルス感染リスクに配慮したワーキング
　スペース整備に係る経費を国民宿舎特別会計に繰り出す。
　【補正の効果】
　利用者ニーズに対応した施設環境整備により観光事業の推進を図る。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　4,785千円
　

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　ワーケーションによるリモートワーク及び水明荘利用者によるオンライン会議など、施設
　利用者のニーズに対応した環境整備を行う費用を一般会計から地方公営企業「国民宿舎水
　明荘」へ繰り出しする。
　【補正の必要性】
　コロナ禍においてリモートワークが推奨されるなか、ワーケーションによる湯梨浜町滞在
　期間中でのリモートワークを可能とするため、ワーキングスペースの新設が必要である。
　また、新設するワーキングスペースは、会議や地域住民によるミーティングなどにも利用
　することができ、幅広いニーズに対応した活用が可能となる。
　【補正の内容】
　ワーキングスペース新設工事
　　設計監理業務　407,000円
　　工事費　　　4,378,000円　　　　合計　4,785,000円

２．根拠法令

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源 1,950 1,950

4,785 3,307 8,092
県支出金

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0161 国民宿舎事業特別会計繰出金 (簡略番号：011455) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 4,785 5,257 10,042 2,769 7,274

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正



　　　　　（歳出予算事業概要書　補足資料）
【事業名】感染リスクに配慮したワーキングスペースの新設

【事業概要等】

【目　的】
　新しい旅のスタイル、ワーケーションまたWeb会議に対応するため、そして利用客のニーズに対応し、感染リスクに配慮した施設整備を行う。
【新設内容】
　2階客室（24畳）にグループワーケーションスペース（グループワーケーション最大16名対応）の新設、
　4階宿泊室（和室シャワー室付）5部屋、5階宿泊室（和室シャワー室付）5部屋の計10室にワーキングスペースを設置（机、椅子）。

【２階：客室】(24畳)最大１６名対応

グループワーケーションスペース

【４．５階：宿泊室】(和室10畳シャワー室付)

個人ワーケーションスペース（滞在型）

・４階 ５室

・５階 ５室 計１０室
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 021900000事業 観光産業復興事業

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 8,923 8,923

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 3,569

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

8,923 8,923
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　はわい温泉・東郷温泉旅館組合が実施する宿泊割引キャンペーンの還元費用を助成する。
　【補正の効果】
　コロナ禍における旅行需要を喚起し旅館等事業者を支援する。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　3,569千円
　【一般財源】5,354千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウィルス感染拡大の影響が長期化し、旅館の宿泊者数が大幅に減少している状
　況が継続しているなか、温泉旅館組合が感染拡大の状況を見据えながら旅行需要の回復を
　図るために宿泊割引キャンペーン（１人あたり3,000円割引）を実施する経費をさらに追
　加し観光需要の喚起を図る。
　【補正の必要性】
　新型コロナウィルス感染拡大の影響により大幅に減少している旅行需要を高め地域経済を
　活性化する。
　【補正の内容】
　予算必要額 19,422,420円－予算現額 10,500,000＝8,922,420円
　・予算必要額内訳　　
　　　執行済額　4,422,420円（4/3～29 第3弾キャンペーン実施）
　　　第４弾キャンペーン実施分　15,000,000円（5,000人×3,000円割引）

２．根拠法令

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源 5,354 5,354

3,569 10,500 14,069
県支出金

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0219 観光産業復興事業 (簡略番号：036670) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 8,923 10,500 19,423 5,500 13,923

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正



款 06 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
06款 01項 03目 023500000事業 レンタサイクル拠点整備事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 637

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 637 637

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 637千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　食店など、観光客が散策できるようレンタサイクルを整備する。また、県と連携してサイ
　クリングの拠点としての環境整備を推進する。
　【補正の効果】
　サイクリングにより、本町の豊かな自然や景色を感じながら町内観光施設や飲食店などを
　ゆっくり散策することができることから、本町での滞在時間が長くなり観光需要の回復及
　び地域経済の活性化を図ることができる。また、観光客によるＳＮＳ投稿などを通じて本
　町の魅力を情報発信することができる。

６．財源の説明

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　東郷湖周や町内にあるサイクリングルートでのサイクリングを楽しみながら観光施設や飲

　レンタサイクル拠点整備事業　　 636,402円
　　レンタサイクル購入費1,272,804円×1/2
　　※観光協会：県レンタサイクル拠点整備事業　申請予定（事業費×1/2）
　　　・電動アシスト自転車5台、スポーツタイプ自転車5台：整備予定
　

