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令和４年度当初予算・新型コロナウイルス感染症対策事業

（単位：千円）

国・県 地方債 その他 一財

災害備蓄品購入事業 危機管理課 6,000 6,000 0

災害備蓄倉庫整備事業 危機管理課 50,072 50,072 0

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 地域福祉課 9,505 9,505 0

新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康増進課 189,021 168,488 20,533 0

子育て世帯への臨時特別給付事業（所得超過分・離婚世帯分） 子育て応援課 27,250 27,250 0

保育所空調整備（更新）事業 子育て応援課 8,000 8,000 0

美しい村づくり資金（災害資金）利子補給事業 農林水産課 150 150

豊かな海づくり資金（災害資金）利子補給事業 農林水産課 1,000 1,000

地域活性化ふれあい商品券事業 商工観光課 19,600 19,600 0

中小企業雇用対策支援事業補助金 商工観光課 1,000 1,000

アフターコロナGoToAwajiCity事業補助金 商工観光課 1,000 1,000

観光施設トイレ洋式化事業 商工観光課 13,640 13,640 0

松帆アンカレイジパーク空調整備（更新）事業 商工観光課 12,698 12,698 0

震災記念公園物産館・レストラン棟空調整備（更新）事業 商工観光課 56,301 56,301 0

美湯松帆の郷屋外飲食スペース整備事業 商工観光課 15,400 15,400 0

小学校特別教室空調整備（新設）事業 教育総務課 100,924 100,924 0

中学校特別教室空調整備（新設）事業 教育総務課 89,680 89,680 0

小学校スクールバス事業（増便対策分） 教育総務課 126,915 126,915

中学校スクールバス事業（増便対策分） 教育総務課 10,044 10,044

コロナに負けるな給食応援事業補助金 学校教育課 2,100 2,100

第二温水プール空調整備（更新）事業 スポーツ推進課 4,500 4,500 0

東浦事務所西庁舎空調整備（更新）事業 管財課 11,728 11,728 0

756,528 480,959 0 133,360 142,209

【財源】国・県：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　300,816千円（交付限度額　327,903千円）

　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金　9,505千円

　　　　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金　131,987千円

　　　　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金　36,201千円

　　　　　　　　新型コロナウイルスワクチン予防接種被害救済補償補助金　300千円

　　　　　　　　子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金　2,000千円　、子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金　150千円

　　　　その他：地域振興基金繰入金　40,115千円　、　雇用保険料個人負担金　18千円

　　　　　　　　公共施設整備等基金繰入金　24,228千円　、　震災記念公園基金繰入金　1,079千円

　　　　　　　　夢と未来へのふるさと基金繰入金　67,920千円

事　　業　　名 所管課 予算額
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令和４年度 世界的観光立島事業概要

プロモーション ：（効果的発信）４，３２６千円

ゆるキャラキャンペーン事業
～イベント参加などにより認知度向上・情報発信～

くにうみ神話プロモーション事業
～歴史・文化を通した観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ及び地域連携事
業～

食 ：（淡路島ブランドの推進）
３，４００千円

観光イベント

明石港観光案内所事業 ～淡路市の魅力や情報を伝え、観光客へのおもてなし～

教育 ：（将来の人材育成）
８００千円

乾杯条例普及促進事業
～「御食国収穫祭」ラジオ関西まつりでの出展～

食のブランド淡路島推進協議会負担金
～食のブランド淡路島のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ～

観光立国教育・子ども観光大使事業
～将来を担う子ども達に淡路市の観光資源を学ん
でもらい発信していく～

食材の活用 人材育成・情報発信

インバウンド ：（外国誘客推進）１，９１４千円

外国人観光客受入整備

インバウンド向けコンテンツ構築事業
～2025年大阪・関西万博を見据えた、
市内周遊ｺｰｽのﾊﾟｯｹｰｼﾞ化等コンテンツ造成～

公衆無線ＬＡＮ普及事業
～公衆無線ＬＡＮ整備により外国人観光客の利便性向
上、更なる誘客促進を図るための基盤形成を構築～

神戸PRアンバサダー連携事業
～神戸市ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰによるSNS等での情報発信～

インバウンド推進事業（ Awaji Art
Circus）
～世界各国のアーティストによるパフォーマ
ンスを行い、観光客の誘致及び魅力を世界へ
発信～

SAKE selection2020負担金
～SAKE Selection2020おいて、地酒及び市の
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ～

