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Ｐ ～

【事業概要】

・行政視察（管内・・・淡路市内、管外・・・淡路市外）の実施
・各県市町議会の行政視察の受入れ
・各定例会の内容を記載した『市議会だより　こんにちは議会です』の発行
・年2回開催している『議会報告会』
・平成27年11月から開催している市民との『意見交換会』
・各会議（議会及び委員会等）の会議録の作成及び公開
・政務活動費による各議員の調査・研究、使途公開
・議長による各議会議長会（全国市議会議長会等）及び他団体の会議の出席

事業実施箇所： 淡路市内及び他団体（調査研究のため、他団体議会への行政視察）
事業概要等

事業実施年度：平成17年度　～

決算の状況（主なもの）
議員報酬（人件費） 千円
議員期末手当 千円
議員共済負担金 千円
旅費 千円
筆耕翻訳料（会議録） 千円
議会だより作成委託料 千円
映像配信システム関係 千円
(本会議場システム保守料　594千円含む）
政務活動費 千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
地方自治法等

【財源内訳】

事業目的

2,189
1,851
1,409

652

決算の状況

決算額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

172,805

その他 一般財源

179,651 179,651

決算書 58 61

継続 所属課 議事課

所属部 議会事務局新規

1 議会費

総合計画 ―

1 議会費

事務事業名 議会運営事業

予算科目 款 1 議会費 項

―

目

172,805180,885194,245197,098

・年4回開催している議会（議案について、委員会等で審議し、本会議で議決している。）

年度 H30

179,651決算額

H29H28H27H26

172,805

　地方自治における二元代表制の下、合議制議事機関である淡路市議会の果たすべ
き役割を明らかにし、議会機能の強化を推進することで、市民の負託に応え、市民福
祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

○市民福祉の向上及び市政の発展を目的に淡路市議会の円滑な運営のための主な
事業

929
29,114
31,390
76,987
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【事業概要】
・各種団体の懇親会への参加費や各種役員等への慶弔費の支出といった
　市長交際費
・市長・副市長の秘書業務を円滑に行うため、秘書業務の一部を民間委託

事業実施箇所：

事業実施年度：平成17年度　～　

決算の状況
旅費 千円  
交際費 千円
需用費 千円
役務費 千円

事業概要等 委託料 千円 （秘書業務）
使用料及び賃借料 千円 （車両リース料）
備品購入費 千円
負担金 千円

千円

【事業実績の推移】
（千円）

・交際費の支出により、市民との交流が図れ、市行政の円滑な推進に寄与
　している。
・専門的な秘書業務を民間委託することにより、正規職員を採用するよりコ
　ストが低くなり、人件費抑制につながっている。

263
1,339
1,738

1 一般管理費目

事務事業名 秘書事業
新規

予算科目 款 2 総務費 項 1 総務管理費

決算書 60 63

継続 所属課 秘書広報課

所属部 企画情報部

１章総合計画 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

9,157

8,849 8,849

8,849
1,654
139

年度

9,157

事業目的
　市行政の推進を円滑に進めるため、各種団体への積極的な参加等により、市民との
交流・コミュニケーションを図る。また、多忙な市長・副市長の行動を円滑にするととも
に、人件費の抑制を図る。

2,590
183

943

決算額

H26

8,8499,15710,7508,2627,949

H30H29H28H27
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【事業概要】
　・広報「淡路」として毎月５日、19,200部発行
　・町内会を通じて全戸配布するとともに、各公共施設にも配布する。行政の有する
　　情報、地域の課題・話題などを市民に提供する。

事業実施箇所：市内全世帯

事業実施年度：平成１７年度　～

決算額の状況
報償 千円 （まちかどリポーター報償費）
旅費 千円
需用費 千円 （広報淡路印刷製本費等）

事業概要等 役務費 千円 （歴史的写真データ化手数料）
委託料 千円 （ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ研修業務委託料等）
備品購入費 千円 （デジタル一眼カメラ、バックボード購入）
負担金 千円 （広報紙研修、日本広報協会負担金等）

千円
【事業実績の推移】

（千円）

・H21年度に平均ページ数を24ページから20ページに削減したが、本市はケーブル
　テレビを有しないことから、積極的な行政情報の公開・発信に向け、平成23年度
　から平均ページ数を24ページに拡充するなどし、住民サービスに努めている。

【財源内訳】
その他：広報広告掲載料 千円
　　　　（うち自衛官採用試験案内記事掲載料 千円 ）

決算書 62 65

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ２節 協働によるまちづくりの推進

事務事業名 文書広報事業
新規 所属部 企画情報部

継続 所属課 秘書広報課

目 2 文書広報費款 2 総務費 項 1予算科目

6,202

総務管理費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

1,531 4,671

ホームページ作成方法について、職員を対象に研修を実施する。

6,991 1,427 5,564

事業目的
　市民と行政が情報共有し、地域の課題解消や魅力向上などを図るとともに、市民が市
政に参加しやすい環境づくりを行うため、広報紙発行を始めとした広報公聴活動を行
う。

　・フェイスブック等を使って、委嘱した『まちかどリポーター』が地域の魅力を
情報発信する。

　・高齢者や障害者を含め、誰もがホームページの情報を支障なく利用できるように

H27

（ウェブアクセシビリティ研修業務委託）

533
20

5,034
93
249
236
37

6,202

年度 H26

決算額 5,892 6,342 11,724 6,991

1,531
11

H28 H29 H30

6,202

－3－
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【事業概要】
・ｱﾒﾘｶ・ｾﾝﾄﾒﾘｰｽ市青少年海外相互派遣事業（7/23～31　12名を派遣）
・中国浙江省義烏市へ友好使節団等を派遣

（11/15～17　4名派遣、11/11～12　6名来日）
・ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾊﾟﾗﾅｸﾞｱ市他へ友好親善使節団を派遣（7/14～24　4名派遣）
・NPO法人淡路市国際交流協会へ国際交流事業を業務委託

事業実施箇所：パラナグア市・セントメリース市・義烏市

事業実施年度：平成１７年度　～

決算の状況
事業概要等 報酬 千円 （国際交流審議会委員）

賃金 千円 （国際交流員）
報償費 千円 （訪問団等への記念品代）
旅費 千円 （友好親善使節団等派遣旅費）
需用費 千円 （証書ファイル・名刺カード代等）
役務費 千円 （日本語ガイド・査証代行代等）
委託料 千円 （国際交流事業委託）
使用料・賃借料 千円 （バス借上代等）
負担金・補助金 千円 （青少年海外派遣、視察団派遣事業補助金）

千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
・淡路市国際交流審議会条例 
・淡路市海外派遣事業補助金交付要綱

決算書 74 77

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ３節 交流の促進

事務事業名 国際交流推進事業
新規 所属部 企画情報部

継続 所属課 秘書広報課

総務管理費 目 13 国際交流推進費款 2 総務費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

13,067

13,794 13,794

2,143

13,067

事業目的

　市民の国際交流、国際親善についての理解と関心を高め、市民の草の根レベルの
幅広い国際交流活動を推進することにより、諸外国との相互理解と一層の友好親善を
図る。さらに、おもてなしの心と広い視野を持った人材を育成するとともに、世界に開か
れた地域社会をつくるため、「世界的観光立島・淡路市」としての魅力をアピールした新
しい交流の展開を図る。

86
5,471
60

99
188
2,864
608
2,275
13,794

年度 H26 H27 H28 H30

決算額 12,132 14,610 19,557 13,067 13,794

H29

－4－
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1　いつかきっと帰りたくなる街づくり事業
【事業概要】

●いつかきっと帰りたくなる街づくり事業
いつかきっと帰りたくなる街づくりの推進、市民一体感の醸成を図るため
フォーラム等を開催する。
実施年度 平成24年度～
決算の状況 43千円
報償費 28千円
需用費 15千円

講演会　（内容）「私を育てたふるさと」

講師：長野恵利子・福知山成美女子野球部監督

兵庫ディオーネ選手によるディスカッション、野球教室

講演会　（内容）淡路島の魅力発信・和歌のまち

事業概要等 講師：影山尚之・武庫川女子大学教授　他

講演会　（内容）地方創生の展望

講師：牧慎太郎・総務省地域アドバイザー

講演会　（内容）故郷の未来のために今できること

講師：かみじょうたけし・松竹芸能㈱所属

講演会　（内容）「いつかきっと帰りたくなる街づくり

　　～エンターテイメントの現場から～」

講師：近藤久晴・ニッポン放送

講演会　（内容）「いつかきっと帰りたくなる街づくり

　生活習慣病と消化器疾患」

講師：柏木亮一・はりま病院院長

●地域まちづくり協議会補助金
市民が自ら積極的に市政に参画し、魅力あるまちづくりに取り組むことを目的
として、各地域まちづくり協議会が行う地域活性化活動に対し助成する。
決算の状況
補助金 4,608千円
財源　：　地域振興基金繰入金
根拠法令等　 淡路市魅力あるまちづくり推進事業補助金交付要綱

H28 260 322千円

H29 240 161千円

H30 80 43千円

年度 事　業　内　容 参加人数 事業費

H27 200 332千円

事業目的

　第２次淡路総合計画において将来像として掲げる「いつかきっと帰りたくなる街づく
り」の実現に向け、施策の総合的な企画及び調整を図る。
　また、人口減少、地域活性化などの地域課題の解決、更なる地域創生を目指し、移
住定住の促進及び地域振興を図る。

予算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

111,662 9,950 254 7,685 93,773

117,511 9,943 869 11,492 95,207

決算書 66 71

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち １節 定住拠点の整備

総務管理費 目 6 企画費款 2 総務費 項 1

事務事業名 企画費
新規 所属部 企画情報部

継続 所属課 まちづくり政策課

－5－



2　各種審議会
【事業概要】

●いじめ問題検証委員会
いじめ問題に係る重大事態発生への対処又は当該重大事態と同種の事態の
発生の防止のため、市長の諮問について、調査検討する。
実施年度 平成27年度～
決算の状況 0千円 （重大事態の発生なし）

●教育特区学校設置審議会
構造改革特別区域法の規定により、地域特性を生かした教育として株式会社
が設置した学校について、調査審議する。
実施年度 平成24年度～
決算の状況
報償費　 48千円

3　市町交流事業
【事業概要】

●兵庫５カ国交流会議
構成団体間の災害時相互支援体制の構築、スポーツ振興による交流、地域
産物の販売促進を実施する。
　構成団体　：淡路市、猪名川町、播磨町、丹波篠山市、香美町
実施年度 平成17年度～
負担金 50千円

●神戸隣接市・町長懇話会
構成団体間の情報共有、国県への要望等、広域連携の強みを生かした活動

事業概要等 を実施する。
　構成団体　：淡路市、神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、三田市、三木市

稲美町、明石市
実施年度 平成17年度～
決算の状況
負担金 100千円

4　移住・定住促進事業
【事業概要】

●あわじ暮らし推進事業
市内と東京事務所の２つを拠点とする移住定住のサポート窓口を設置し、移住
から定住まで一貫したサポート体制の充実を図る。
実施年度 平成28年度～
決算の状況
委託料 4,475千円
（内容） 窓口相談、出張相談、移住ガイドツアー、交流イベント

空き家情報の収集、移住促進支援サイト管理運営　等

●短期移住体験施設整備事業 1,034千円
移住定住施策の新たな戦術として、市営住宅仁井サンハイツを短期移住体験
施設として整備し、移住希望者の地域交流や阪神地区への通勤体験を通して
移住定住を促進する。
需用費 81千円
委託費 362千円
使用料 177千円
備品購入費 414千円

－6－



●古民家再生促進支援事業補助金 0千円
活力ある地域づくりを図るため、空き家となっている古民家を地域資源として
再生する者に対し、改修費の一部を助成する。
実施年度 平成26年度～
補助率等　：　対象経費の1/3　上限330万円
財源　：　（国費）社会資本整備総合交付金　1,665千円　補助率1/2
根拠法令等 淡路市古民家再生促進支援事業補助金交付要綱

●移住促進空き家改修支援事業補助金 3,000千円 （3件）
移住の促進並びに空き家の活用及び解消を促進することを目的に、改修費の
一部を助成するとともに、引っ越し、家財撤去等に必要な経費を助成する。
実施年度 平成26年度～
補助率等　：　改修費　対象経費の1/3　上限100万円
　　　　　　　　 改修費以外　対象経費の1/3　上限100万円
財源　：　（県費）あわじ暮らし空き屋活用支援補助金（改修費以外）
　　　　　　上限500千円　補助率1/2
根拠法令等 淡路市移住促進空き家改修支援事業実施要綱

●定住化促進奨励金 12,288千円
パールブリッジ・リターン通学者助成 9,372千円
島外大学等への通学に係る交通費の３分の１を助成する（上限50千円）。

暮らしてスマイル定住者助成 626千円
移住者の新築住宅取得に対し、固定資産税軽減措置後に相当分を
助成する。 ※制度終了により、新規受付はＨ29まで。

大学等学生居住助成 2,290千円
市外から転入する学生に対し、家賃の一部を助成する（月額5千円）。

事業概要等 実施年度 パールブリッジ・リターン通学者助成 平成20年度～
（制度改正 平成28年度～）

暮らしてスマイル定住者助成 平成20年度～
（制度改正 平成29年度～）

大学等学生居住助成 平成25年度～
（制度改正 平成28年度～）

（千円）

（件数）

暮らしてスマイル定住者助成

大学等学生居住助成

根拠法令等 淡路市パールブリッジ・リターン通学者助成金交付要綱
淡路市暮らしてスマイル定住者助成金交付要綱
淡路市大学等学生居住助成金交付要綱

5　地域創生関連事業
【事業概要】

●淡路市まち・ひと・しごと地域創生本部会及び専門部会
人口減少、少子高齢化、地域活性化等の地域課題の解決に向け、幅広い
分野の様々な視点から、効果検証を行い総合戦略を策定、実施する。
決算の状況
報償費 166千円

51 55 24 64 73

パールブリッジリターン通学者助成 151 181 191 224 215
17 22 22 17 13

9,962 12,236 12,288

区　　分 H26 H27 H28 H29 H30

事業費 6,349 7,439
区分 H26 H27 H28 H29 H30
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●島の遠隔連携サミット
本市や島として成り立つ地域が、共通の課題について調査研究し、持続可能
な新たなまちづくりのモデルの構築を目指す。
決算の状況
委託料 500千円 （フォーラム、調査研究等）
構成団体　：　淡路市、奥尻町、佐渡市等

●モダニズム＆ネイチャー合同プロモーション事業（４市連携魅力発信事業）
地域再生計画に基づき、２市１島（淡路市、神戸市、芦屋市、洲本市）が連携し
自然環境、歴史文化、都市文化の対比と融合を移住定住策へ結び付ける。
（広域的なプロモーション事業の実施）
決算の状況
負担金 19,886千円
財源　：　（国費）地方創生推進交付金　9,943千円　補助率1/2

6　その他の事業
●一般コミュニティ助成事業補助金
○一般コミュニティ助成事業

対象：木曽上町内会　内容：布団だんじり修繕 　 2,500千円
補助金 2,500千円
財源　：　一般コミュニティ助成事業交付金　2,500千円　補助率10/10

事業概要等 ●あわじ環境未来島構想推進事業補助金 1,884千円
構想の推進に向け、住民組織・ＮＰＯ・行政等が協同して行う先駆的
な取組を支援する。

●土地管理事業
県及び土地開発公社用地管理事業
江崎汐鳴山、石の寝屋、浅野神田、多賀用地の管理

決算の状況 1,274千円
消耗品費 337千円
委託料 937千円
財源　：　県特定用地管理費委託金（石の寝屋） 　254千円

土地開発公社用地等管理委託料　　1,051千円
　　　　　　　　　　　（浅野神田、江崎汐鳴山他）

津名の郷管理事業
　津名の郷用地について、換地計画に基づき分筆登記及び所有権移転登記を
　実施したことから、自然創生区域及びため池等について適正な管理を行う。
決算の状況
委託料 1,500千円
財源　：　地域開発協力基金繰入金　1,500千円

●各種負担金
淡路島市長会、淡路広域行政事務組合、淡路島くにうみ協会　等

【その他の主な財源】
地域振興基金繰入金 4,608千円
定住自立圏洲本市負担金 19,427千円
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【事業概要】
① 地域おこし協力隊推進事業
淡路市地域おこし協力隊として委嘱している９名により、次の地域活性化策等を
実施した。
首都圏からの交流人口拡大を目指したＰＲ及びイベント企画
移住定住の促進に関する活動
ものづくりの推進
花と緑のまちづくりの推進
スポーツ振興の推進
セラピーアイランド淡路の推進
あわじ環境未来島構想の推進
香りのまち、淡路市の推進

事業実施箇所：淡路市内全域で地域協力活動に従事

事業概要等 事業実施年度：平成24年度　～

主な決算の状況
報償費 千円
需用費 千円
役務費 千円
委託料 千円
使用料及び賃借料 千円
負担金補助及び交付金 千円 （定住促進等地域活性化助成）

【事業実績の推移】
（千円）

決算書 66 71

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち １節 定住拠点の整備

事務事業名 地域力創造事業
新規 所属部 企画情報部

継続 所属課 まちづくり政策課

総務管理費 目 6 企画費款 2 総務費 項 1

予算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

27,883

37,455 37,455

693

27,883

事業目的
　都市部からの住民等を受入れ、地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に
従事することで、地方への人の流れの創出を目指す。

20,320
1,090
864

3,160
6,812

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 26,181 7,289 15,898 23,671 32,939
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②地域おこし企業人推進事業
・「淡路市地域おこし企業人」として民間企業より1名の派遣を受け入れ、
 地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事した。

観光施策の推進
民間的発想による新たな観光促進プラグラムの推進

事業実施箇所：淡路市内

事業実施年度：平成29年度　～

主な決算の状況
旅費 千円
需用費 千円
委託料 千円
負担金補助及び交付金 千円 （派遣元企業負担金）

事業概要等
【事業実績の推移】

（千円）

【根拠法令等】
地域おこし協力隊推進要綱（総務省）
地域おこし企業人交流プログラム推進要綱（総務省）
淡路市地域おこし協力隊推進事業実施要綱
淡路市地域おこし協力隊起業助成金交付要綱
淡路市行政実務研修実施要綱

【財源内訳】
特別交付税措置（１人につき4,000千円上限）

171

4,000

年度 H26 H27 H28

45
300

H29 H30

決算額 ― ― ― 4,212 4,516
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1　活力ある地域づくり支援事業 ※印記載は他部局所管事業
【事業概要】

●ふるさと宅配便事業 97,260千円
賃金 4,068千円
報償費 67,585千円
旅費 415千円
需用費 3,539千円
役務費 19,248千円
委託料 2,237千円
使用料 168千円

●ふるさと納税PR事業 2,356千円
役務費（広告料） 2,356千円

●活力ある地域づくり支援事業補助金 35,776千円
●ふるさと同窓会支援事業補助金 1,380千円
●第２子保育料無料化事業 26,357千円 ※

事業概要等 ●伝統文化財等保存支援事業補助金 18,456千円
町内会等　交付決定３９件

2　環境保全支援事業
【事業概要】

●ふるさと景観整備事業 148千円
需用費 148千円

●防犯灯整備事業 2,800千円 ※
●自主防災組織拠点整備事業 5,199千円 ※
●野田尾佐野縦貫線道路照明整備等事業 3,750千円 ※

3教育の推進充実
【事業概要】

●図書館図書購入事業 800千円 ※
●小中学校教材備品整備事業 400千円 ※
●魅力ある学生生活支援事業補助金 2,077千円

関西ﾘﾊﾋﾞﾘ専門学校、看護大学に対する補助

所属課 まちづくり政策課

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進

款 2 総務費 総務管理費 目 17項 1

決算書 78 79

予算科目

180,122 180,122

157,484

ふるさとづくり推進費

事務事業名 ふるさとづくり推進事業
新規 所属部 企画情報部

継続

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

事業目的
　ふるさと淡路市を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄
附金を財源として事業を行うことにより、いつまでも元気で活気あるまちづくりに資するこ
とを目的とする。

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

157,484
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4　観光の振興
【事業概要】

●国生み研究プロジェクト 3,630千円 ※
●淡路市夏まつり補助事業 7,000千円 ※
●地域活性化振興事業 1,000千円 ※

つな夏祭り支援
●ステーション端末設置事業 2,513千円 ※
●花トイレ改修事業 2,276千円 ※

5その他
●ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合会 30千円

【事業実績の推移】 （千円）

決算額

決算額

年度別　　寄付件数・寄付金額 単位 ： 件、円
事業概要等

【根拠法令等】
淡路市夢と未来へのふるさと寄附金条例

【財源内訳】
その他：夢と未来へのふるさと基金繰入金

143,856 202,993 233,828 180,122 157,484

年度 H21 H22 H23 H24 H25
19,638 14,960 15,520 25,704 38,052

年度 H26 H27 H28 H29 H30

小　計 114,092 1,886,292,755

年　　　度
平成20年度
平成21年度
平成22年度

件　数 金　　額
455
370
780

29,169,781

平成30年度 10,335 239,097,500

12,865,152
28,102,578

平成29年度 15,037 270,086,263

平成26年度

平成23年度 880

平成28年度 25,819 383,100,812

平成25年度 5,377 87,406,391

20,473,600
平成24年度 1,852 57,878,960

26,629 287,509,312
平成27年度 26,558 470,602,406

－12－



Ｐ ～

　

【事業概要】

・夢舞台サスティナブルパーク及び県企業庁産業用地等への企業誘致

・閉校した学校等の遊休施設の利活用

・立地企業への奨励金の助成

事業実施箇所：　市内

事業実施年度：平成１８年度　～

決算の状況 千円
報償費 千円 企業誘致活動に係る土産代

普通旅費 千円 職員旅費

需用費 千円 消耗品費、食糧費、印刷製本費

委託料 千円 UIJ相談業務、測量設計監理業務、

鑑定評価等

使用料 千円 展示会出展に伴う小間料等

事業概要等 工事請負費 千円 夢舞台湧水処理工事

アソンブレホール隣接市有地安全対策工事

負担金 千円 生穂新島水源管理組合負担金

補助金 千円 企業立地奨励金、

UIJターン家賃補助、Uターン支援補助等

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】 淡路市企業立地促進条例

事務事業名

H27

企業誘致推進事業

予算科目

決算書

新規 所属部

目 9

72 73

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち １節 定住拠点の整備

企画情報部

継続 所属課 企業誘致推進課

款 2 総務費 項 1 総務管理費 企業誘致推進費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

32,381 32,381

H29 H30

24,571 24,571

32,381

H28

事業目的

　淡路市の自然豊かな環境と阪神間に近接した地理的優位性をPRすることにより企
業誘致を推進する。
　企業誘致により働く場等を市民へ提供することで、定住人口の増加と地域活性化を
図る。

年度 H26

決算額 11,771 24,571

26,283

17
32,381

1,361,482 26,927

1,192

2,245

486

1,339

271

548
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【事業概要】
イントラ設備、情報系及び基幹系システム、IP電話システム等の維持管理

事業実施箇所：　　　淡路市全域

事業実施年度：　　　平成１７年度　～

決算額の状況
旅　費 千円 研修旅費等
消耗品費 千円 トナー、データカートリッジ等
印刷製本費 千円 圧着はがき印刷等
修繕料 千円 エアコン修繕

事業概要等 通信運搬費 千円 ＬＧＷＡＮ回線、
手数料 千円 ＬＡＮケーブル配線替・機器廃棄
業務委託料 千円 新元号対応システム改修業務委託

住基ネットシステム更新業務委託
保守点検委託料 千円 基幹システム保守委託

情報系システム保守委託
ＩＰ電話機器保守点検　他

設計監理委託料 千円 情報センター改修工事設計委託
リース料 千円 戸籍システム機器リース料

住基ネット機器リース料
使用料 千円 地域イントラ光ファイバー賃借料

戸籍総合システムソフト使用料　他
工事請負費 千円 情報センターの外壁等改修工事
負担金 千円 兵庫県電子自治体推進協議会負担金

地方公共団体情報ｼｽﾃﾑ機構負担金
中間サーバ利用に係る負担金

千円

３章総合計画
安全・安心でうるおいある暮らしを実
現する定住のまち

1 総務管理費

事務事業名 情報管理事業

予算科目 款 2 総務費 項

７節 情報通信基盤の整備

目 7

決算書 70 73

継続 所属課 情報課

所属部 企画情報部新規

情報管理費

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

事業目的
　淡路市行政の基本インフラであるイントラ設備を安定稼働させ、情報系、基幹系の
ネットワーク、庁内ＩＰ電話網を安全に維持する。また、ＩCＴを利用する新技術の検討、
研究を行う。

決算の状況
その他 一般財源

205,664 176,10429,560

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

406,316 405,813503

123
21,060

1,276
896
1,058
3,540

60

123,528

475
6,889

205,664

4,288

33,795

8,676
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【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等 【根拠法令等】
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
不正アクセス行為の禁止等に関する法律　
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
その他各業務毎の関連法令

【財源内訳】
その他：公共施設整備等基金繰入金 千円

H30

決算額 334,605 388,303 382,747 406,316 205,664

年度 H26 H27 H28 H29

29,560
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【事業概要】

1　常勤特別職及び一般管理事務に従事する職員の人件費 千円
　 ・常勤特別職（市長・副市長）の給与・共済費 千円

・一般管理部門職員の給与・共済費 千円
・共済組合追加費用等職員全体に係る共済費 千円
・地方公務災害補償基金への負担金 千円
・恩給組合 千円
・一般会計に係る職員退職手当組合負担金 千円
（内訳）
現役職員に係る普通負担金 千円
定年退職・勧奨退職者等への退職手当に係る特別負担金 千円
納入済負担金と支給済手当との差額に係る特別負担金 千円

・兵庫県市町職員互助会への市町負担金 千円
事業概要等

（参考）市職員数〔N.4.1現在〕 （人）

（参考）ラスパイレス指数

2　職員採用試験の実施 千円
・職員採用候補者試験委託 千円
・職員採用候補者試験啓発事業（チラシ折込等） 千円

年度 H17H18H19H20H21
105.497.2

H27H28

指数 93.794.196.096.591.892.092.2103.6

人数 710 699 667 619 604 556 538 507
H22H23H24H25H26年度 H17H18H19H20H21

487 467

43,380
263,057
652

276
563,252

256,815

632,390
37,901
2,892

事業目的

  総務的な経費である事務事業に従事する職員の人件費や旅費、常勤特別職の人件
費、他の款の事業又は事務の増減変化に特に関係なく通常必要とされる経費である
需用費や役務費、宿日直業務等の委託費、訴訟費、各種負担金等を計上し、執行す
る事業である。

　常勤特別職及び一般管理に従事する職員の人件費、文書管理、職員採用試
験の実施、職員の健康管理及び職員の資質の向上を図るための職員研修等

1,280,165
42,802

県　費 地方債 その他 一般財源

決算科目

1,541,750 55,817 1,485,933

1,478,748 63,336 1,415,412

総務管理費 目 1

決算書 60 63

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進

一般管理費款 2 総務費 項 1

年度 H29
人数 419

事務事業名 本庁一般管理事業（総務）
新規 所属部 総務部

継続 所属課 総務課

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費

447 428

年度 H29H27H28

247

H22H23H24H25H26

指数 98.798.298.4

133
114

H30
417

H30
99.1
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（参考）平成30年度実施の職員採用試験（平成31年4月1日採用）の状況

　

（参考）市職員採用数の推移 （人）

3　職員の健康管理 千円
・高ストレス職員面談指導料 千円
・長時間労働職員面談指導料 千円
・産業医業務委託 千円
・職員健康診断委託 千円
・職員ストレスチェック診断委託 千円
・会場及び車等借上料 千円
・安全衛生推進者等研修負担金 千円

4　職員の研修等 千円
・研修講師等謝礼金（メンタルヘルス・法務研修等） 千円
・人事評価制度支援業務委託料 千円
・研修負担金 千円
【※うち定住自立圏構想関係経費 千円】

事業概要等
5　町内会に対する支援等 千円
・町内会連絡代行業務委託料 千円
・町内会配布仕分作業等委託料 千円
・町内会活動助成（234町内会） 千円

6　その他の決算額の状況 千円
報酬 千円
・情報公開・個人情報保護審査会委員 千円
・特別職報酬等審議会委員 千円

共済費 千円
・臨時職員等社会保険料負担金 千円
・臨時職員等雇用保険料負担金 千円

賃金 千円
・事務補助、ＯＢ隊（本庁、各事務所）等 千円

旅費 千円
・普通旅費 千円
・費用弁償（非常勤特別職等） 千円

需用費 千円
・消耗品費 千円
・食糧費 千円
・印刷製本費 千円
・法規追録費 千円

役務費 千円
・通信運搬費 千円
・広告料 千円
・手数料 千円
・損害保険料 千円

6

100
437

443
11,324
10,782

5

1,510
9

2,269
35

1,967

5

2,304

63,743
63,743

職種 保健師
3
0

社会福祉士

4
110 2

2,314

4,203

事務職 保育士
71 8

建築技術職

2
1

合計

13

88
14

申込者数
採用者数

165,662
292

212
1,332
770

56,244
4,016

146
146

60,260

土木技術職

0
0

13

H25H26
10 12

389
3,210

95

年度 H17H18H19H20H21H22H23H24
人数 0 9 7 6 4 5 9 5

26,157
1,017
590

24,550

年度 H27H28H29H30H31
人数 11 15 20 16 14

542

30
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委託料 千円
・顧問弁護士委託料 千円
・宿日直代行委託料 千円
・メール便配達業務委託料 千円
・会計年度任用職員制度支援業務委託料 千円
・人事給与システム改修委託料（新元号対応、帳票改修） 千円
・人事給与システム保守委託料 千円
・就業情報管理システム保守委託料 千円
・「市例規」｢現行法規｣データ更新及び保守委託料 千円

使用料及び賃借料 千円
・情報（判例検索・法令検索等）システム使用料 千円
・建物使用料（派遣職員住宅借上料） 千円
・有料道路通行料等 千円

備品購入費 千円
・事務用備品購入費 千円

負担金補助及び交付金 千円
・派遣職員給与費負担金（くにうみ協会分） 千円
・自家用自動車協会負担金 千円

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

【根拠法令等】
地方自治法、地方公務員法

【財源内訳】
その他：総務管理費手数料（公開請求手数料等） 千円
　　　　　複写手数料 千円
　　　　　広域事務組合等派遣職員給与返納金 千円
　　　　　職員健康診断助成金 千円
　　　　　災害派遣職員給与等返戻金 千円
　　　　　雇用保険料個人負担金 千円
　　　　　生命保険事務費 千円
　　　　　電報・レタックス使用料 千円
　　　　　その他雑入 千円
　　　　　　　郵送代・切手代 千円
　　　　　　　公務災害補償基金確定過納金　　　　　　　 千円
　　　　　　　市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金 千円
　　　　　　　団体地方公務員賠償責任保険事務経費  千円
　　　　　　　Ｆｅｌｉｃａカード（職員証）　再発行代 千円
　　　　　　　地方公務員災害補償概算負担金（下水道事業分） 千円19

1
14

201
2

17

19
254

739
7,802
2,105

1,478,748

21
414

49,727

決算額 1,598,158 1,499,865 1,547,636 1,513,022 1,541,750
年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30

4,542

6
6

4,562

20

1,014
3,333

1,186

5,298

606
192

695

1,296
7,157

3,046

951

15,906

2,285

1,728
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【事業概要】
防犯灯整備事業

決算額の状況
・修繕料 防犯灯修繕（蛍光灯交換等） 千円
・委託料 防犯灯情報管理システム導入業務委託料 千円
・リース料 防犯灯・道路照明（ＬＥＤ照明器具）リース料 千円
・工事請負費 防犯灯新設、交換（ＬＥＤ） 千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

（基数）

※H22からＬＥＤ防犯灯を整備

【財源内訳】
その他　：　夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円

新　規
設置数

76

年度 H23 H24

94

H28

172

H29

174

2,800

54 67 73

H25

決算額 4,135 4,724 5,528 4,818

事業目的

　防犯灯は、犯罪や事故の抑止効果、及び市民が犯罪や事故から身を守るための意
識を高める効果もあり、防犯活動の推進及び啓発のため整備するものである。
　なお、防犯灯整備事業は、一般管理費に含めると、一般管理費の目的を雑多にする
こととなるため、諸費に計上し、執行する事業である。

　防犯灯は、安全安心なまちづくりを進めるために、必要不可欠なものであり、地
域犯罪や事故の抑止に重要な役割を担っている。本事業では、防犯灯の新設及
び既設の防犯灯の故障による交換等の事業を行う。市民と一体となり防犯活動
に取り組んでいることから、維持管理費の一部（電気代）は、町内会で負担して
いる。
　また、省エネルギーやＣＯ２削減に取り組むため、平成30年度にリース事業に
よる市内の全防犯灯・道路照明のＬＥＤ化を図る。

H27 H29

2,747

年度 H23 H24 H25 H26 H30

1,793

10,915

7,961

県　費 地方債

項 1決算科目

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

21,792

総務管理費

国　費

財　　　源　　　内　　　訳

款 2 総務費

継続 所属課 総務課

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち ６節 安全安心対策の強化

事務事業名 防犯灯整備事業
新規

決算書 76

21,792

2,800 5,161

10,877

77

目 14 諸費

所属部

その他

1,570

H28

一般財源

総務部

H26 H27

6,977

1,851

4,707 7,961

H30

94
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【事業概要】
・指定管理者候補者選定・評価審議会経費・弁護士報償 千円
決算額の状況
報酬
指定管理者候補者選定・評価審議会委員 千円

旅費
費用弁償 千円

・庁舎内の各種機器や庁舎、車両等管理経費 千円
決算額の状況
需用費
消耗品費 千円
燃料費 千円
光熱水費 千円
修繕費 千円

事業概要等 役務費
手数料 千円
火災保険料 千円
自動車損害保険料 千円

委託料
鑑定業務委託料 千円
清掃作業委託料 千円
業務委託料 千円
公有財産台帳システム保守及びデータ更新等業務委託料 千円
各種保守点検委託料 千円
警備等委託料 千円
登記測量委託料 千円

使用料及び賃借料
リース料 千円
使用料 千円
土地建物使用料 千円

工事請負費
公共施設周辺整備等工事請負費 千円
安全対策工事費 千円

34,783
1,156

958
28

8,637

403
905

4,687
2,322
1,706
7,576
4

4,090
7,046

6,170

13,556
13,813

123,198

127
10,473

340

3

事業目的
　庁舎内の各種機器や施設、車両等の管理、市有財産（土地・建物）の適切な管理と有
効活用の推進（売却を含む）を行う。

343

127,289 26,500 30,539 70,250

129,984 63,366 66,618
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 本庁財産管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進
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備品購入費
庁用備品購入費 千円
機械器具購入費 千円

負担金補助及び交付金
研修会参加負担金 千円

公課費
自動車重量税 千円

・太陽光発電施設（ﾒｶﾞｿｰﾗｰ1）管理経費 千円
決算額の状況
需用費
修繕費 千円

役務費
火災保険料 千円

委託料
各種保守点検委託料 千円

負担金補助及び交付金
ひょうごグリーンエネルギー基金拠出金 千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

（普通財産売却実績）
平成26年度　10件（法定外公共物を含む）
平成27年度　14件（法定外公共物を含む）
平成28年度　10件（法定外公共物を含む）
平成29年度　19件（法定外公共物を含む）
平成30年度 　9件（法定外公共物を含む）

（太陽光発電事業（ﾒｶﾞｿｰﾗｰ1）の事業実績）

（指定管理者候補者選定・評価審議会）
平成30年度（下線は選定施設）

【根拠法令等】
淡路市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

実施施設数：1６施設（東浦サンパーク、中浜稔猫美術館、陶芸館、津名・津名
第二・北淡温水プール、津名体育センター・武道館・津名テニス場、サンシャイ
ンホール、しづかホール、アソンブレホール、北淡自然休養村センター、東浦
グランド、岩屋体育センター、明石海峡航路旅客兼自動車渡船）

売電収入（円） 18,277,07116,789,87116,335,58116,809,45214,986,233
売電量（ｋｗｈ） 616,037 565,119 559,743 572,814 516,877

発電量（ｋｗｈ） 1,399,103 1,301,796 1,344,684 1,382,295 1,316,412

年度 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

決算額 207,681 1,179,332 208,736 127,289 129,984

4,182

年度 H26 H27 H28 H29 H30

1,557

6,443

616

88

505

98

29
4,126
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【財源内訳】
その他：庁舎使用料 千円
　　　　　自動販売機設置料 千円
　　　　　行政財産使用料 千円
　　　　　土地貸付料 千円
　　　　　物品売払収入 千円
　　　　　債権売払収入 千円
　　　　　資源ごみ売却料 千円
　　　　　自動販売機光熱水費 千円