２．根拠法令
　鳥取県レンタサイクル拠点整備事業補助金交付要綱
　湯梨浜町レンタサイクル拠点整備事業補助金交付要綱（制定予定）

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　東郷湖周をはじめとする町内観光スポットの散策やワーケーション利用者の二次交通手
　段として活用できるよう、観光協会が整備するレンタサイクル購入費について補助する。
　【事業の必要性】
　県が推進する「サイクルツーリズム」を進めるとともに、自然豊かな東郷湖周などの観光
　資源を有効に活用し、観光需要の喚起を図るため必要である。
　【補正の内容】

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 637 637
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 地方債

637 637

財
源
内
訳

国庫支出金 637 637
県支出金

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0235 レンタサイクル拠点整備事業 (簡略番号：042667) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 637

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）



款 06 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 023600000事業 観光周遊促進支援事業

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 625 625

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 625

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金

625 625
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　はわい温泉及び東郷温泉、三朝温泉に宿泊する観光客が利用する中部主要観光地をコース
　とする観光周遊タクシー運行事業との連携により温泉地への誘客を図る。
　【補正の効果】
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により落ち込んだ温泉地の宿泊客の回復及びタクシー
　などの交通事業者への需要回復を図ることができる。中部圏域内の観光スポットを周遊す
　ることができ、観光需要の回復を図ることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　625千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナ感染拡大の影響を受ける中、鳥取県ハイヤータクシー協会中部支部が企画する
　中部主要観光地等を周遊する観光タクシー事業に参画することにより、はわい温泉・東郷
　温泉に観光客の誘客を図る。（湯梨浜町・三朝町の2町が参画し温泉地への誘客を図る）
　【事業の必要性】
　旅行形態が団体旅行から個人旅行へ変化しているなか、中部圏域内の主要観光地を周遊す
　る観光タクシーを運行する事業者に対し事業費の一部を負担することで、はわい温泉・東
　郷温泉に宿泊される個人旅行者に対する利便性及び観光商品の魅力向上につなげることが
　できる。
　【補正の内容】
　観光周遊促進支援事業費負担金　　 625,000円
　　中部観光周遊タクシー運行事業費 
　　　　2,500,000円×1/2＝1,250,000円（湯梨浜町・三朝町負担分）
　　　　関係自治体負担分 1,250,000円×1/2＝625,000円（湯梨浜町負担分）

２．根拠法令

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源

625 625
県支出金

事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 地方債

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0236 観光周遊促進支援事業 (簡略番号：042671) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 625 625 625

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正
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大
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小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 023700000事業 新型コロナウイルス克服講演会（地域活性化）

補助金等の名称
補助基本額 補助率 補助金額

15 原材料費 合　計 403 403

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 372

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 30 30 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 275 275 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 98 98 23 投資及び出資金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　アフターコロナにおける地域活性化についての講演会を開催することで、地域の新たな魅
　力を見出し、その魅力を活かしたまちづくりについて町民とともに考え意識の向上を図る
　。
　【補正の効果】
　地域資源を最大限活用した住民による協働のまちづくりにより、活力ある持続可能なまち
　づくりの推進を図ることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　372千円
　【 一般財源 】31千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により地域経済が落ち込むなか、アフターコロナにお
　ける地域活性化について、町民を対象に講演会を開催する。
　【補正の必要性】
　コロナ禍を契機とした地方回帰の動きが増すなか、有識者による講演会を開催し、地域資
　源を最大限活用し、住民協働で活力あるまちづくりを推進する。
　【事業の内容】
　　　地域活性化に関する講演会 373千円（講師謝金：275千円、旅費98千円）
　　　事務局消耗品費　30千円

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源 31 31

372 372
県支出金

事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

事業

0237 新型コロナウイルス克服講演会（地域活性化） (簡略番号：042683) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 403 403 403

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正



款 09 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称
補助基本額 400 補助率 50.0% 補助金額 200

15 合　計 400 400

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
14020101241 200
14020501407 200

12 27
13
14

09 24
10 229 229 25
11 26

06 21
07 22
08 23

04 19
05 20

03 18

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 16
02 17 171 171

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分補助事業 目的区分 一般財源

400 400
県支出金

事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

項 01 所属 0101012600-0000

事業

0232 (簡略番号：041997) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 400 400 400

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度
現年 6号補正 （単位：千円）
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大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称
補助基本額 150 補助率 50.0% 補助金額 75

15 合　計 150 150

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
14020101241 75
14020502407 75

27
13
14

10 150 150 25
11 26

07 22
08 23

04 19
05 20

03 18

補正要求 補正査定
01 16
02 17

節 補正要求 補正査定 節

06 21

09 24

12

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分補助事業 目的区分 一般財源

150 150
県支出金

事業期間 令 3.10.21～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

項 01 所属 0101012600-0000

事業

0145 (簡略番号：042007) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 150 150 150