観光メディア戦略事業
～メディアを活用した魅力発信～

「iineawaji」事業
～インスタグラムを活用しての観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ～

情報発信

明石海峡周辺地域タイアップ事業
～明石海峡大橋を中心とした広域連携事業～

電動レンタサイクル貸出事業
～観光客の観光ﾂｰﾙとしての電動レンタサイクルの
貸出業務～

その他世界的観光事業
～世界的観光事業を実施～

観光客受入整備

その他 ：（誘客推進）１，８８６千円
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令和4年度　世界的観光立島事業一覧 単位：円

くにうみ神話プロモーション事業
（出雲市・伊勢市へのプロモーショ
ン事業）

 国生み神話に関係する他市町のイベントにおいて、市のプロモーションを行う。また、本市
においても淡路島くにうみ神話祭を行い、関連市町や団体にプロモーションの場を提供する
とともに、観光シンポジウムを開催し、淡路市が国生み発祥の地であることを広くプロモー
ションする。

1,547,000

ゆるキャラキャンペーン事業
イベント等にゆるキャラを派遣し、市の観光プロモーションにより観光客の誘客を促進する。
ゆるキャラグッズ（吹き戻し、ビニール手提げ袋等）を作成し、イベント等において、市のプロ
モーションを行う。

497,000

明石港観光案内所事業
明石港の高速船待合所に観光案内所を設置することで、観光客に淡路島の魅力や情報を
伝えるとともに、海上交通や北部生活観光バスなどの交通手段の利用促進を図る。 1,292,000

観光メディア戦略事業

市観光関連施設においてサンテレビガールズによるイメージCMを撮影し、同放送を通して、
市の魅力発信を強化する。視聴エリアが近畿圏、中四国をカバーしており、近隣からの誘客
増加を図り、リピーターを増やす。
また、ラジオ等により情報発信を行う。

990,000

小　　　　　計 4,326,000

乾杯条例促進事業「御食国収穫
祭」（ラジオ関西まつり）

乾杯条例を普及促進するため、毎年10月に開催されるラジオ関西主催のイベントへゾーン
出展する。延べ55,000人の集客があり、ラジカンファンやハーバーランドを訪れた方が来場
する。ゾーン内に特設ステージを設け、ラジオパーソナリティー等によるお店の紹介や乾杯
条例に関連するイベントを実施し、市の魅力を発信する。

2,200,000

食のブランド淡路島推進協議会
食のブランド「淡路島」のｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟと消費拡大、地元産品の魅力づくりを進め、農水産業や
地域の振興を図る。 1,200,000

小　　　　　計 3,400,000

観光立国教育・子ども観光大使事
業

将来の観光を担う子どもたちのふるさと愛を育むため、学校及び関連機関と連携して観光教
育（観光・歴史・文化）を実施する。
講座を開設し、認定試験に合格した子どもたちを「子ども観光大使」に認定するとともに、過
去に子ども観光大使に認定された子どもたちのグレードアップを図る。
市内観光施設での観光講座を開催し、観光体験を情報発信できる人材の育成を図る。
観光、歴史、文化を学ぶパンフレットを作成する。

800,000

小　　　　　計 800,000

インバウンド向けコンテンツ構築事
業

2025年大阪・関西万博を見据えた取り組みとして、インバウンド向けモニターツアーを実施
し、市内周遊コースをパッケージ化・商品化し、インバウンドを取り扱う旅行会社や企画会社
へのプロモーションを行う。万博訪問客が本市に足を延ばしたいと思えるコンテンツ造成を
行い、交流人口の増加を図る。

1,000,000

公衆無線ＬＡＮ普及事業

近年のスマートフォンやタブレットの爆発的な普及により、高速で快適なインターネット環境
の需要が増加しているため、公衆無線ＬＡＮ整備により、外国人観光客の利便性向上、更な
る誘客促進を図る。
・H29導入により利用料等のみ

466,000

インバウンド推進事業（Awaji　Art
Circus）

世界各国からアーティストが集結し、約1か月間、複数箇所で様々なパフォーマンスを行い、
観光客の誘致につなげる。また、アーティストは、得意なパフォーマンスの披露に併せて、自
ら歴史や自然を堪能し、伝統文化を体験し、魅力を世界へ発信する。

250,000

神戸PRアンバサダー連携事業
包括連携をしている神戸市との連携事業の一つで、神戸PRアンバサダー（神戸市より観光
の情報発信を任命されている外国人）が、本市の観光施設を訪れ、国内外の外国人をター
ゲットとし、SNSで情報発信を行う。