事業概要等 　　　　　公有自動車等損害共済金 千円
　　　　　町村会事業協力交付金 千円
　　　　　建物損害共済金 千円
　　　　　太陽光発電余剰電力売電収入　　　　　　14,986千円のうち 千円
　　　　　自動販売機販売手数料 千円
　　　　　行政財産使用にかかる光熱水費等 千円
　　　　　その他雑入

広告料他雑入 千円
前払金（生穂中央区画道路：兵庫県より歳入） 千円26,000

318

1,211
752

5,736
6,443

61

198
3,161

15,426
232

61

295
44

1,797

1,631
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【事業概要】
・市有財産（津名管内）等管理経費
・津名事務所第1庁舎解体工事等整備経費

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円
修繕料 千円

役務費
通信運搬費 千円

事業概要等 確認申請手数料 千円
委託料
清掃委託料 千円
施設解体設計監理委託料 千円
測量設計監理委託料 千円
施設管理委託料 千円
保守点検委託料 千円

使用料及び賃借料
使用料 千円
借地料 千円

工事請負費
庁舎等工事請負費 千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】
地方債：合併特例事業債 千円
その他：建物貸付料 千円
　　　　　その他雑入
　　　　　 行政財産使用にかかる光熱水費等 千円75

127
48,700

決算額 37,617 39,691 40,839 24,642 74,781

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

8,627

45,558

48

15,608
474

86
533

152

340
26

945

事業目的
　津名管内の市有財産（土地・建物）の適切な管理と有効活用、庁舎の有効活用に向
けた整備を行う。

2,384

24,642 1,170 23,472

74,781 48,700 202 25,879
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 津名事務所管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進
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【事業概要】
庁舎（岩屋事務所）内の各種機器や庁舎、車両等管理経費
市有財産（岩屋管内（岩屋事務所が所管する財産））等管理経費

決算額の状況
・庁舎内の各種機器や庁舎、車両等管理経費 千円

需用費
消耗品費 千円
燃料費 千円
光熱水費 千円
修繕費 千円

事業概要等 役務費
手数料 千円
自動車損害保険料 千円

委託料
業務委託料 千円
施設管理委託料 千円
各種保守点検委託料 千円

使用料及び賃借料
リース料 千円
使用料 千円
借地料 千円

公課費
自動車重量税 千円

【事業実績の推移】
（千円）

決算額 71,823 6,084 2,158 6,706 1,662

23

年度 H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

22
40
50

40
359
95

19
26

152
396
439

事業目的
　岩屋事務所内の各種機器や庁舎、車両等の管理、岩屋管内の市有財産（土地・建
物）の適切な管理と有効活用を行う。

1,662

1

6,706 6,706

1,662 1,662
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 岩屋事務所管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進
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（工事請負費）
平成25年度
岩屋保健センター改修工事
岩屋事務所解体工事

平成26年度
岩屋事務所解体工事（明許繰越分）

平成27年度
事業概要等 岩屋保健センター懸垂幕昇降装置設置工事

岩屋　西ノ町集会所改修工事
平成28年度
岩屋保健センター電話設備取替工事

平成29年度
　　岩屋橋本町会館外壁等修繕工事

【根拠法令等】

【財源内訳】
全額一般財源
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【事業概要】
庁舎（北淡事務所）内の各種機器や庁舎、車両等管理経費
市有財産（北淡管内（北淡事務所が所管する財産））等管理経費

決算額の状況
・庁舎内の各種機器や庁舎、車両等管理経費 千円

報償費
報償費 千円

需用費
消耗品費 千円
燃料費 千円
印刷製本費 千円
光熱水費 千円
修繕費 千円

役務費
手数料 千円

事業概要等 自動車損害保険料 千円
委託料
清掃作業委託料 千円
警備等委託料 千円
各種保守点検委託料 千円
移設委託料
工事管理委託料

千円
千円
千円
千円

千円
北淡事務所・北淡公民館警備システム設置工事 千円
北淡事務所西面風除パネル設置工事 千円

270
626

工事請負費
北淡事務所・北淡公民館新築工事 376,161

土地建物使用料 2,400
借地料 623

竣工式機器等借上料 533
使用料 100

2,202千円
使用料及び賃借料

351
426
108千円

50

216

1,515
1,563

236

28
168
109

事業目的
　北淡事務所内の各種機器や庁舎、車両等の管理、北淡管内の市有財産（土地・建
物）の適切な管理と有効活用を行う。

396,893

54

127,533 113,900 1,016 12,617

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進

総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 北淡事務所管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

396,893 359,699 9,002 28,192
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野島集会所・富島集会所洋式便器設置工事 千円
備品購入費
北淡事務所・北淡公民館家具納入・移設作業業務 千円

負担金補助及び交付金

公課費
自動車重量税 千円

【事業実績の推移】
（千円）

（工事請負費）
平成26年度
育波集会所屋上防水修繕工事

平成28年度
育波集会所外壁等改修工事
旧育波室津出張所解体撤去工事

平成29年度
北淡事務所・北淡公民館新築工事
野島江崎集会所・生田集会所トイレ改修工事

平成30年度

北淡事務所・北淡公民館警備システム設置工事
北淡事務所西面風除パネル設置工事
野島集会所・富島集会所洋式便器設置工事

【根拠法令等】

【財源内訳】
事業概要等 千円

その他：集会所使用料 千円
　　　　　庁舎使用料 千円
　　　　　自動販売機設置料 千円
　　　　　土地貸付料 千円
　　　　　行政財産使用料 千円
　　　　　自動販売機光熱水費 千円
　　　　　公衆電話通話料 千円

行政財産使用にかかる光熱水費等 千円2
8,320千円

180
33
1

1
15
306

北淡事務所・北淡公民館新築工事

359,699
144

決算額 8,157 8,411 32,700 127,533 396,893

地方債：合併特例事業債

13

年度 H26 H27 H28 Ｈ29 Ｈ30

8,320

下水道事業受益者負担金 350千円

471

　　　　　その他雑入

           地域振興基金繰入金
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【事業概要】
庁舎（一宮事務所）内の各種機器や庁舎、車両等管理経費
市有財産（一宮管内（一宮事務所が所管する財産））等管理経費

決算額の状況
・庁舎内の各種機器や庁舎、車両等管理経費 千円

需用費
消耗品費 千円
燃料費 千円
光熱水費 千円
修繕費 千円

役務費
事業概要等 通信運搬費 千円

手数料 千円
自動車損害保険料 千円

委託料
清掃作業委託料 千円
警備等委託料 千円
草刈り等委託料 千円
施設管理委託料 千円
各種保守点検委託料 千円

使用料及び賃借料  
リース料 千円
使用料 千円
借地料 千円

公課費
自動車重量税 千円15

3,653
205
39

2,339
458

137
379

144

42
50

425

101

23
108
2,032

事業目的
　一宮事務所内の各種機器や庁舎、車両等の管理、一宮管内の市有財産（土地・建
物）の適切な管理と有効活用を行う。

10,150

10,543 719 9,824

10,150 713 9,437
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 一宮事務所管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進
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【事業実績の推移】
（千円）

（工事請負費）
平成２５年度
一宮事務所第２庁舎解体工事（電気設備等の移設を含む）
一宮事務所第１庁舎耐震改修（電気設備等の移設を含む）

平成２６年度
一宮事務所第２庁舎解体工事（電気設備等の移設を含む）
一宮事務所第１庁舎耐震改修（電気設備等の移設を含む）

平成２７年度
一宮事務所第１庁舎耐震改修（電気設備等の移設を含む）（明許繰越分）
淡路市一宮事務所太陽光発電・蓄電池設置工事 
草香会館１階会議室エアコン設置工事

事業概要等 平成２８年度
一宮事務所高圧受電機器修繕工事
淡路市尾崎公衆トイレ水洗改修工事
旧宮の浜海水浴場更衣所解体撤去工事
江井コミセン１階会議室エアコン修繕工事
一宮地区道案内看板作成設置工事

【根拠法令等】

【財源内訳】 千円
その他：集会所使用料 千円
　　　　　庁舎使用料 千円
　　　　　行政財産使用料 千円
　　　　　土地貸付料 千円
　　　　　その他雑入

市有地駐車場賃貸料 千円

461

120

73
1
58

713

決算額 127,016 118,720 16,934 10,543 10,150

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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【事業概要】
庁舎（東浦事務所）内の各種機器や庁舎、車両等管理経費
市有財産（東浦管内（東浦事務所が所管する財産））等管理経費

決算額の状況 千円
・庁舎内の各種機器や庁舎、車両等管理経費 千円

需用費
消耗品費 千円
燃料費 千円
光熱水費 千円
修繕費 千円

役務費
手数料 千円

事業概要等 自動車損害保険料 千円
委託料
警備等委託料 千円
草刈り等委託料 千円
各種保守点検委託料 千円

使用料及び賃借料
使用料 千円
借地料 千円

公課費
自動車重量税 千円

・市有財産（東浦管内）等管理経費 千円
委託料
庁舎修繕工事等設計監理委託料 千円
施設解体設計監理委託料 千円

工事請負費
庁舎等工事請負費 千円

2,588
454

3,078

328

8

6,120

260
1,692

103

239

328

18
17

1
191
2,992

事業目的
　東浦事務所内の各種機器や庁舎、車両等の管理、東浦管内の市有財産（土地・建
物）の適切な管理と有効活用を行う。

12,297
6,177

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

12,229 828 11,401

12,297 5,700 394 6,203

総務管理費 目 5 財産管理費款 2 総務費 項 1

事務事業名 東浦事務所管理事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 64 67

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進
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【事業実績の推移】
（千円）

（委託料）
平成２７年度
東浦事務所測量設計監理委託料

平成２８年度
東浦事務所耐震改修工事監理業務
旧中浜サンビーチ休憩所解体工事設計監理業務委託
畠田会館補修工事設計業務委託
畠田会館補修工事監理業務委託
東浦事務所自家発電装置設置工事設計監理業務委託

平成３０年度
旧中浜サンビーチ南側倉庫解体工事設計監理業務委託
東浦事務所北庁舎解体新築工事設計監理業務委託

（工事請負費）
事業概要等 平成２８年度

東浦事務所耐震改修工事
旧中浜サンビーチ休憩所解体撤去工事
東浦事務所電話設備取替工事
畠田会館補修工事
東浦事務所自家発電装置設置工事

平成２９年度
東浦事務所高圧受電設備復旧工事

平成３０年度
旧中浜サンビーチ南側倉庫解体工事

【根拠法令等】

【財源内訳】
地方債：合併特例事業債 千円
その他：庁舎使用料 千円
　　　　　自動販売機設置料 千円
　　　　　行政財産使用料 千円
　　　　　太陽光発電余剰電力売電収入 千円
　　　　　その他雑入

行政財産使用にかかる光熱水費等 千円72

38
189

84
10

5,700

決算額 7,626 12,684 187,093 12,229 12,297

年度 H26 H27 H28 Ｈ29 Ｈ30
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【事業概要】
メガソーラー基金積立
事業実施箇所： メガソーラー１
事業実施年度： 平成23年度～

決算額の状況
　基金積立金 千円

【事業実績の推移】
公共施設整備等基金のうちメガソーラー分（抜粋） （千円）

事業概要等

平成３０年度の基金の状況 （千円）

積立額には、基金利子を含む

【根拠法令等】

【財源内訳】
その他：太陽光発電余剰電力売電収入 千円
          　（本庁財産管理充当残） 　

8,066

区分 H29末残高
H30中の増減

H30末残高
積立 取崩

合　計 66,968 8,190 75,158

75,158

事業目的 　メガソーラーの維持管理費、撤去費用を積み立てることを目的とする。

8,066

年度 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
基金残高 41,368 44,710 56,772 66,968

0

10,353 10,353

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

0

8,066 8,066

基金費 目 7
公共施設整備等基
金費款 13 諸支出金 項 1

事務事業名 公共施設整備等基金費
新規 所属部 総務部

継続 所属課 管財課

決算書 212 213

総合計画 ５章 地域資源を地域活力があふれるまち １節 環境先進地への取組
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【事業概要】
決算の状況
１　元金 千円
・定期償還元金（災害援護資金を除く） 千円
・繰上償還元金 千円

２　利子 千円
・定期償還利子 千円
・一時借入金利子 千円

３　公債諸費 千円
・手数料 千円
・補償金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

決算額
事業概要等

【根拠法令等】
地方財政法第５条の３、第５条の４等

【財源内訳】
その他：公営住宅使用料
　　　　　住宅新築資金貸付元利収入
　　　　　地域総合整備事業貸付金元利収入
　　　　　まちづくり交付金事業(大谷生穂地区)企業庁負担金
　　　　　さくらんぼの里起債償還金洲本市負担金
　　　　　総合交流促進施設賃借料
　　　　　美湯松帆の郷施設賃借料
　　　　　パルシェ施設賃借料 千円
　　　　　災害援護資金過年分利子

2,500
237,960

14,638
321
2,763
9,000

510

千円
千円

千円
千円
千円
千円

千円

183,348千円

5,815

5,457,941

一時借入金利子 2,977 2,229 1,956

地方債残高（一般会計） 46,047,68547,067,89144,888,79443,855,40540,993,595

1,227,892 1,017,100 1,289,377
定期償還元金 3,958,859 3,950,635 3,881,779 3,767,980 3,769,762

583 434
定期償還利子 651,585

うち震災復興分 9,863,298 9,014,307 8,167,141 7,381,844 6,640,031

款

決算書 210 211

456,855 5,001,086

434

繰上償還元金 500,000 1,037,747

総合計画 １章
共に築く次世代につなぐまち
(共生・協働・行政経営)

４節 持続可能な行政経営の推進

12 公債費 項 1

事務事業名 公債費償還事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 財政課

予算科目 公債費 目 1・2・3元金・利子・公債諸費

事業目的
　過年度の資産整備、災害復旧等に要した経費の財源として発行した地方債の計画
的な償還を行うことで、税負担の世代間の公平性を確保する。また、適宜繰上償還を
実施することで、財政負担の軽減と財政健全化判断比率の抑制に努める。

5,059,139
3,769,762
1,289,377
396,643

H30

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

5,237,440 462,827 4,774,613

5,457,941

396,209

年　　度 H26 H27 H28

2,159

H29
5,113,425 5,592,994 5,628,053 5,237,440

3
2,156

578,849 516,325 451,774 396,209

補償金 0 23,530 0 0 2,156
償還手数料 4 4 101 3 3
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【事業概要】
■財政課所管分、公共施設整備等基金は市全体
１　積立金 千円
・財政調整基金 千円
緊急的な災害等への対応、市財政の健全な運営に資する。

・市債管理基金 千円
市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、もって将来に
わたる市財政の健全運営に資する。

・災害復興基金 千円
市災害復興事業等の財源に充てる。

・福祉基金 千円
複雑な社会情勢の中で、自立と連帯の輪を広め福祉社会づくりに資する。

事業概要等 ・公共施設整備等基金 千円
公共及び公用施設の整備又は運営に要する財源に充てる。

・芸術文化振興基金 千円
市民の芸術及び文化の振興を目的とする事業の推進に要する財源に充てる。

【基金残高の推移】 （財政課所管分、公共施設整備等基金は市全体） （千円）

【根拠法令等】 各基金設置条例
【財源内訳】 各基金利子 千円

施設貸付料（生穂新島水源） 千円
有料駐車場収益 千円
メガソーラー１売電収益 千円
津名の郷借地料 千円
全国市議会議長会災害義援金 千円10

事業目的 　各基金の目的については、下記の通り。

599,134

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

518,83180,303

芸術文化振興基金

H28H27年　　度 H26
2,471,000

決算書 212 213

継続 所属課 財政課

所属部 総務部

基金費

基金管理事業
　財政調整基金、市債管理基金、地域福祉基金、
　災害復興基金、福祉基金、公共施設整備等基金、
　芸術文化振興基金

新規

款 13 諸支出金 項 目

605,009

１章総合計画
共に築く次世代につなぐまち
(共生・協働・行政経営)

４節 持続可能な行政経営の推進

事務事業名

予算科目

その他 一般財源

1・2・3・5・6・7・101

72,508677,517

401,516

17,829

4,510

401,516 401,516
6,753 6,201

4,512 4,521
1,189,717 1,810,604 1,980,000

財政調整基金
市債管理基金
地域福祉基金
災害復興基金
福祉基金
公共施設整備等基金

2,428,027 2,680,345 2,887,946
2,268,486 2,370,269 2,376,125

2,315,000
2,660,000

17,831

301,516
6,243
17,955

401,516
6,213 6,220
17,897 17,919

2,882,000

677,517

462,993

36

22

5,856

9

H30H29

208,601

14,078
553
7,300
8,066
42,501

4,526 4,536
2,113,942 2,339,258
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【事業概要】
決算額の状況 千円
１　需用費 原付等標識、納付書等印刷 千円
２　役務費 納通等郵送料、金融機関手数料 千円
３　委託料 固定資産関係等委託料 千円
４　使用料及び賃借料 千円
５　負担金補助及び交付金

県税回収チーム受入費用 千円
６　償還金利子及び割引料

過誤納還付金 千円

【事業実績の推移】

決算額

事業概要等

徴収率

【根拠法令等】
地方税法、淡路市税条例等

【財源内訳】
その他：督促手数料 千円
　　　　　市税延滞金 千円

事務事業名 賦課徴収事業
新規 所属部 総務部

継続 所属課 税務課

決算書 80 83

総合計画 １章
共に築く次世代につなぐまち
(共生・協働・行政経営)

４節 持続可能な行政経営の推進

賦課徴収費款 2 総務費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

72,702 13,594 59,108

79,167 12,183 66,984

徴税費 目 2

年　　度 H26 H27 H28 H29

事業目的 　市税の課税、通知、納付、還付、徴収に関する業務を適正に行うことを目的とする。

79,167
5,135
10,031
45,351

H30
59,461 71,362 130,357 72,702 79,167

411

374

17,865

（千円、％）

役務費 8,972 9,141 10,114 10,557 10,031
需用費 3,292 4,438 4,423 3,891 5,135

使用料及び賃借料 33 15 0 0 411
委託料 20,459 41,378 100,547 44,026 45,351

償還金利子及び割引料 26,509 16,093 14,987 13,873 17,865

負担金補助及び交付金 196 297 286 355 374

87.8 88.7 91.4 92.3 93.3
現年分 97.8 98.0 97.9 98.2

1,362
10,821

98.6
過年分 12.7 14.5 20.0 21.2 21.2

－35－
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【事業概要】

決算額の状況
報酬 千円
時間外勤務手当 千円
旅費 千円
需用費 千円
役務費 千円
ポスター掲示場撤去委託料 千円
使用料及び賃借料 千円

事業概要等

【事業実績の推移】
平成19年4月 8日執行　投票率64.91％
平成23年4月10日執行　無投票
平成27年4月12日執行　無投票
平成31年4月 7日執行　無投票

【根拠法令等】
公職選挙法第5条ほか 地方自治法第186条

【財源内訳】
県費：県議会議員選挙費委託金 千円

192

1,103
128
1,706

事業目的

　任期満了による兵庫県議会議員選挙の管理執行。

　令和元年６月1０日任期満了に伴う兵庫県議会議員選挙は、３月２９日告示、４月
７日選挙期日で執行されたが、立候補者が定数を超えなかったため、無投票となっ
た。

11
548
2

1

1,985 1,983

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

決算科目

2

3,690 3,689

款 2 総務費 項 4

選挙管理委員会

選挙費 目 3 県議会議員選挙費

3,689

決算書 84 87

総合計画 １章 共に築く次世代につなぐまち ４節 持続可能な行政経営の推進

事務事業名 兵庫県議会議員選挙事業
新規 所属部 －

継続 所属課
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防犯対策事業　　　　　6,491千円

【事業概要】
広報啓発活動
地域安全活動の推進
少年の健全育成に係る非行防止活動の推進
覚せい剤等薬物乱用防止活動の推進
暴力団等の排除活動の推進

【事業実績】
広報啓発活動（地域安全ニュースの発行、チェックマン任命書交付等）
防犯訓練等地域安全活動（金融機関等の強盗対応訓練）
青少年の非行防止活動（少年補導員の委嘱）

事業概要等 暴力団追放運動の推進（暴力追放淡路市民の集い）・暴力団追放決起大会
高齢者への防犯対策等の推進（防犯講話、チラシ配布等）
街頭防犯キャンペーン
青色防犯パトロール車による防犯啓発活動（各地区）

事業実施箇所：淡路市全域

決算の状況
委託料 　402千円 （ｼﾙﾊﾞｰ人材センター事務委託料）
負担金補助及び交付金 5,000千円 （淡路防犯協会負担金）
負担金補助及び交付金 300千円
負担金補助及び交付金 　708千円 （防犯カメラ設置補助金）

【事業実績の推移】
（千円）

6,491

事業目的

　安全で明るく住みよい地域づくりを目的として、防犯意識の普及、高齢者の防犯対
策、悪質商法の被害防止、青少年犯罪等非行防止などの防犯活動を実施している淡
路防犯協会及び暴力団追放に向けて活動をしている暴力団追放淡路市民の会に対し
て必要な経費を負担する。

（暴力団追放淡路市民の会運営等負担金）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 5,000 5,373 16,513 7,031

6,491

7,031

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

7,031

6,491

総務管理費 目 14 諸費款 2 総務費 項 1

事務事業名 諸費（防犯対策事業）
新規 所属部 危機管理部

継続 所属課 危機管理課

決算書 76 77

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

６節 安全安心対策の強化

－37－



Ｐ ～

　
【事業概要】
複雑かつ多様化する各種災害や増加する救急需要から地域住民の安全・安心を
確保するため、消防力のより一層の向上を目指す。

決算額の状況 千円
負担金 移譲事務負担金 千円

淡路広域消防事務組合 千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等 決算額

○火災出動件数 H25 73件 ○救急出動件数 H25 2,156件

H26 52件 H26 2,169件

H27 34件 H27 2,209件

H28 49件 H28 2,222件

H29 64件 H29 2,178件

H30 45件 ※淡路市分 H30 2,484件

【根拠法令等】
消防法、地方自治法、淡路広域消防事務組合規約

【財源内訳】
県費：移譲事務市町交付金　　41千円

569,712533,133 538,766 554,666 558,502

事業目的 　地域住民の安全・安心を守る淡路広域消防事務組合に対する負担金

569,712

569,671

年度 H30H26 H27 H28 H29

41

569,671

558,502 50

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

558,452

569,712 41

消防費 目 1 常備消防費款 9 消防費 項 1

事務事業名 常備消防事業
新規 所属部 危機管理部

継続 所属課 消防防災課

決算書 166 167

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

６節 安全安心対策の強化
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【事業概要】
災害補償や費用弁償、機器の購入などを充実させ、市内で発生する火災や複雑
かつ多様化する各種災害から地域住民の安全・安心を守るため、消防力のより
一層の向上を図る。

【事業実績の推移】 （千円）

決算額
報酬
給料
職員手当等
共済費
災害補償費
報償費
旅費

事業概要等 交際費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金
公課費
○火災出動件数

【根拠法令等】
消防法、淡路市消防団の設置等に関する条例
淡路市消防団員等公務災害補償条例

【財源内訳】
その他： 消防団員退職報償金 千円

消防団員等損害補償費 千円
消防団員福祉共済制度事務費 千円
消防団員福祉共済補償費 千円

3,951

72,060 61,475 74,520 71,984

25 0 0 0

16,786 16,799 17,151 13,911

2,809 2,371 2,133 2,441

2,240 3,672

4,070 72,048 2,933 58,104

26,990 24,288 15,781 12,303

1,102

1,009 1,085 1,029 1,128

1,044

28,354 28,253 28,332 28,065

45,663 47,467 47,135 42,575

23,293 24,641 24,760 23,359

13,203 13,959 13,842 12,992

2,528 1,051

72,963

981

2,321

0

3,990

360

H26　52件、H27　34件、H28　49件、H29　64件、H30　45件

2,902

93

515 358 360 360

3,032 3,160 2,937 3,991

0 0 0 0

2,230 2,410 2,493

2,147

13,883

24,233

45,398

28,076

2,808

13,963

0

12,446

2,902

242,567299,365235,646278,836226,471

事業目的
　消防団活動の活性化、機能の充実を図り、地域の安全・安心を守る消防団員が災害
時に十分な対応が図れるよう資機材等を整備する。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

278,836 61,869 216,967

226,471 5,141 221,330

消防費 目 2 非常備消防費款 9 消防費 項 1

事務事業名 非常備消防事業
新規 所属部 危機管理部

継続 所属課 危機管理課・消防防災課

決算書 166 169

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

６節 安全安心対策の強化
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【事業概要】
計画的に消防自動車の買換え、消防・防災施設の整備、機器の点検を行う。

決算額の状況 千円
需用費 光熱水費等 千円
役務費 防災無線専用回線使用料等 千円
委託料 防災行政無線設計委託料等 千円
使用料及び賃借料 防災無線電波使用料等 千円
工事請負費 千円
備品購入費 消防自動車　５台等 千円
負担金 災害対応ネットワークシステム管理等 千円
公課費 消防自動車　５台 千円

事業概要等 【事業実績の推移】 （千円）

決算額
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
公有財産購入費
備品購入費
負担金
公課費

○消防自動車購入　５台

【根拠法令等】 消防法

【財源内訳】
市債：緊急防災・減災事業補助金 千円
市債：合併特例事業債 千円
その他：自動販売機設置手数料 千円
　 　　　　自動販売機電気代 千円

物品売払収入 千円65

65
38

0 52 52 1,152 1,202
31 36 31 19 33

15,900
38,900

0 0 10,000 7,717 0
9,774 11,850 20,557 20,351 22,410

489 530 577 526 533
0 4,656 3,841 356 38,110

2,225 2,234 2,322 2,191 2,874
16,620 16,775 19,742 21,292 40,631

0 0 113 0 0
9,450 7,176 8,933 7,939 6,432

H30
38,589 43,309 66,168 61,543 112,225

22,410
1,202
33

年度 H26 H27 H28 H29

40,631
533

江井分団消防器具庫建築工事等 38,110

事業目的 　災害時に即応できる消防・防災施設の整備を図る。

112,225
6,432
2,874

61,543 24,900 126 36,517

112,225 54,800 168 57,257
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 消防費 目 3 消防施設費款 9 消防費 項 1

事務事業名 消防施設事業
新規 所属部 危機管理部

継続 所属課 危機管理課・消防防災課

決算書 168 171

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

６節 安全安心対策の強化
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災害対策事業　　　　28,741千円

【事業概要】
総合防災訓練及び地震・津波対策に係る防災講話の実施
国民保護計画の改定
災害時被災者等備蓄品の確保
南海地震津波災害対策工事の実施
避難所等に井戸を設置

事業実施箇所：淡路市全域

事業実施年度：平成17年度　～

決算の状況
事業概要等 地震津波対策整備工事 1,699千円 （避難路ｶﾗｰ舗装）

淡路市避難所等井戸設置工事 2,062千円 （大町・学習・石屋小学校）

淡路市国民保護計画改定業務委託 4,050千円
Ｊアラート新型受信機導入工事 2,160千円
災害時備蓄品購入 1,943千円 （非常用食糧）
防災リーダー育成事業 　　34千円 （防災士取得者）

    5,199千円 （自主防災組織への補助金）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
災害対策基本法、消防法、水防法、淡路市地域防災計画

【財源内訳】
県費：南海地震津波災害対策避難経路等整備事業補助金 千円
市債：緊急防災・減災事業債 千円

800
4,100

決算額 49,140 10,228 15,182 28,325 28,741

事業目的

　各種災害時における応急対策及び大規模災害に備えた備蓄品の確保を行い、発災直
後の水不足を解消するため避難所等井戸設置工事を実施する。また、南海トラフ巨大地
震等対策のため津波避難路等整備工事を行うとともに、市民の防災意識の向上と有事
での各防災関係機関の連携強化を目的として総合防災訓練を実施している。

自主防災組織拠点整備事業補助金

年度 H26 H27 H28 H29 H30

23,841

28,325 2,069

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

26,256

28,741 800 4,100

消防費 目 4 災害対策費款 9 消防費 項 1

事務事業名 災害対策事業
新規 所属部 危機管理部

継続 所属課 危機管理課・消防防災課

決算書 170 173

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定住
環境）

６節 安全安心対策の強化
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【事業概要】
・総務省が管轄する相談事業について広域連携するための組織への支援
・無料法律相談等市民相談の実施

事業実施箇所：淡路市内
事業実施年度：平成17年度　～　　　　

決算額の状況
賃金 （市民相談員１名）
旅費 （職員等出張旅費）
需用費
うち  印刷製本費 （出前市役所コピー代）

うち  光熱水費 （出前市役所電気代）

委託料 
相談員委託料

検査業務委託料

使用料及び賃借料 （出前市役所店舗使用料）
負担金補助及び交付金
　　行政相談淡路地区連絡協議会負担金 （行政相談委員4名）

　　兵庫県弁護士会負担金 （人口20万未満一律）

【事業実績の推移】
（千円）

千円
千円

千円

244
144

100

千円

千円

千円

千円
千円
千円

千円

千円

千円

1,414

5,676
事業概要等 54

その他

9,369

県　費

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

1,360

90

事業目的

　・市民生活の安定及び市民の不安を軽減するための各種相談事業を行うととも
　 に、その事業の内容充実を図る。
　・法律相談、行政相談等の相談事業の実施。
　・相談事業充実の為、相談員等への研修事業、広域連携組織（協議会）への支援。

総務管理費款 総務費 目

国　費

予算科目

決算の状況

90

9,323

総合計画

市民生活部

継続

安全安心対策の強化

市民人権課
事務事業名 住民相談事業

所属部

所属課

財　　　源　　　内　　　訳

75

12 住民相談費

2章 安全安心で快適に暮らせるまち 6節

2

年度 H26

決算額

157

一般財源

H27

9,438

項 1

1,732
2

255

92

決算書 74

新規

地方債

9,233

9,279

（無料法律相談弁護士派遣委託）

（商品量目立入検査）

H30H29

9,3693,139

H28

9,3233,214

－42－



○各種相談件数 （件）

【根拠法令等】
・行政相談委員法

【財源内訳】
：

＊すぐやる窓口：平成29年度～

124

千円

718620

548

県　費 計量法による立入検査、質問及び収去の事務費 90

17

住民相談 36

H27

134法律相談

39

H30

122

691

123

522 593

21

事業概要等

H26

82

425 765

H28

合計

年度

行政相談 12

52

21

H29

118

1,369

122

・平成29年度までは市役所業務への問い合わせも件数に含めていたが、平
成30年度からは、相談件数に含めないこととした。

＊出前市役所相談件数減少の理由
平成29年度までは、他の課への問い

969

出前市役
所

013

904

すぐやる
窓口

－43－
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【事業概要】
・消費生活センターを設置し、専門相談員による市民の相談に対応
・三市連携による相談事業の実施
・専門相談員のレベルアップのための研修参加
・淡路市消費者協会による地域での消費者啓発活動
・出前講座の実施による啓発
・パンフレット等による情報提供及び啓発

事業実施箇所：淡路市内
事業実施年度：平成17年度　～　　　　

決算額の状況
共済費
賃金
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料 
　　研修業務委託料

　　相談員委託料

負担金補助及び交付金
　　研修負担金

　　消費者団体活動助成

【事業実績の推移】
（千円）

  （臨時職員社会保険料・雇用保険料）
  （消費生活相談員3名）
  （出前講座講師謝礼）
  （職員等出張旅費）
  （出前講座等の啓発資材購入他）
  （eo電話・ネット使用料）

  （消費生活出前講座等研修委託）

  （消費生活問題啓発委託他）

  （消費生活相談員等研修受講負担金）

5,075

千円
千円

H26 H27

7,920 6,492

H28

11,370

千円

H29 H30

  （市消費者協会補助金）

321

5

287

決算書 74 75

総合計画 2章 安全安心で快適に暮らせるまち 安全安心対策の強化6節

所属部 市民生活部

継続 所属課 市民人権課
事務事業名 消費生活事業

千円

千円

予算科目 款 2 総務費 項 1 総務管理費

新規

目 12 住民相談費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

5,075 2,824 7 2,244

事業目的
　市民の消費生活の安定及び向上を実現することを目的とし、消費生活に関する情報
の提供と、知識の普及等消費者に対する啓蒙活動及び消費者教育の推進を行い、自
立した消費者の育成を図る。

事業概要等

6,492 3,758 12 2,722

決算額 6,992

年度

千円
千円
千円
千円

317

397
3,451
132
53
千円
千円
千円

61

292

382
51

－44－



○相談件数 （件）

○出前講座　23回実施、　延べ　1,787人

○消費者協会による啓発業務委託　20回実施　　延べ1,810人
○啓発活動（イベント等）　２回

【根拠法令等】
消費者基本法　第4条　　
消費者教育の推進に関する法律　第5条・第8条
淡路市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
消費者安全法

【財源内訳】
： 千円

千円
： 千円

234

7
70

（地域集会、敬老会、大学、高校、小学校、保育園等）

2,754

H30年度 H27 H28H26

207 292
消費生活
相談

その他 雇用保険料個人負担金

県　費 消費者行政活性化事業補助金
金融広報活動事業交付金

195 313

H29

－45－



Ｐ ～

【事業概要】

事業実施箇所
事業実施年度

決算額の状況
賃金 千円
報償費 （講師謝金等） 千円
旅費 （男女共同研修会等） 千円
需用費 （セミナーお茶代等） 千円

【事業実績の推移（平成27年度より市民協働推進費を含む)】 （千円）

585件 654件 34件
5回 3回 1回
3回 2回 2回
1回 1回 1回
3回 1回
5回 5回 5回
1回 1回 0回

1回 1回
4回

1回

：市民協働推進事業：平成27年度～　　

32

H30

第2次淡路市男女共同参画プラン策定委員会

第2次淡路市男女共同参画プラン推進協議会

H29H26

70

3,522

2,184

2,313
年度

7,906

2 総務費

：淡路市内（市民総務課、市民協働センター）

：男女共同参画推進事業：平成17年度～

地方債

総合計画

継続

1章 共に築く次世代につなぐまち 2節

事務事業名 市民協働推進事業
新規 市民生活部

81

市民人権課

80決算書

市民協働推進費

所属部

事業目的

県　費

総務管理費

その他

予算科目

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

事業概要等

所属課

協働によるまちづくりの推進

項 1

7,906

款

一般財源

目 19

国　費

27

2,313

7,906

・各種セミナー及び相談業務の実施

H27

・市民協働推進事業
　 中間支援機能をもつ市民協働センターを拠点とし、市民と行政の協働のまちづくり
　 を推進する。
・男女共同参画推進事業
　 第2次淡路市男女共同参画プランに基づき、計画的かつ効果的な施策展開を図る。

2,313

(2）男女共同参画に関する支援

・相談業務の実施
・市民活動団体及びＮＰＯ等の活動情報の集約

（1）市民（地域）活動に関する支援

女性のための出前チャレンジ相談（個別相談）

H28

決算額 53

Ｈ29年　度

女性のための働き方セミナー

地域における出張相談事業
ひょうごワタシ流の創業ストーリー

女性活躍応援セミナー

Ｈ30

H28

男女共同参画庁内推進グループ会議
パートナーシップミーティング及びセミナー
相談件数

2,451

－46－



【根拠法令等】
・男女共同参画社会基本法　　
・第2次淡路市男女共同参画プラン　
・女性活躍推進法
・淡路市出前市役所処務規程

・平成29年度までは活動の進捗等も相談件数としていたが、平成30年度から
は同じ案件については、何度相談があっても１回とカウントすることとした。
・平成30年度から担当職員が、2名から1名に減少した。

相談件数減少の理由
平成29年度までは、他の課への問い

－47－
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【事業概要】
戸籍法及び住民基本台帳法に基づく各種届出、申請の受付及び証明書の発行
通知カード・個人番号カード交付業務、本人通知等
戸籍届書（審査・異動入力・異動連絡）、人口動態等
住基（受付・異動入力・異動連絡）、戸籍附票処理、人口統計等
火葬場使用許可証、埋火葬許可証発行　など

　　　　　　　印鑑登録証明書の発行）
事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
  消耗品費　　　　　

  印刷製本費　　　　

  法規追録費　　　　

役務費
委託料
　業務委託料

　電算システム改造等委託料

　保守点検委託料

使用料及び賃借料
負担金補助及び交付金　
  職員互助会負担金

  淡路地区戸籍住基事務協議会負担金

（一般職11名）

（職員出張旅費）

（事務用消耗品、逐次刊行物）

（戸籍届出用紙印刷代など）

（各種法規追録代）

（戸籍関係通知等郵送料）

（ｺﾝﾋﾞﾆ事業者等証明書交付委託料）

（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ等の記載事項の充実事業構築）

千円
千円

千円

千円

千円
千円

千円
千円
千円
千円
千円
千円

千円

千円

千円

147

7,783

3,359

76

26

千円

事業概要等 37,321

122
11,289

91,588

（ｺﾝﾋﾞﾆ交付システム保守委託料）

（窓口受付システム使用料）

事業実施箇所：

423

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業目的

決算の状況
国　費 県　費 地方債

財　　　源　　　内　　　訳

その他

50,800

予算科目

57,446

13,325 64

戸籍住民基本台帳費 1

一般財源

決算書 82 85

継続 所属課

新規 所属部

市民人権課

総合計画 1章 共に築く次世代につなぐまち 4節 持続可能な行政経営の推進

市民生活部
事務事業名 戸籍住民基本台帳事務事業

戸籍住民基本台帳費

24,239

目

62

87,774

9,841

款 2 総務費 項 3

18,940

539
5,818

・戸籍法に基づく戸籍事務
・住基法に基づく住民基本台帳事務、個人番号カード関係事務
・印鑑登録及び証明書発行事務
・中長期在留者住居地事務
・火葬許可証交付事務、人口動態調査事務