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度
現年 6号補正 （単位：千円）
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称
補助基本額 △1,386 補助率 100.0% 補助金額

14020101241 △1,386

△1,386

14
15 合　計 △1,386 △1,386

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

11 26
12 △1,386 △1,386 27
13

08 23
09 24
10 25

20
06 21
07 22

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 16
02 17
03 18

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
補助単独区分 目的区分 一般財源 8,569 8,569

04 19
05

△1,386 5,709 4,323
県支出金

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 経常 地方債

項 03 所属 0101012600-0000

事業

0001 (簡略番号：023808) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 △1,386 14,278 12,892 5,544 7,349

財
源
内
訳

国庫支出金

歳出予算事業概要書令和 3年度
現年 6号補正 （単位：千円）
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
09款 04項 01目 026500000事業 新型コロナウイルス感染症対策事業(社会教育

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 1,240

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 3,103 3,103

12 委託料 2,706 2,706 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 397 397 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

５．本年度の計画効果
　　令和4年成人式出席者に対し、医療機関に出向くことなく簡易にできるPCR検査を実施す
　ることにより、安心して成人式に出席できることを支援する。併せて、町内における新型
　コロナウイルス感染拡大予防の一助とする。

６．財源の説明
　【交 付 金】1,240千円（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）
　【一般財源】1,863千円

　　　　　　　　　　（検査キット）1,500円××(R4出席者見込数)164個×1.1＝270,600円

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】志をもって共に学び明日を拓くひとづくり
　　　　　　　　　　（地域でつながり生涯にわたり学び続ける環境づくり）

　ことができる。
　【補正の内容】
　　通信運搬費　 　397千円（PCR検査キット送料、PCR検査検体送料）
　　　　　　　　　　【検査キット送料】
　　　　　　　　　　　1,100円×(R4出席者見込数)164通=180,400円
　　　　　　　　　　【検体送料】
　　　　　　　　　　　1,200円×(R4出席者見込数)164通×1.1=216,480円　　
　　委　託　料　 2,706千円（PCR検査委託料）　　
　　　　　　　　　　（検査単価）　13,500円×(R4出席者見込数)164人=2,435,400円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　　令和4年成人式対象者が安心して成人式に出席することができるよう、また、町内にお
　ける新型コロナウイルス感染拡大の予防を図る一助として、出席者全員にPCR検査を実施
　する。
　【補正の必要性】
　　自粛生活が続く中、医療機関に出向くことなく簡易な方法で実施できる検体採取方式で
　のPCR検査を実施することで、成人式での新型コロナウイルス感染拡大予防の一助とする

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

補助単独区分補助事業 目的区分 教－社会教育費 一般財源 1,863 303 2,166
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

6,149 9 6,141

財
源
内
訳

国庫支出金 1,240 2,743 3,983
県支出金

教育費 項 社会教育費 01 社会教育総務費 所属 0101012700-0000 生涯学習・人権推進課（生涯

事業

0265 新型コロナウイルス感染症対策事業(社会教育事 (簡略番号：041581) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 3,103 3,046

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）
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大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節
09款 04項 02目 026300000事業 泊分館建設事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額

補助金等の名称

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 3,312

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 9,664 9,664

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費 9,664

　【交 付 金】3,312千円（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金） 
　【一般財源】6,352千円

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】志をもって共に学び明日を拓くひとづくり

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　　備品購入　トレーニング機器  9,664千円

６．財源の説明

　【補正の内容】
　　有酸素運動や、筋力や体幹を鍛えるトレーニング用の機器を購入するための備品購入費
　の増額。

２．根拠法令
　社会教育法、湯梨浜町公民館の設置及び管理に関する条例

３．用地の状況
　町有地

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　　中央公民館泊分館の新築にあたり、トレーニングルーム等を活用して高齢者のフレイル
　対策や、年代やニーズに応じた事業を展開するため、トレーニング機器等を整備し、泊分
　館を拠点とした健康づくりを支援する。
　【補正の必要性】
　　中央公民館泊分館の新築開館後に運動教室等を実施するために、トレーニング機器等の
　整備が必要である。

9,664
03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

補助単独区分 目的区分 教－社会教育費 一般財源 6,352 9,989 16,341
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 9,243 9,243
事業期間 令 2. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債 366,800

395,696 1,437 394,260

財
源
内
訳

国庫支出金 3,312 3,312
県支出金

366,800

教育費 項 社会教育費 02 公民館費 所属 0101012800-0000 中央公民館

事業

0263 泊分館建設事業 (簡略番号：041262) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 9,664 386,032

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 6号補正 （単位：千円）