98,000

SAKE　selection2020負担金
2020年にブリュッセル国際コンクール（世界最大級のワインコンクール）の日本酒部門とし
て、SAKE Selection2020が兵庫県で開催され、世界規模のイベントにおいて、地酒及び当市
のプロモーションを行う予定であったが、新型コロナ影響により、2022年に延期。

100,000

小　　　　　計 1,914,000

明石海峡周辺地域タイアップ事業
淡路島の大きな観光施設である「明石海峡大橋」を生かした観光客の誘致を図るため、同
橋の周辺自治体とタイアップして事業展開を図る。 588,000

電動レンタルサイクル貸出事業 電動自転車の貸出業務を行い、観光施設等への誘客を図る。 1,106,000

その他世界的観光事業 世界的観光イベント事業等（観光イルミネーション含む） 192,000

小　　　　　計 1,886,000

12,326,000

事業費

合          計

項　　目 事　　業　　名 内　　　　　　　　　　　容 内　　　　　　　　　訳

プロモーション

食

教育

インバウンド

その他
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令和４年度　少子化対策事業一覧表

区　　分
事業
区分

事　業　名 事　業　概　要

新婚世帯家賃補助事業 市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に月額１万円(上限)を最長３年間補助

・対象家賃月額　３万円以上　

・夫婦合計年齢　９０歳未満

・新婚世帯の前年の合計年間総収入額が６００万円以下、又は総所得金額が４２６万円以下

新婚世帯住宅取得助成事業 住宅を取得した新婚世帯に固定資産税相当額を最長３年間補助

Ⅰ ・夫婦合計年齢　９０歳未満

未来の親へ 定住促進・市有宅地販売事業 市有宅地を販売促進

夫婦で検査を受けた方を対象とし、保険適応外の検査費用を助成する。

（夫婦合算の所得額が４００万円未満であること等条件あり。）

不育症治療にかかる助成事業 不育症治療・検査に対する費用を助成（夫婦合算の所得額が400万円未満であること等条件項目あり）

母子健康手帳の交付 妊娠・出産・育児に関する母子の健康状態を記録するため、妊婦に手帳を交付

妊婦相談 母子健康手帳交付時に保健師や助産師が個別で面談を行い、健康状態の把握と共に妊娠・出産・育

児に関する相談に応じる。

妊婦健康診査費補助事業 妊婦健診助成券の交付（１８枚、計９８，０００円分）

妊婦健康診査等交通費助成金
淡路島外の医療機関等で妊婦健康診査を受け、出産をする方を対象に通院にかかる費用の一部を助成
（１，８２０円／回、妊婦健診１４回と出産時の１回の合計１５回を上限）

妊産婦の歯科健康診査費用を無料化（２回分の受診券を交付。１回目は出産の日まで、

２回目は出産後１年を経過する日まで）

成人等風しん予防接種費用助成 過去に風しんにかかったり予防接種を受けたことがない①②③いずれかの方　　①妊娠を予定して

いる女性または希望する女性　　②妊婦の同居家族　　５，０００円の助成（１回限り）

③平成２年４月1日以前生まれで、ワクチン接種時に５０歳未満の男性

子ども・子育て利用者支援事業 利用者支援専門員や保健師等が妊娠・出産期から子育て期にわたる総合的相談や助言

（子育て世代包括支援センター） 及び子育て支援の情報提供等を行うと共に関係機関との連絡調整等を実施。

産後ケア事業 産後の健康管理・生活についての助言、授乳のためのケア、育児手技の指導や相談等を行う。

・対象者　産後１年くらいまでの母子で、面談等を行い、利用が必要と認められる方

産前・産後サポート事業（元気っ子カフェ） 妊婦から産後１年までの母子の育児・生活等についての相談を行う。

妊産婦の交流や情報交換の場を提供

病後児保育事業 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務状況等の都合で家庭での保育を行うこ

とが困難な児童を看護師等が専用スペースで一時預かり保育を行う。

・対象者　生後６か月から小学６年生までの児童

・認定こども園（私立：夢舞台）で実施

赤ちゃん未来の宝物事業助成金（出産祝い金） 第２子以降の子を出産した世帯を対象に出産祝い金を支給

・第２子　　　　　５万円

・第３子　　　　１０万円

・第４子　　　　１０万円／年×５年（最大　５０万円）

・第５子以降　　２０万円／年×５年（最大１００万円）

・多胎加算　１０万円

子育て情報の掲載 各種情報を市ホームページやすくすくアプリあわじっ子に掲載し、子育てハンドブックを作成

地域子育て支援拠点事業（子育て学習センター） 子育ての学習・相談・情報提供・遊びの広場を実施（５か所）

子どもの発達と育児支援相談・あそびの教室 成長発達や環境面に課題を持つ子どもたちが対象　専門相談・遊びを通じ、発達を促す。

新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業 生後４か月までには全ての乳児がいる家庭を訪問し、保健指導・助言、情報提供等を行う。