23,585

市民総務課、各事務所市民窓口課
出前市役所（住民票の写し、印鑑登録証明書の発行）
コンビニ等　(住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍附票、

11,807
124
1,814

千円

1,053

338

－48－



  地方公共団体情報ｼｽﾃﾑ機構負担金

  通知カード・個人番号カード関連事務交付金

【事業実績の推移】

【取扱事務件数】 （件）

【コンビニ交付件数】※平成28年4月から開始。上記件数に含んでいる。 （件）

平成28年度

平成29年度

平成30年度

【根拠法令等】
・戸籍法
・住民基本台帳法
・淡路市印鑑条例
・淡路市住民票の写し等本人通知制度実施要綱
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

【財源内訳】
： 千円

千円
千円
千円

： 千円
千円

： 千円（59千円のうち）
千円（22,322件）
千円（20,554件）
千円（16,048件）

※証明発行も含む

千円

千円3,516

106,522
3,052 3,012 2,972 4,041

合　　　計 101,069 107,176101,197

戸籍関係受付事務件数

住基関係受付事務件数

印鑑関係受付事務件数

その他受付事務件数

17,296 13,599

38,008 38,334 40,372 39,350 40,313
42,713 46,252 47,759 45,99744,561

15,887
4,325

105,865

Ｈ30Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

16,073 17,913

711
1,277

398

印鑑・その他証明手数料 4,175

個人番号カード交付事業費補助金 3,449
個人番号カード交付事務費補助金

63
239

毎月人口推計調査費委託金 10
船員法関係事務手数料 55

住民基本台帳手数料 6,142
戸籍証明手数料 13,213

541

県　費 厚生統計調査費委託金 55

1,713

164
278
477

51
合　　計

中長期在留者住居地届出等事務委託金 381

7,782

20

9
10

174
360

年度 H26 H27 H28

国　費 社会保障・税番号システム整備費補助金

その他

153,084 86,931 91,588

H30

決算額

H29

66,247

戸籍謄抄本 住民票 戸籍附票 印鑑証明

87,774

2,200

－49－
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【事業概要】
・家庭の生ごみ減量化機器購入、町内会の可燃ごみ・資源ごみステーション購
入及び住宅用蓄電池の購入に対する補助金の交付。

　　・環境審議会及びごみ減量化等推進協議会の運営。
・地球温暖化対策実行計画に基づく措置及び施策の実施状況の公表、第3次
計画（令和元年度から5年間。次回見直しは令和6年度）の推進を行う。

事業実施箇所：淡路市内全域
事業実施年度：平成17年度～

決算額の状況
報酬 （環境審議会委員14名）
給料 （一般職8名＋再任用１名）
職員手当等
共済費
報償費 （ごみ減量化等推進協議会委員18名）
旅費
需用費
委託料 　
地球温暖化対策事業委託

カーボン・マネジメント強化事業支援業務委託

負担金補助及び交付金
うち　可燃ごみステーション設置補助（14基）

うち　生ごみ減量化機器設置補助　　

（生ごみ処理機7基、コンポスト5基）

うち　資源ごみステーション設置補助（7基）

うち　住宅用蓄電池設置補助（31件）

111 千円

930 千円

1,545 千円

9,720 千円

3,059千円
412 千円

47千円

千円

11,232千円
1,512 千円

千円
9,311
53千円
108千円

千円
32,259千円

事業概要等

17,845

事務事業名 環境衛生事業

1項

継続

63,285

衛生費

53

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節 環境先進地への取組

新規 所属部

116 121

所属課 生活環境課

地方債

決算書

3

市民生活部

環境衛生費保健衛生費

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

その他 一般財源

事業目的

決算の状況

目

10,483

181

予算科目 款 4

199

  地区衛生組織と一体となり、清潔で美しく住みよい淡路市づくりを目指し、生ごみの
減量化、散乱防止及び低炭素社会の実現に向けた新エネルギー対策の推進を図り、
市民の環境意識の高揚、環境美化、生活環境の保全及びCO２削減を促進する。

国　費

518 55,069

県　費

73,967

55,768

－50－



【事業実績の推移】

決算額

【根拠法令等】
・地球温暖化対策の推進に関する法律（第20条の3）
・資源の有効な利用の促進に関する法律
・淡路市環境対策補助金交付要綱

【財源内訳】
： 千円
県民まちなみ緑化事業委託金 千円
： 千円
二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金 千円

事業概要等

9,720

県　費 環境の保全と創造に関する条例による事務費 167
32

－

その他 犬の登録手数料 763

設置件数 57 48 38 38 －

H30
62,132 51,380 55,768 73,967

うち住宅太陽光補助 4,579 3,851 2,946 2,994
78,334

年　　度

設置件数 － － － －

H26 H27 H28 H29

うち蓄電池補助
31

－ － － － 1,545

－51－
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【事業概要】
　　淡路市営火葬場の維持管理運営及び五色台聖苑火葬場の費用負担。

事業実施箇所：津名、岩屋、室津及び東浦火葬場
　　　　　　　 　　 五色台聖苑火葬場（洲本市）
事業実施年度：平成17年度～

決算額の状況
需用費
うち　燃料費 （4施設）

うち　修繕料 （4施設）

役務費
委託料 　
うち　火葬業務委託 （4施設）

うち　火葬業務委託 （五色台聖苑）

うち　火葬炉設備保守点検 （4施設）

使用料及び賃借料
工事請負費 （4施設）
負担金補助及び交付金
五色台聖苑運営負担金

運営維持協力金

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
・墓地、埋葬等に関する法律　　・淡路市火葬場条例

【財源内訳】
： 千円

千円
千円
千円

千円

11,017
11,077
10,657

420

8,074

1,347

1,000

37

千円

千円

千円

千円

千円
5,963 千円

392 千円

10,562千円

火葬場使用料 7,728

718件
55,245 50,310

758件

H27
68,323

財　　　源　　　内　　　訳

国　費

年度

32,767

32,808

40,536

79千円

768件 751件 692件

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

40,536

事業目的

地方債

40,203

予算科目 款 4

事業概要等

火葬件数

決算額

その他

項 1

7,728

総合計画 2章 安全安心で快適に暮らせるまち

事務事業名 火葬場事業

衛生費

7,436

市民生活部

継続 所属課 生活環境課

その他 一般財源

所属部新規

決算書 116 121

保健衛生費 目

県　費

1節 定住拠点の整備

3 環境衛生費

H29 H30

　火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ、公衆衛生その他
公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

40,203

H28H26

7,764

－52－
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【事業概要】
　 新火葬場の整備に向け、調査の実施や設計、用地の取得を行う。

事業実施箇所：淡路市　野田尾・興隆寺　地内
事業実施年度：平成25年度～

決算額の状況
報償費 （火葬炉設備選定会議8名）
旅費
需用費
委託料
基本計画策定委託

道路等概略設計業務委託

地形測量委託

調査委託

使用料及び賃借料 （視察バス借上げ）

【事業実績の推移】

【根拠法令等】
・墓地、埋葬等に関する法律
・淡路市火葬場条例

【財源内訳】
： 合併特例事業債 千円
： 公共施設整備等基金 千円

11,310

221

千円
千円
千円
千円

千円

19,916

決算書 116 121

目 3

千円

環境衛生費

千円

7,560

総合計画 2章 安全安心で快適に暮らせるまち 1節 定住拠点の整備

事務事業名 新火葬場整備事業
新規 所属部 市民生活部

継続 所属課 生活環境課

予算科目 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

地方債 その他 一般財源

27,895 879

事業目的
　市内４地区（津名・岩屋・北淡・東浦）にある火葬場の集約と、五色台聖苑（洲本市）を
利用している一宮地区の利用者も対応が可能な新火葬場を建設することを目的とす
る。

1,744

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

H26 H27 H28

7,100 19,916

55
27,476
4,535

4,071

27,895

千円

千円
67
76

事業概要等

1,744

その他

H29 H30年度

市　債 7,100

決算額 414 7,576 0 1,744

－53－
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【事業概要】

・夕陽が丘クリーンセンター操業にかかる、関係町内会、その他の地元団体に対
 して、要望のあった事業に対し補助を行う。

事業実施箇所：淡路市内全域
事業実施年度：平成17年度～

決算額の状況
需用費 （不法投棄防止等啓発看板） 千円
役務費 千円
負担金補助及び交付金 （地域振興対策事業　5町内会、1水利組合）

千円
【事業実績の推移】

【根拠法令等】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条（清潔の保持等）
・淡路市地域振興対策事業補助金交付要綱

H27 H28 H29 H30

40,886 32,597 14,573 7,995 3,763

29

   廃棄物の排出を抑制するため、不法投棄対策を行い、生活環境の保全及び公衆衛
生の向上を図る。また、夕陽が丘クリーンセンターの操業延長により、地域の活性化及
び振興を図る。

国　費

3,763

124

一般財源

事業目的

7,995

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

決算額

年度 H26
事業概要等

・不法投棄防止看板等の設置により、不法投棄対策を行う。

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節

清掃推進事業

県　費

項 2予算科目

事務事業名

清掃総務費款

生活環境課

市民生活部

4

その他

財　　　源　　　内　　　訳

衛生費 1目

環境先進地への取組

3,763

所属部

7,995

3,610

127

継続

地方債

126

清掃費

新規

決算書

所属課

－54－
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【事業概要】
　　市内の家庭から発生する廃棄物について、市指定ごみ袋による可燃ごみの収集、
　資源ごみの品目別の収集及び粗大・不燃　ごみの収集を行い、処分場及び保管施
　設へ運搬する業務を委託する。
　　また、市指定ごみ袋の作製及び販売、ごみカレンダーを作成し周知啓発を行う。

事業実施箇所：淡路市内全域
事業実施年度：平成17年度～

決算額の状況
需用費
うち　ごみ袋購入費 （ごみ袋152万枚）

うち　印刷製本費 （ごみカレンダー等）

役務費
うち　粗大ごみ搬入手数料

うち　廃棄物処理手数料 （埋立処分、水銀等処理）

委託料 　
うち　ごみ収集運搬清掃委託

うち　ごみ袋販売委託 （販売登録126件）

負担金補助及び交付金 （公害汚染負荷量賦課金）

【事業実績の推移】

決算額

38

千円

千円

千円
千円

千円

千円
千円

千円

千円

11,847
6,825

4,832

235,650
230,152

4,514

12,128千円
10,687

599

ごみ袋購入額
17,453

13,815 10,68712,314
17,01917,719

11,877 10,969
17,706ごみ処理量（ｔ）
54,726

17,311
59,161 60,525 58,723 59,016

220,331

事業概要等

251,300 251,935
220,328

年　　度

ごみ収集処理収入

249,124
H26 H27

事業目的
　廃棄物の排出抑制及び分別、収集、運搬、再生、処分等を適正に処理し、生活環境
の保全及び公衆衛生の向上を図る。

61,825

塵芥処理費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

4

257,873

項 清掃費

財　　　源　　　内　　　訳

目予算科目

259,663

県　費 地方債

197,838

衛生費

事務事業名
市民生活部

継続 所属課
塵芥処理事業

国　費

2款

257,873

その他

61,784

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節 環境先進地への取組

新規

ごみ収集運搬業務委託 230,152

H29

220,328

生活環境課

229,949

H28
259,663
H30

決算書 126 129

一般財源

196,089

2

所属部

－55－



【根拠法令等】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
・資源の有効な利用の促進に関する法律
・特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
・使用済小型電子機器等の再商品化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
・水銀による環境の汚染の防止に関する法律

【財源内訳】
： 千円

（大：896,000枚、中：437,000枚、小：170,600枚、特小：14,000枚）
千円
千円
千円
千円

日本容器包装リサイクル協会合理化拠出金 30
ペットボトル有償入札拠出金

県道動物死骸収集業務受託金

ごみ収集処理手数料（1,517,600枚）

事業概要等

1,845

59,016

921
13一般廃棄物及び浄化槽汚泥収集運搬業者許可手数料

その他

－56－
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【事業概要】
・市内7か所のエコプラザにおいて、資源ごみの品目別収集物を保管し、飲料缶類
とPETボトルの圧縮梱包作業を行う。
・容器包装廃棄物の3R推進等を目的とし、拠点回収施設5箇所（津名・岩屋・北淡
一宮・東浦）にて資源ごみを受入れることにより、リサイクル率の向上、廃棄物の
　抑制を図る。

事業実施箇所：津名、岩屋、北淡、一宮及び東浦エコプラザ
　　　　　　　　　　 一宮資源ごみ回収ステーション、木曽下エコプラザ
事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
需用費
　 うち　修繕料 （施設内設備）

役務費
うち　点検手数料 （フォークリフト）

委託料 　
うち　エコプラザ管理運営委託

使用料及び賃借料
うち　借地料 （4施設）

工事請負費 （津名エコプラザ舗装修繕）

【事業実績の推移】

平成30年度実績
売却品目：アルミ缶 60ｔ、スチール缶 30ｔ、紙類 662ｔ、廃食用油 15ｔ
　   　　　　ダンボール 219ｔ、牛乳パック 7ｔ、鉄類 21ｔ、小型家電 59ｔ
　   　　　　古着類 33ｔ
再商品化品目：びん類 268ｔ、ペットボトル 57ｔ、白色トレイ 2ｔ

千円
千円

千円

22,874
21,728

5,521
5,480

1,435

千円
千円

千円
千円

5,211千円
2,840

971
749

事業概要等

36,012決算額 32,195

129

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節 環境先進地への取組

決算書 126

千円

29,128

国　費 県　費 一般財源

7,033

事業目的
　廃棄物の適正な分別、保管、再生、処分等を実施することにより、生活環境の保全
及び公衆衛生の向上を図る。

年度 H26

36,161

H30

40,040

H29

31,940

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

36,012

H27 H28

36,161

2 塵芥処理費

26,679

地方債 その他

4 衛生費 項 清掃費2 目

9,333

予算科目

事務事業名 エコプラザ管理事業
新規 所属部 市民生活部

継続 所属課 生活環境課

款

－57－



【根拠法令等】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
・使用済小型電子機器等の再商品化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法）
・淡路市資源ごみ回収施設の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
： 千円
資源ごみ売却料 千円9,188

その他 行政財産使用料 145

－58－
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【事業概要】
　関係法令に基づく、一般廃棄物埋立最終処分場の適正な維持管理に関する
調査及び廃止にむけた調査を実施し、その結果をふまえた地元説明会を年に
１回実施することにより、周辺住民等への不安を取り除く。

事業実施箇所：淡路市　高山　地内
事業実施年度：平成17年度～

決算額の状況
需用費 （光熱水費、修繕料）
役務費 （浸出水処理施設清掃）
委託料 　
うち　水質検査等委託

工事請負費 （浸出水処理施設改修）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
・ダイオキシン類対策特別措置法

【財源内訳】
その他：スクラップ売却　　　 千円

公共施設整備等基金 千円

1,499
7,459
5,940

20,368

千円
千円
千円

千円

H30H29

436千円

20,368

8,257 7,734 7,276

83

決算額 29,762

年度 H26 H27 H28

7,637

事業目的
　一般廃棄物埋立最終処分場の適正な維持管理を継続的に行い、関係法令に基づく
維持管理及び廃止に必要な調査を実施し、一般廃棄物埋立最終処分場の廃止を目的
とする。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

予算科目

7,276

29,762 20,451 9,311

7,276

一般財源

衛生費 項 2 清掃費 塵芥処理費

地方債 その他

129決算書 126

最終処分場管理事業

款 4 目

市民生活部

継続 所属課 生活環境課

新規

事業概要等

2

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節 環境先進地への取組

事務事業名
所属部

－59－
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【事業概要】

事業実施箇所：　夕陽が丘クリーンセンター(野島常盤1559-29)
事業実施年度：　平成11年度　～　平成17年度（津名郡広域事務組合）

平成18年度　～　令和10年度（淡路市）

決算額の状況
給料 （一般職6名＋再任用1名）
職員手当等
共済費
賃金 （2名）
旅費
需用費
うち　設備機器等修繕

うち　薬品代（焼却及び排水処理）

役務費
委託料
うち　運転管理業務委託

うち　ごみ受入作業及び千年の湯管理委託

使用料及び賃借料 （井水等使用料）
工事請負費
うち　2号温調用空気予熱器伝熱管取替等工事 

うち　1、2号炉排出コンベア取替工事 

うち　清掃施設改修工事（受電設備） 

原材料費
負担金補助及び交付金
公課費

千円
千円

千円
千円
千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円
千円
千円

千円

12,636

9,914

1,922
170
28

千円
千円
千円
千円
千円

57,339
40,435

8,082

1,555
47,776
18,734

4,043
158

89,720
11,008

28,856

17,838

24,051千円
11,254
7,045

決算書 128 131

総合計画 5章 地域資源と地域活力があふれるまち 1節 環境先進地への取組

事務事業名 夕陽が丘クリーンセンター管理運営事業
所属部 市民生活部

継続 所属課 生活環境課

予算科目 款 4 衛生費 項 2 清掃費 目 3
夕陽が丘ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
管理運営費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

210,082

262,899 70,137 192,762

276,161 66,079

事業目的
　市内で発生する可燃性一般廃棄物の焼却処理施設及び余熱を活用した温浴施設の
運営により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

　市内で発生した可燃性一般廃棄物を受入し、破砕及び焼却処分による中間処
理を行い、焼却灰などを最終処分場である大阪湾フェニックスへ引き渡しを行う。

　焼却時に発生する熱で温めたお湯を利用した温浴施設を運営して、市民の健
康増進の向上を行う。

　また、操業開始から19年が経過していることもあり、施設維持のため年度ごとに
計画的に修繕を行う。

  焼却運転管理の一部を管理実績のある事業者に委託し安定した施設運営を図る。

事業概要等

－60－



【事業実績の推移】

○ごみ処理量の推移 （トン）

○小動物（犬・猫等）処理量の推移 （匹）

○千年の湯利用者数の推移 （人）

【根拠法令等】
・大気汚染防止法
・ダイオキシン類対策特別措置法

【財源内訳】
その他：行政財産使用料　（千年の湯自動販売機）　　　

余熱利用施設使用料（3,513人）
夕陽が丘クリーンセンターごみ処理手数料
（家庭系、事業系、公用、可燃残渣、小動物）

自動販売機光熱水費（千年の湯自動販売機）　　　
洗車機使用代
工事に伴う廃材（鉄屑）売却　　
４ｔダンプ車売却代

745千円

健康増進施設物品売払収入(100円×千年の湯タオル30枚)

7千円
1,089

80千円
491千円

3千円
19千円

千円

67,703千円

Ｈ28 Ｈ29 H30

3,630
利用者
数

6,155 6,225 5,365 4,518 3,040

Ｈ29 H30
小動物
処理量

894 848 828 877 909 744

事業概要等
年度 H25 H26 H27 Ｈ28

年度 H25 H26 H27

H27 Ｈ28 Ｈ29 H30

決算額 276,852 282,274 291,623 272,618 276,161

年度 H25 H26

年度 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29

15,380 14,989 14,939

262,899

H30

15,294

44

ごみ
処理量

16,537

うち
災害分

1,440 － － － －

15,303
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【事業概要】
　 面積 １９ｈａ 多角・一筆地・細部測量、原図・複図・面積計算

事業実施箇所：淡路市　生穂・佐野　地内
事業実施年度：平成30年度～

決算額の状況
需用費 千円
委託料 （三角・多角・細部測量委託） 千円

【事業実績の推移】

【根拠法令等】
・国土調査法

【財源内訳】
： 千円

決算書 142 143

総合計画 2章 安全安心で快適に暮らせるまち 1節 定住拠点の整備

事務事業名 地籍調査事業
新規 所属部 市民生活部

継続 所属課 生活環境課

予算科目 款 6 農林水産業費 項 1 農業費 目 7 地籍調査費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

1,331 972 359

0 0

事業目的
　新設道路の設計と同時進行で土地権利関係作業を進めるため、事前調査として実
施する。

事業概要等

35
1,296

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 － － － － 1,331

県　費 地籍調査事業補助金 972
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【事業概要】

事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【事業概要】
民生委員・児童委員の活動に対する費用弁償、民生・児童協力委員に関する費
用、民生委員推薦会、推薦準備会に関する費用

（Ｈ31.3.31現在，人）

3
民生・児童協力委員数 104 42 64 59 51

162
2 2 2 2

320

一宮 東浦

11
民生委員・児童委員数 53 21 32 30 26
主任児童委員数

２．民生委員・児童委員関係事業　　　　　22,217千円

区分 津名 岩屋 北淡 計

50,000 47,500

地域福祉を推進するため、福祉課題を話し合う場づくり、ふれあいサロン、福祉
に関する学習会を開催

淡路市社会福祉法人の助成に関する条例、淡路市社会福祉法人の助成に関す
る条例施行規則、淡路市社会福祉法人補助金交付要綱

決算額
事業概要等

61,000 50,000 50,000

年度 H26 H27 H28

19補助金

H29 H30

事業目的

・社会福祉協議会、民生委員・児童委員と連携し、地域福祉の向上を図る
・地域医療の安定継続を図る
・罪を犯した人の更生を促し、犯罪や非行のない明るい社会を実現する
・戦没者慰霊及び遺族の相互扶助を行い、平和な日本の建設に貢献する
・行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき、行旅死亡人としての援護を行う
・災害ボランティア活動支援を行う

１．社会福祉協議会活動促進事業　　　　　47,500千円

地域福祉に関する事業を推進し、地域社会における福祉の向上を図るための活
動に要する費用の補助

予算科目 決算額

378,055 10,915 4,115 363,025

10,443 4,086 371,200

47,500市社会福祉協議会活動促進補助金
主な内容

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

385,729

社会福祉総務費

福祉総務課
地域福祉課

予算科目 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 1

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ２節 支え合う地域福祉の推進

事務事業名 社会福祉総務事業
所属部 健康福祉部

決算書 90 93

継続 所属課
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事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】
： 千円
民生・児童協力委員活動支援事業補助金（定額） 千円

３．公的病院支援事業補助金　　　　　36,294千円
【事業概要】
社会福祉法人等の公的な団体が運営する救急告示病院等に対する支援を行
い、地域医療の安定継続を図る。

事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成29年度～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

【救急搬送件数の推移】 （件）

報償費 262民生委員推薦会準備会委員報償費
1報酬 65民生委員推薦会委員報酬

11需用費 5民生委員推薦会委員等の委嘱状用紙代
8

決算額 － － － 36,294 36,294

年度 H26 H27 H28 H29 H30

19補助金 36,294公的病院支援補助金
予算科目 決算額 主な内容

担当区域の住民の実態や福祉需要を日常的に把握し、関係行政機関のパイプ
役として活動

民生委員法、民生委員法施行令、淡路市民生委員推薦会規則、淡路市民生委
員推薦準備会要綱、淡路市健康福祉部福祉総務課福祉事業補助金交付要綱

県　費 民生委員・児童委員活動費用弁償費等補助事業補助金（定額） 10,262
160

決算額 21,642 21,643 22,770 21,936 22,217

年度 H26 H27 H28 H29 H30

19補助金 20,615民生委員活動費用弁償補助金等

13委託料 160民生・児童協力委員設置等委託料
19負担金 950県民生委員連合会負担金

予算科目 決算額 主な内容

387 407 442

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

件数 484 460

12役務費 160民生・児童協力委員ボランティア保険料
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【根拠法令等】
社会福祉法
淡路市公的病院支援事業補助金交付要綱

【事業概要】
災害ボランティア活動支援を強化するため、市社会福祉協議会に補助金を交付

事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【事業概要】

事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

犯罪のない明るい社会づくりを実現するため、保護司、更生保護女性会員が更
生保護事業に参加。

決算額 789 800 808 821 702

年度 H26 H27 H28 H29 H30

19補助金 594市保護司会補助金
19補助金 72市更生保護女性会補助金

8報償費 3社会を明るくする運動推進大会講師謝礼外
11消耗品費 33社会を明るくする運動推進大会啓発資材

災害ボランティア研修会、講座、連絡会の開催

淡路市社会福祉法人の助成に関する条例、淡路市社会福祉法人の助成に関す
る条例施行規則、淡路市社会福祉法人補助金交付要綱

５．社会を明るくする運動関係事業　　　　　702千円

　社会を明るくする運動推進強調月間の7月に淡路市推進大会を実施。
　また、更生保護関係団体の市保護司会、市更生保護女性会に補助金を支出。

予算科目 決算額 主な内容

決算額 2,700 1,000 1,000 1,000 1,000

年度 H26 H27 H28 H29 H30

４．ボランタリー活動サポート事業　　　　　1,000千円

予算科目 決算額 主な内容
19補助金 1,000ひょうごボランタリー活動サポート事業補助金

事業概要等
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【根拠法令等】
淡路市健康福祉部福祉総務課福祉事業補助金交付要綱

【事業概要】
淡路市戦没者追悼式

事業実施箇所： しづかホール

事業実施年度：H１７年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

参列者数

戦没者の慰霊、恒久平和を祈念し実施。

【事業概要】

事業実施年度：Ｈ１７年度～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

兵庫県遺徳顕彰会発行の顕彰会報及び評議員会で報告

【根拠法令等】
兵庫県遺徳顕彰会会則　第７条

決算額 110 110 110 110 110

年度 Ｈ26 Ｈ27 H28 H29 Ｈ30

７．兵庫県遺徳顕彰会支部負担金

明治維新以来、幾度かの国難に際して、尊い生命を捧げられた殉国者の崇高な
精神とその霊を末永く祭祀するとともに、遺族の幸せを護ることは私達の当然果
たすべき責務であることから、政府は昭和３８年から毎年、国の主催により全国
戦没者追悼式が執り行われております。県においても、これを機に昭和３９年４
月に県民あげて参加する遺徳顕彰の制度を創設し、恒久平和を祈念することを
目的としています。

予算科目 決算額 事業の内容
19負担金 110兵庫県遺徳顕彰会支部負担金

270人 240人 210人 200人 180人

決算額 572 552 638 522 470

14使用料及び賃借料 180会場借上料

年度 Ｈ26 H27 H28 Ｈ29 Ｈ30

11需用費 150
12役務費 20クリーニング代

６．戦没者追悼式関係事業

予算科目 決算額 事業の内容
8報償費 120記念品代

事業概要等
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【事業概要】
各地区の戦没者遺族活動費及び県遺族会負担金等

事業実施箇所：市内

事業実施年度：Ｈ１７年度　～

決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】 （千円）

淡路市遺族会会員数

各地区分会長より活動費報告

【根拠法令等】
淡路市健康福祉部福祉総務課事業補助金交付要綱

【事業概要】

事業実施箇所：市内

事業実施年度：平成１７年度　～　　　　

千円
8報償費 千円
11需用費 千円
12役務費 千円
14使用料及び賃借料 千円

【事業実績の推移】 （千円）

※上段（　　）は、うち県費取扱い件数
【根拠法令等】
行旅病人及び行旅死亡人取扱法
墓地・埋葬に関する法律
淡路市行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関する規則
　

決算額 342
年 度

1,541人 1,531人 1,509人

事業概要等

385

取扱
件数

H26 H27 H28 H29

( 2件 ） ( 0件 ） ( 1件 ） 

・死亡推定日時や発見された場所、所持金や外見などの特徴などを詳細に官報
  に公告として掲載する。
・遺体を火葬し遺骨として保存、官報の公告で引き取り手を待つ。

( 2件 ） ( 0件 ） 

30
137

198 365 510
H30

1,521人

385
92
126

決算額の状況

1,521人

９．行旅死亡人取扱費

決算額 617 613 604 609 609

年度 H26 H27 H28 Ｈ29 Ｈ30

８．淡路市遺族会助成金

予算科目 決算額 事業の内容
19補助金 609遺族会運営費助成金

2件 1件 2件 3件 3件 
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【事業概要】
１．乳幼児等医療助成事業
助成対象者

所得制限

一部負担金 【入院】負担なし
【通院】負担なし

２．母子家庭等医療助成事業
助成対象者

所得制限 児童扶養手当法に基づく所得制限を準用

一部負担金

３．重度障害者医療助成事業
助成対象者

所得制限

一部負担金

事業概要等

決算書 96 99

総合計画 3章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

事務事業名 福祉医療助成事業 継続
所属部 健康福祉部

所属課 福祉総務課

予算科目 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 4 福祉医療助成費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

326,325 111,582 160,700 27,704 26,339

341,071 106,908 137,000 20,244 76,919

事業目的
　医療費の一部又は全部を助成することにより、医療を必要とする市民の福祉の増進
を図る。

小学校３年生まで（９歳に達する日以後の最初の３月３１日ま
で）の乳幼児等

保護者又は扶養義務者の市民税所得割額の合計額が２３万５
千円未満（０歳児については、所得制限なし）

母子・父子家庭、遺児等の１８歳に達した年度末までの児童ま
たは、２０歳未満の高校在学中の児童及びその児童を監護す
る母または父

※ただし、市民税非課税世帯で所得８０万円以下の方は、一部支
給内であれば対象

【入院】定率１割負担、限度額 月３，２００円（１，６００円）
　　　　連続入院４ヶ月目以降は負担なし

【通院】一医療機関あたり１日８００円（４００円）を限度に月２回
　　　　までを限度

障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者手帳１級
のいずれかに該当する者（後期高齢者医療加入者は除く）。

本人、配偶者、扶養義務者の市民税所得割額が２３万５千円
未満

【入院】定率１割負担、限度額 月２，４００円（１，６００円）
　　　　連続入院４ヶ月目以降は負担なし

【通院】一医療機関あたり１日６００円（４００円）を限度に
　　　　月２回までを限度
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４．高齢重度障害者医療助成事業
助成対象者

所得制限

一部負担金

５．こども医療助成事業
助成対象者 小学校４年生から中学校３年生までの児童・生徒
所得制限

一部負担金 【入院】負担なし
【通院】

６．高齢期移行医療費助成事業
助成対象者 ６５歳以上７０歳未満の方（後期高齢者医療制度加入者は除く）

所得制限

老人医療助成事業経過措置

※誕生日が昭和２４年６月３０日以前の方
一部負担金

※誕生日が昭和２４年７月１日以降の方

12,000円 35,400円

２割 8,000円 15,000円

区分
Ⅰ

本人の年金収入金額及び
他の所得金額の合計が８０
万円以下

本人の年金収入金額及び
他の所得金額の合計が８０
万円以下

世帯全員が年金収入額８０
万円以下、かつ所得がない
こと

区分
Ⅰ

区分
Ⅱ

世帯全員が年金収入額８０
万円以下、かつ所得がない
こと

２割

区分
Ⅱ

誕生日が昭和２７年７月１日以降の方については、要介護認定
２以上（世帯全員が年金収入額８０万円以下かつ他の所得が
ない方は除く）の方

市民税非課税世帯に属し、年金収入金額及び他の所得金額
の合計が８０万円以下の方

負 担 区 分 割合
負担限度額/月
外来 入院

8,000円

経過措置 誕生日が昭和２７年６月３０日以前の方については、老人医療
助成事業の制度を適用する。

負 担 区 分 割合
負担限度額/月
外来 入院

対象者 平成27年7月1日以降

２割 24,600円

１割 15,000円

障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者手帳１級
のいずれかに該当し、後期高齢者医療加入者。

本人、配偶者、扶養義務者の市民税所得割額が２３万５千円
未満
【入院】定率１割負担、限度額 月２，４００円（１，６００円）
　　　　連続入院４ヶ月目以降は負担なし

【通院】一医療機関あたり１日６００円（４００円）を限度
　　　　に月２回までを限度

保護者又は扶養義務者の市民税所得割額の合計額が２３万５
千円未満

　 小学校４年生
～中学校３年生

負担なし

事業概要等
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事業実施年度 平成１７年度（こども医療は平成２２年度より）　～

決算額の状況
千円

9旅費 千円
11需用費 千円
12役務費 （郵送料、審査支払手数料等） 千円
20扶助費 千円
23償還金利子及び割引料 千円

【事業実績の推移】 （千円）

各給付費決算額

【受給件数の推移】 （件）

【根拠法令等】
淡路市福祉医療費の助成に関する条例
淡路市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱
淡路市こども医療費助成事業実施要綱

【財源内訳】

： 乳幼児等医療費助成事業補助金（1/2） 千円
母子家庭等医療費給付事業補助金（2/3） 千円
重度障害者医療費助成事業補助金（1/2） 千円
高齢者重度障害者特別医療費助成事業補助金（1/2） 千円
こども医療費助成事業補助金（1/2） 千円
高齢期移行医療費助成事業補助金（新1/2・旧2/3） 千円

： 過疎対策事業債 千円

： 後期高齢者医療に係る高額医療費調整金 千円
福祉医療に係る第三者行為損害賠償金 千円

千円
過疎地域自立促進基金繰入金 千円

13,826

H26 H27 H28 H29 H30

326,325
2

178

5,881 3,778 3,464 3,645 3,392
53,766 54,553 55,564 53,052 52,355

22,901 23,150 23,522 23,356 23,489
10,153 9,926 9,761 9,309 9,262

高齢期移行医療費助成事業

18,071 20,476 22,016 22,653 22,511

25,483
9,212
7,910

160,700

8,216 7,935 8,018 7,614 5,704

事業概要等

32

年　　度 H26 H27 H28 H29 H30
289,943 297,471 298,078 307,932 312,287

乳幼児等医療給付費 101,569 107,068 108,742 110,899 106,318
母子家庭等医療給付費 13,572 9,207 9,091 10,979 8,974
重度障害者医療給付費 83,369 72,974 64,128 64,792 60,380
高齢重度障害者医療給付費 66,743 66,440 66,677 69,969 70,839

高齢重度障害者医療費助成事業

18,644 17,229 11,469

こども医療給付費 24,690 41,782 49,440 51,293 54,307
18,471

高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費調整金

その他 18,441

533

31,967

年　　度
乳幼児等医療費助成事業

母子家庭等医療費給付事業

重度障害者医療費助成事業

8,000

312,287

県　費 31,266
5,744

地方債

730

こども医療費助成事業

高齢期移行医療給付費 22,153

－70－
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【事業概要】
一般会計繰出金
（法定分）
・国民健康保険事務費に係る繰出金 ・出産育児一時金に係る繰出金
・国保財政安定化支援事業に係る繰出金 ・保険基盤安定制度に係る繰出金
（法定外分）
・福祉医療費国庫補助金減額分の補填に係る繰出金
・保健事業（特定健康診査等事業費分）に係る繰出金

決算額の状況 千円
2給料 千円
3職員手当等 千円
4共済費 千円
19負担金補助及び交付金（職員互助会負担金） 千円
28繰出金 　

その他繰出金 千円
財政安定化支援事業 千円
出産育児一時金 千円
保険基盤安定事業 千円

【事業実績の推移】

【根拠法令等】
・総務省及び厚生労働省通知

【財源内訳】
国費：国民健康保険基盤安定国庫負担金（1/2） 千円
県費：国民健康保険基盤安定県負担金（1/4） 千円 （保険者支援分）
        国民健康保険基盤安定県負担金（3/4） 千円 （保険税軽減分）

決算書 100 101

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

事務事業名 国民健康保険事業
新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

予算科目 款 3 民生費 項 1 社会福祉費 目 9 国民健康保険事業費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

468,151 58,272 187,341 222,538

506,243 61,351 184,346 260,546

事業目的
　国民健康保険事業は、地域住民の福祉の増進を図るものであり、その保険財政は
極めて重要とされている。この国保財政の安定化に資するため国保特別会計へ繰出
しを行うものである。

事業概要等

468,151
24,696
12,772
7,480
49

50,806
35,667
9,197

327,484

（千円）
年度 H26 H27 H28 H29 H30

繰出金決算額 408,410 471,861 460,773 456,923 423,154
被保険者数（平均） 14,994人 14,544人 13,916人 13,212人 12,637人

58,272
29,136
158,205
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【事業概要】
兵庫県後期高齢者医療広域連合負担金
・療養給付費に係る負担金及び共通経費（広域連合運営費）に係る負担金

一般会計繰出金
・後期高齢者医療制度事務費に係る繰出金
・保険基盤安定負担金に係る繰出金

決算額の状況 千円
2給料 千円
3職員手当等 千円
4共済費 千円
19負担金補助及び交付金

職員互助会負担金 千円
兵庫県広域連合分賦金 千円

28繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
・高齢者の医療の確保に関する法律
・高齢者の医療の確保に関する法律施行令

【財源内訳】
： 後期高齢者医療基盤安定県負担金（3/4） 千円
： 地域福祉基金繰入金 千円その他 100,000

県　費 152,362

被保険者数（平均） 8,952人 8,904人 8,963人 9,040人 9,010人
後期高齢特会繰出金 204,759 207,094 209,245 223,678 217,734
共通経費負担金 14,319 13,584 14,883 14,615 17,449
療養給付費負担金 669,926 702,978 719,191 727,949 728,404

兵庫県広域連合分賦金 714,245 716,562 734,074 742,564 745,853
決　算　額 929,747 934,275 955,691 979,429 978,341
年　度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　後期高齢者医療制度の運営のため、後期高齢者医療特別会計への繰出し、兵庫県
後期高齢者医療広域連合へ負担金を支払う。

事業概要等

978,341
6,924
5,384
2,432

14
745,853

217,734

979,429 150,952 828,477

978,341 152,362 100,000 725,979
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

社会福祉費 目 12
後期高齢者医療助
成費予算科目 款 3 民生費 項 1

事務事業名 後期高齢者医療助成事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 102 103

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進
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【事業概要】
生活に困窮する世帯の実状に応じ、適切な支援を行い自立を促す。

事業実施箇所：職員及び被保護者等
事業実施年度：平成１７年度　～　　　　
決算額の状況 千円
4共済費 千円
7賃金 千円
9旅費 千円
11需用費 千円
12役務費 千円
13委託料 千円

介護認定審査委託（※長寿介護課担当） 千円
生活保護システム更新業務委託 千円
自立相談支援事業委託 千円
一時生活支援事業委託 千円
嘱託医業務委託 千円
生活保護システム運用・保守委託 千円

19負担金補助及び交付金 千円
社会福祉主事資格認定通信課程負担金 千円

23償還金利子及び割引料 千円
国庫負担金・補助金返還金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【生活困窮者自立支援事業相談件数の推移】

（社会保険料、雇用保険料）

決算書 112 115

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ２節 支え合う地域福祉の推進

事務事業名 生活保護事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 地域福祉課

予算科目 款 3 民生費 項 3 生活保護費 目 1 生活保護費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

40,722 15,900 15 24,807

21,182 14,074 17 7,091

事業目的
　市内在住の最低生活維持困難者に対し、生活保護に係る相談を適宜受けられるよう
にする。

事業概要等

40,722
865
5,788
247
270
590

（就労支援員、医療相談員、生活保護調整専門員）

32,119
27

19,334
10,600
645
454
1,059
138
138

705
705

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 11,429 21,099 21,007 21,182 40,722

年度 H26 H27 H28 H29 H30
件　数 － 117 73 103 76
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【根拠法令等】
生活困窮者自立支援法

【財源内訳】
： 生活困窮者自立支援事業負担金（3/4） 千円
生活困窮者就労支援負担金（3/4） 千円
生活保護費補助金（3/4） 千円
： 雇用保険個人負担金 千円

国　庫 7,950
1,229
6,721

その他 15

－74－
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【事業概要】
保護申請の受理、要否の判定（基準あり－保護の要・否－保護費の給付の程
度）、保護開始、扶助費の給付、被保護者に対する生活の維持向上の指導・指
示を行う。

事業実施年度　：　平成１７年度　～　　　　

決算額の状況 千円
20扶助費 千円

生活扶助費 世帯 千円
住宅扶助費 世帯 千円
住宅手当費 人*（住居確保給付） 千円
教育扶助費 人 （小学生1、中学生3） 千円
医療扶助費 人 千円
出産扶助費 件* 千円
葬祭扶助費 件* 千円
施設扶助費 人 （救護施設） 千円
介護扶助費 人 千円
就労自立給付金 件* 千円
生業扶助費 人 （高校就学費、通学費等） 千円

23償還金利子及び割引料 千円
県費負担金返還金 千円
国庫負担金返還金 千円

注：＊は年度累計。それ以外は年度末現在

【事業実績の推移】
生活保護の状況 （件、世帯、人）

決算書 114 115

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ２節 支え合う地域福祉の推進

事務事業名 扶助費
所属部 健康福祉部

継続 所属課 地域福祉課

予算科目 款 3 民生費 項 3 生活保護費 目 2 扶助費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

653,252 504,439 9,949 138,864

673,924 517,286 9,995 146,643

事業目的

　病気や怪我で働けず、また高齢などで十分な収入が得られない生活困窮者に対し、
その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低限度の生活を保障する。
　その一方で、働ける者は就労の増進により保護からの自立を目指し、また、病気や
怪我で働けない者は治療に専念し、高齢者などは平穏で規則正しい日常生活が送ら
れるよう自立助長を図る。

事業概要等

653,252
618,135

246 160,513
189 46,663
1 90
4 559

305 365,217
0 0
8 915
11 26,773
79 16,500
2 69
4 836

35,117
420

34,697

年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30

相 談 件 数 132 112 113 86 94
申 請 件 数 44 38 37 28 32
開 始 件 数 42 30 37 26 32
廃 止 件 数 46 47 60 38 38
世 帯 数 342 330 323 301 288
人 員 445 416 407 369 349
保 護 率 （％） 0.96 0.91 0.90 0.83 0.80
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類型別世帯数

扶助費の状況 （千円）

各扶助費決算額
生活扶助費
住宅扶助費
住宅手当費
教育扶助費
医療扶助費
出産扶助費
葬祭扶助費
施設扶助費
介護扶助費

生業扶助費
資格取得費

【根拠法令等】

淡路市生活保護に関する手続き等を定める規則

【財源内訳】
： 生活保護費負担金（3/4） 千円
生活困窮者住宅確保給付負担金（3/4） 千円
： 生活保護費負担金（1/4） 千円

年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30

高齢者 212 206 205 198 196
単身 179 175 177 172 172
２人以上 33 31 28 26 24

母子 8 6 5 6 5
傷病者 43 42 43 40 36

単身 29 28 34 30 27
２人以上 14 14 9 10 9

障害者 35 31 25 24 23
単身 27 25 20 19 19
２人以上 8 6 5 5 4

その他 44 45 45 33 28
単身 27 26 22 18 15
２人以上 17 19 23 15 13

稼 働 世 帯 39 39 34 32 30
非 稼 働 世 帯 303 291 289 269 258

事業概要等

年　　　度 H26 H27 H28 H29

198,355 191,224 186,359 173,718

H30

733,649 703,776 677,278 644,847 618,136
160,513

51,069 49,644 50,863 49,523 46,663
111 97 315 140 90
1,474 1,549 957 778 559

432,062 411,197 390,248 377,494 365,217
0 0 0 0 0

1,143 1,274 525 175 915
27,617 27,482 25,371 23,219 26,773
19,359 20,415 20,926 18,234 16,500

就労自立給付金 4 44 281 318 70
1,488 850 1,433 1,248 836
967

生活保護法

国　庫 503,858
581

県　費 9,949
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【事業概要】
・阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金償還事務
・火災や災害時の見舞金の支給
決算額の状況 千円
9旅費 千円
12役務費 千円
13委託料 千円
19負担金補助及び交付金（被災者生活再建支援金） 千円
20扶助費 千円

【事業実績の推移】
災害援護資金貸付金の状況 （千円)

【根拠法令等】

【財源内訳】
： 災害援護資金貸付金元利収入 千円
： 被災者生活再建支援事業補助金（2/3） 千円県　費

・淡路市災害弔慰金の支給等に関する条例
・淡路市災害時における見舞金の支給に関する規則
・淡路市被災者生活再建支援金交付要綱

その他 356
200

年度末未償還件数 158件 143件 129件 119件 106件

185,194
年度末貸付金残高（元金） 249,555 226,748 204,040 193,102 171,593

H26 H27 H28 H29 H30
年度末収入未済額（元利） 269,418 244,991 220,353 208,583

事業目的
　災害救助法及び被災者生活再建支援制度に適用しない災害等の発生に際し、被災
者に対して援護を図る。

事業概要等

556
6
10
0

300
240

区　　分

10,473 10,473 0

556 200 356 0
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

災害救助費 目 1 災害救助費予算科目 款 3 民生費 項 4

事務事業名 災害救助事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 114 115

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ２節 支え合う地域福祉の推進
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【事業概要】
国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）への繰出金
献血事業は日本赤十字社、ライオンズクラブと連携しながら市内普及啓発を実施

決算額の状況 千円
8報償費 千円
9旅費 1千円
28繰出金 直営診療施設勘定繰出金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

決算額

献血者数の推移 （人）

北淡・仁井診療所患者数の推移 （人）

【根拠法令等】
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
淡路市特別会計設置条例

仁井診療所 789 705 709 647 516
北淡診療所 18,449 16,274 15,220 14,778 14,120

外来患者数（延べ人数） 19,238 16,979 15,929 15,425 14,636
区　　分 H26 H27 H28 H29 H30

献血者数（人） 1,279 1,296 1,189 1,210 1,044
区　　分 H26 H27 H28 H29 H30

直営診療施設勘定繰出金 18,500 12,214 2,616 7,042 10,972
献血事業 262 287 446 524 503

H29 H30
18,762 12,501 3,062 7,566 11,475

事業目的

　安全安心な医療サービスの提供及び地域医療の拡充を図るため国民健康保険特別
会計（直営診療施設勘定）へ繰出しを行い安定した経営状況の確立を行う。
　安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号）に基づ
き血液の安定供給を図る。

事業概要等

11,475
502

10,972

区　　分 H26 H27 H28

7,566 7,566

11,475 11,475
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

保健衛生費 目 1 保健衛生総務費予算科目 款 4 衛生費 項 1

事務事業名 保健衛生総務事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 116 117

総合計画 ３章 支えあい健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進
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【事業概要】
未熟児養育医療費助成事業
助成対象者

対象経費

所得制限 なし
一部負担金 負担なし

事業実施年度 平成２５年度　～　　　

決算額の状況
（審査支払手数料） 千円
（未熟児養育医療給付費） 千円

千円

【事業実績の推移】 （千円）

【給付件数の推移】

※平成２５年４月からの県移譲事業

【根拠法令等】
母子保健法、母子保健法施行令、母子保健法施行規則

【財源内訳】
： 未熟児養育医療費負担金（1/2） 千円
： 未熟児養育医療費負担金（1/4） 千円

決算書 120 123

総合計画 3章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

事務事業名 未熟児養育医療費助成事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

予算科目 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費 目 5 母子保健事業費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

1,699 938 48 713

2,872 1,447 707 718

事業目的
　身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が指定養育医療機関において入院
養育を必要と認めたものに対し養育医療の給付を行う。

事業概要等

出生後、淡路市に居住し、医師が入院養育を必要と認めた1歳
に満たない未熟児（出生体重が2000グラム以下のもの）

入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事
療養費の自己負担額

12役務費 1
20扶助費 1,528
23償還金利子及び割引料 170

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 2,025 2,790 3,781 2,872 1,699

4

年度 H26 H27 H28 H29 H30

国　庫 938
県　費 48

件数 7 9 13 6
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【事業概要】

H２３年度から準夜帯（１８時～２１時）の診察を開始
事業実施箇所：淡路市志筑３１１９番地１　淡路市休日応急診療所

事業実施年度　：　H１９年度　～

決算額の状況
千円

11需用費 （光熱水費、医薬材料費等） 千円
12役務費 千円
13委託料 千円

うち休日診療業務委託料 （医師、看護婦、事務員） 千円
14使用料及び賃借料 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市休日診療所の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
： 休日診療収入 千円
施設経費負担収入等 千円

その他 9,769
616

診　療　日　数 70日 70日 70日 70日 72日
診療受付者数 980人 899人 828人 909人 1,062人
決　　算　　額 16,653 16,518 16,430 16,841 17,538
年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　地域医療体制の充実を図るため、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休
日及び12月31日から翌年の1月3日までの間における応急医療を提供する。

事業概要等

津名郡広域事務組合より引き継ぎ、H１９年度から淡路市医師会の協力を得て、
地域医療体制の充実を図るべく休日等における応急医療を実施している。

17,538
2,990
453

14,015
13,892
80

16,841 7,714 9,127

17,538 10,385 7,153
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

保健衛生費 目 9 休日診療所運営費予算科目 款 4 衛生費 項 1

事務事業名 休日応急診療所運営事業
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 124 125

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進
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【事業概要】
災害援護資金貸付金元金の償還

【事業実績の推移】
災害援護資金（地方債）の状況 （千円）

免除理由別不納欠損額 （円）

【根拠法令等】 災害弔慰金の支給等に関する法律
地方自治法施行令

【財源内訳】 ： 災害援護資金貸付金（元金） 千円

計 7 15,447,581 1,354,148 16,801,729

その他 9,222

生保 低資力 2 5,558,000 532,053 6,090,053
破産 低資力 3 3,550,081 257,506 3,807,587

重度障害 重度障害 1 3,139,500 242,691 3,382,191
死亡 生保 1 3,200,000 321,898 3,521,898
借受人 連帯保証人 件数 元金 利子 合計

うちＨ16台風23号分 896 0 0 0 0

174,832
うち阪神淡路震災分 253,252 244,619 214,931 199,502 174,832

11,966 9,529 14,687 11,509 9,222
地方債残高 254,148 244,619 214,931 199,502

事業目的 　徴収した阪神・淡路大震災に係る災害援護資金貸付金元金の償還

事業概要等

年　　度 H26 H27 H28 H29 H30
償還金決算額

11,509 11,509 0

9,222 9,222 0
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

公債費 目 1 元金予算科目 款 12 公債費 項 1

事務事業名 公債費償還事業（災害援護資金）
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 210 211

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ２節 支え合う地域福祉の推進
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千円
【事業概要】
・児童扶養手当支給事業
支給額 児童１人世帯 42,500円/月～10,030円/月

(Ｈ30.4.1現在）児童２人世帯 52,540円/月～15,050円/月
児童３人世帯 58,560円/月～18,060円/月

決算額の状況
役務費 郵送料 千円
扶助費 児童扶養手当（延べ3,667人） 千円

【事業実績の推移】
（千円、人）

児童扶養手当支給額

【根拠法令等】
・児童扶養手当法
・淡路市児童扶養手当事務取扱規則

１．児童扶養手当支給事業 152,472

※所得に応じて減額となる。

３月末受給権者数 320 294

74
152,398

311
158,963

事業概要等

320

年　　度 H26 H27

276
160,422

H28 H29
152,398
H30

157,478

その他 一般財源

196,836 53,579 36 143,221

204,515

事業目的

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

予算科目 款 3 民生費 項 2

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

事務事業名 児童福祉総務事業
新規 所属部 健康福祉部

決算書 104

児童福祉費 目 1 児童福祉総務費

105

継続 所属課 子育て応援課

53,784 3,071 147,660

155,640

１　父（又は母）と生計をともにできない児童が養育されている家庭の児童養育者を経
　　済的に支援するために手当を支給する。
２　子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本方針に即して、2020年度
　　から5年を一期とする子ども・子育て支援事業計画を策定することとされている。
　　策定にあたり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況を把握し、
　　ニーズ調査を踏まえて、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み
　　を推計し、具体的な計画策定を行う。
３　児童の福祉向上を図るための相談及び関係機関の連携の下、児童虐待をはじめ、
　　要保護児童の早期発見・対応に努め、援助を推進する。
　　母子家庭等の自立を推進するため、総合的な母子家庭の母及び寡婦の自立のた
　　めの相談を受け、指導及び支援する。
４　家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等で一
　　定期間養育し、児童及びその家庭の福祉の向上を図り、仕事と家庭との両立支援
　　及び乳幼児や青少年を犯罪や虐待から守るため、地域や子育て支援関係者や行
　　政と連絡調整する。また、子どもやその親及び地域の人々に対し、無料または安
　　価で栄養のある食事や温かな団らんを提供し、地域の子育て支援を充実させる。

－82－



【財源内訳】
： 千円

千円

千円
【事業概要】
・淡路市子ども・子育て会議の運営
子ども・子育て支援施策の実施状況等を調査・審議

・行政手続オンライン申請サービス（マイナポータル）
政府が運営するオンラインサービス（マイナポータル）と本市のLGWAN接続
端末をセキュリティ対策など条件の整った回線で利用することにより、マイナ
ンバーカードを使ってオンライン上で行政の様々な手続きの申請ができるよ
う整備する。

淡路市子ども・子育て支援事業計画（第一期）が2019年度に最終年度を迎
えることから、国が定める基本方針に即して、教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の利用状況を把握し、ニーズ調査を踏まえて、教育・保育
及び子ども・子育て支援事業の量の見込みを推計し、具体的な計画策定を
行う。

・利用者支援事業（基本型）委託
　　子育て世代包括支援センター」妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を確保するため、利用者支援事
業（基本型）に規定する基本型専門研修の有資格者が、行政窓口以外の日常
的に利用できる身近な場所で当事者目線の相談支援や子育てニーズを把握し、
情報提供等を行う。また、地域の様々な子育て支援機関等とのネットワークを
構築し、利用者支援事業（母子保健型）の保健師と緊密に連携することにより
子育て支援を強化する。
こうした仕組みそのものを指して「子育て世代包括支援センター」と位置づける。

決算額の状況
報酬 子ども・子育て会議（委員１１名） 千円
旅費 少子対策及び子ども・子育て支援事業 千円
需用費 子育てハンドブック印刷製本　等 千円
役務費 行政手続オンライン申請サービス（マイナポータル） 千円
委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託 千円

利用者支援事業（基本型）委託 千円
備品購入費 子育て世代包括支援センター電話機 千円

【根拠法令等】
・淡路市子ども・子育て会議条例
・子ども・子育て支援法
・淡路市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

【財源内訳】
： 千円
： 千円

事業概要等

8,739

267
454
2,160

２．子ども･子育て支援事業 11,759

50,542
184

児童扶養手当給付費国庫負担金（1/3）
特別児童扶養手当事務費交付金

国　費

・淡路市子ども・子育て支援事業計画（第二期）策定業務委託

112
7

国　費 利用者支援事業国庫補助金（1/3） 3,034

23

県　費 利用者支援事業県補助金（1/3） 3,034
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千円
【事業概要】
・家庭児童相談員を配置し、児童に関する保護者や関係機関からの相談に対応
する。また、母子父子自立支援員を配置し、母子家庭の母及び父子家庭の父・
寡婦の自立のための様々な相談に対応する。

事業実施年度：平成１７年度～

決算額の状況
報酬 母子父子自立支援員、家庭児童相談員 千円
報償費 要保護児童対策地域協議会委員報償費 千円

　 旅費 千円
需用費 千円
委託料 児童家庭相談システム保守業務委託 千円
負担金補助及び交付金　県家庭児童相談員連絡協議会負担金 千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
・母子及び父子並びに寡婦福祉法
・淡路市母子父子自立支援員及び婦人相談員の設置規則
・淡路市家庭児童相談室設置規則
・児童福祉法
・淡路市要保護児童対策地域協議会設置要綱

【財源内訳】
国　費 ： 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金（1/3） 千円
県　費 ： 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金（1/3） 千円

： 母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 千円

千円
【事業概要】
・子育て家庭ショートステイ委託料
  家庭における児童の養育が困難な場合に児童福祉施設において、一定期間
  養育することで、児童及びその家庭の福祉の向上を図る。

・淡路市子育てネットワーク推進連絡協議会への活動助成
  地域内の各団体や住民がネットワークを組み、子育てを支援する。

・淡路市婦人共励会への活動助成
  ひとり親家庭の親の自立、子どもの健全育成及び福祉の向上のための活動を
  支援する。

事業概要等

33
2

36,455

6

3,122 4,130 3,887 3,830

母子相談
457人 400人

H30

３．家庭児童対策費 3,830

3,486
45

260

年度

４．児童福祉総務事業

548人

H26 H27 H28 H29

1
1
28

児童相談
813人 762人 552人 635人 574人

(延人数）

534人
(延人数）

495人

決算額 5,707
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・元気な淡路っ子応援事業
  子どもやその親および地域の人々に対し、無料または安価で栄養のある食事や
  温かかな団らんを提供する「子ども食堂」の立上げ経費を補助（上限10万円）す
  る。ただし、必要な経費から２０万円を差し引いた分に対し補助。
（補助期間：平成30年度からふるさと基金充当（100万円）限り）

・事業実施年度 ：H17年度～淡路市子育て家庭ショートステイ事業
：H18年度～淡路市子育てﾈｯﾄﾜｰｸ推進連絡協議会事業
：H17年度～淡路市婦人共励会事業
：H30年度～元気な淡路っ子応援事業

決算額の状況（人件費除く）
委託料 子育て家庭ｼｮｰﾄｽﾃｲ委託料 千円
負担金補助及び交付金 子育てﾈｯﾄﾜｰｸ補助金 千円

婦人共励会運営補助金 千円
償還金利子及び割引料 子育て短期支援事業国庫補助金返還金 千円

・子育てﾈｯﾄﾜｰｸ事業　：　毎年地域のｲﾍﾞﾝﾄや各保育所での活動等に積極的に
 参加し安心して誰もが自信を持って子育てができるﾈｯﾄﾜｰｸの構築を図っている。

・婦人共励会事業：年々ひとり親世帯が増加している中、行事や研修会等に参加
することにより世代間での交流ができ子育て支援の一環を担っている。

【事業実績の推移】（抜粋）
（千円）

【根拠法令等】
・淡路市補助金等交付規則
・淡路市子育て家庭ショートステイ事業実施要綱
・元気な淡路っ子応援事業補助金交付要綱

【財源内訳】
： 千円
： 子育て短期支援事業補助金（1/3） 千円

事業概要等

国　費 子育て短期支援事業補助金（1/3） 23

23
257

H30

324
27

9県　費

H29年度
決算額 581 581 589 584 608

H28H26 H27
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千円
【事業概要】
児童手当の支給

円

円

円

事業実施年度 平成２４年度～（以前は子ども手当）

決算額の状況
9旅費 千円
11需用費 封筒印刷代 千円
12役務費 郵送料 千円

中学1年生
から3年生

１子につき 10,000円

2
75
759

非被用者児童
手当費

国民健康
保険加入者

3歳未満 １子につき 15,000円

非被用者小学
校修了前児童
手当費

3歳から
小学6年生

被用者小学校
修了前児童手
当費

3歳から
小学6年生

第１子
10,000円

2/3
第１子

10,000

1/6

第２子
第３子 15,000

円
第２子
第３子 15,000

1/6

中学校修了前
児童手当費

社保及び
国保加入者

37/45 4/45

特例給付費 所得制限限度額超過者 １子につき 5,000 2/3 1/6

4/45

負担割合
国 県 市

１　児童手当支給事業 589,460

事業概要等

区分 対象 支給単価

1/6

被用者児童手
当費

社会保険
加入者

3歳未満 １子につき 15,000円

事業目的

１　次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに、
　　児童を養育している者に支給し経済的支援をすることにより、生活の安定を図り児
　　童の健全育成を促す。
２　経済的な自立促進により、母子家庭の安定した生活を確保する。
　　経済的理由により分娩費用の負担ができない妊産婦を助産施設で分娩出来るよ
　　うにする。また、様々な理由で保護者が家庭での子どもの養育ができなくなった場
　　合や虐待など保護が必要な児童とその家庭について入所保護を行う。

401,507 89,356 79

616,531 422,755 92,120 101,656

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

599,755

款 3 民生費 項 2

決算書 104

事務事業名
新規 所属部 健康福祉部

107

108,813

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

継続 所属課 子育て応援課
児童手当支給事業・母子福祉事業

児童福祉費 目 2 児童措置費
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20扶助費
特例給付費 千円
被用者児童手当費 千円
被用者小学校修了前児童手当費 千円
非被用者児童手当費 千円
非被用者小学校修了前児童手当費 千円
中学校修了前児童手当費 千円

23国庫支出金返還金 千円

【事業実績の推移】
児童手当支給状況 （千円）

年間、延べ約５．３万人分の児童についての手当を支給している。

【根拠法令等】
・児童手当法
・淡路市児童手当事務取扱規則

【財源内訳】
： 千円
非被用者児童手当国庫負担金 千円
被用者３歳以上中学生児童手当国庫負担金 千円
特例給付国庫負担金 千円
： 千円
非被用者児童手当県負担金 千円
被用者３歳以上中学生児童手当県負担金 千円
特例給付県負担金 千円

※国費及び県費（補助率は上記一覧表参照）

千円
【事業概要】
・母子家庭自立支援給付金事業

①

②

③

・助産施設入所措置事業
　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けるこ
と ができない妊産婦に対して、相談・調査を行い必要に応じて、助産施設に
入所さ せて助産を受けさせる。

高等学校卒業認定試験の合格を目指す場合に受講のために支払った費
用の20％を支給し、合格した場合は、受講のために支払った費用の40％
を支給する。（上限15万円）

高等職業訓練促進給付金（看護師、理学療法士等、就職に有利な資格取
得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業の全期間（上限36ヶ
月）について支給する。）

２　母子福祉事業 10,295

　母子父子自立支援員による相談対応とも連携し、就職に必要な講座の受講
や就職 に有利な高等技能の習得に対して給付金を支給し、母子家庭の安定
した生活の確保と自立促進を図る。

自立支援教育訓練給付金（自立のために厚生労働省指定の講座を受講
後、受講料の60％（上限20万円）を支給する。）

24,085
53,804
1,194

96,340
215,216
4,776
8,572

641,575 631,365 622,825 608,430 588,310

国　費 被用者児童手当国庫負担金 79,291

年度 H26 H27 H28 H29

被用者児童手当県負担金

30,045
88,850
107,370

事業概要等

315

7,610
97,170
257,265

H30

決算額

県　費
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・母子生活支援施設入所措置事業

事業実施年度：平成１７年度～

決算額の状況
19負担金補助及び交付金

千円
20扶助費

母子生活支援施設入所措置費(3世帯） 千円

（千円）

【根拠法令等】

　　　　　　　　　　　　　

・児童福祉法

【財源内訳】 　　
： 千円

千円
： 千円
： 千円

3,260

　１８歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の
届出ができない等、母子家庭に準じる家庭の女性を子どもと共に入所させる
ことにより、母子を保護し、福祉の向上を図ると共に母子の自立を支援する。

高等職業訓練促進給付等事業助成金（5名）

7,035

母子家庭等対策総合支援事業補助金（3/4）

・母子及び寡婦福祉法
・淡路市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
・淡路市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
・淡路市助産施設及び母子生活支援施設入所規則

国　費 2,482

母子生活支援施設入所措置 2世帯 1世帯 0世帯 1世帯 3世帯
助産施設入所措置 0人 0人 0人 0人 0人
自立支援教育訓練 2人 1人 2人 2人 0人
高等職業訓練促進 3人 6人 4人 4人 5人

H28 H29 H30
決算額 8,515 8,013 4,433 7,427 10,295

その他 母子生活支援施設措置費負担金 79

事業概要等

県　費

H27

母子生活支援施設措置費負担金（1/2）
母子生活支援施設措置費負担金（1/4） 1,700

【事業実績の推移】

年度 H26

3,401
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【事業概要】
・ 保育園

保育を必要とする子どもの保育を行い、心身の健全な発達を図る。
・ 認定こども園

就学前児童の一体的な受け入れと保育に加えた幼児教育を実施する。
・ ３歳未満児受入対策事業

３歳未満の園児の受入れの容易化を図る。
・ 延長保育事業

保護者の就労形態の多様化に伴う延長保育の需要に対応する。
・ 一時預り事業

一時的に保育が必要な児童等の福祉の増進を図る。
・ 障害児保育事業

障害児を受け入れる保育所の拡大を図り、障害児の処遇の向上を図る。
・ 実費徴収分補足給付事業

低所得で生計が困難である子どもの特定教育・保育等の利用を図り、子どもの
健やかな成長を支援する。

・ 病後児保育事業
子育て環境の整備及び児童福祉の向上を図るため、病気の回復期である児童
を一時的に保育する

志筑保育園、佐野保育園、
認定こども園恵泉保育園、聖隷こども園夢舞台
ちびっこランドちどり

合併前　　～　3歳未満児受入対策事業(志筑保、恵泉保、佐野保）
合併前　　～　延長保育事業(志筑保、恵泉保）
合併前　　～　一時預り事業(志筑保）
H25年度　～　一時預り事業（恵泉保)
合併前　　～　障害児保育事業（志筑保、恵泉保、佐野保）
H29年度　～　岩屋認定こども園民営化
　　　　　　　　 　一時預かり事業（岩屋認定こども園）
Ｈ30年度　～　岩屋認定こども園が夢舞台認定こども園に移転し、
　　　　　　　　　 聖隷こども園夢舞台として開園
          　　　　  病後児保育事業（聖隷こども園夢舞台）

382,057

事業目的
  保護者が働いていたり、病気の状態にあるなど、家庭において十分に保育することが
できない児童を、家庭の保護者にかわって保育し、通所する児童の心身の健全な発達
を図る。

事業実施箇所：

事業実施年度：

事業概要等

145,419 71,337
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

96,612

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

2 3 児童運営費

事務事業名 児童運営事業
新規 所属部

予算科目 款 3 民生費 項 目児童福祉費

69,132

102,295

345,396 118,075 61,577

決算書 106 109

健康福祉部

継続 所属課 子育て応援課

63,006
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決算額の状況（抜粋）
（千円）

13　委託料 19　補助金
13　委託料 19　補助金
19　補助金 19　補助金
19　補助金 19　補助金
19　補助金 19　補助金
19　補助金

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
・児童福祉法
・児童福祉法施行令
・児童福祉法施行規則
・子ども・子育て支援法
・社会福祉法人の助成に関する条例

【財源内訳】
国　費 ： 子どものための教育・保育給付費国庫負担金(1/2) 千円

一時預かり事業補助金（1/3） 千円
延長保育事業補助金（1/3） 千円
実費徴収分補足給付事業補助金（1/3）
病児保育事業補助金（1/3）
保育の質の向上のための研修事業補助金（1/2）
保育所等業務効率化推進事業補助金（1/2）

県　費 ： 子どものための教育・保育給付費県費負担金(1/4) 千円
一時預かり事業補助金（1/3）　　 千円
延長保育事業補助金（1/3） 千円
病児保育事業補助金（1/3） 千円

その他 ： 保育料（私立分） 千円
一時保育料（私立分） 千円
志筑保育園分園借地料 千円
保育園受託事業負担金 千円

千円
地域振興基金（第２子以降保育料無料化事業） 千円25,017

960

67,370

決算額 227,928 261,028 233,700

795

4,251

2,611

24,011
502

1,302

299
406

2,505

500
162

年度 H26 H27 H28

夢と未来へのふるさと基金（第２子以降保育料無料化事業）

事業概要等

129,640志筑保運営委託料
21,105佐野保運営委託料
1,0853歳未満時受入事業補助金

H29
382,057
H30

345,396

保育所等業務効率化補助金750

千円

地域型保育給付費2,882延長保育事業補助金

千円

千円

140,039

21,958

10

6,629

3,559障害児保育補助金
1,508

決算額

9,020

決算額

病後児保育補助金

1実費徴収分補足給付事業補助金

事業の内容 予算科目 事業の内容

一時預り事業補助金 187,455施設型給付費

千円

予算科目
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【事業概要】
・ 保育園

保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図る。
・ 認定こども園

就学前児童の一体的な受け入れと保育に加えた幼児教育を実施する。

対象 ： 公立保育所、認定こども園
内容 ： 各公立保育所、認定こども園の運営事業

公立保育所　 平成30年度　7園
認定こども園　平成30年度　3園
平成１７年度　～　（合併前～）
認定こども園は平成28年度～

決算額の状況（抜粋・細事業単位）
（千円）

１２　手数料 千円
１３　設計監理委託料 千円
１５　工事請負費 千円

353
1,782
15,660

計
3,969

江井

大町

4,674
中田

57

5,354 浦
警備委託　等

北淡

11,512

11,678 遠田 74
一宮

富島保育所解体関係

多賀

給食材料費、光熱水
費、警備委託　等

警備委託　等
浄化槽維持管理　等

81,547

209

3,085
山田

12,635

生穂 7,710 岩屋 223
6,938

236,875 569,474

施設名 決算額 事業の内容
塩田

事業目的
　保護者が働いていたり、病気の状態にあるなど、家庭において十分に保育すること
ができない児童を、家庭の保護者にかわって保育し、通所する児童の心身の健全な発
達を図る。

事業実施箇所：

事業実施年度：

施設名 決算額 事業の内容
仮屋

1,264,027

事業概要等

釜口

13,093給食材料費、光熱水
費、警備委託　等

育波 336
浄化槽維持管理　等

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

款 3 民生費 項 2

111

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

継続 所属課 子育て応援課
事務事業名

決算書 108

公立特定教育・保育施設運営事業
新規 所属部 健康福祉部

児童福祉費 目

1,016 9,546 16,900775,161

3,964

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

531,908

8,014 445,700

215,791

4 児童福祉施設費
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【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
・児童福祉法
・児童福祉法施行令
・児童福祉法施行規則
・子ども・子育て支援法
・ひょうご保育料軽減事業実施要綱

【財源内訳】
： 一時預かり事業補助金（1/3） 千円
： 一時預かり事業補助金（1/3） 千円
ひょうご保育料軽減事業補助金（第2子1/2、第3子以降10/10） 千円
保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金（1/2） 千円
社会福祉統計調査委託金 千円
： 合併特例事業債 千円
： 保育料（公立分） 千円
延長保育料（公立分） 千円
一時保育料（公立分） 千円
保育料督促手数料 千円
日本スポーツ振興センター個人負担金（保育施設） 千円
総合賠償保険金 千円
保育園受託事業負担金 千円
保育園職員給食費 千円
太陽光発電余剰電力売電収入 千円
１号認定こども給食費 千円

千円
地域振興基金（第２子以降保育料無償化事業） 千円
夢と未来へのふるさと基金（第２子以降保育料無料化事業）

160

2,854
9,280

H30

775,161

48,085

60

99

47
200

814

111

133

17,337

地方債 16,900
3

その他

1,264,027

国　費 1,016

136,668

8,427

859,305

県　費 1,056

972,407決算額 867,822

年度 H26 H27 H29H28

事業概要等
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【事業概要】
１．婚活事業　平成20年度～
男女とも若い層を中心とした若者シリーズの取り組みを強化する。域内の若い
人たちの交流を促進して自然な出会いによる結婚促進を支援する。

２．新婚世帯住宅取得助成事業　平成26年度～
新婚世帯の市内への定住促進を図るため、住宅を取得した新婚世帯に対し
固定資産税相当額を最長3年間交付する。

３．新婚世帯家賃補助事業　平成22年度～
新婚世帯の市内への定住及び民間賃貸住宅の活用を図るため、新婚世帯へ
３万円以上の家賃に対し、月額最高１万円を最長３年間交付する。

４．赤ちゃん未来の宝物事業助成金（出産祝い金）　平成29年度～
多子世帯の育児費用の経済的負担の軽減及び子どもを産み育てやすい環境
整備として、第２子以降の出産について祝い金を支給し、更なる多子世帯の促
進をする。

決算額の状況 千円
8報償費

赤ちゃん誕生お祝い記念品 千円
13委託料

業務委託料 千円
19負担金補助及び交付金

研修負担金 千円
新婚世帯住宅取得助成事業補助金 千円
新婚世帯家賃補助金 千円
赤ちゃん未来の宝物事業助成金（平成29年度～） 千円

【事業実績の推移】
（千円）

H26 H27

19

552

18
2,801

9,150
7,700

事業目的
　独身男女の出会いの場の創出、子どもを生み育てやすい環境づくりの推進及び子育
て世帯への経済的な負担軽減等の取組により子育て世帯の定住化、多子世帯促進に
よる人口増加を図る。

県　費 地方債

10,573

その他

20,239

31,666 1,433

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

事務事業名 少子対策推進事業
新規 健康福祉部

予算科目 款 3 民生費 項

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

決算書 112

児童福祉費 目 6 少子対策推進費

113

継続

所属部

所属課 子育て応援課

一般財源

2

30,233

国　費

9,666

事業概要等

H28 H29 H30

決算額 41,542 19,844 29,804 31,666 20,239

20,239

年度
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【根拠法令等】
・淡路市新婚世帯住宅取得助成事業補助金交付要綱
・淡路市新婚世帯家賃補助金交付要綱
・淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金交付要綱

【財源内訳】
： 千円

事業概要等

国 費 社会資本整備総合交付金（1/2） 9,666

－94－
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【事業概要】
対象者は、０歳から就学前の子どもとその保護者とし、子育て相談・遊びのひろ
ば開設・子育て情報の発信・学習会等を行う。

事業実施箇所： 各地域（５地域）ごとに子育て学習センターを設置
事業実施年度： 平成17年度　～

決算額の状況（抜粋）
（労働者災害補償保険料） 千円
（両親教育インストラクター・補助員） 千円
（各センターイベント時講師謝金等） 千円
（子育て支援員研修） 千円
（消耗品、コピー代、光熱水費、修繕料等） 千円
（電話代、損害保険料等） 千円
（草刈り） 千円
（合同遠足バス借上料、施設使用料等） 千円