乳幼児育児相談事業・離乳食教室 保健師・歯科衛生士・栄養士による育児相談を行う。

乳幼児健診（４か月・１歳６か月・３歳） 成長発達の確認・育児支援を行う。

２歳児・２歳６か月児歯科健診 歯科健診・フッ素塗布（無料）の実施・ブラッシング指導

フッ化物洗口事業 市内保育所・こども園に通う年長児を対象に、虫歯予防を目的として週１回園でフッ素溶液での

うがいを行う。

養育支援訪問事業 乳幼児の養育にかかる支援を必要とする家庭に対し、子育て支援員や保育士等が継続的に訪問し、

育児に関する助言・相談を行う。

児童手当 ・３歳未満　　　　　　　　一律１万５千円

・３歳以上小学校修了前　　第１子・第２子：１万円　第３子以降：１万５千円

・中学生　　　　　　　　　一律１万円

・特例給付　　　　　　　　一律５千円

児童扶養手当 父又は母と生計を同じくしていない家庭で、１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間に

ある児童または２０歳未満で一定以上の障害がある児童を養育する方を対象に支給

保育所運営事業 公立７か所・私立２か所で実施

認定こども園運営事業 公立３か所・私立２か所で実施

延長保育事業 ４保育所（公立３か所・私立１か所）・５認定こども園（公立３か所・私立２か所）で実施

一時預り事業 急用や病気介護等一時的に保育所を利用する児童を対象に実施

・１保育所（私立：志筑）で実施

・４認定こども園（公立２か所（北淡・一宮）・私立２か所（恵泉・夢舞台））で実施

保育料の軽減 （市）兄姉が小学校にいる園児は２割軽減（条件あり）

Ⅲ （県）３歳未満児の保育料の一部を助成(所得制限あり）　

保育の充実 特色ある保育（あそぼう事業） 子どもたちの創造性を育む。

・えいごであそぼう事業　北淡・一宮・生穂認定こども園、塩田・中田・大町・浦・仮屋保育所

・きたえてあそぼう事業　北淡・一宮・生穂認定こども園

放課後児童健全育成事業 保護者が仕事などで、昼間家庭にいない児童を対象に実施

・対象者：市内の小学校に就学している児童

学童保育利用料軽減事業 小学１～３年生で児童扶養手当受給資格対象児童・就学援助認定対象世帯・２人以上

同時利用児童世帯の学童保育料の半額を補助

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 地域ネットワークの調整機関として、子どもや家庭の状況等の把握、家庭等への訪問、