千円

【事業実績の推移】 （千円）

年間延べ利用者数（H30年度　21,274人）・登録者数（H30年度　542人）
子育ての悩みや不安を抱える親の支援はもとより、参加者同士がサークルを
立ち上げたり、自身の子どもが卒業後もセンターボランティア・講師として活躍
する方々もおり、地域での世代間交流も行われ、地域づくりの拠点の一つとな
っている。

【根拠法令等】淡路市地域子育て支援拠点事業実施要綱

【財源内訳】
： 地域子育て支援拠点事業補助金（1/3） 千円
： 地域子育て支援拠点事業補助金（1/3） 千円
： 子育て学習センター登録料 千円その他 54

22,072
H27 H28 H29年度 H26

国　費 7,776
県　費 6,967

決算書 112 113

子育て学習活動推
進事業費

13
14

961

22,333 19,400 21,171決算額 12,088

使用料及び賃借料
国庫支出金返還金

7

22,072

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

事務事業名 子育て学習活動推進事業
新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 子育て応援課

7,776 6,967

予算科目 款 3 民生費 項 2 児童福祉費 目

27
529

54

10

18,350
共済費

役務費

4
7

433
23

委託料

8
9
11

賃金
報償費
旅費
需用費

事業概要等

H30

1,045
12

事業目的

　子どもを健全に育てていくため、親の関わり方や望ましい両親教育のあり方について
の検討を行い、親自身がこころ豊かに育っていくための施策として始まった。親子の絆
を深め、お互いの子育てを見て学び合い、学習会に参加する中で、子育てに関する知
識を習得するとともに参加者同士が交流することによりネットワークづくりをめざす。

665

21,171 7,860

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

6,899 72 6,340

54 7,275
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【事業概要】
対　象 身体障害者、知的障害者、精神障害者等

Ｈ31.3.31現在

内　容 

実施箇所 自宅、島内障害者福祉事業所等
実施年度 平成１８年４月（障害者自立支援法施行）～
決算額の状況 （千円）

【事業実績の推移】
[事業費全体の決算額] （千円）

[扶助費（自立支援給付等）とその伸び率] （千円）

958,673 954,431953,897

H30
1,002,809

H30
939,757

事業概要等

H28 H29

補助金 11,801地域活動支援センター事業補助金等
扶助費 939,757自立支援給付費、補装具費等

委託料 15,383相談支援委託料等

負担金

消耗品、修繕費等
役務費 1,745国保連審査支払手数料等

居宅介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援、更生医療
等の自立支援給付、移動支援、日常生活用具給付等の地域生活
支援事業等を行うことにより、障害者福祉の増進を図る。

（５）

報酬 624障害支援区分認定審査会委員報酬
報償費 808手話協議会委員、障害者相談員報償費等

償還金利子及び割引料 18,900支出金返還金

伸び率 - 103% 101% 100%
決算額 926,587
年度 H28 H29

決算額 1,009,451 1,006,667 1,016,369 1,033,440
年度 Ｈ26 H27

98%

Ｈ26 Ｈ27

11,105障害者社会参加促進事業負担金等
備品購入費 89機械器具備品購入費

（１）

事業目的
　障害者が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常社会生活を営
むことができるよう、必要な自立支援給付・地域生活支援事業その他の支援を総合的
に行い、もって障害者の福祉の増進を図る。

（３）
（４）

予算科目 決算額 主な事業の内容

※各手帳所持者数計3,234人
（内身体2,496人、知的459人、精神279人）

使用料及び賃借料 1,889障害福祉サービスシステムリース料等

（２）

旅費 93職員出張旅費、障害者相談員研修旅費等
需用費 615

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

1,002,809 483,253 238,528 429 280,599

1,033,440 497,862 234,745 430 300,403

目 3 障害者福祉費

決算書

事務事業名 障害者福祉事業
所属部 健康福祉部

94

継続

予算科目 款

97

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ４節 障がい者（児）福祉の充実

所属課 地域福祉課

新規

3 民生費 項 1 社会福祉費
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・障害者福祉費の90％以上は、自立支援給付等の扶助費である。

【根拠法令等】
・ 障害者総合支援法 ・ 知的障害者福祉法
・ 障害者基本法 ・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
・ 身体障害者福祉法 ・ 児童福祉法 他

【財源内訳】
： 千円

千円
千円
千円
千円

： 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

： 行政財産使用料 千円
建物貸付料 千円
精神デイケア事業自己負担金 千円

事業概要等

障害者自立支援給付費負担金（50％）

障害者自立支援医療費負担金（25％）

100

グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金（50％）

22,380

軽・中度難聴児補聴器購入費等補助金（50％） 40
地域活動支援センター基礎的事業補助金（20％） 1,776

障害者自立支援医療費負担金（50％）

重度心身障害者介護手当支給事業補助金（50％）

国　庫 419,380

2,215

障害者地域生活支援事業補助金（50％） 10,137

障害者地域生活支援事業補助金（25％） 5,068

12,508

障害者自立支援給付費負担金(25％）
9,730

障害児通所支援給付費負担金（25％） 9,280
心身障害者扶養共済の事務費

6

1

360
その他

障害児通所支援給付費負担金（50％）
特別障害者手当等給付負担金（75％）

63

県　費 210,318

18,848
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【事業概要】
 （１）定期予防接種

（２）任意予防接種
高齢者肺炎球菌、ロタ、おたふく、成人の風しん

決算額の状況 千円
9旅費 千円
11需用費 千円
12役務費 千円
13委託料 千円

うち個別予防接種委託料 千円
19負担金補助及び交付金

予防接種支援事業補助金（成人の風しん） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
予防接種法
淡路市成人等風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱
淡路市予防接種健康被害調査委員会条例
淡路市予防接種事故災害補償規程
淡路市高齢者インフルエンザ等予防接種実施要綱
淡路市行政措置予防接種実施要綱

108,987 99,413
年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延を予防するために、公衆衛生の見地から、
予防接種を実施し、市民の健康の保持を図る。

事業概要等

ヒブ、小児肺炎球菌、Ｂ型肝炎、4種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん、水痘、日本脳
炎、2種混合、ＨＰＶワクチン、高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌

99,413
12

1,089
348

97,704
97,265

260

　平成26年度以降は、高齢者肺炎球菌、水痘等の予防接種定期化により、決算
額は増加傾向であったが平成29年度より出生数の大幅な減少がみられる。

決算額 101,301 107,796 109,627

108,987 108,987

99,413 99,413

保健衛生費 目 2 予防費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

事務事業名 予防事業
新規 所属部

款 4 衛生費 項 1予算科目

健康福祉部

継続 所属課 健康増進課

決算書 116 117

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進
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【事業の概要・目的と主な事業内容】　
１．妊娠を希望する夫婦への経済的支援
　特定不妊治療費助成事業、不育症治療支援事業

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない相談支援体制の整備
　子育て世代包括支援センター及び利用者支援事業（母子保健型）

　産後ケア事業、産前産後サポート事業等

３.　全ての妊産婦と乳幼児の健康管理と相談支援
　妊婦健康診査費補助事業、乳児家庭全戸訪問事業、乳幼児健診・育児相談、

　２歳児歯科健診・妊婦歯科健診等

４．心身の発達が気になる子や育児不安のある保護者への支援
　養育支援訪問事業、育児支援相談（小児科・心理・言語・運動発達）、あそびの教室等

決算額の状況 千円
7賃金　　 （臨時職員賃金） 千円
8報償費 （各種健診時の看護師、歯科衛生士等） 千円
9旅費 千円
11需用費 （乳幼児健診必要物品、パンフ・妊婦健診チケット印刷等） 千円
12役務費 千円
13委託料 千円

うち１歳６か月児・３歳児健診委託料 千円
うち４か月児健診委託料 千円
うち幼児等歯科健診委託料　（２歳児歯科・妊婦歯科） 千円
うち各種検診等委託料　　（妊婦健診） 千円
うち産後ケア事業委託料 千円

14使用料及び賃借料 千円
18備品購入費 千円
19負担金補助及び交付金 千円

うち妊婦健康診査費補助金 千円
うち不育症治療支援事業補助金 千円
うち特定不妊治療費補助金 千円

23償還金利子及び割引料　（国庫支出金返還金） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

2,442
968
783

14,612
15
6

決算額 29,625 31,397 32,303 31,145 29,104

120

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

29,104
469
2,965
68

1,163
96

18,822

57
5,338
2,483
5

2,850

29,104 883 226 27,995

事業目的
母子保健法に基づき、妊産婦と乳幼児の健康保持・増進を図るとともに育児を支援す
る。また、虐待予防を目的として、妊娠・出産・子育て期にわたる切れ目ない支援体制
を整備する。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

31,145 233 112 30,800

保健衛生費 目 5 母子保健事業費款 4 衛生費 項 1

事務事業名 母子保健事業
新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 健康増進課

決算書 120 123

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進
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【根拠法令等】
・母子保健法　　・児童福祉法　　・子ども子育て支援法　　・発達障害者支援法

・淡路市妊婦健康診査費補助金交付要綱 ・淡路市妊婦歯科健康診査実施要綱

・淡路市特定不妊治療費助成事業実施要綱 ・淡路市不育症治療支援事業実施要綱

・淡路市乳児全戸訪問事業実施要綱 ・淡路市育児支援訪問事業実施要綱

・淡路市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

・淡路市産後ケア事業実施要綱 ・淡路市産前産後サポート事業実施要綱

【財源内訳】
： 乳児家庭全戸訪問事業補助金（1/3） 千円
養育支援訪問事業補助金（1/3） 千円
産後ケア事業補助金（1/2） 千円
産前産後サポート事業補助金（1/2） 千円
利用者支援事業（母子保健型）補助金（1/3） 千円
： 乳児家庭全戸訪問事業補助金（1/3） 千円
養育支援訪問事業補助金（1/3） 千円
不育症治療支援事業補助金（1/2） 千円
利用者支援事業（母子保健型）補助金（1/3） 千円

※利用者支援事業（母子保健型）補助金　国庫2,000千円・県費2,000千円
人件費として、保健師設置費に入ります。

85
2
77

事業概要等
国　庫 155

112
459
80
77

県　費 62
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【事業概要】
（１）まちぐるみ健診…５地区で実施(予約制)　
（２）女性特有がん(乳がん・子宮がん)の個別検診　
（３）若年者の在宅ターミナルケア支援事業
決算額の状況 千円
7賃金 （臨時保健師・管理栄養士） 千円
8報償費 （まちぐるみ健診時の歯科衛生士、看護師等） 千円
9旅費 千円
11需用費 千円
12役務費 千円
13委託料 千円

うちまちぐるみ健診業務運用委託料 千円
うちがん検診委託料 千円
うち各種健診等委託料（肝炎ウィルス、胃のABC検診） 千円
うち骨粗しょう症検査委託料 千円
うち歯周疾患健診委託料 千円
うち基本健診委託料 千円
うち受診票発送業務委託料 千円
うち電算システム改造等委託料 千円

14使用料及び賃借料 千円
19負担金補助及び交付金 千円

事業概要等 アスベスト検診費補助金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

健康増進費決算額

【財源内訳】
感染症予防事業費等補助金（1/2） 千円
： アスベスト検診費補助金（1/2） 千円
健康増進事業補助金（2/3） 千円
： まちぐるみ健診自己負担金 千円

1,753

国　費

1,880
2,114

事業目的
　住民健診を実施し、生活習慣病やがんの早期発見に努める。
　また、健診の結果、生活習慣病予備群であると認められる者に対し、保健指導を実
施し、生活習慣病の予防を図る。

60,037
2,961
444
111

52,512

H28 H30

11
4

H29

60,037
決算の状況

款

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

58,171 157 1,244 12,026

778 1,754

国　費 県　費

44,744

所属部 健康福祉部

所属課 健康増進課

一般財源

目 8 健康増進事業費

地方債 その他

46,88810,617

決算書 124 125

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

事務事業名 健康増進事業

4 衛生費 項 1 保健衛生費予算科目

新規

継続

2,477
34,172

4

5,859
2,089
475
4,542
722
2,176

5,774人 6,166人 6,136人
58,171
6,189人

778

　平成25年度より、国民健康保険加入者（４０歳から７４歳）の基本健診個人負担
無料化を実施。

10,617その他

県　費 1

年　　度 H26 H27

まちぐるみ健診受診者 6,013人
62,043 57,672 57,819 60,037
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１．高齢者祝福記念品贈呈事業・敬老会　 千円
【事業概要】

： 平成１７年度～

： 淡路市全域

決算額の状況 ： 8報償費 千円
11需用費 千円
12役務費 千円
14使用料及び賃借料 千円

【事業実績の推移】

【根拠法令等】
淡路市高齢者祝福記念品贈呈事業実施要綱

２．高齢者等支えあい事業　 千円
【事業概要】

： 平成１７年度～

： 淡路市全域

決算額の状況 ： 13委託料 千円

決算書 92 95

所属課 長寿介護課

7,258 41 61,215

県　費 地方債 その他 一般財源

社会福祉費

健康福祉部

6,263

4,535

417人 482人

　市内に住所を有する７５歳以上の方に対して、長寿を祝い、多年にわたり社
会の発展に寄与されてきたことに感謝し、長寿を祝福する記念品を贈呈する
とともに敬老会を開催する。

事業実施年度

17,223

実施個所

高齢者贈呈事業対象者数 1,036人

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実

款 3 民生費 項 1

事務事業名 老人福祉事業
新規

継続

所属部

予算科目

事業目的
　地域の実情に応じたサービスを提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会
の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の福祉の向上を図る。

72,564 7,728 60 64,776

68,514

目 2 老人福祉費

財　　　源　　　内　　　訳

国　費
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業概要等

681
951

（千円）

　一人暮らし高齢者等に対し、地域の実情に応じて各種サービスを提供する
ことにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを
支援する。

H29
6,134

17,223

866人 882人 968人 995人
敬老会参加人数 550人 415人 498人

事業実施年度

実施個所

96

年　　度
6,263

H26 H27 H28 H30
5,962 5,415 6,326高齢者贈呈事業・敬老会

－102－



【事業実績の推移】

【根拠法令等】
淡路市高齢者等支え合い事業実施要綱

３．老人クラブ関係助成事業 千円
【事業概要】

： 平成１７年度～

： 淡路市全域

決算額の状況 ： 19負担金補助及び交付金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱

【財源内訳】
老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金(1/3) 千円
老人クラブ活動等活動強化推進事業補助金(1/2) 千円

４．福祉タクシー等利用助成事業 千円
【事業概要】

： 平成１７年度～

： 淡路市全域

決算額の状況 ： 8報償費 千円
11需用費 千円
13委託料 千円

6,528 6,288 6,240老人クラブ活動強化推進事業助成

老人クラブ助成金
高齢者地域支えあい補助金

老人クラブ特別事業補助金

県　費：

老人クラブ数 136 131 130

8,987

事業実施年度

45
79

8,863

70 6972
124 123

13,178

275人 291人

H26 H27

6,441

H26 H27

297人314人

（千円）
年　　度

年　　度

6,388 5,862
1,550

14,769 14,293
H29

　軽度生活援助事業登録者数

事業実施年度

高齢者等支えあい事業 17,329 15,932 16,326 17,223

13,178

　高齢者の知識と経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会
活動を行い、明るい長寿社会づくりに資するため、老人クラブ及び淡路市老人
クラブ連合会に対し助成を行う。

H29
16,743

H28 H30

　外出支援サービス利用者数 343人

13,467
5,952

14,182 13,178

6,388人 6,090人 5,898人

実施個所

　在宅の高齢者及び障害者が通院、買い物、会合への出席等のため、タク
シーやコミバスを利用する場合に、料金の一部を助成し、高齢者等の交通手
段の確保利便性の向上を図る。

2,928
国県費：

1,494 1,482 1,391
6,052
1,414
49

6,613

78

老人クラブ関係助成事業

3,954

5,856

登録者数

事業概要等

実施個所

38人 26人 22人 20人 11人

H28 H30

6,989人 6,606人
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【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市福祉タクシー利用助成事業実施要綱

５．人生いきいき住宅助成事業 千円
【事業概要】

： 平成１７年度～

： 淡路市全域

決算額の状況 ： 19負担金補助及び交付金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市人生いきいき住宅助成事業実施要綱

【財源内訳】
： 千円

６．高齢者等介護用品支給事業 千円
【事業概要】

対象者　　　Ｈ２９：５２人　　Ｈ３０：６５人

： 平成２９年度～

： 淡路市全域

決算額の状況
委託料 千円

【根拠法令等】
・高齢者等介護用品支給事業実施要綱

実施個所

福祉タクシー等利用助成事業 10,194 10,170 9,593

13人 30人

精神障害者

年　　度

2人 2人

事業実施年度

8,9879,896

　高齢者及び障害者が、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ること
ができるよう、既存住宅の改造に要する経費を助成する。

H26 H27 H28 H30

70歳以上高齢者 1,825人 1,790人 1,739人 1,736人

6人

介護認定者 21人

1,911人 1,803人

4人

9件 4件 3件

354

4人

354

H28

7人

1,116

　要介護3と認定された在宅の要介護者の生活の支援及び介護者の経済的負
担の軽減を図るため、介護に必要な紙おむつ等を支給する。

事業実施年度

実施個所

1,116

事業概要等

1人 1人

利用者数 2,006人

25人 11人
身体障害者 152人 149人 144人 145人 145人
知的障害者 6人

H29

1,958人 1,920人

1人

1,639人

県　費 人生いきいき住宅助成事業補助金（1/2） 176

年　　度 H26 H27 H30
人生いきいき住宅助成事業 2,493 1,589 2,084 354

H29
973

申請件数 14件 12件
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７．高齢者の達者で長生き運動支援事業 千円
【事業概要】

： 平成２９年度～
： 淡路市全域

決算額の状況
委託料 千円

【根拠法令等】
高齢者の達者で長生き運動支援事業実施要綱

7,342

　高齢者の健康増進、認知症予防、引きこもり予防を目的として、積極的な外出
の機会を増やすため、プールまたは温泉施設の利用料金の一部を助成する。

事業実施年度
実施個所

7,342
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【事業概要】

高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のため、各種在宅福祉サービスを
講じてもなお、福祉を図ることが困難である場合の最終的な手段としての措置。
養護（盲）老人ホーム入所措置

事業実施箇所： 養護（盲）老人ホーム

事業実施年度：　　　平成17年度～

決算額の状況 千円
1報酬 （入所判定委員会委員） 千円
9旅費 千円
20扶助費 （老人保護措置費） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
老人福祉法第11条に規定による措置

【財源内訳】
： 千円

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実

事務事業名 老人福祉措置事業
所属部 健康福祉部

所属課 長寿介護課

新規

継続

民生費 項 1 目3予算科目

81,821

101決算書 100

8 老人福祉措置費社会福祉費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

13,971

款

76,636

67,850

17,227

事業目的
　「生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障する」という老人福祉法の基本的理念
を具現化するものである。

81,821
22
0

事業概要等

93,863

年　　度 H26 H27 H28

81,799

H29 H30

81,799
47人
41人
3人

100,470 94,170 91,841 93,830
100,577 94,234 91,956 93,863 81,821

北淡荘 48人 45人 45人 48人
57人 54人 53人 55人

1人
さくら苑 2人 3人 3人 3人
由良荘 4人 4人 3人 3人

13,971その他 老人福祉施設入所者負担金

-

老人福祉措置費決算額

老人保護措置費
措置人数

愛老園 - - 1人 - -
鳴愛荘 1人 1人 - -

2人
五色園 2人 1人 1人 1人
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【事業概要】

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
・介護保険法
・社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者
 負担額軽減制度事業補助金交付要綱

【財源内訳】
： 千円

： 千円
千円社会福祉法人等による低所得者負担対策事業補助金（3/4） 895

国　費 低所得者保険料軽減負担金(1/2) 6,505

県　費 低所得者保険料軽減負担金(1/4) 3,252

765,833

25,122

うち保険事業勘定繰出金 651,868 657,409 667,802 712,104 687,318
うちサービス事業勘定繰出金 14,556 13,988 16,001 26,725

事業目的
　要介護状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支え
ることを目的としている。

事業概要等

１．保険事業勘定
　　・長寿介護課の介護保険事業（保険事業勘定）従事職員の人件費
　　・社会福祉法人が実施する利用者負担軽減事業への補助
　　・介護保険特別会計（保険事業勘定）において法令で定められた市負
　　担割合を一般会計から繰り出す。
２．サービス事業勘定
　　・地域福祉課の介護保険事業（サービス事業勘定）従事職員の人件費
　　・介護保険特別会計（サービス事業勘定）において収入不足となる額を
　　一般会計から繰り出す。

年　　度 H26 H27 H28 H29 H30
介護保険事業費決算額 757,557 749,927 750,324 787,648

777,699

その他 一般財源

765,833 6,505 4,147 755,181

787,648 5,935 4,014

社会福祉費 目 10 介護保険事業費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

予算科目 款 3 民生費 項 1

事務事業名 介護保険事業 継続
所属部 健康福祉部

所属課 長寿介護課

決算書 100 103

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実
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　老人福祉施設管理運営費 千円
【事業概要】
老人福祉施設の維持管理(工事請負費を含む）
 ・北淡総合福祉センター 千円
 ・北淡老人ふれあいの家 千円
 ・淡路市高齢者生活福祉センター 千円
 ・一宮老人福祉センター 千円
 ・尾崎老人福祉センター 千円
 ・柳沢老人福祉センター 千円
 ・久留麻老人福祉センター 千円
 ・釜口老人福祉センター 千円
 ・室津ふれあいセンター 千円
 ・旧北淡老人福祉センター 千円 内工事請負費 千円
※施設解体撤去工事事業概要別途抜粋

 ・その他の施設 千円

： 平成１７年度～

： 11需用費 千円
12役務費 千円
13委託料 千円
14使用料及び賃借料 千円
15工事請負費 千円

【事業実績の推移】

【根拠法令等】
淡路市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
淡路市老人福祉センター管理規則
老人福祉法第15条第５項・同法第20条の7
淡路市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例
淡路市老人憩いの家管理規則

事業概要等
事業実施年度

老人福祉施設管理運営費 13,779 69,471 20,530 25,571 38,890

（千円）
年　　度 H26 H27 H28 H29 H30

209
14,270
631

21,384

1,733

2,794
888
1,357

1,486
898
844

決算額の状況 2,396

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

25,041 21,384

70

事業目的
　高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与
することを目的として設置している老人福祉施設の運営・維持管理。

38,890

2,771
1,008

予算科目

30,041 220 29,821

38,890 22,700 213 15,977

社会福祉費 目 11 老人福祉施設費款

決算書 102 103

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実

3 民生費 項 1

事務事業名 老人福祉施設事業
新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 長寿介護課
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老人憩の家設置運営要綱（厚生省社会局長通知）
淡路市北淡総合福祉センター設置及び管理に関する条例
淡路市北淡総合福祉センター管理規則
淡路市高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
淡路市高齢者生活福祉センター管理規則
淡路市室津ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
淡路市室津ふれあいセンター管理規則

【財源内訳】
： 老人福祉センター使用料 千円
： （自動販売機光熱水費） 千円

　※旧北淡老人福祉センター施設解体撤去工事 千円
【事業概要】

： 平成30年度

： 旧北淡老人福祉センター

： 13委託料 千円
： 15工事請負費 千円

【事業実績の推移】

【財源内訳】
： 千円22,700

事業概要等

（千円）
年　　度 H26 H27 H28 H29 H30

旧北淡老人福祉セン
ター

― ― ― ― 25,041

事業実施年度

実施個所

決算額の状況 3,657
21,384

その他
雑入

25,041

　老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションの場を提供する事を目的
として、地域の老人の様々な活動の拠点として利用されてきましたが、平成28
年3月で閉鎖。築47年を超え、施設の老朽化が著しいことから解体、撤去す
る。

176
37

地方債 合併特例事業債（充当率：95%）
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１　北海道奥尻町との交流イベント
【事業概要】
　

事業実施箇所： 北海道奥尻町（平成30年8月25日（土）開催）
事業実施年度：　平成17年度　～
決算額の状況： 消耗品費　146千円　　役務費　73千円

【事業実績の推移】
（千円）

【財源内訳】
その他： その他雑入　奥尻町負担金（特産品及び送料分）　219千円

２　生産調整推進業務
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度：　平成17年度　～　
決算額の状況：　賃金　660千円（4,000円×165農会）

委託料　515千円（211農会：均等割 2,000円、戸数割 25円/戸）
【事業実績の推移】

（千円）

震災で被災した奥尻町（平成5年発生の北海道南西沖地震）との交流の一環とし
て、毎年８月に開催される奥尻町なべつる祭において、本市の特産物であるたま
ねぎの販売を通して本市のＰＲを行う。

209 229 224 219

事務事業名 農業振興事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

決算書 136 139

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

農業振興費款 6 農林水産業費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

55,812 16,075 796 38,941

189,935 139,043 5,233 45,659

農業費 目 3

事業目的
　消費者、実需者のニーズに応えながら、農業経営の持続的な発展と農地の利活用
の促進等により、自給率の維持・向上と農村地域の持続的な発展を図る。また、国・県
等の補助事業を最大限に活用し、農業の活性化に向けた取組を推進する。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 1,684 1,691 1,679 1,680 1,175

決算額 175

市全体の水稲作付面積を把握し、米の価格動向に対応するため、各農会と
連携して数量円滑化推進事業の推進並びに転作等の現地確認を行う業務を
委託する。
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【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則
農政環境部補助金交付要綱

【財源内訳】
県費： 数量調整円滑化推進事業補助金　416千円

３．農業振興地域整備計画策定業務
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度：　平成30年度　～　令和元年度
決算額の状況：　委託料　4,100千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
農業振興地域の整備に関する法律

【財源内訳】
その他：地域振興基金　4,100千円

４　市民農園整備事業（ちひろガーデンファーム）
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市岩屋　ちひろガーデンファーム（平成15年整備）
利用区画数（H31年4月時点）　19区画

事業実施年度： 平成17年度　～　
決算額の状況： 借地料　72千円

【事業実績の推移】
（千円）

【財源内訳】
その他： 市民農園等土地賃借料　72千円（ＮＰＯ北淡路高原ファームビレッジ）

－ － － － 4,100

決算額 72

総合的に農業の振興を図ることが必要な市内の農業振興地域において、土地利
用状況を十分に把握し、農業振興地域として相応しい土地利用計画を含めた農
業振興地域整備計画を策定する。必要な施策を計画的に推進することにより、
農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与する。（平成
24年4月策定）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

72 72 72 72

　　市民農園の施設概要
　　　48区画（1区画 50㎡ 30千円/年）、休憩小屋、農機具庫、トイレ・シャワー室、
　　　管理棟1棟、滞在棟5棟、駐車場

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額

事業概要等
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５　淡路広域行政事務組合農業共済事務所負担金
【事業概要】

事業実施年度： 平成17年度　～　
決算額の状況： 負担金　43,077千円

【事業実績の推移】
（千円）

＊　淡路広域事務組合規約により、地方交付税農業共済事業事務費算定額を負担

【根拠法令等】
淡路広域行政事務組合規約

６　淡路市農業再生協議会
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度： 平成24年度　～　
決算額の状況： 補助金　9,662千円（経営所得安定対策推進事業）

　賃金、需用費、委託料（システム、転作確認事務等）、使用料等

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
県費： 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金（国10/10）　　9,662千円

７　経営体育成支援事業
【事業概要】

事業実施箇所： 2団体（生田大坪、尾崎）
事業実施年度： 平成25年度　～　
決算額の状況： 補助金　13,007千円

【事業実績の推移】
（千円）

実績：乾燥施設整備、農機具購入、ハウス資材費等

H30

決算額 10,801 378 4,478 4,019 13,007

H30年度 H26 H27 H28

経営所得安定対策交付金（水田活用の交付金）の推進事務費として、淡路
市農業再生協議会へ補助する。

H29 H30

決算額 42,210 43,779 44,255 33,026 43,077

年度 H26 H27 H28 H29

H29

決算額 7,171 11,793 10,477 10,105

年度 H26

9,662

地域農業の中心経営体（担い手）や条件不利地域で営農する法人等が、作付面
積の拡大や農産物の高付加価値の向上に向け導入する農業用機械等に対し補
助する。

（乾燥調製施設、パイプハウス資材、農機具購入（コンバイン、管理機等））

事業概要等

農業共済事務所に対し、農作物（水稲）、家畜（牛・馬）、園芸施設、建
物・農機具の各事業に係る事業経費を負担する。

H27 H28
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【根拠法令等】
経営体育成支援事業実施要領

【財源内訳】
 県費 経営体育成支援事業　13,007千円

　（条件不利型：国1/2（農機具1/3）、融資主体型：国3/10）

８．法人化高度化総合対策事業補助金　　3,849千円
【事業概要】

事業実施箇所： 2団体（生田大坪、平松）
事業実施年度： 平成30年度　～　
決算額の状況： 補助金　3,849千円

（格納庫の整備、農機具購入（葉切機、選別機等））

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則
法人化高度化総合対策事業実施要領

【財源内訳】
 県費： 法人化高度化総合対策事業補助金（県1/3）　3,849千円

９．６次産業化ネットワーク活動交付金
【事業概要】

事業実施箇所： 1団体（野島常盤）
事業実施年度： 平成27年度　～　
決算額の状況： 補助金　68,242千円

（レストラン加工直販施設、いちご・ミニトマト生産ハウスの整備）

【事業実績の推移】
（千円）

実績：野菜加工機械の購入

【根拠法令等】
食料産業６次産業化交付金実施要綱

【財源内訳】
　 県費： ６次産業化ネットワーク活動交付金（国1/2）　68,242千円

- 3,849

年度 H26

決算額 - 16,668 - -

年度 H26

決算額 -

新たに法人化に取り組む団体及び雇用等により農業法人の経営の高度化を図
るため、共同利用の農業機械の導入や施設等の整備に対し補助する。

事業概要等

H27 H28 H29 H30

68,242

農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、多様な事業者が
ネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加工施
設の整備に対し支援する。

H27 H28 H29 H30

- -
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１０　竹資源供給体制整備モデル事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 2団体（生田、柳澤）
　事業要件（1団体当たり）
伐採面積　１ha
伐採本数　2ｍ/本、30パレット（1パレット80～120本）

事業実施年度： 平成29年度　～　
決算額の状況： 補助金　1,684千円

ﾁｪｰﾝｿｰ等の機械購入、燃料、ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞの整備、
竹粉砕機及びﾄﾗｯｸ等のﾘｰｽ料等

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
 その他雑入： 竹資源供給体制整備モデル事業補助金　842千円

（淡路島くにうみ協会1/2）

１１　産地パワーアップ事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 2団体（生田大坪、野島常盤）
事業実施年度：　平成28年度～　
決算額の状況： 補助金　43,616千円

【事業実績の推移】
（千円）

実績：冷蔵貯蔵・出荷調整・乾燥施設、パイプハウス資材、農機具購入等

産地パワーアップ事業実施要綱

【財源内訳】
県費： 産地パワーアップ事業交付金（国1/2）　43,616千円

H26 H27 H28年度

決算額 1,684

43,616

【根拠法令等】

竹チップの需要拡大に対応するため、竹の資源化を進める地域団体が行う竹林
整備活動に対する資機材購入費等の一部を補助する。

H30

H29 H30

- - - 1,000

農業の国際競争力の強化、産地の高収益化を図るため、施設整備や機械・機器
のリース導入、作物転換に必要な資材導入等の経費を支援する。

（農機具購入（収穫機、移植機、播種機等）、育苗ハウス資材費等）

実施
団体

1団体 2団体

事業概要等

－ 39,452 －

年度 H26 H27 H28 H29

決算額 －
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１　各種栽培振興補助金 .
【事業概要】
花卉及び果樹の振興を図るため、農家の方々で組織する各種団体を支援する。
　淡路市花卉組合（会員数189名）：　補助率1/2、上限額312千円
　淡路市果樹協会（会員数182名）：　補助率1/2、上限額410千円

事業実施年度： 平成17年度　～
決算額の状況： 補助金　722千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

２　産地競争力強化総合対策事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内の花卉生産部会（共撰部会）
事業実施年度： 平成18年度～
決算額の状況： 補助金　52千円（土壌検査等）

【事業実績の推移】
（千円）

実績：露地部会、ストック部会、カーネーション部会等

決算額 722 722 722 722 722

H26 H27 H28 H29 H30

決算額 100 175 175 － 52

事務事業名 園芸振興事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

農業費 目 3

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他

決算書 136 139

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

農業振興費款 6 農林水産業費 項 1

一般財源

予算科目

3,628 1,710 1,918

4,953 2,738 2,215

事業目的
　花卉及び果樹の振興を図るため、生産者で組織する各種団体を支援し、技術及び品
質向上に向けた取り組みを進めるとともに、農産物のブランド力向上に努める。
　また、県の補助事業を活用し、生産の向上や産地の育成・強化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

花卉の高品質化、高付加価値、低コスト化等に向けた取組（先進地視察、実証
試験、啓発活動等）により、産地の競争力の強化を図る。

年度
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【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則
産地競争力強化総合対策事業実施要領

【財源内訳】
県費： 産地競争力強化総合対策事業補助金(補助率1/2)　　52千円

３　淡路花きブランド化推進事業補助金
【事業概要】
消費動向にあった花卉生産を推進し、淡路の花のイメージアップを図る。

事業実施箇所： 淡路花卉組合連合会
事業実施年度： 平成17年度～
決算額の状況： 補助金　150千円（宮中献花を実施）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

４　ひょうごの花づくり推進事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内の花卉農家3戸以上（事業主体：淡路日の出農協）
事業実施年度： 平成18年度　～
決算額の状況： 補助金　4,029千円

（遠赤色LED、温室加温機の導入）

【事業実績の推移】
（千円）

　実績：温室加温機、遮光・保温カーテン、ハウス資材、LED導入等

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則
ひょうごの花づくり推進事業実施要領

【財源内訳】
県費： ひょうご花づくり推進事業補助金(県1/3)　　2,686千円

補助率： 県1/3、市2/10以内

花卉生産の高品質化に向けた施設整備等への助成を行い、生産の向上、産地
の育成強化を図る。

決算額 2,459 1,918 2,779 2,736 4,029

決算額 170 170 170 170 150

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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１　淡路広域行政事務組合負担金（淡路食肉センター分）
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路広域行政事務組合（淡路食肉センター）
事業実施年度： 平成17年度　～
決算額の状況： 負担金　21,027千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路広域行政事務組合規約

２　育種系統牛保留事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 市内の繁殖和牛農家
事業実施年度： 平成17年度　～　　　　
決算額の状況： 補助金　8,000千円（１頭当たり50千円×160頭）

【事業実績の推移】
（千円）

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

34,521 1,200 33,321

32,471 1,200 31,271

事業目的
　優良な繁殖和牛の導入及び保留等により、和牛生産力を高め、淡路ビーフのブラン
ド化を継承し、畜産振興を図る。

決算書 138 139

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

畜産業費款 6 農林水産業費 項 1

事務事業名 畜産事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

予算科目 農業費

年度 H26 H27 H28 H29 H30

目 4

食肉センターは、淡路島内3市の食肉処理の拠点として安全で衛生的かつ能率
的な施設であり、食肉処理及び安全供給に向け、島内3市で負担している。

決算額 21,294 21,751 22,150 22,825 21,027

決算額 6,100 7,050 8,500 8,450

H28 H29 H30

実績
（頭数）

122頭 141頭 170頭 169頭 160頭

事業概要等

優良和牛の育種系統を保持するため、淡路市共進会の出品牛で、3年間以上自
家保留する繁殖和牛農家へ補助する。

8,000

年度 H26 H27
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【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

３　淡路市和牛改良実行組合補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 市内の畜産農家団体
事業実施年度： 平成18年度　～
決算額の状況： 補助金　700千円

【事業実績の推移】
（千円）

＊　平成28年度　兵庫県畜産共進会を開催

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

４　但馬牛繁殖経営安定対策事業
【事業概要】

　　　※　3年間保留する。
　　　※　導入牛優先で、枠がある場合は同人自家保留も対象とする。

　　　※導入牛優先で、枠がある場合は同人自家保も対象とする。事業実施箇所： 畜産農家
事業実施年度：　平成19年度　～
決算額の状況： 補助金　2,400千円（１頭当たり80千円×30頭）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
県費： 但馬牛増頭促進事業補助金（県1/2）　1,200千円

年度 H26 H27 H28 H29

H26 H27 H28 H29

480 240 2,400 2,400 2,400

但馬牛の増頭を促進するため、淡路市家畜市場において雌牛購入に対し補助
する。

決算額

実績
（頭数）

6頭 3頭 30頭 30頭 30頭

事業概要等

講演会・研究会等の各種研修、共進会、先進地視察等の開催により、優良系統
の普及及び和牛の振興を行う組合に対して補助する。

H30

決算額 700 1000 1,868 700 700

年度 H30
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１　新規就農者確保事業（農業次世代人材投資事業）
【事業概要】

補助対象者： 新規就農者（10名、うち夫婦1組）
事業実施年度： 平成24年度　～　
決算額の状況： 報償費（講師謝金） 千円

需用費（消耗品等） 千円
使用料（バス借上げ） 千円
補助金 千円
750千円×2名、1,500千円×6名、1,125千円×1名

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱

【財源内訳】
県費： 新規就農者確保事業補助金(国10/10)　12,085千円

２　マスタープラン作成補助金（人・農地プラン作成事業）
【事業概要】
人・農地プラン策定に係る事務費に対し補助する。

事業実施年度： 平成24年度　～　
決算額の状況： 報償費　103千円、需用費　200千円、役務費　31千円

【事業実績の推移】
（千円）

予算科目

2,807

15,767

農業費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

事務事業名 農村地域農政総合推進事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

決算書 140 141

農村地域農政
総合推進事業費農林水産業費 項 目

国　費 県　費 地方債 一般財源

29,809 27,002

61款 6

その他

13,252 2,515

334

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 375 379

事業目的
　地域の担い手となる農業者に対し、農地の集約及び農業施設・農業機械等の導入費
用を支援し、農業経営の基盤強化及び耕作放棄地の解消を図り、地域農業の維持発
展に努める。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

10名
（うち夫婦1組）

決算額 29,646 28,875 26,250 24,367

実績
21名

（うち夫婦3組）
21名

（うち夫婦3組）
19名

（うち夫婦2組）
18名

（うち夫婦2組）

12,085

18
302
140

11,625

事業概要等

新規就農者を対象とした講習会及び視察研修等を実施し、技術指導を行うほ
か、就農から５年間給付金を交付することにより、農業経営の安定化を図り、就
農者の確保に努める。

356 354
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  ※平成31年4月1日現在　プラン策定集落数　38集落

【根拠法令等】
人・農地問題解決推進事業実施要綱　

【財源内訳】
県費： 地域農業マスタープラン作成補助金

(人・農地プラン・農地集積促進事業補助金：国1/2)　167千円

３　新規就農者初期経営支援事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 新規就農者　1件（谷）
事業実施年度：　平成26年度　～　
決算額の状況： 補助金　1,000千円（カーネーションベットの改修）

【事業実績の推移】
（千円）

実績：農機具の購入、ガラス温室・パイプハウス・集出荷施設等の修繕

【根拠法令等】
淡路島農業生産振興対策事業（がんばる淡路島農業人支援事業）

【財源内訳】
県費： 新規就農者初期経営支援事業補助金（県1/2）　1,000千円

４　新規就農者経営基盤強化事業
【事業概要】

事業対象者： 新規就農者
事業実施年度： 平成27年度　～
決算額の状況 補助金　2,000千円

　8件（農機具（動噴機、玉葱播種機、トラクター等）の購入）

【事業実績の推移】
（千円）

実績：管理機、動噴機、トラクター、いちじく棚、播種機等の購入

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

新規就農者の経営の安定化・農業への定着を図るため、就農当初に必要となる
農業施設、機械等の導入費用の一部を補助する。(事業費の1/3 上限500千円)

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額

1件

実績 － 8件

H29

2,479 2,118－ 2,209 2,000

H30

実績 2件 2件 2件 2件

7件 8件

決算額 1,449 1,691

8件

事業概要等

遊休化した温室、倉庫、出荷作業所を修繕し有効活用し、新規就農者の経営環
境の確立を図る取組を補助する。

年度 H26 H27 H28

1,594 639 1,000
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Ｐ ～

　
【事業概要】

事業実施箇所： 75集落、13,955,898㎡（18,930㎡減）
事業実施年度： 平成17年度　～　　
決算額の状況： 臨時雇賃金 千円

旅費 千円
需用費 千円
使用料 千円
負担金及び補助金 千円

千円
事業概要等

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
　中山間地域等直接支払交付金実施要領

【財源内訳】
県費： 中山間地域等直接支払交付金（国1/2、県1/4）　218,676千円

中山間地域等直接支払推進事業交付金（国10/10）　737千円

292,316決算額 268,193 284,805 285,545 292,773

決算書 142 143

農業費 目 8
中山間直接支払事
業費

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち

款 6 農林水産業費 項 1

２節 地域産業の活性化（農漁業）

事務事業名 中山間地域直接支払事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

72,993

292,316 219,413 72,903

292,773 219,780

事業目的 　耕作放棄地の増加が懸念される中山間地域等について、農地の維持・確保を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

2

292,316

集落協定に基づき、5年間継続して農業生産活動（耕作・耕うん状態の維持）を
行う農業者に対し、1反（1,000㎡）に対し21,000円（8割取組16,800円）を交付す
る。

129
357

291,579

249

計

75集落
1,396ha

実績
71集落
1,377ha

73集落
1,382ha

74集落
1,384ha

75集落
1,397ha

－121－



Ｐ ～

　
１　イノシシ等被害対策支援事業
【事業概要】 　

事業実施箇所： 市内全域
事業実施年度： 平成26年度～
決算額の状況： 委託料　4,459千円（㈱野生鳥獣対策連携センター）

【事業実績の推移】
（千円）

２　有害鳥獣駆除委託料
【事業概要】

　・　捕獲檻設置及び管理　20千円（1基）
　・　捕獲費（処理施設搬入費等）：焼却のみ9千円（1頭）　【国庫対象事業】
　・　焼却処分費　大（成獣）：5,400円、小（幼獣）：4,320円　【国庫対象事業】

事業実施箇所： 市内全域
事業実施年度： 平成17年度～
決算額の状況： 委託料　40,364千円

【事業実績の推移】
（千円）

22,634 24,405

林業総務事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

33,731

檻設置数

捕獲頭数

処分頭数

364基 406基

決算書 144 145

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

林業総務費款 6 農林水産業費 項 2 1

事務事業名

予算科目 林業費 目

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

事業目的
　市内各地で有害鳥獣による農作物被害が深刻化し農業経営に多大な影響を及ぼし
ている。このような状況の中で、地域及び関係団体等と連携した捕獲対策及び被害防
止対策により、農業被害の減少及び有害鳥獣の個体数減少に努める。

99,425 45,657 341 53,427

91,207 51,227 474 39,506

4,459 4,459

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 1,800 4,441

事業概要等

31,328

582基 619基
1,469頭 1,431頭 1,893頭 1,871頭 1,991頭
837頭 1,090頭 1,254頭 1,570頭 2,152頭

529基

年度 H26 H27 H28 H29 H30

4,459

有害鳥獣被害の相談及び防護柵設置、点検等の指導を行い、専門的知識によ
り効果的な捕獲や被害防止対策に取り組める体制づくりを行う。

捕獲檻の設置及び管理、捕獲したイノシシ等の運搬、処理の業務を猟友会等に
委託する。また、捕獲したイノシシ等を焼却し、適正な処理を行い、有害鳥獣の
個体数の減少を図る。

決算額 40,364
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【根拠法令】
　 淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則
鳥獣被害防止総合対策事業実施要領

【財源内訳】
県費：鳥獣被害防止総合対策事業補助金（捕獲事業） 千円

 捕獲費：7千円（成獣）×637頭＋1千円（幼獣）×1,327頭 千円
 処分費（予算の範囲内）
　　＊　予算の範囲内で補助あり。5,400円（成獣）×737頭＋4,320円（幼獣）×1,395頭 千円

３　狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金
【事業概要】

事業実施箇所： 市内全域
事業実施年度： 平成30年度～
決算額の状況： 負担金　3,374千円（1頭あたり7千円）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
シカ緊急捕獲拡大事業実施に関する協定
イノシシ捕獲拡大事業実施に関する協定

【財源内訳（翌年度）】
国：特別交付税80％、県：市町交付金10％　１頭あたり6,300円

４　イノシシ被害防止事業
【事業概要】

事業実施箇所： 市内に農地を有する農家
事業実施年度： 平成17年度～
決算額の状況： 補助金　420千円（32件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、個人を対象に侵入防護柵の設
置に対して補助する。（補助率：個人2/10、上限額20千円)

決算額 1,748 2,683 1,058 420

H30

32件

決算額 － － － － 3,374

実績 － － －

5,786

9,914

年度 H26 H27 H28

年度 H26 H27 H28 H29 H30

H29

937

シカ・イノシシの個体数減少に向け、狩猟期間内（11月15日～3月15日）に県が狩
猟者に支払う捕獲報償費に対し、市内で捕獲した頭数分を負担する。

－ 482頭

実績 116件 171件 72件 61件

事業概要等

15,700
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５　狩猟免許新規取得奨励事業補助金
【事業概要】

事業実施箇所： 市内全域
事業実施年度： 平成27年度～
決算額の状況： 補助金　63千円（4名）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
県費：鳥獣被害防止総合対策事業補助金（推進事業） 千円

＊　初心者講習会費用の1/2

６　集落ぐるみのイノシシ対策事業
【事業概要】

事業実施箇所： 市内全域　4集落（防護柵の点検補修等）
事業実施年度： 平成24年度　～
決算額の状況： 補助金　400千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
県費： 淡路県民局ふるさとづくり推進費補助金　400千円

（集落ぐるみイノシシ対策支援事業：補助率10/10）

７　鳥獣被害防止総合対策事業
【事業概要】

（国庫補助対象）
　・推進事業：檻の製作（補助率1/2）
　・整備事業：防護柵の設置（補助率10/10）

H26 H27

有害鳥獣の捕獲体制を強化するため、狩猟免許の取得を奨励し、免許取得に係
る費用の一部を補助する。（1名あたり上限2万円）

有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、集落単位の被害対策実施計画
を策定し、集落ぐるみで被害防止対策を実施する経費を補助する。

63

H30

35件 7件 5件 4件

15

実績 －

H28 H29

事業概要等

決算額 － 949 186 135

有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、集落ぐるみで被害防止対策
（防護柵、檻の設置）を実施する経費を補助する。

H28 H29

400

H30

年度 H26 H27

決算額 400 400 400 400

年度
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事業実施箇所： 淡路市内　22集落、檻16基

事業実施年度：　平成22年度　～
決算額の状況： 補助金　38,913千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
鳥獣被害防止総合対策事業実施要綱
淡路市農林畜水産業関係補助金等交付規則

【財源内訳】
千円

内訳：推進事業（捕獲檻）1,275千円、整備事業（防護柵）33,837千円

県費：鳥獣被害防止総合対策事業補助金(推進事業、整備事業)

決算額 51,992 84,290 70,152 55,827

35,112

38,913

H30年度 H26 H27 H28 H29

事業概要等

防護柵64,940ｍ（電気柵27,030ｍ、ﾜｲﾔﾒｯｼｭ柵37,910ｍ）

防護柵
捕獲檻 22基 45基 38基 36基 16基

22集落 36集落 30集落 27集落 22集落
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１　鹿之瀬漁場開発協議会負担金
【事業概要】
鹿之瀬海域への魚礁沈設、種苗放流により資源増殖を図る。
会員：淡路市、明石市
　　　　関係漁協（富島、育波浦、浅野浦、室津浦、明石浦、林崎、東二見、西二見）

事業実施箇所：鹿之瀬海域
事業実施年度：平成29年度　～　平成33年度（第5次後期計画）
決算の状況：負担金　5,000千円

鋼製魚礁沈設　2基、種苗放流（ヒラメ）　33,000尾

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

【根拠法令等】
鹿之瀬漁場開発協議会規約

２　漁業振興協議会負担金
【事業概要】
水産物の安定供給・漁家経営の健全化を図るため栽培漁業及び資源増殖を推進
する団体を支援する。
　　（淡路市漁業振興対策費：淡路市漁業振興協議会、東淡漁業連絡協議会）

実施箇所：淡路市漁業振興協議会　　淡路市全域
　　　　　　　東淡漁業連絡協議会　　　東浦地域・岩屋地域
事業実施年度：平成17年度　～　
決算の状況：負担金　　　　　淡路市漁業振興協議会負担金　400千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東淡漁業連絡協議会負担金　　　　 　700千円

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他
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総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

水産業振興費款 6 農林水産業費 項 3

事務事業名 水産業振興事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

一般財源

予算科目

276,854 2,962 200,525 1,000 72,367

366,322 37,479 257,259 700 70,884

水産業費 目 2

決算額 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

事業目的

　近年の漁場環境の悪化（栄養塩濃度の低下等）により漁船漁業においては漁獲量が
減少し、ノリ養殖漁業においては、ノリの色落ちなどの問題が発生しており、漁家経営
が悪化している。ついては、栽培漁業、漁場環境の改善活動等を推進し、また漁業共
済、漁船保険等への加入を促進することにより、水産物の安定供給及び漁家経営の
健全化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市漁業振興協議会規約
東淡漁業連絡協議会規約

【財源内訳】
その他：漁業振興基金繰入金　　700千円

３　漁業共済事業補助金
【事業概要】
漁業共済掛金のうち漁業者負担分の10％以内を補助することにより、漁業共済
加入率の増加を図り、不漁時の漁家の経済的負担を軽減し、廃業・離職対策に
つなげる。

実施箇所：市内全9漁協
実施年度：平成29年度　～　平成31年度
決算の状況：補助金　9,224千円（漁業共済加入者数　233件）

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

４　漁業振興対策事業補助金
【事業概要】
水産業の生産性の向上及び漁家所得の増大に資することを目的として、東淡海域
への種苗放流（アワビ・マコガレイ・クルマエビ・オニオコゼ・サザエ）又、水産資源
の回復（海底耕うん）、漁業共同利用施設等機能充実事業として、漁協が所有する
共同利用施設の修繕を実施する。

　補助団体：東淡漁業連絡協議会
　補助割合：補助対象事業費の10/10
　実施箇所：東浦地域・岩屋地域
　実施年度：平成28年度～
　決算の状況：補助金　11,000千円

【事業実績の推移】
（千円）

決算額 4,600 8,400 2,500 1,400 1,100

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 8,965 8,458 9,127 9,716 9,224

年度 H26 H27 H28 H29 H30

加入率 28.6% 27.1% 26.3% 27.8% 29.1%

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 - - 10,000 11,000 11,000
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【根拠法令等】
東淡漁業連絡協議会規約

５　種苗放流中間育成事業補助金
【事業概要】
水産物の安定供給及び漁業経営の健全化を図るため、淡路島の東浦海域及び
西浦海域において行われる種苗放流（ヒラメ、マコガレイ、マダイ）、中間育成
（クルマエビ）に要する費用の一部を助成する。

補助団体：淡路東浦地区栽培漁業協議会
　　　　　　　淡路西浦地区栽培漁業推進協議会
補助割合：補助対象事業費の8/10以内
実施箇所：淡路市全域
実施年度：平成31年度　～　平成33年度
決算の状況：補助金　　6,842千円

種苗放流尾数（主要魚種）
ヒラメ ：   72,900尾（東浦  56,000尾、西浦  16,900尾） 
マコガレイ ：   22,000尾（東浦  11,000尾、西浦  11,000尾）
クルマエビ ： 187,500尾（東浦 150,000尾、西浦　37,500尾）
マダイ   ：   18,000尾（東浦　9,000尾、西浦  9,000尾）

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

６　漁船保険補助金
【事業概要】
漁船保険掛金のうち漁業者負担分の5％以内を補助することにより、漁船保険
加入の促進を図り、事故時の漁家の経済的負担を軽減し、廃業・離職対策に
つなげる。

実施箇所：市内全9漁協
実施年度：平成29年度　～　平成31年度
決算の状況：補助金　5,986千円（漁船保険加入隻数　1,185件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

決算額 5,856 6,002 5,966 6,006 5,986

年度 H26 H27 H28 H29 H30

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 9,193 7,193 6,386 6,974 6,842

加入率 94.8% 96.4% 96.2% 96.7% 97.3%

－128－



７　漁業経営構造改善事業補助金
【事業概要】
水産業の競争力強化に向け、持続可能な漁業経営に取り組むため、必要となる
施設の整備及び生産コストの省力化に資する漁業用機器の導入等を支援する。

国事業名：水産業強化支援事業
　施設名称：製氷貯氷施設（実施設計費）
　事業主体：津名漁業協同組合
　補助率：国50％・県7％・漁協43％、市随伴なし
　実施箇所：淡路市生穂地先
　決算額：3,425千円

　施設名称：ノリ加工場・大型ノリ自動乾燥機
　事業主体：1協業体（室津浦漁協所属）
　補助率：国50％・県6％・協業体44％、市随伴なし
　実施箇所：淡路市室津地先
　決算額：154,068千円

事業概要等 　施設名称：大型ノリ自動乾燥機・異物除去・選別機
　事業主体：4協業体（津名1、室津浦1、富島1、育波浦漁協1件）
　補助率：国50％・県6％・協業体44％、市随伴なし
　実施箇所：淡路市富島地先外
　決算額：99,566千円　（うち繰越分：6,730千円）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
兵庫県農政環境部補助金交付要綱

【財源内訳】
県費：漁業経営構造改善事業補助金　257,059千円

８　漁業共同利用施設機能充実事業補助金
【事業概要】
老朽化が進行している各漁協所有の共同利用施設の機能充実等に要する費用
の一部を助成することにより、悪化している作業効率や低下している安全性の
改善を図り、生産量及び生産金額の向上につなげる。（国県の補助対象となら
ない施設に限る）
　補助割合：補助対象事業費の1/2以内（1事業あたり1,000千円限度）

実施箇所：市内全9漁協（3漁協/年×3ヶ年）
実施年度：平成28年度　～　平成30年度
決算の状況：補助金　3,000千円

事業実施団体3団体（森漁協・岩屋漁協・浅野浦漁協）

決算額 34,473 － 76,809 200,325 257,059

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

９　アオリイカ資源増大事業補助金
【事業概要】
近年減少傾向にあるアオリイカの産卵床増設に要する費用の一部を助成すること
により、漁獲量の増加を図る。
　補助割合：補助対象額の1/2以内（1団体あたり200千円限度）

実施箇所：市内全9漁協
実施年度：平成28年度　～　平成30年度
決算の状況：補助金　1,978千円（交付団体　10団体）
　（津名漁協〔塩田〕、津名漁協〔佐野〕、仮屋漁協、森漁協、淡路島岩屋漁協、
　　富島漁協、育波浦漁協、室津浦漁協、一宮町漁協〔郡家〕、一宮町漁協〔尾崎〕）

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

１０　防衛施設周辺民生安定施設設置事業補助金
【事業概要】
漁具保全施設が老朽化により十分な機能を有していないため、新たに施設を整備
することにより漁具類の損傷を少なくする。
　補助割合：補助対象事業費の2/3以内

　　（防衛施設周辺民生安定施設設置事業補助金）　漁協負担　1/3

事業主体：仮屋漁業協同組合
決算の状況：補助金　37,479千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金等交付要綱
防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金交付要綱

【財源内訳】
国費：防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金　　37,479千円

決算額 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 1,792 1,929 1,968 1,973 1,978

年度 H26 H27 H28 H29 H30

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 - - 26,375 2,962 37,479
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１１　漁業近代化資金利子補給金
【事業概要】
なぎさ信用漁業協同組合連合会が漁業者等に融資した漁業近代化資金の利子補
給を行うことにより、資本装備の高度化を図り、漁業の振興及び活性化につなげる。
　補給期間：2年以内
　補給率：貸付残高の1％以内

補助対象団体：市内全9漁協及び水産加工業組合等
実施箇所：市内全域
実施年度：平成17年度　～
決算の状況：交付金　785千円（交付件数　127件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市漁業近代化資金利子補給規則

１２　農林漁業セーフティネット資金利子補給金
事業概要等 【事業概要】

なぎさ信用漁業協同組合連合会が漁業者に融資した農林漁業セーフティネット
資金の利子補給を行う。（市→信漁連）
　補給期間：10年以内
　補給率：漁業者が負担する利子（貸付残高の1.60～1.65％）

補給対象者：H20.3.5発生明石海峡船舶衝突事故（G号油流出）による罹災証明を
 　　　　　　　　受けた者
実施箇所：市内全域
実施年度：平成20年度　～　平成30年度
決算の状況：交付金　18千円（交付件数　17件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
明石海峡船舶衝突事故対策資金利子補給要綱

１３　水産多面的機能発揮対策事業交付金
【事業概要】
国事業名：水産多面的機能発揮対策事業
　　　　　　　（旧事業名：環境・生態系保全活動支援事業）
　漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動（海底耕うん等）
に対し一定の費用を交付する。
　活動組織：津名、仮屋、森、岩屋、富島、浅野、育波、室津、郡家、江井、尾崎

決算額 2,472 3,521 2,655 1,191 785

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 418 316 213 112 18

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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　　　　　　　（全11活動組織）
　補助割合：国70％・県15％・市15％

実施箇所：淡路市全域
実施年度：平成28年度　～　平成32年度
決算の状況：交付金　6,284千円（事業実施団体　11活動組織）

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

【根拠法令等】
淡路市豊かな海創生支援交付金交付要綱

【財源内訳】
県費：淡路市豊かな海創生支援交付金交付(事務費)　200千円

決算額 6,137 4,736 6,347 6,257 6,284

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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Ｐ ～

１　漁港海岸美化対策事業
【事業概要】
　漁港海岸内に漂着したゴミ及び流木・アオサ等の藻類の除去作業を行い、海岸の
美化と快適な生活環境の向上を図る。
　補助割合：補助対象事業費（県）　10/10

実施漁港：生穂漁港海岸・仮屋漁港海岸・尾崎漁港海岸
実施年度：平成3年度　～
決算の状況：委託料　2,325千円（漁港海岸美化対策事業）

生穂漁港海岸　600千円
仮屋漁港海岸　925千円
尾崎漁港海岸　800千円

　　　　　　　　役務費　1,648千円（廃棄物海岸ゴミ処理費）
仮屋漁港海岸　1,648千円

【事業実績の推移】
（千円）

【財源内訳】
県費：漁港海岸美化対策事業委託料　　3,973千円

事業概要等 ２　漁港公園管理事業
【事業概要】
　漁港公園を快適に利用いただけるよう適正な管理を行うため、市が県から清掃管
理業務を受託する。市はその業務を地元漁業者等に再委託する。

実施箇所：仮屋漁港・尾崎漁港・富島漁港・育波漁港・岩屋漁港
実施年度：昭和62年度　～
決算の状況：委託料　6,724千円
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総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

事務事業名 漁港管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農林水産課

20,148

漁港管理費

2,451

水産業費 目 3

29,906 6,852

事業目的

　昭和40年代頃より計画的に市営漁港の整備が進められてきたが、近年、漁港施設の
老朽化により、更新時期を迎える施設が増加している。ついては、施設の維持管理を計
画的に取り組むことにより、施設の長寿命化を図り、コストの平準化・縮減も図る。
　また、施設の維持修繕、漁港内の環境美化を適切に行うことにより、市営漁港の安全
性、利便性を向上し、生活環境の保全を図る。

款 6 農林水産業費 項 3

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

21,733

2,906

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 7,241 7,364 2,441 2,644 3,973

37,292 13,108
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仮屋2,495千円・尾崎1,235千円・富島245千円
育波694千円・岩屋2,055千円

【事業実績の推移】
（千円）

【財源内訳】
県費：漁港環境整備委託金　　2,879千円

３　市営漁港内整備事業
【事業概要】

実施箇所：桃川漁港・岩屋漁港・浅野漁港
実施年度：平成17年度　～
決算の状況：水産施設工事請負費　　5,586千円

千円
千円
千円
千円

【事業実績の推移】
（千円）

【財源内訳】
その他：夢と未来へのふるさと基金　　472千円

事業概要等 ４　漁港漁村環境整備事業助成金
【事業概要】
市内の港（漁港・港湾）の環境を美化するために要する費用の一部を助成する。
住民の快適な生活環境の保全を図る。

実施箇所：市内全9漁協
実施年度：平成29年度　～　平成31年度
決算の状況：補助金　3,364千円
　　助成額：津名500千円・仮屋450千円・森164千円・岩屋450千円・富島350千円・
　　　　　　　浅野浦300千円・育波浦350千円・室津浦350千円・一宮町450千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市水産振興事業補助金交付要綱

　　・仮屋漁港花トイレ照明修繕工事 472

　淡路市管理漁港の施設の維持管理を適正に行い、漁業活動の安全性及び利
便性の向上を図る。

810
3,979

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 6,724 6,724 6,724 6,724 6,724

　　・浅野漁港小型船舶係留施設修繕工事
　　・浅野漁港千谷川護岸補修工事

　　・浅野漁港堆積土砂撤去工事 324

5,586

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 1,426 3,196 4,366 5,445

3,364

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 3,500 3,366 3,500 3,500
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１　農村地域防災減災事業【現年】

【事業概要】
ため池一斉点検で異常なし判定された、ため池の再点検を実施する。
また、耐震診断で耐震性不備と判定された、ため池についての耐震化計画を作成
する。

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度： 平成25年度　～　  

決算額の状況
工事及び委託料 千円
（内訳）

・ため池耐震照査（15箇所） 千円
・ため池点検業務（223箇所） 千円
・ため池耐震化計画作成業務（2箇所） 千円
・ため池暫定改修工事（1箇所） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
兵庫県農政環境部補助金交付要綱

【財源内訳】
県費 ： 農村地域防災減災事業補助金 千円
その他 ： 土地改良事業等分担金（ため池暫定改修工事分：地元5％）　532千円

事務事業名 農地事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課
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総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

農地費款 6 農林水産事業費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

102,752 84,298 3,201 15,253

175,066 113,724 43,200 2,672 15,470

農業費 目 5

H28

決算額 244,053 115,111

81,888
12,739

29,814 102,442 115,595

H29 H30

事業目的

　近年、大規模地震の発生や集中豪雨の多発等により、農地及び農業施設のみなら
ず地域住民の生活に大きな影響を及ぼしている。
　安定的な農業経営や安全安心な農村生活の実現には、効果的な防災・減災対策を
講じる必要があり、ため池等農業用施設の状況等を把握し、地域の実情に即した総合
的な整備を実施し、農村地域の防災力向上を図ることが重要である。
　災害等の自然的要因、又は農家の高齢化等による社会的要因で生じた農地及び農
業用施設の機能低下の回復など防災・減災対策を実施し、農業経営の安定化と下流
域住民に安全安心な生活を実現する。

115,595

13,484
7,484

事業概要等

年度 H26 H27

113,724
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２　土地改良施設維持管理適正化事業

【事業概要】
農業用施設の老朽化に伴い当初の性能を維持できなくなってきたものについて、
この施設を修繕整備することにより、安定した農業用水の供給を実現する。
施設管理者の維持管理意識の高揚を図るとともに、機能保持と耐用年数の確保
に資する。

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度： 平成20年度　～

決算額の状況
負担金土地改良事業団体連合会負担金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
土地改良施設維持管理適正化要領

【財源内訳】
その他 ： その他雑入（土地改良施設維持管理適正化賦課金）　　　　　482千円

３　県営ため池整備事業負担金

【事業概要】

県営ため池等整備事業負担金の14％を市が負担する。

県営ため池耐震化等整備事業負担金の11％を市が負担する。

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度： 平成２４年度～

決算額の状況
県営ため池等整備事業負担金（1箇所）
県営ため池耐震化等整備事業負担金（7箇所）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
土地改良法

【財源内訳】
地方債　：　公共事業等債（県営ため池事業負担金）　 　 43,200千円
その他　：　県営ため池等整備事業地元負担金（2％）　　　1,658千円

年度 H26 H27 H28 H29 H30

3,254 554 343 310 482

事業概要等

13,265千円
45,724千円

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 0 1,036 34,147 23,406 58,989

決算額

482
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１　水利施設等保全高度化事業委託料　　　　　40,576千円
【事業概要】
　県営ほ場整備事業の採択に際し、事業計画書を市で作成した上で、国県とヒア
リングを行う必要がある。本事業により事業計画書の作成と換地設計基準の基礎
資料の作成を行った。
　本事業は、国定額補助の事業であり、補助残は市が負担する。

事業実施箇所 ： 西山・柳沢東地区（淡路市多賀、柳沢）
入野２期地区（淡路市入野）

事業実施年度 ：
西山・柳沢東地区 平成28年度　　地形図作成

平成29年度　～　平成30年度　　事業計画書作成
入野２期地区 平成30年度　　地形図作成

平成30年度　～　令和元年度　　事業計画書作成

決算額の状況
西山・柳沢東地区 ほ場整備調査作成業務委託 千円

農用地集団化業務委託 千円
入野２期地区 地形図作成業務委託 千円

ほ場整備調査作成業務委託 千円
農用地集団化業務委託 千円

【事業実績の推移】　
（千円）

【根拠法令等】
土地改良法

事務事業名 県営ほ場整備事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課
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総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

農地費款 6 農林水産事業 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

79,109 26,174 34,000 18,935

86,712 40,576 26,000 20,136

農業費 目 5

事業目的

　ほ場整備事業実施により農地、農道、用排水路の整備を行い、生産基盤の充実、効
率化を図る。また、ほ場整備事業完了後の借入金の償還事務等について、旧町ばら
ばらで行っていたものを運営協議会に事務を集約することにより、効率化と土地改良
区の適正な運営を行うことを目的とする。

事業概要等

23,197
4,264
10,073

年度 H26 H27 H28 H29 H30

2,068
974

決算額 － － 7,383 13,867 40,576
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【財源内訳】
県費　：　水利施設等保全高度化事業補助金（定額補助）　　　40,576千円

２　県営ほ場整備事業負担金補助　　　　　45,436千円
【事業概要】
生田大坪地区県営ほ場整備事業費の10％を市が負担する。
生田大坪地区担い手育成土地利用調整事業費の45％を市が負担する。

事業実施箇所 ： 県営ほ場整備生田大坪地区

事業実施年度 ：  平成27年度　～　令和２年度（生田大坪地区）

決算額の状況　
生田大坪地区県営ほ場整備事業市負担金 千円
生田大坪地区担い手育成土地利用調整事業負担金 千円

【事業実績の推移】　
（千円）

【根拠法令等】
土地改良法

【財源内訳】
地方債　：　公共事業等債（県営ほ場整備事業負担金）　　　26,000千円

３　淡路市土地改良区運営協議会補助金　　　　　700千円
【事業概要】

事業実施箇所：市内８土地改良区

事業実施年度：平成２２年度　～

決算額の状況
淡路市土地改良区運営協議会補助金　　700千円

【事業実績の推移】　
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農地整備事業関係補助金交付要綱

事業概要等

H30

決算額 678 4,254 74,198 64,608 45,436

45,166
270

年度

700

淡路市土地改良区運営協議会の運営費（臨時職員給料、事務費等）の1/2を補
助金として支出。ただし700千円を上限とし、補助残は市内8土地改良区からの
負担金を充てる。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

H26 H27 H28 H29

決算額 537 522 559 634
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多面的機能支払交付金事業　　　　122,539千円

【事業概要】
淡路市においては、農地維持支払交付金事業を65組織、資源向上支払（共同）交付
金事業を63組織、資源向上支払（長寿命化）交付金事業を52組織、協定農用地面積
 1,547haで取り組んでいる。

事業実施箇所：農地維持支払65組織・資源向上支払（共同）63組織
　 　　　　　　　　資源向上支払（長寿命化）52組織

事業実施年度：　平成26年度　～

決算額の状況
　 賃金 千円
　 旅費 千円
　 需用費 千円
　 役務費 千円
　 委託料 千円
　 交付金　　 千円 （活動組織への交付金）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
多面的機能支払交付金交付要綱
淡路市農地整備事業関係補助金交付要綱

【財源内訳】
多面的機能支払交付金 国 県 市

（県費：多面的機能支払交付金　　　　90,012千円）　　　
多面的機能支払推進交付金 1,852千円

決算書 138 141

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

事務事業名 多面的機能支払交付金事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課

農業費 目 5 農地費款 6 農林水産費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

31,135

122,539 91,864

122,539決算額 32,230

30,675

123,260 92,125

123,691 129,650 123,260

20
0

120,016

事業概要等

事業目的
　農業者と地域住民など農業者以外の方も含めた多様な主体が参加して地域ぐるみ
で農地・農業用水等資源の適切な保全と併せて、施設の長寿命化の取組や水質・土
壌等の高度な保全活動を支援する。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

　淡路市におけるこの事業の活動は、65地区交付対象面積は1,547haであり、淡路市
における農業振興地域の農用地面積3,371haのうち46％で展開され、地域ぐるみの農
地・農業用施設のきめ細やかな維持保全活動、生態系保全や景観形成などの農村環
境向上活動、農業用施設の長寿命化を図る向上活動に取り組む。これらの活動が地
域の参画と協働を促した結果、農村コミュニティーの向上や非農業者の参画による担
い手への負担軽減など農村地域の活性化に貢献している。

1/2 1/4 1/4

2,371
61
71
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１　北淡路土地改良区補助金　　14,000千円
【事業概要】

事業実施箇所 ： 北淡路土地改良区

事業実施年度 ： 平成17年度　～
雨水貯留に関する協定　　平成29年度　～　

決算額の状況：
北淡路土地改良区補助金　14,000千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農地整備事業関係補助金交付要綱

【財源内訳】

決算書 144 145

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

事務事業名 北淡路開拓事業推進事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課

農業費 目 9
北淡路開拓事業
推進費

款 6 農林水産事業 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

15,000

15,629 1,429

14,000

　施設等の維持管理経費（職員給料、修繕料、燃料費、施設管理点検委託費
等）の1/2を補助金として支出。ただし12,000千円を上限とする。
  低水位管理のためのダム放水、点検、パトロールに関する諸費用。期間満了
後については、水位回復に要する諸費用として2,000千円を上限として補助す
る。

14,200

59,576 44,576

事業目的

　「国営北淡路地区農地開発事業」により造成された農地422ｈａ、ダム、揚水機場２ヵ
所、パイプライン32kmの維持管理を行う北淡路土地改良区に対し、その維持管理に係
る経費の1/2を補助することにより、組合員の農業経営及び土地改良区の運営の安定
化とダム周辺地域の適正な給水に資することを目的とする。
　加えて、台風やゲリラ豪雨などに対する治水対策として、雨水貯留に関する協定を締
結し、6月1日から10月31日の期間については、ダムの低水位管理を実施し、下流域に
位置する公共施設、民家や国県道に対する減災防災に努めている。

事業概要等

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 13,000 13,000 13,000 15,000
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２　農村総合整備事業（北淡路地区）　　1,429千円
【事業概要】

事業実施箇所　：　北淡路土地改良区
事業実施年度　：　平成29年度　～　平成30年度

決算額の状況　：　農村総合整備事業（北淡路地区）補助金　　1,429千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農地整備事業関係補助金交付要綱

【財源内訳】
県費　：　農村総合整備事業補助金（57％）　　　1,429千円

３　北淡路土地改良区設立５０周年記念事業　　200千円
【事業概要】

事業実施箇所　：　北淡路土地改良区
事業実施年度　：　平成30年度

決算額の状況　：　北淡路土地改良区設立５０周年記念事業補助金　　200千円

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市農地整備事業関係補助金交付要綱

【財源内訳】

44,576 1,429

　本事業を活用し、平成29年度には太陽光発電設備を設置し、農村地域におい
て低炭素化社会の実現と、併せて売電収入による施設維持管理費の低減を図っ
た。
　また、平成30年度には集落間を連絡する道路が老朽化しているため、その修
繕を行い円滑な農作物の集出荷並びに農村地域の活性化を実現していく。
　事業費の57％は県補助金を充て、43％は土地改良区の自己資金を充てる。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等

決算額 － － －

決算額 － － －

H27 H28

－ 200

　先人達が残してくれた、水、土、里を確実に次代に引き継ぐため、北淡路土地
改良区が農業の発展に関し、北淡路地域で果たしてきた役割や国営北淡路地
区農地開発事業の経過等の記録を取りまとめた記念誌を刊行することを目的と
する。

年度 H26 H29 H30
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事業実施箇所：淡路市全域

事業実施年度：平成29年度　～　平成31年度

決算額の状況　※主なもの
賃金

役務費

委託料

使用料及び賃借料

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】

農地：96.2%（激甚）
施設：99.1%（激甚）

６月豪雨　 農地14箇所　  施設 3箇所
台風18号　農地 3箇所件

173
613
千円
千円

1,240

H26 H27

4,659

H28

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

4,659 4,659

その他 一般財源

農地整備課

款 11 災害復旧費 項 1

決算の状況
地方債

決算書 208 209

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

農林水産業施設災
害復旧費 目予算科目 2

過年発生農地施設
災害復旧費

事務事業名 29年災農地施設災害復旧事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課

事業目的
　淡路市の自然、地形条件から災害を極めて受けやすい状況にあり、中でも、農業生
産と農村生活の基盤である農地・農業用施設の災害に対しては、迅速かつ適切な災
害復旧を目的としている。