情報収集を行い、市家庭児童相談室の専門職と連携しながら児童虐待の発生予防、早期

発見に努める。

元気な淡路っ子応援事業 子どもたちのよりどころとなる空間づくりを応援するため、新たに子ども食堂を開設又は運営

する団体に対し、事業の立ち上げ又は運営に必要な経費を助成

・開設費用から兵庫県補助金額を差し引いた額を助成（上限１０万円）

・子ども食堂の運営に必要な経費を助成（上限4.8万円）

予防接種事業 定期予防接種を行う。

任意予防接種助成事業 任意予防接種費用の一部を助成（１回　2,000円）

・おたふく：１回　対象は１～３歳未満

三種混合予防接種費助成事業 就学前児童（５歳児）の三種混合予防接種費用の一部を助成（１回　2,000円）

未熟児養育医療費助成事業 未熟児に係る医療費を無料化

乳幼児等医療費助成事業 ０歳児～小学３年生の通院・入院に係る医療費を無料化

乳幼児等医療費助成事業（所得超過者世帯対象） １歳児～小学３年生の通院・入院に係る医療費の一部を助成

新規 高校生医療費助成事業 高校生の入院に係る医療費の無料化

こども医療費助成事業 小学４～中学３年生の通院・入院に係る医療費を無料化

児童虐待防止事業 県こども家庭センターと市家庭児童相談室が連携し、児童虐待防止に努める。

通学時の安全対策事業 不審者情報メール配信、防犯ブザーの給付、自転車通学に係るヘルメット購入助成、

警備員の配置や通学路カラー舗装等を実施

放課後子ども教室事業 地域公民館等を拠点に７教室を設置し、学び・生活体験・交流の場を提供

環境体験事業 小学３年生対象に、自然とのふれあい自然に対する感性や命を尊ぶ心を育成

自然学校事業 小学５年生を対象に人とのふれあいや自然体験を通じ共に生きる心を育成

芸術体験事業 中学１年生対象に本物のオーケストラ公演を鑑賞し情操や感性を身に付ける。

特定奨学等基金給付事業 高等学校等に通学している生徒の保護者（市民税非課税）を対象に通学助成事業（上限５万円／年）

高校１年生の保護者（市民税非課税）を対象に特定奨学金の支給（１０万円）

新規 高校生通学助成事業 淡路市生活観光バス（あわ神あわ姫バス）等を利用して市内の高校へ通学する高校生の乗車料金を

助成（上限３４千円／年）

大学生等学生居住助成金 市内の大学等に在籍し、市内で居住し、生活する学生を対象に助成（上限５千円／月）

パールブリッジ・リターン通学者助成事業 高校卒業後、島外への大学など通学者を対象に助成（上限５万円／年）

新規 不妊治療ペア検査助成事業

Ⅶ
健やかに
育つために

Ⅴ
子どもを守る
基盤づくり

Ⅵ
環境の充実

Ⅳ
地域の支援

Ⅱ
子育て支援

妊産婦歯科健康診査事業
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出会い 結婚 妊産婦
出産

(０歳)
１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

小学
１年生

小学
２年生

小学
３年生

小学
４年生

小学
５年生

小学
６年生

中学
１年生

中学
２年生

中学
３年生

高校
１年生

高校
２年生

高校
３年生

大学生

入院に係る医療費　無料化

通院・入院に係る医療費　無料化

各ワクチンの対象年齢による

通院・入院に係る医療費　無料化
入院：定率1割負担、限度額 月3,200円・通院：一医療機関あたり1日800円を限度に月2回まで

月額 一律 10,000円

月額　一律　5,000円

生後６ヶ月から小学６年生まで

月額 一律 15,000円

月額　第１子・第２子　10,000円　、　第３子以降　15,000円
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　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
　　　その他社会保障施策に要する経費について

【歳入】

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

９８５，０００千円（Ｒ４当初予算計上額）×１２／２２ ５３７，３００千円

【歳出】

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（一般財源） ２，０２９，３８５千円

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国　庫
支出金

県支出金 地方債 その他
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

障害者自立支援給付事業 907,156 453,577 226,788 60,000 166,791

高齢期移行医療費助成事
業

4,400 2,200 2,200 0 0

重度障害者医療助成事業 61,000 30,500 8,100 22,400

高齢重度障害者医療助成
事業

73,000 27,250 18,600 7,200 19,950

乳幼児等医療助成事業 99,000 23,500 47,900 27,600 0 0

こども医療費助成事業 53,500 8,833 44,667 0 0

母子家庭等医療助成事業 8,600 5,733 800 2,067

小　計 1,206,656 453,577 324,804 47,900 93,067 76,100 211,208

国保特別会計事業勘定繰
出金(除く事務費繰出金)

418,570 57,500 182,500 47,300 131,270

後期高齢者医療特別会計繰
出金（除く事務費繰出金）

211,943 158,957 14,000 38,986

兵庫県広域連合分賦金
（除く事務費分）

770,360 100,000 177,400 492,960

介護特別会計保険事業勘定繰
出金(除く事務費繰出金)

735,396 39,498 19,749 179,000 497,149

小　計 2,136,269 96,998 361,206 0 100,000 417,700 1,160,365

予防事業（各種予防接
種）

113,021 3,546 105 29,000 80,370

健康増進事業（まちぐる
み健診等）

69,503 451 1,776 12,634 14,500 40,142

小　計 182,524 3,997 1,881 0 12,634 43,500 120,512

3,525,449 554,572 687,891 47,900 205,701 537,300 1,492,085

※この資料は平成26年1月24日付け総税都第2号総務省自治税務局都道府県税課長通知『引き上げ

　分に係る地方消費税収の使途の明確化について』に基づき作成したものです。

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合　    計

総務部財政課当初予算参考資料

事　業　名 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源
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