平成29年災害（過年）農地・施設災害復旧事業【現年】

件

事業概要等

千円
需用費 千円

年度

決算額 － － － －

H30

台風21号　農地60箇所　  施設32箇所
合　　　計　　 　 77箇所　　  　  35箇所　

件

農　地
施　設
合計

77
35
112

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

2,179
454

H29

千円
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事業実施箇所：淡路市全域

事業実施年度：平成29年度　～　平成31年度

決算額の状況　※主なもの
工事請負費

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】
県　費 　：農林水産施設災害復旧事業補助金（29年災） 千円
地方債　：現年発生農林水産施設災害復旧債 千円

農地：96.2%（激甚）
施設：99.1%（激甚）

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

247,545
9,000

合　　　計　　 　 77箇所　　  　  35箇所　

千円
職員手当 千円

H29 H30

決算額 － － - - 262,819

年度 H26

257,458
3,441

事業目的
　淡路市の自然、地形条件から災害を極めて受けやすい状況にあり、中でも、農業生
産と農村生活の基盤である農地・農業用施設の災害に対しては、迅速かつ適切な災
害復旧を目的としている。

平成29年災害（現年）農地・施設災害復旧事業【明許】

農　地 77 件 134,249千円  6月豪雨　 農地14箇所　  施設 3箇所

事業概要等

合計 112 件 257,458千円 台風21号　農地60箇所　  施設32箇所
施　設 35 件 123,209千円 台風18号　農地 3箇所

H27 H28

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

262,819 247,545 9,000 6,274

事務事業名 29年災農地施設災害復旧事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課

予算科目
農林水産業施設災
害復旧費 目 3

現年発生農地施設
災害復旧費款

決算書 210 211

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

11 災害復旧費 項 1
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事業実施箇所：淡路市全域

事業実施年度：平成30年度　～　平成32年度

決算額の状況　※主なもの

（災害査定測量設計費等）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】
千円

その他　：災害復旧費分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 千円
地方債　：現年発生農林水産施設災害復旧債 千円

7月豪雨 21号台風
農地：96.2%（激甚） 農地：86.6%
施設：99.1%（激甚） 施設：96.9%

県　費 　：平成30年発生災害農地農業用施設災害復旧
　　　　　　事業査定設計委託費

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律

15,892

26,942

H29 H30

決算額 － － － － 49,881

H27

1,500

H28H26

事業目的
　淡路市の自然、地形条件から災害を極めて受けやすい状況にあり、中でも、農業生
産と農村生活の基盤である農地・農業用施設の災害に対しては、迅速かつ適切な災
害復旧を目的としている。

平成30年災害（現年）農地・施設災害復旧事業

農　地 169 件 254,000千円 7月豪雨 　 　農地117箇所   施設80箇所

事業概要等

合計 266 件 566,000千円
施　設 97 件 312,000千円 台風21号　　農地  52箇所   施設17箇所

年度

合　　計　　 　      169箇所　　  　 97箇所　

千円
千円

1,363
48,119

職員手当等
委託費

決算書 210 211

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化（農漁業）

11 災害復旧費 項 1

新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農地整備課

予算科目
農林水産業施設災
害復旧費 目 3

現年発生農地施設
災害復旧費

15,892 1,500 26,942 5,547

事務事業名 30年災農地施設災害復旧事業

款

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

49,881
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【事業概要】
決算額の状況
負担金：670千円 補助金：8,780千円

【事業実績の推移】 (千円）

１　県雇用開発協会負担金　100千円

２　シルバー人材センター協会賛助会費　120千円

事業概要等 ３　淡路地域人材確保協議会負担金　450千円

４　淡路市シルバー人材センター補助金　8,780千円
高齢者の就業機会の確保をもって高齢者の福祉増進に資する。

【事業実績の推移】 (千円、件）

【根拠法令等】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
公益社団法人淡路市シルバー人材センター補助金交付要綱

請負事業費 356,450 351,477 332,757 331,343 320,063
受注件数 3,826 3,777 3,650 3,654 3,613

490 461 442
補 助 金 10,000 9,000 8,780 8,780 8,780
会 員 数 493 517

Ｕ･Ｊ･Ｉターン促進のための取組強化、若者の人材確保、求人合同説明会の開催
等することで若者の島内就職者の増加を図る。

H26 H27 H28 H29 H30

経済社会の多様なニーズに対応し、高年齢者、障害者、若年者等の雇用の促進
と安定等に関する事業を推進し、県内産業の発展と県民の雇用安定、福祉の向
上に寄与する。

兵庫県シルバー人材センター協会賛助会費及び全国シルバー人材センター
協会賛助会費

決算額 10,620 9,620 9,000 9,500 9,450

事業目的
　地場産業の基盤強化を図り、地域雇用の促進に努める。また、働く意欲をもった高齢
者がこれまで習得した知識や技能を生かして働き続けることができるよう、シルバー人
材センターへの支援を行いながら、就業・雇用環境の充実を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

9,500 9,500

9,450 9,450
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 労働諸費 目 1 労働諸費款 5 労働費 項 1

事務事業名 労働対策事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 132 133

総合計画
２章
３章

安全安心で快適に暮らせるまち
支え合い健やかに暮らせるまち

１節
３節

定住拠点の整備
高齢者福祉の充実
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【事業概要】
　地域社会・地域経済の活性化のため、商工会等と連携しつつ商工業の振興に
取り組む。

決算額の状況
補助金：67,012千円 交付金：1,069千円 負担金：27千円

【事業実績の推移】
（千円）

１　技能功労者表彰　17１千円　
事業実施年度：平成22年度～　
平成30年度表彰者：14人　　

事業概要等
【事業実績の推移】
H22：19人　　H23：16人　　H24：18人　　H25：16人　　H26：11人　　Ｈ27：13人
H28：11人 　 Ｈ29：15人　　H30：14人

【根拠法令】
淡路市技能功労者表彰要綱

２　交流拠点施設土地使用料　55千円
佐野運動公園内の売店用地使用料（104㎡　淡路県民局長と借地契約）

３　県物産協会負担金　27千円　
特別会員として、県内の特産商工業の振興に寄与

４　商工会助成金　30,505千円　
商工業の経営改善普及事業に対する商工会への助成
〔県経営改善普及事業補助金の1/2の85％〕

事務事業名 商工業振興事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 148 151

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ３節 地域産業の活性化（商工業）

商工業振興費款 7 商工費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

72,054 5,312 66,742

68,335 30,847 37,488

商工費 目 2

決算額 64,884 81,325 68,377 72,054 68,335

事業目的
　時代ニーズを見据えた新商品開発等によるブランドづくりや地場産業の振興、中小
企業の経営基盤の強化・充実等により、商工業全体の活性化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
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【根拠法令】
淡路市商工業振興事業補助金交付規則

５　地域資源活用販路開拓等支援事業補助金　500千円

H24：地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 千円
H25：海外展開Ｆ/Ｓ支援事業補助金 千円
H26：海外展開Ｆ/Ｓ支援事業補助金 千円
H27：地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 千円
H28：地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 千円
H29：地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 千円
H30：地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 千円

【根拠法令】
淡路市商工観光事業補助金等交付要綱

６　線香協同組合振興活動事業補助金　250千円　
地場産業である線香産業の振興を図り、香りのまちとしての知名度を上げる。

【根拠法令】
淡路市商工観光事業補助金等交付要綱

事業概要等
７　淡路瓦工業組合振興活動事業補助金　250千円

【根拠法令】
淡路市商工観光事業補助金等交付要綱

８　淡路市瓦使用屋根工事奨励金　1,550千円
地場産業の振興及び甍（かわら）街並み景観形成の推進を図るため
〔住居用屋根の1/2以上に淡路瓦を使用した場合、一律5万円〕を支給。

事業実施年度　：平成18年度～　屋根面積により金額設定（10・15・20万円）
平成20年度～　補助金額一律5万円に変更　　　　
平成24年度～　屋根葺替工事対象拡大

【事業実績の推移】 (千円 ・ 件）

【根拠法令】
淡路市淡路瓦使用屋根工事奨励金交付要綱

９　地域活性化振興事業助成　3,500千円
〔事業費から国及び県補助金等を控除した額の1/3以内〕

・ キッズあきんどチャレンジ事業補助金　500千円

600
500
500
500
500

あわじ島の香司製品の海外での販路拡大を推進しながら、PR活動を継続的
に実施している。

916
1,000

淡路島の基幹地場産業であり、約400年の歴史を持つ瓦産業の振興及び活性化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
奨励金 1,850 1,300 1,300 1,350 1,550
件　数 37 26 26 27 31

子どもたちに商売の実践活動を体験させることにより、チャレンジ精神・コミュ
ニケーション力・創造力・行動力・勤労観を養う。
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【事業実績の推移】 (人）

・ 淡路島ええもんうまいもんフェア等事業補助金　3,000千円

【事業実績の推移】 （件・人）

※H29：ええもんうまいもんフェアは台風接近につき中止

【根拠法令】
淡路市商工観光事業補助金交付規則

１０　地域活性化ふれあい商品券等事業補助金　19,570千円　
低迷している個人消費の喚起策として、消費拡大と地域における商工業の振興及
び経済の活性化を促進するため、淡路市商工会と連携して実施した、ふれあい商
品券等の発行事業に対し補助金を交付し、市内における地域経済の活性化を推
進する。
〔消費者が購入した商品券等の販売金額の10％に相当する額〕

事業概要等
【事業実績の推移】 （千円・％）

【根拠法令】
淡路市地域活性化ふれあい商品券等事業補助金交付要綱

１１　新規起業者支援補助金　7,200千円
創業開始する起業者に対してスタートアップ資金を助成し、地域の賑わい創出、市
内空き店舗等の解消及び商工業全体の振興を図る。
〔初期投資：改装、機械設備経費等の1/3以内〕
限度額700千円、自己所有家屋の場合は、限度額1,000千円

〔店舗等賃借料：月額の1/3以内を1年間〕
限度額　月額25千円/年額300千円

事業実施年度：平成25年度～

【事業実績の推移】
H25：新規3,150千円（5件）
H26：新規5,648千円（7件）、継続353千円（3件）
H27：新規6,012千円（7件）、継続197千円（2件）
H28：新規5,179千円（6件）、継続484千円（4件）
H29：新規9,092千円（10件）
H30：新規6,400千円（7件）、継続800千円（4件）

【根拠法令】
淡路市新規起業者支援事業補助金交付要綱

H28 H29 H30
参加者 夏41 / 秋24 夏38 / 秋21 夏45 / 秋18 夏45 / 秋21 夏45/ 秋46
年度 H26 H27

淡路市の「おいしいもの」を集めた市の一大食ブランドイベントとして、市特産
品、物産品のＰＲを図る。

年　度 H26 H27 H28 H29 H30
出店事業者数 55 37 38 - 25

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30

集　　客　　数 5,500 5,500 6,000 - 6,000

220,000
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ率 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 10.0
販売金額 220,000 220,000 480,000 220,000 220,000
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１２　ＩＴ関連事業所振興支援事業補助金　1,175千円

・賃借料補助…空き家、空き店舗（校舎、工場等の空室含む）等の賃借料で、
賃借料の25％の補助[限度額2.5万円/月、30万円/年]
・通信回線使用料補助…補助事業者が支払う通信回線使用料の25％の補助
　[限度額2.5万円/月、30万円/年]
・建物改修費補助…空き家、空き店舗等の施設改修費の25％の補助
　[限度額　75万円]
・設備（事務機器）費補助…事業に必要な事務機器の取得費で、事務機器取
得費の25％の補助　[限度額　25万円]

【事業実績】
H29：新規980千円（1件）
H30：新規1,009千円（1件）、継続166千円（1件）

【根拠法令】
淡路市ＩＴ関連事業所振興支援事業補助金交付要綱

１３　ステーション端末設置事業補助金　2,513千円

事業概要等

平成29年度設置箇所：北淡震災記念公園、東浦物産館
平成30年度設置箇所：淡路ワールドパークONOKORO、イオン淡路店

【根拠法令】
淡路市商工業振興事業補助金交付規則

１４　商工業経営近代化施設等改善融資利子補給金　1,069千円
施設・設備等の改善のために融資を受けた制度資金の利子補給
〔補給期間2年間、補助対象融資限度額4,800万円、年1％以内〕

【事業実績の推移】 （千円・件）

【根拠法令】
淡路市商工業近代化施設等改善融資利子補給規則

【財源内訳】
その他：商工費寄附金（地域振興寄附金） 千円
その他：雑入（交流拠点施設土地使用料） 千円
その他：夢と未来へのふるさと基金繰入金（まちづくり政策課） 千円
その他：地域振興基金入繰入金（まちづくり政策課） 千円

　新たにＩＴ関連の事業所を設置する事業者に対して、事業所の開設に係る経
費の一部を補助金として交付し、産業振興及び地域の活性化を図る。

　淡路市を訪れる観光客に対する地域情報の提供と利便性の向上及び市内
商工業の活性化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
補給金 3,699 5,148 4,285 2,245 1,069

511
54

3,513
26,769

件　数 81 72 69 50 50
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内
事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況
賃金（臨時雇賃金（津名港ターミナル観光案内所）） 千円
需用費 千円
うち印刷製本費（淡路市観光ガイドマップ等） 千円
うち修繕料（観光資源関係緊急修繕費） 千円

委託料 千円
うち施設管理委託料（業務委託料 等） 千円

使用料及び賃借料 千円
うちリース料（岩屋ＨＰ駐車場発券機・精算機） 千円

工事請負費 千円
　　　 （絵島修繕工事、絵島周辺整備工事、
　　　　北淡自然休養村センター高圧受電設備改修工事）
負担金補助及び交付金 千円
うち負担金 千円

うち補助金 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【財源内訳】
その他：雑入（淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ施設賃借料） 千円

千円
その他：雑入（海の駅係船手数料） 千円
その他：夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円7,000

決算額 32,718 30,191 36,602 61,417 51,912

10,954

年度 H26 H27 H28 H29 H30

（うち5,477千円充当） 5,477
256

1,944
1,626
1,442

4,802

37,199
22,220

（共同経費負担金（淡路島誘客キャンペーン事業負担金、淡路
島インバウンド対応推進事業負担金 等）、淡路島観光協会負
担金 等）

14,979
（淡路市観光イベント補助金、全国ハーブサミット実行委員会補
助金）

決算書 150 153

産業振興部

事業目的
　津名港ターミナル観光案内所、観光施設管理事業に属さない施設の管理事業等実施
している各種団体等と相互連携し、地域活性化及び観光振興を図る。

3 観光費款

51,912

予　算　額　（千円）
下段：前年度予算額

商工費

財　　　源　　　内　　　訳

総合計画
１章
５章

共に築く次世代につなぐまち
地域資源と地域活力があふれるまち

３節
５節

交流の推進
地域資源の活用（観光振興）

その他

7

事務事業名 観光事業
新規 所属部

継続 所属課 商工観光課

　 津名港ターミナル観光案内所、つな港海の駅、観光施設管理事業に属さない
施設の管理事業等の費用並びに各種団体の負担金補助及び交付金を支出し、
観光振興を図った。

商工費 項 1

一般財源

事業概要等

2,454
2,499
847
1,201

2,562

予算科目

決算の状況

10,765

12,733 39,179

目

国　費 県　費 地方債

61,417 50,652
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１．「つな港海の駅」関係経費　31千円
【事業概要】

【事業実績の推移】 （隻）

【根拠法令等】
・海の駅ネットワーク規約

2．「津名港観光案内所」関係経費　3,429千円
【事業概要】

【事業実績の推移】 （件）

3．「岩屋ハーバーパーキング」関係経費　1,441千円
【事業概要】

【事業実績の推移】 （台）

4．「公衆トイレ・花壇」関係経費　1,626千円
【事業概要】

5．「観光イベント補助金」関係経費　14,979千円
・淡路市観光イベント補助金 千円

【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市
事業実施年度： 平成17年度　～

　 商工観光課所管の公衆用ﾄｲﾚに要する光熱水費等の管理及び地元老人会、
緑化団体及び淡路高校等と連携し、県道沿い花壇の維持管理を行った。

14,000

　 観光客誘致につながるイベント及び事業を支援し、地域の賑わいを創出した。

　交通拠点である津名港ターミナル内に位置し、施設利用者への観光案内を行
う。また、つな港海の駅利用者の対応及び事務を行い、海洋に関する文化の普
及・振興を図った。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
案内
件数

3,641 3,457 3,370

　平成25年7月にあわじ島つな港海の駅としてオープンし、ボートやヨットなどを利
用して淡路市を訪れる観光客等の増加を図るため、広く海洋レクレーションを愛
好する人々に対し海の駅ネットワークを活用し、海洋レクレーションに関する情報
発信及び普及啓発等による関係諸団体との連携を行い、海洋に関する文化の普
及・振興に寄与している。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
利用
船数

85 60 45 76 87

　岩屋ハーバーパーキングは、岩屋港（橋本地区・西町地区・片浜地区）にあり、
岩屋商店街等を利用されるための駐車場である。
　また、施設については淡路島岩屋漁業協同組合が指定管理者として、管理運
営を行っている。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
利用
台数

33,378 28,873 26,278 26,412 27,014

事業概要等
3,671 3,439
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【事業実績の推移】 （千円）

※平成29年度～花火の打ち上げ場所が海上（台船）へ変更

【根拠法令等】
淡路市商工観光事業補助金等交付要綱
「淡路市夏まつり」実行委員会会則

・全国ハーブサミット実行委員会補助金 千円
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市
事業実施年度： 平成30年度

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市商工観光事業補助金等交付要綱

6．「淡路島観光協会」負担金関係経費　13,500千円
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路島 等
事業実施年度： 平成22年度　～

【事業実績の推移】 （千円）

7．「県・３市合同事業」負担金関係経費　7,386千円
・ 「日本のはじまり淡路島」観光情報発信事業　 千円
【事業概要】

 　淡路島を訪れる観光客にとっては「淡路島はひとつ」であり、３市観光協会及び
淡路島観光連盟が合併し、平成22年４月淡路島観光協会が発足した。
　 平成24年4月に(一社)淡路島観光協会として(一財)淡路島くにうみ協会より独
立し、自発的な観光活動を支援するため、3市一体となって、負担金を支出し、淡
路島全体の滞在促進と誘客促進に努める。
　 平成30年12月に策定された「淡路島総合観光戦略」に基づき、平成30年度は、
首都圏、中京圏向け誘致事業、HP等を利用した情報発信強化、観光キャラバン
等による観光誘致を行った。

4,500

　国内外からの観光客が増加傾向にあり、観光客の旅行目的が多様化していく
中で、淡路島名誉大使　桂文枝によるPR等の誘客キャンペーン事業やインバウ

年度

決算額 5,000 8,000 7,000 12,000 14,000

979

　「全国ハーブサミット」は、全国17自治体と、企業など４団体で構成される「全国
ハーブサミット連絡協議会」を中心に、ハーブの個性と特色を生かした魅力あるま
ちづくりを推進することを目的として、年に１回「全国ハーブサミット」が開催されて
いる。
　令和元年度は、当市が全国ハーブサミットの開催地となる。
　今回のイベントを機会に「香りの島」としてのブランド化を再確立し、島内外の
人々が大いに交流する機会を創ることで地域の創生を目指すため、平成30年度
は、開催に向けたプレイベントの実施や広報活動のための補助を行った。

年度 H26 H27 H28 H29 H30
決算額 － － －

年度 H26 H27 H28 H29 H30

H26 H27 H28 H29 H30

－ 979
事業概要等

13,500 13,500 13,500 13,500 13,500決算額
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事業実施年度： 平成30年度　～

・共同経費負担金（淡路島日本遺産事業負担金） 千円
【事業概要】

・共同経費負担金（御食国ブランド促進事業負担金） 千円
【事業概要】

【事業実績の推移】 （千円）

・共同経費負担金（首都圏キャラバン負担金） 千円
【事業概要】

・淡路地区商工観光行政連絡協議会負担金 千円
　　（徳島県・兵庫県広域連携事業（徳島淡路共同ガイドブック発行））

【事業概要】

事業実施箇所： 兵庫県（淡路島）、徳島県
事業実施年度： 平成21年度　～

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路地区商工観光行政連絡協議会会則

・ 兵庫の魅力海外情報発信協議会分担金 千円
【事業概要】

8．「その他観光関連事業」関係経費　9,520千円
・観光施設維持管理及びPR関係経費 千円

【事業概要】

　 徳島県と兵庫県淡路県民局による徳島＆淡路島周遊ガイドブックの発行事業

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 - - - - 1,000

330

　首都圏で淡路島の食や自然、歴史・文化、温泉などの魅力とアクセスをPRし、
首都圏からの観光客の増加及び販路拡大による地域経済の活性化を図る。

70

1,400

1,000

　「御食国」である、淡路、若狭、志摩が一体となり、「御食国ブランド」を確立し、
地域の農林水産業の振興と観光の促進を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

ンド対応推進事業を引き続き実施することにより、関西圏だけでなく首都圏や海
外へ淡路島の魅力を広く発信し、淡路島への誘客を促進した。

※平成25年度～29年度　淡路島誘客キャンペーン負担金より支出

決算額 70 70 70 70 70

86

　ミシュラン・グリーンガイド・ジャポンの兵庫地域Ｗｅｂ版情報発信事業として、兵
庫県内の観光地、施設の情報をWebサイトで情報発信を行った。

9,000

　 所管施設である絵島、北淡自然休養村センター等の維持管理経費のほか、本
市の魅力を発信するためのガイドマップ（観光パンフレット）等を作成し、交流人口
の増加と観光の振興に努める。

事業概要等

　平成２８年４月に認定された日本遺産「国生みの島・淡路」を生かしたふるさと意
識の醸成や淡路島の魅力発信を図るため、サポーター養成事業や作成したスマ
ホ用アプリRPG事業、日本遺産検定を実施し、淡路島日本遺産ツーリズムの推進
を図る。
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決算の状況
旅費（普通旅費） 千円
需用費 千円
うち印刷製本費（淡路市観光ガイドマップ等） 千円
うち光熱水費（電気代、水道代） 千円
うち修繕料（観光資源関係緊急修繕費） 千円

役務費（廃棄物等手数料） 千円
委託料（業務委託料（第三セクター経営指導業務委託料等）） 千円
使用料及び賃借料（使用料（機器等使用料）） 千円
工事請負費（絵島修繕工事、絵島周辺整備工事、 千円
　 北淡自然休養村センター高圧受電設備改修工事）

・共同経費負担金（神戸DMO連携事業負担金） 千円
【事業概要】

・日本ご当地キャラクター協会負担金 千円
【事業概要】

事業実施箇所： 日本国内
事業実施年度： 平成24年度　～

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
（社）日本ご当地キャラクター協会規約

・ひょうごツーリズム協会負担金 千円
【事業概要】

事業実施箇所： 兵庫県
事業実施年度： 平成17年度　～

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
公益社団法人ひょうごツーリズム協会定款

・外客誘致促進委員会負担金 千円
【事業概要】

事業実施箇所： 兵庫県
事業実施年度： 平成17年度　～

　県内の地域へ外国人観光客誘致行う事業に参画し、観光振興を図る。

124
1,831
691
78

1,062
137
2,101
6

4,801

50

　 面的観光の充実による滞在型観光の促進を図る。

6

　 ご当地キャラクターを通じて、地域の活性と地域間交流を図る。

決算額 6 6

決算額 260 260 260 260 260

100

H27 H28 H29 H30

H26 H27 H28 H29 H30
6 6

260

　 市町観光協会・広域観光団体等との連携、ツーリズム関連機関等の資源の発
掘及び開発、観光事業に係る人材育成、情報発信事業、国際ツーリズムの振興
に取り組み、兵庫への誘客促進を図る。

年度

年度
6

H26

事業概要等
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【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
「兵庫県外客誘致促進委員会」規約

・近畿道の駅連絡協議会負担金 千円
【事業概要】

事業実施箇所： 近畿
事業実施年度： 平成17年度　～

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
近畿「道の駅」連絡会規約

・自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村会の会負担金 千円
【事業概要】

事業実施年度： 平成30年度～

決算額 100 100 100 100 100

10

H29 H30
決算額 60 60 94 94 94
年度 H26 H27 H28

年度 H26 H27 H28 H29 H30

　 自転車による観光振興、住民の健康の増進、交通の混雑の緩和、環境への負
荷の軽減等により公共の利益を増進し、地方創生を図ろうとする自治体が連携し
て情報交換や共同の取組みを進めることで、我が国の自転車文化の向上、普及
促進を図るとともに、各地域が取り組む地方創生の一助となることを目的とする。

94

　 近畿内の道の駅PR及び情報交換を目的として広報誌等の発行を行っている。

事業概要等
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市岩屋
施設建設時期 平成9年建設
建物等の構造 2階建

指定管理（指定管理者：㈱淡路観光開発公社）
　　　　　  （期間：平成28年度～平成30年度）

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

利用者の推移
　（人）

【根拠法令等】
淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例

人数 510,410 542,560 504,440 512,480 486,270

決算額 20,949 20,514 25,622 22,449 20,802

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　地域産業の活性化及び就業機会の確保並びに本市を訪れる人々と市民の交流を深
めるための施設として、松帆アンカレイジパークが兵庫県道路施設「道の駅あわじ」に
併設されている公園として設置している。

   交流活動推進と地域産業の活性化及び就業機会を確保するため、総合交流
促進施設及び公園などの施設を活用している。

施設の管理

・需用費　　 　　 493千円（高圧電気設備改修 等）
・委託料　　　20,309千円
　（松帆ｱﾝｶﾚｲｼﾞﾊﾟｰｸ指定管理、道の駅「あわじ」管理、空調設備更新工事設計）

事業概要等

   平成30年度には年間約49万人の集客があり、市内の主要な集客施設である。
また、平成22年度から指定管理に移行して施設管理を行い、支出の削減に努め
ている。

年度 H26 H27 H28 H29 Ｈ30

10,439

22,449 7,200 3,163 12,086

予算科目

20,802 7,200

商工費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

3,163

商工観光課

目 4 観光施設管理費款 7 商工費 項 1

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

事務事業名 松帆アンカレイジパーク管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課
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【財源内訳】
県　 費：商工費委託金（道の駅施設管理委託金） 千円
その他：利子及び配当金（淡路観光開発公社配当金） 千円
　 　 　　雑入（総合交流促進施設賃借料） 千円

7,200
400
2,763

事業概要等
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Ｐ ～

　
【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市小倉
平成10年建設・・・断層保存館①、物産館・レストラン②
平成11年建設・・・セミナーハウス③、メモリアルハウス④
平成16年建設・・・地震体験館⑤
平成20年建設・・・活断層ラボ⑥
鉄骨造、鉄骨コンクリート造（野島断層保存館）
鉄骨造、平屋建（セミナーハウス、震災体験館）
指定管理（指定管理者：㈱ほくだん）
断層保存館等①③④⑤⑥

　　　　　  （期間：平成30年度～令和2年度）
指定管理（指定管理者：㈱ユーアールエー）
物産館・レストラン②

　　　　　  （期間：平成30年度～令和4年度）

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

決算額 59,073 56,899 131,995 65,504

・需用費　　　　　　5,175千円（修繕料）
　　（自動扉修繕、換気扇修繕、風車倒壊時の緊急現場仮設 等）
・委託料　　　　　 17,473千円（調査業務委託料、指定管理料 等）
・使用料及び賃借料 46,852千円（土地・建物使用料、借地料）
・工事請負費　　　  5,400千円（ナセル等移設工事）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　阪神・淡路大震災の生きた教材である野島断層を保存展示し、学術に関する知識の
普及及び文化の向上に資するとともに、地域住民と観光客の交流の場としての利便施
設を提供し、市民の健康と福祉の増進を図る。

   断層保存館、メモリアルハウス、セミナーハウス、震災体験館、物産館、レスト
ラン、公園緑地広場、風車、神戸の壁等の維持管理等を行っている。

　平成３０年度は、台風第20号の暴風等の影響により風車が倒壊したため、事故
原因の調査のための専門家会議を設置し、解析業務等の事業を実施。

施設建設時期

事業概要等
施設の管理

76,880

8,411 68,469

建物等の構造

65,504

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

311 65,193

76,880

款 7 商工費 項 1

商工観光課

商工費 目 4 観光施設管理費

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

４節 地域資源の活用（歴史文化）

事務事業名 震災記念公園管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課
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利用者（入園者）の推移
　（人）

【根拠法令等】
淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：土地建物貸付収入(建物貸付料)　 千円
その他：震災記念公園基金繰入金　 千円

311
8,100

人数 171,878 158,080 147,840 135,820 131,782

　防災教育施設の拠点として、野島断層の保存・展示、入館者に対する語り部等
によるきめ細かい説明を行い、修学旅行団体等の教育旅行の誘致を行ってお
り、平成30年度では、年間約132千人の入込があった。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業概要等
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市多賀
施設建設時期 平成元年建設
建物等の構造 鉄筋コンクリート造　平屋建

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市地域総合センターの設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：商工費使用料（行政財産使用料） 千円
　　　　商工費使用料（自動販売機設置料） 千円
　　　　商工費使用料（ふるさとセンター使用料） 千円
　　　　雑入（自動販売機光熱水費） 千円
　　　　雑入（ふるさとセンター共益費） 千円
　　　　雑入（ふるさと自販機手数料 他） 千円

1,147 千円

事業概要等

635
13

1,123
37
580
200

決算額 5,227 5,262 7,569 5,843 6,052

　 地域イベント、文化祭などが開催さ
れ、地域住民が気軽に利用できる施設
（会議室等）として、数多くの市民や団
体等に利用されている。

年度

H28 16,441 人
H29 17,964 人 1,241 千円
H30 15,153 人 1,123 千円

事業目的

H27 25,204 人 1,492 千円

　「香りと国生みの市」を広く紹介するとともに、地域の活性化、住民の意識高揚及び
交流の増進に寄与することを目的として施設を設置している。

   地域の交流広場の拠点施設として、淡路島内外及び地域住民等がイベントや
会議等に数多く利用される施設を提供している。

・需用費　　　　　　　2,949千円（光熱水費 等）
・委託料　　　　　　　2,849千円（施設管理委託料 等）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

利用者数 施設利用料
H26 16,085 人 1,114 千円

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

5,843 2,756 3,087

6,052 2,588 3,464

事務事業名 ふるさとセンター施設事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

予算科目 商工費 目 4 観光施設管理費款

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

7 商工費 項 1
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市浦
施設建設時期 平成12年建設
建物等の構造 鉄骨造平屋建

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

利用者（駐車台数）の推移
　（台）

【根拠法令等】
淡路市東浦バスターミナルの設置及び管理に関する条例

人数 140,546 156,171 145,878 147,424 156,960

16,152 21,222 15,039 15,817

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　淡路市を訪れる人々及び地域住民の生活の利便性の向上を図るとともに、活気ある
地域づくりを推進するため、都市との交流拠点施設として設置する。

   周辺には海水浴場、公園を整備し、ホール、図書館、ギャラリーを併設する複
合文化施設として、隣接地にオープンした交流の拠点施設であり、通勤通学、観
光客など多くの方に利用されている。

・賃金　　　　　　　　4,032千円（道の駅監視員）
・需用費　　　　　　　3,968千円（光熱水費、修繕料 等）
・委託料　　　　　　　4,143千円（清掃作業委託、警備委託 等）
・使用料及び賃借料　　3,630千円（借地料 等）

15,039 3,117 11,922

事業概要等

通勤通学、観光客など多くの方に利用されており、平成23年12月から駐車場が、
道の駅駐車場（無料）と市営駐車場（有料）の構成になっている。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 14,673

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 商工費 目 4 観光施設管理費

新規

15,817 3,129 12,688

所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 152 155

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

３節 公共交通機関の充実

款 7 商工費 項 1

事務事業名 バスターミナル管理事業
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【財源内訳】
その他：商工費使用料（自動販売機設置料） 千円
　　　　商工費使用料（バスターミナル使用料） 千円
　　　　土地建物貸付収入 千円
　　　　雑入（自動販売機光熱水費） 千円
　　　　雑入（公衆電話通話料） 千円
　　　　雑入（行政財産電気水道等使用料） 千円
　　　　　(ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ電気料金48千円、ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ建物電気料金167千円）
　　　　その他雑入(特産館用地使用料等) 千円1,327

13
823
444
301
6

215
事業概要等
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市内

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

（人）

【根拠法令等】
淡路市海水浴場の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：商工費使用料（海水浴場等使用料） 千円
　　　　雑入（海水浴場光熱水費使用料） 千円
　　 　　　夢と未来へのふるさと基金繰入金（まちづくり政策課）　 千円

款

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

7 商工費 項 1

10,735 31,040

事務事業名 海水浴場管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

予算科目 商工費 目 4 観光施設管理費

28,952 41,775

年度 H26

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

28,952 9,631 19,321

41,775

事業目的
　広く多くの人々に健全な海水浴場等を提供するため、岩屋海水浴場、北淡県民サン
ビーチ、北淡室津ビーチ、尾崎海水浴場、多賀の浜海水浴場、江井海水浴場及び浦
県民サンビーチの7海水浴場を設置し、夏期（7月～8月）の一定期間開設する。

　海水浴場施設（シャワー室、更衣室、トイレ等）の管理、海水浴場のゴミ清掃、
ゴミ処理車両の借上げ、駐車場の管理、遊泳区域の標識・休憩台・サメ防護網
の設置及び撤去、監視業務の委託、シルバー人材センターによる施設管理委託
を行っている。

・需用費　　　　　　　2,584千円（消耗品費、光熱水費、修繕料 等）
・役務費　　　　　　　4,000千円（廃棄物等処理手数料 等）
・委託料　　　　　 　25,880千円
　（ｻﾒ防護網等設置等委託、施設管理委託、岩屋海水浴場新施設設計
等）
・使用料及び賃借料　  1,845千円
　（機材等借上料(AED,ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ)、土地・建物使用料 等）
・工事請負費　　　　　7,466千円（岩屋海水浴場施設等設置撤去工事）

年度 H26 H27 H28 H29 H30
事業概要等

決算額 24,792 27,615 26,242

入込
客数

77,763 99,155 93,203 92,767 80,165

H27 H28 H29 H30

8,143
789
1,803

　各海水浴場は京阪神に近いことから、島外からの観光客の利用が多く、毎年
多くの利用者がある。また、交通網の整備が進み、車での日帰りの利用者の範
囲が広がっている。
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市岩屋
施設建設時期 平成11年建設
建物等の構造 鉄筋コンクリート造平屋建

指定管理（指定管理者：㈱キャトルセゾン松帆）
　　　　　  （期間：平成30年度～令和2年度）

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市岩屋温浴施設の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：雑入（美湯松帆の郷施設賃借料） 千円

入込客数
198,559 人

H27 207,633 人

18,633 19,092

H26

16,423

　 第三セクターである㈱キャトルセゾン松帆が指定管
理を行っている。また、平成25年4月から温泉水の泉
源を岩屋温泉に変更して営業を行っている。

年度

H29

事業目的
　住民の健康福祉を増進するとともに、地域の活性化に寄与することを目的として設置
する。

年度 H26 H27 H28 H30

　 ロケーションを生かした施設であり、住民の健康福祉の増進と観光客の誘致
促進を図っている。

・使用料及び賃借料　　9,000千円（土地使用料）

H29

施設の管理

事業概要等

決算額

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

事務事業名 美湯松帆の郷管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

予算科目

7,423

9,499 9,000 499

16,423 9,000

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

款 7 商工費 項 1

決算書 152 155

13,499 9,499

4 観光施設管理費商工費 目

9,000

H30 185,043 人

H28 201,480 人
195,417 人
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市久留麻
農林漁業体験実習館：昭和63年
健康増進施設：平成15年
農村広場：昭和62年
農林漁業体験実習館：鉄筋コンクリート2階建
健康増進施設：鉄筋コンクリート一部鉄骨造２階建
指定管理（指定管理者：株式会社かいげつ）
　　　　　  （期間：平成30年度～令和15年度）

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

温泉利用者数 135,651 人 128,770 人 123,445 人 119,159 人 118,423 人
宿泊利用者数 4,802 人 5,229 人 4,962 人 4,206 人 7,204 人

決算額 20,219 37,306 27,439 36,134 27,015

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的

　農林漁業体験実習館（宿泊研修施設）及び農村広場（多目的グラウンド、テニスコート）
は、住民及び学童・都市生活者等に自然と農漁業に親しむ機会を与え、農漁業生産活動
の実践及び体験を通じ、豊かな創造力及び行動力の人材育成の場とするため設置した
施設である。また、健康増進施設「東浦花の湯」は、温泉資源を有効活用し、地域住民の
健康福祉の増進と地域活性化に寄与することを目的に設置した施設である。

　 スポーツ施設を利用した合宿や大学生のゼミ、各種グループ、家族での利用等、
幅広く利用されている。また、東浦花の湯は、地域住民の健康増進とコミュニティづ
くりの場となっている。

施設建設時期

建物等の構造

施設の管理

・需用費　　　　　　1,169千円（修繕料）
・委託料　　　　　 18,800千円（指定管理料、特殊建物定期報告書委託料）
・工事請負費　　　  7,022千円
　　（花の湯外部フェンス工事、街路灯改修工事、浴場ガラス修繕工事）

36,134 98 36,036

事業概要等

　 平成21年度から指定管理者制度を導入し、管理運営を行っている。
施設名 H26 H27 H28 H29 H30

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 商工費 目 4 観光施設管理費

新規

27,015 137 26,878

所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

款 7 商工費 項 1

事務事業名 東浦サンパーク管理事業
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【根拠法令等】
淡路市東浦温泉供給条例
淡路市東浦健康増進施設の設置及び管理に関する条例
淡路市東浦農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例
淡路市農村広場の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：商工費使用料（行政財産使用料） 千円

　その他雑入（テラスガラス修繕費指定管理者負担分） 千円
98
39

事業概要等
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市多賀
施設整備時期 平成元年建設
施設の規模等 9,979㎡

事業実施年度： 平成22年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

利用者数(概算) 29,910人 25,960人 28,400人 25,930人 21,785人
H26 H27 H28 H29 H30

年度 H26 H27 H28 H29 H30

　 平成21年度まで兵庫県から指定管理を受け運営していたが、平成22年度に市
へ移管された。移管後、10年間は現状維持の管理が必要となっている。

事業目的

　兵庫県立淡路香りの公園として、草花と木の香りに親しむ中で、勤労者の文化活動及
びレクリエーション活動を促進するとともに、県民に憩いの場を提供するため設置され
た施設である。平成22年度に、それまでの指定管理者であった淡路市へ移譲され、さら
に、この施設の管理運営を効率的かつ効果的に行うため、同じく「香り」をテーマとした
観光施設である「パルシェ」と連携した運営により地域活性化を図るとともに、これらの
観光施設の指定管理者である「㈱淡路島パルシェ」に管理を委ねるため、平成30年4月
から指定管理者に指定した。今後もこの施設を「香り」をテーマとした特色のある市民の
憩いの場として事業を積極的に展開し、更なる住民の福祉の向上を図る。

　 公園内の草花や木の管理、園内清掃等の管理運営を行い、地域や関係団体、
パルシェ等と連携しながら、園児、児童、生徒の教育の場、高齢者の憩いの場、
地域住民や観光客等の来園者のくつろぎの場を提供している。

施設の管理
指定管理（指定管理者：㈱淡路島パルシェ）
（期間：平成３０年度～令和２年度）

・需用費　　　　　　 116千円（光熱水費、修繕料）
・委託料　　　　　11,733千円（指定管理料 等）
・工事請負費　　　 1,134千円（淡路市立香りの公園修繕工事）

14,762 14,762 0

事業概要等

決算額 10,872 10,778 11,236 14,762 12,983

12,983 12,983 0
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 商工費 目 4 観光施設管理費款 7 商工費 項 1

事務事業名 香りの公園管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）
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【根拠法令等】
淡路市公園条例
淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
事業概要等 その他：公共施設整備等基金繰入金 千円12,983
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市尾崎
パルシェ香りの館：平成5年建設
パルシェ香りの湯：平成6年建設
研修保養館：平成9年建設
特産館：平成10年建設
パルシェ香りの館：鉄筋コンクリート平屋建
パルシェ香りの湯：鉄筋コンクリート造平屋建地下1階
研修保養館：鉄筋コンクリート造4階建
特産館：鉄骨造2階建
指定管理（指定管理者：㈱淡路島パルシェ）
　　　　　  （期間：令和元年度～令和３年度）

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

決算額 50,833 21,310 34,348 34,097 27,607

　農産物販売等の相乗効果を図ることで、香りを通した都市と農村の交流を促進
し、また、個人の生きがい、リフレッシュの場を提供するために、香りをキーワード
とした体験施設及び浴場施設の管理運営を行い、老朽化している温浴施設の更
新工事を中心に事業を行った。

施設建設時期

建物等の構造

施設の管理

事業概要等

H30

・使用料及び賃借料　　　　　 5,815千円（借地料）
・工事請負費　　　　　　　　19,934千円
（浴場設備濾過機ほか更新工事、いちのみや温泉水中ポンプ取替工事 等）
・備品購入費　　　　　　　　 1,523千円（業務用冷凍庫　等）

年度 H26 H27 H28 H29

34,097 32,980

事業目的

　 市民及び学童、都市生活者等に自然と農漁業に親しむ機会を提供し、農漁業生産
活動の実践及び体験を通じ、豊かな創造力の人材育成の場とする。
　 また、温泉活用の手段として、住民の健康福祉を増進するとともに地域活性化に寄
与する。

1

決算書

商工費 目 4

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,117

27,607 25,755 1,852

観光施設管理費

152 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）

事務事業名 パルシェ管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

款 7 商工費 項
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【根拠法令等】
淡路市一宮温泉施設の設置及び管理に関する条例
淡路市一宮農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：商工費使用料（行政財産使用料） 千円
　　　　　雑入（パルシェ施設賃借料） 千円
　　　　　公共施設整備等基金繰入金 千円

7
5,815
19,933

281,540 人
H28 265,342 人
H29 256,664 人
H30 267,128 人

㈶淡路市ふるさと交流協会の運営から、平成25年度
から㈱淡路島パルシェが指定管理者として、管理運営
を行っている。

年度 入込客数
H26 300,765 人
H27

事業概要等
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【事業概要】
 岩屋ポートビル、乗船施設並びに公園の維持管理業務。

事業実施箇所： 淡路市岩屋
施設整備時期 昭和52年建設
施設の規模等 鉄筋コンクリート造3階建

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
県　 費：商工費委託金（ポートビル公園清掃委託料） 千円
その他：商工費使用料（ポートビル店舗等使用料） 千円
　　　　　商工費使用料（ポートビル乗船施設使用料） 千円
　　　　　雑入（自動販売機販売手数料） 千円
　　　　　雑入（ポートビル占用料・共益費） 千円
　　　　　その他雑入（ロッカー使用料） 千円

155

総合計画 ２章
安全安心で快適に暮らせるまち（定
住環境）

３節 公共交通機関の充実

事務事業名 ビル管理事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 152

商工費 目款 7 商工費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費

13,887 18,483

県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,145

18,483 700 12,130 2,594

13,887 700 12,042

4 観光施設管理費

　 淡路島の北の玄関口として、岩屋と明石を結ぶ定期航路（高速船）や島内定
期バスの発着点となる交通の要衝に位置し、市民及び来島者に対し、交通の利
便性の向上に寄与している。

決算額

事業目的
 岩屋港の乗降客の福祉と利便を図り、岩屋港を真に淡路島を象徴する港湾としての
整備を図るため、拠点施設としての機能の維持発展を図る。

年度 H26 H27 H28 H30

・需用費　　　　　　7,338千円（光熱水費 等）
・委託料　　　　　  8,839千円（基本計画作成業務 等）
・使用料及び賃借料  2,238千円（土地占用料 等）

H29
事業概要等

700
5,289
947

173

772
4,949

14,969 22,670 14,242
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市
事業実施年度： 平成22年度　～

決算の状況
旅費（普通旅費） 千円
（ＰＲイベント参加等：東京、泉佐野、神戸、名古屋　等）

需用費 千円
うち消耗品費（ゆるキャラキャンペーン用道具 等） 千円
うち印刷製本費（ポスター、パンフレット作成 等） 千円

役務費 千円
うち通信運搬費（公衆無線ＬＡＮ利用料 等） 千円
うち広告料（訪日外国人向けＷＥＢメディア広告料 等） 千円

委託料（業務委託料） 千円
（首都圏等販路拡大事業、淡路島くにうみ神話PR事業、
明石観光案内所委託料 等）

使用料及び賃借料 千円
うち会場及び車等借上料（イベント用器具レンタル 等） 千円

負担金補助及び交付金 千円
（食のブランド淡路島推進協議会負担金）

【事業実績の推移】 （千円）

【財源内訳】
その他：雑入（電動アシスト自転車利用料） 千円
　　　　　 千円
　　　　　

１．「ＰＲ」に関する事業　６，８２３千円
 ・首都圏等販路拡大事業（旧：東京キャンペーン事業） 千円1,547

決算額 14,944 14,028 17,862 15,524 14,011
年度 H26 H27 H28 H29 H30

455
440

5,520

2,585
2,553

1,200

事業目的
　 「世界的観光立島・淡路市」の実現に向けて淡路市の魅力を高め、定住・交流人口
の拡大等を図り、美しい淡路市を目指し、地域活性化を図る。

事業概要等

　 「世界的観光立島」の戦略目標として、「食」と「ＰＲ」と「教育」と「インバウンド」
事業を主として展開した。

445

1,560
935
364

1,323

2,063
その他雑入（具－１グランプリ入場料） 28

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

15,524 4,573 10,951

14,011 2,091 11,920

商工費 目 6
世界的観光立
島事業費

款 7 商工費 項 1

事務事業名 世界的観光立島事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 154 155

総合計画 ５章
地域資源と地域活力があふれるまち
（産業）

５節 地域資源の活用（観光振興）
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【事業概要】

 ・くにうみ神話ＰＲ事業（出雲市・伊勢市へのＰＲ事業） 千円
【事業概要】

・ゆるキャラキャンペーン事業 千円
【事業概要】

・明石港観光案内所 千円
【事業概要】

・まるごと日本PR事業 千円
【事業概要】

・淡路の漢字プロジェクト 千円
【事業概要】

2．「食」に関する事業　2,700千円
・具－１グランプリ（おむすびコンテスト） 千円

【事業概要】

　 前年度学生と若手職員とのプロジェクトチームの中で生まれた企画。
　 「訪れて感じた思い」、「日常感じる思い」様々な思いを自由に漢字一字で表現し、
Instagramを使って投稿を依頼する。投稿の多かった漢字は淡路市夏まつりで発表
し、その年の『淡路の漢字』として観光PRのテーマとして活用を行った。
参考：本年の漢字「香」

1,485

　 第8回おむすびコンテストを実施。
　 コンビニと連携したコンテスト出品作品の販売を展開した。
　 淡路市（島）の食材を生かした具のアイデアを競い、イベントを通じ淡路市（島）
の食の魅力を幅広く周知し、食による観光振興を図った。

事業概要等

淡路市と淡路市商工会タイアップ事業
　 東京都内において、観光ＰＲ及び物産の販売を展開した。また、販路開拓に向
け、商談会等へ市内業者を出展させ、新規顧客との商談機会を増やし、売上げ
の増加と事業の安定と拡大を図った。（地域のリーダーカンパニーとして、その商
品の原材料となる）地域資源の生産者や事業者の事業基盤の拡大に繋げ、事
業拡大による雇用の増加を図ることで、地域経済の活性化に結び付けた。

1,500

　 国生み神話に関係する他市町のイベントにおいて、淡路市のＰＲ活動を行う。
加えて、本市においても淡路島くにうみ神話祭を行い、同イベントで関連市町や
団体にＰＲ活動の場を提供する。また、同時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ＰＲした。

572

　 イベント等にゆるキャラを派遣し、市の観光ＰＲ活動により観光客の誘客を促
進を図った。
ゆるキャラサミットに参加（ゆるキャら№１を決めるイベント。淡路市のゆるキャラ
の知名度アップを図る。）するとともに、ゆるキャラグッズ（新デザイン・トレカ・吹き
戻し）を作成し、イベント等において、市のPR活動を行った。

1,144

　 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
利用促進を図った。

2,002

　 淡路島の観光客は増加傾向にある一方、宿泊客数は減少傾向にあり、首都
圏での淡路島の認知度向上・誘客、宿泊客増加促進及び販路拡大を図るため、
島内３市が一体となり、地域創生を目指す商業施設「まるごとにっぽん」（東京浅
草）に出展した。

58
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【事業実績の推移】 （組）

・食の観光大使事業 千円
【事業概要】

・食のブランド淡路島推進協議会 千円
【事業概要】

3．「教育」に関する事業　７７５千円
・観光立国教育・子ども観光大使事業 千円

【事業概要】

【事業実績の推移】 （人）

・「めざせ！世界の料理人」育成事業 千円
【事業概要】

4．「インバウンド」に関する事業　988千円
・インバウンド事業 千円

【事業概要】

・公衆無線ＬＡＮ普及事業 千円
【事業概要】

75

　 市の食材を使った「一流シェフ」としての担い手を育成することを目的に、淡路
市食の観光大使である程一彦先生が講師になり、淡路高校2年家庭総合選択者
を対象に調理実習を実施した。

550

　 訪日外国人観光客への情報発信ツールとして活用されているWEBメディアへ
の広告掲載。
　 外国人ライターによる取材と記事作成が可能。外国人視点による市の魅力発
信を行うことで、市の認知度向上と誘客を図った。

438

　 近年のスマートフォンやタブレットの普及により、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、外国人観光客等の利
便性向上、更なる誘客促進を図った。

人数 32 27 31 18 17
H29 H30

15

　 淡路市・食の観光大使「程一彦」氏による食の淡路市ＰＲ事業の推進を図っ
た。

1,200

　 食のブランド「淡路島」のイメージアップと消費拡大、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った。

700

決勝
出場数

11 11 11 11 11

応募数 139 320 424 370 391

事業概要等

年度 H26 H27 H28 H29 H30

　 将来の観光を担う子どもたちを育てるため、学校及び関連機関と連携して観
光教育（観光・歴史・文化）を実施した。
　 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
成を図った。また、市の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、平成２９年度までに子ども観光大使に任命された子どもたちのグ
レードアップを図り、観光、歴史、文化を学ぶパンフレットを作成した。

年度 H26 H27 H28
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【事業実績の推移】
平成29年度 ： 市内5箇所に設置
津名地域 ： 津名港ターミナル
岩屋地域 ： 岩屋ポートビル
北淡地域 ： 北淡震災記念公園（物産館）
一宮地域 ： パルシェ（香りの館）
東浦地域 ： 東浦バスターミナル
※利用料：無料、１回当りの接続時間15分（１日最大８回まで）

5．「その他」に関する事業　2,725千円
・明石海峡周辺地域タイアップ事業 千円

【事業概要】

・電動レンタサイクル貸出事業 千円
【事業概要】

【事業実績の推移】 （人）

※津名港観光案内所　…　設置台数６台
※岩屋観光案内所　 　…　設置台数20台

利用数 1,607 1,826 2,072 2,194 2,057

・その他 1,515千円

（岩屋） 1,544 1,708 1,975 2,068 1,970
（津名） 63 118 97 126

事業概要等

188

　 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った。

1,022

　 電動自転車の貸出業務を行い、観光施設等への誘客を図った。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

87
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１　農業委員会委員報酬　　11,568千円

【事業概要】
農業委員会等に関する法律に基づき、市長に選任された農業委員　19名
平成29年8月より新たに農地利用最適化推進委員を委嘱　19名
市内の優良農地の保全・確保、農地の有効活用及び遊休農地解消に取り組む。

事業実施年度：平成17年度～

平成30年度
会長 ( 1名) 40千円/月額×12月×1名 ＝ 千円
会長職務代理者( 1名) 34千円/月額×12月×1名 ＝ 千円
委員 （17名） 30千円/月額×12月×17名 ＝ 千円
農地利用最適化推進委員 (19名) 20千円/月額×12月×19名 ＝ 千円

【事業実績の推移】
　 （千円）

【根拠法令等】
淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
兵庫県農業委員会交付金等交付規則

【財源内訳】
県費：農地利用最適化交付金 千円

２　農地台帳システム使用料　　842千円

【事業概要】
農地法に基づき整備した農地台帳システムの活用等に対する経費

決算額 8,808 8,799 8,808

事業概要等

2,736

事業目的
　農業者の公正な意見を反映し、農業の立場を代表する組織として業務を行うことに
　より、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与
　する。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

10,648 11,568

35,425 5,998

1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

635 23,867

643 28,784

29,543 5,041

決算書 132 135

予算科目 農業費 目 農業委員会費款 6 農林水産業費 項 1

事務事業名 農業委員会事業
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 農業委員会

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ２節 地域産業の活性化(農漁業)

480
408
6,120
4,560
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【事業実績の推移】
　 （千円）

３　農業会議会費　　495千円

【事業概要】
兵庫県農業会議、県下農業委員会等の情報交換・連携を図る。
農業委員会の運営及び事務を遂行するための経費

事業実施箇所：淡路市全域

事業実施年度：平成17年度～

①兵庫県農業委員会職員協議会負担金　　11千円
当該農業委員会交付金額　3,434千円÷県内農業委員会交付金額　123,088千円
×　基礎額　400千円 ＝ 円 ≒ 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（兵庫県農業委員会協議会理事会の協議により決定）

②農業委員会賛助費拠出金　　484千円
12.07円/10a×149,533a = 円
47.69/1戸×3,829戸 = 円
100,000円/1市町×1委員会 = 円
増減幅の1/2 = 円

＝ 円 ≒ 円
【事業実績の推移】

（千円）

【根拠法令等】
兵庫県農業会議職員協議会規約　（兵庫県農業委員会職員協議会負担金）
兵庫県農業会議会則　（農業委員会賛助費拠出金）

【その他の財源内訳】
県費：農業委員会交付金 千円

その他；
農業費手数料（非農地及びその他農事証明手数料） 千円
雑入（全国農業新聞等取扱事務費） 千円
雑入（農業者年金業務委託手数料） 千円

53
545

H30

事業概要等

年度 H26

決算額 0 842

H29

11,159 11,100

484,045 484,000

決算額 516 516 516 516 495

年度 H26 H27 H28

H27 H28 H29

842 842 842

H30

経営耕地面積割
農 家 数 割
市 町 均 等 割
激変緩和調整額

180,486
182,605
100,000
20,954

45

3,262
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【事業概要】

事業実施箇所：
　（有料化整備済の駐車場）

東浦バスターミナル駐車場、東浦バスターミナル第2駐車場
東浦インター駐車場、北淡インター駐車場
遠田バス停駐車場

　（未整備の駐車場）
（仮称）津名一宮インター駐車場、（仮称）淡路インター駐車場
本四仁井バス停駐車場（R1.7.1から供用開始）

事業実施年度：　　平成23年度　～　　　　

決算額の状況
賃金 千円 （券売所配置職員（臨時）4名）
需用費 千円 （消耗品、修繕料）
役務費 千円 （通信費等）
委託料 千円 （維持運営管理業務）

（詳細設計業務(本四仁井)）
使用料及び 千円 （下水道使用料、借地料）
賃借料
工事請負費 千円 （整備工事（本四仁井））

（付帯工事（遠田））
（災害関連（東浦BS））

補償補填及び賠償金 千円 （物件補償（支障電柱移転））

【事業実績の推移】 （千円）

〔参考〕公共施設整備等基金費へ積立
（Ｈ26） 円
（Ｈ27） 円
（Ｈ28） 円

8,994,434
9,021,765

1,536
131

決算額 21,147 21,457 28,134
年度 H26 H27 H28

15,364

4,298

269

H29
42,945
H30

18,921

予算科目

42,945 42,945

88,453 88,453

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

事業概要等

事業目的
　地域の道路交通の円滑化及び市民の利便性の向上に資するため、駐車場の運営
及び管理を行う。

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

　有料化整備済の駐車場は、適正な維持運営管理のため、定期券及び回数券の
販売、場内及びトイレの清掃等の業務を行い、未整備の駐車場は、測量、不動産
鑑定、用地購入及び整備工事等の業務を行う。

9,203,860

2,426

88,453

款 2 総務費 項 1 総務管理費 目 18 駐車場管理費

決算書 78 79

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ３節 公共交通機関の充実

事務事業名 駐車場管理事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課
都市総務課(未来
の公共交通政策室)
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（Ｈ29） 円
（Ｈ30） 円

【根拠法令等】
駐車場法
淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：自動販売機設置料 千円
           駐車場使用料 　　うち駐車場管理事業充当額 千円
         　公共施設整備等基金繰入金 千円
　　　　　　　　　　　　　　　（委託料、工事請負費、補償補填及び賠償金へ充当）
　　　　　自動販売機光熱水費 千円
           公衆電話通話料 千円
　　　　　定期駐車券発行代金 千円
　　　　　その他雑入（自動販売機販売手数料） 千円

5

3
18,937

2,477

7,771,637
7,300,332

294

21,198

31

事業概要等
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【事業概要】

H30年度 調査地 A=0.17ｋ㎡
志筑⑤ A=0.07k㎡（Ｅ・ＦⅠ・ＦⅡ-1）
志筑④ A=0.10ｋ㎡（FⅡ-2・Ｇ・Ｈ）

事業実施箇所：　市内全域

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
測量設計監理委託料 千円 （調査等）
工事材料費 千円 （境界杭等）
その他経費 千円 （消耗品等）
人件費 千円 （給料、職員手当等）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
国土調査法

【財源内訳】
県費：地籍調査事業補助金（補助率：75％） 千円
その他：地籍調査データ手数料 千円

37,857

1,152

事業概要等

3,756
22

5,926

16,217

23,529

27,060

23,529

事業目的

　現在、淡路市では、公図の大半が明治時代の地租改正の調査記録を基にしており、
経緯度との関連付けもなく、現状と大きく異なるため、一筆ごとの測量を行い、境界が
確定することにより、土地利用によるトラブルの未然防止、登記手続の簡素化、土地活
用の促進、公共事業の効率化が図られる。

年度 H26 H27 H28 H29

234

H30

決算額 42,398 39,840 27,244

19,751

県　費
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 地方債 その他 一般財源

22

37,857 10,781 16

農業費

3,756

決算書 142

項 1 地籍調査費

143

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） １節 定住拠点の整備

予算科目 目 7

事務事業名 地籍調査事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市総務課

款 6 農林水産業費
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【事業概要】

道路台帳システム更新業務、県下自治体による積算システム共同利用
国道沿線緑化　など

事業実施箇所：　市内

事業実施年度：　平成17年度～

決算額の状況（主なもの）
人件費 千円 （給料、職員手当、共済費等）
需用費 千円

役務費 千円

委託料 千円

使用料及び賃借料 千円

工事請負費 千円 （災害復旧等（法定外公共物））
原材料費 千円 （原材料支給（法定外公共物等））

【事業実績の推移】
（千円）

36.0%
H28 3,283 1,253.7km 79.5% 36.3%
H27 3,269

年度 路線数
1,244.1km 79.4% 35.8%

事業目的

事業概要等

1,470

5,820

H28

158,655 6,768

153,445

36.4%

H25
79.4% 35.9%

予算科目

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

146,314

769 151,118

項 目 1 土木総務費1 土木管理費款 8 土木費

決算書 156

事務事業名 土木総務事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市総務課

159

総合計画 2章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） 2節 道路交通網の整備

138,221
（消耗品費、修繕料（法定外公共
物等））

（道路台帳更新業務委託、本四仁
井バス停駐車場管理委託等）

6,258 873

一般財源

1,235 （手数料（法定外公共物崩土撤去
等））

地方債 その他

　道路法に基づく道路管理を円滑に行うため、道路管理区域、施設の現況を記載した
道路台帳の更新、積算システムの共同利用により、土木行政の円滑な推進を図る。

4,833

決算額 147,854 143,035

年度 H26 H27

（大判コピー機リース料、積算シス
テム利用料等）

H29 H30

市道実延長 舗装率

5,610
918

H30 3,285 1254.8km 79.6% 36.6%

158,655

改良率

153,445

1,246.4km 79.4%

3,268
H26 3,268 1,245.3km

H29 3,283 1,253.4km 79.5%

148,483
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【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】
県費：屋外広告物の是正指導等に関する事務費等 千円
その他：使用料及び手数料（行政財産使用料等） 千円
　　　　　雑入（民間指定機関建築確認受付収入） 千円457

312
6,768
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【事業概要】

・　地域間幹線系統の維持確保のため、運行経費の一部を補助
　（縦貫線、西浦線、鮎原線）

　 　（北部バス、岩屋コミバス、山田デマンド交通、興隆寺マイカー交通）
・　南部生活観光バス路線構築に伴うバス車両購入及びバス停標識物の購入

（※県３市で計上　800千円のうち200千円）

事業実施年度：　平成17年度～

決算額の状況  

旅費 千円 (普通旅費（交通関係協議等） )

需用費 千円 ( )

役務費 千円 (車検費用等 )

委託料 千円 ( )

備品購入費 千円 ( )

負担金補助 千円 ( )

及び交付金 (公共交通活性化助成金等 )

公課費 千円 (重量税 )

【事業実績の推移】 （千円）

 

【根拠法令等】

淡路市公共交通活性化助成金交付要綱（明石海峡航路）

243,670

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 － 68,118 85,212 65,276

1,119

32,428 コミバス運行委託、車両装飾デザイン委託

199

168,697 バス車両購入、バス停標識物購入

40,014 地方バス路線維持費補助金

1,079 車両修繕等

・　公共交通空白地の交通手段の維持確保のため、コミュニティバス等の運行支援

・　明石海峡航路の早朝便の確保のため、運航経費の一部を補助（明石海峡航路）
・　公共交通の利用促進のため、淡路島全体の総合時刻表作成費の一部を負担

事業実施箇所：　淡路市内

134

事業目的

　陸上交通は、幹線系統である路線バスや公共交通空白地におけるコミュニティバス
等、日常生活に欠かせない市民の移動手段を維持確保するための事業展開を行う。
　海上交通は、有事の際の明石海峡大橋が通行不能となった場合の緊急・救援の輸
送手段の維持確保及び125cc以下のバイクの輸送機能の強化を図る。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

38,761

243,670 11,034 1,296 161,000

土木管理費 目 1 土木総務費款 8 土木費 項 1

決算書 156 159

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ３節 公共交通機関の充実

事業概要等

70,340

65,276 12,599 13,916

事務事業名 交通政策事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課
都市総務課(未来
の公共交通政策室)
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【財源内訳】

千円

千円

地方債：過疎対策事業債（充当率100％） 千円

国費：地域公共交通確保維持改善事業補助金（北部生活観光バス） 11,034
県費：バス対策費補助事業補助金（北部生活観光バス(ﾌﾗﾜｰﾘﾝｸﾞ)） 1,296

161,000

事業概要等
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【事業概要】

市道3,285路線、実延長1,254.8kmの維持管理
・　町内会等による道路愛護作業
・　道路パトロール員6名による巡回点検、除草作業

事業実施箇所：　市内全域

事業実施年度：　平成17年度～

決算額の状況（主なもの）
賃金 千円 （道路保安員6名）

道路美化作業 延べ 路線
道路パトロール 延べ 路線

報償費 千円 （道路愛護作業　159件）
委託料 千円

道路工事請負費 千円

全島一斉清掃経費 千円 （収集運搬処分等委託、車等借上料）
千円 （修繕料、廃棄物処理手数料等）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】
国費：社会資本整備総合交付金（補助率：59.4％） 千円
　　　 社会資本整備総合交付金（補助率：54.0％） 千円
その他：公共施設整備等基金繰入金 千円

平成30年災害関連経
費

1,540

舗装修繕工事（市道志筑環状線、市道山
田小学校南１号線他、旧県道上内膳・津
名線他）

60,610 151,358決算額 194,069 126,177 96,826

2,914
14,759

事業目的
　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。橋梁施設については、長寿命化計画を策定し、予防保全による
施設の延命化、管理コストの削減、平準化を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

8,177
6,352

636
1,583

101,360
5,912

事業概要等
13,789

11,128

132,145

社会資本整備総合交付金事業（道路ストック事業（舗装構造調査）、道路トンネ
ル点検）

（社資総）舗装構造調査（ＦＷＤ）業務委
託、道路トンネル点検業務委託
舗装個別施設計画策定業務

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

60,610 7,823

予算科目

52,787

151,358 4,454 14,759

道路橋梁費 目 2 道路維持費款 8 土木費 項 2

決算書 158 159

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

事務事業名 道路維持事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市総務課・建設課
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【事業概要】

事業実施箇所：57箇所（市：56箇所、県：1箇所）

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
需用費 千円 （光熱水費、ﾄｲﾚ等消耗品費、施設修繕料等）
役務費 千円 （廃棄物等処理手数料等）
委託料 千円 （施設管理、草刈・剪定作業等）
使用料及び賃借料 千円 （下水道使用料、借地料　1件）
工事請負費 千円

原材料費 千円 （公園用原材料費）
負担金補助 千円 （佐野運動公園屋内練習場整備事業負担金）
及び交付金

【事業実績の推移】
（千円）

（箇所）

【根拠法令等】
都市公園法

57施設数 58 58 58 57

10,988

年度 H26 H27 H28

79

201,553

（撤去工事（鳥の山公園、浦海浜公園、塩浜
公園、釜口ふれあい公園）
フェンス設置工事（鳥の山公園）

209,443

H30H29

事業目的
　市民の憩いの場と緑豊かな変化ある場を生み出し、もって市民の健康と環境の保全
を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

370
3,634

764
1,498

23,000
事業概要等

40,333

予算科目

25,476

40,333 729 21,800 158 17,646

209,443 634 183,100 233

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

款 8 土木費 項 5 3都市計画費 目

事務事業名 公園管理事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市総務課

165決算書 162

総合計画 ５章 地域資源を地域活力があふれるまち（産業） １節 環境先進地への取組

国　費 県　費 地方債 その他

財　　　源　　　内　　　訳

公園管理費

一般財源

決算額 18,314 17,137
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【財源内訳】
県費：公園管理委託金  （「緑の道しるべ」江崎公園） 千円
地方債：合併特例事業債（公園施設整備） 千円
その他：使用料及び手数料（行政財産使用料） 千円
　　　　　雑入（太陽光発電余剰電力売電収入） 千円105

729
事業概要等 21,800

53
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【事業概要】
事業実施箇所：　9箇所

（公園名）
津名地区3箇所（津名港公園、津名パラナグア公園、大谷緑地公園）
北淡地区1箇所（室津港湾公園）

事業実施年度：　平成17年度　～　　　　

決算額の状況
需用費 千円 （光熱水費、ﾄｲﾚ等消耗品費、施設修繕料等）
役務費 千円 （廃棄物等処理手数料等）
委託料 千円 （施設管理、草刈・剪定作業等）
使用料及び賃借料 千円 （下水道使用料）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
都市公園法

【財源内訳】
県費：港湾施設管理委託金 千円
その他：緑地公園電気使用料 千円

事業概要等

事業目的
　市民の憩いの場と緑豊かな変化ある場を生み出し、もって市民の健康と環境の保全
を図る。

年度 H26 H27 H28 H29 H30

46

一宮地区5箇所（郡家港公園、郡家港湾緑地公園、郡家海浜公園、
　　　　　　　　　　多賀海浜公園、江井港公園）

7,226
153

5,082

予算科目

1,724

8,818 7,226 153 1,439

9,101 7,226 151

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

款 8 土木費 項 5

事務事業名 港湾公園管理事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市総務課

165

総合計画 ５章 地域資源を地域活力があふれるまち（産業） １節 環境先進地への取組

決算書 162

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

21,499 9,101 8,818

都市計画費 目 3 公園管理費

決算額 8,980 9,081

153
3,537
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【事業概要】

視距不良箇所にカーブミラーの設置、災害復旧で防護施設が必要な箇所、
摩耗し薄くなった区画線の更新等

事業実施箇所：　地元要望箇所

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
施設修繕料 千円 （反射鏡、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ等の修繕　59箇所）
交通施設整備工事 千円

事業概要等
【事業実績の推移】

（千円）

【根拠法令等】
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

【財源内訳】
国費：社会資本整備総合交付金（補助率59.4％） 千円

（通学路対策事業）
5,359

財　　　源　　　内　　　訳

項 1

18,907
7,497

一般財源国　費 県　費 地方債 その他

26,404

72 75決算書

交通安全対策費

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ６節 安全安心対策の強化

事務事業名 交通安全対策事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

総務管理費 目 10款 2 総務費予算科目

21,455

26,404 5,359 21,045

27,951 6,496

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業目的

（目的）
　安全な道づくりを目指し、危険回避及び交通事故を防止する。
（内容）
　カーブミラー、防護柵、区画線等の新設及び補修を実施する。

年度 H29 H30H26 H27 H28

（（社資総）通学路安全対策工事（市道
志筑中央線ほか））
区画線補修工事（市道平林立道線・小
谷池線ほか）

決算額 10,477 9,996 30,408 27,951
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【事業概要】

・　経年劣化による不具合箇所の修繕、通行の妨げとなる草木の伐採
・　維持工事、道路愛護作業の原材料支給等

事業実施箇所：　津名地区内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円 （道路照明等　93箇所）
修繕料 千円 （道路舗装の修繕等　93箇所）

委託料 千円 （道路除草委託　1箇所）
使用料及び賃借料 千円 （重機借上料）
工事請負費 千円 (市道薄木佐古2号線道路舗装工事） 
原材料費 千円 （維持修繕に係る材料支給）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】

事業概要等

H26 H27 H28

24,072

H29

1,994
2,351

16,723
1,846

494
560

年度

決算額 21,584

予算科目 款

財　　　源　　　内　　　訳

事業目的

23,968

24,072

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

23,968

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節

8 土木費 項 2

事務事業名

道路交通網の整備

20,585

H30

国　費 県　費

23,968

地方債 その他

20,779 24,072

一般財源

　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。
　津名地区　実延長 L=333.6km

決算書 158

道路橋梁費 目 2 道路維持費

159

新規 所属部
津名地区道路維持事業

都市整備部

継続 所属課 建設課
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【事業概要】

・　経年劣化による不具合箇所の修繕、通行の妨げとなる草木の伐採
・　維持工事、道路愛護作業の原材料支給等

事業実施箇所：　岩屋地区内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円 （道路照明等　107箇所）
修繕料 千円 （道路舗装の修繕等　34箇所）

委託料 千円 （道路除草委託　2箇所）
工事請負費 千円 （市道石屋1号線落石対策工事）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】

568

年度 H26 H27 H29

目

国　費

2 道路維持費

一般財源県　費

事務事業名 岩屋地区道路維持事業

予算科目 項 2 道路橋梁費款 8 土木費

10,211

893

事業概要等

決算額 8,849 8,698

H28

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

10,332

事業目的
　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。
　岩屋地区　実延長 L=74.3km

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

9,111 10,322

財　　　源　　　内　　　訳

10,211

10,211

地方債 その他

H30

6,383
2,367

10,332

159

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

決算書 158
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【事業概要】

・　経年劣化による不具合箇所の修繕、通行の妨げとなる草木の伐採
・　維持工事、道路愛護作業の原材料支給等

事業実施箇所：　北淡地区内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円 （道路照明等　71箇所）
修繕料 千円 （道路舗装の修繕等　73箇所）

役務費 千円 （廃棄物等処理手数料　3箇所）
委託料 千円 （道路除草委託　4箇所）
工事請負費 千円
原材料費 千円 （維持修繕に係る材料支給）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】

事業概要等

22,51622,647 20,493 20,626 21,881

H30H28H27H26

812
12,807

5,051
3,029

決算額

事業目的

22,516

21,881

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

22,516

一般財源

　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。
　北淡地区　実延長 L=315.6km

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境）

事務事業名

8予算科目 款 土木費 項 2

H29

国　費 地方債

年度

(市道土地切線舗装修繕工事）
289

21,881

528

県　費 その他

財　　　源　　　内　　　訳

158

道路橋梁費 目 2 道路維持費

159

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課

道路交通網の整備

建設課
北淡地区道路維持事業

決算書

２節
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【事業概要】

・　経年劣化による不具合箇所の修繕、通行の妨げとなる草木の伐採
・　維持工事、道路愛護作業の原材料支給等

事業実施箇所：　一宮地区内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円 （道路照明等　1008箇所）
修繕料 千円 （道路舗装の修繕等　121箇所）

役務費 千円 （廃棄物等処理手数料　4箇所）
委託料 千円 （道路除草委託　1箇所）
使用料及び賃借料 千円 （重機借上料）
工事請負費 千円
原材料費 千円 （維持修繕に係る材料支給）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】

14,591

1,140
208
1,397

H26

1,240

858

22,302

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

22,861

国　費 県　費

財　　　源　　　内　　　訳

事業目的
　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。
　一宮地区　実延長 L=357.5km

年度

決算額 22,084

H29H28H27

21,562

(薬師線道路改良工事他3路線）
事業概要等

3,427

事務事業名 一宮地区道路維持事業

予算科目 款 8 土木費 項 2

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

決算書 158

道路橋梁費 目 2 道路維持費

159

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

22,86121,529 22,302

H30

地方債 その他

22,302

一般財源

22,861
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【事業概要】

・　経年劣化による不具合箇所の修繕、通行の妨げとなる草木の伐採
・　維持工事、道路愛護作業の原材料支給等

事業実施箇所：　東浦地区内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
需用費
光熱水費 千円 （道路照明等　101箇所）
修繕料 千円 （道路舗装の修繕等　39箇所）

役務費 千円 （水道閉栓手数料）
委託料 千円 （道路除草委託　1箇所）
使用料及び賃借料 千円 （重機借上料）
原材料費 千円 （維持修繕に係る材料支給）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法

【財源内訳】

事業概要等

10,224

10,224

H30

10,085

H28 H29

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業目的

財　　　源　　　内　　　訳

一般財源

　市道施設の老朽化、通行量の増加による損傷個所等の維持修繕を行い、安全で円
滑な通行を確保する。
　東浦地区　実延長 L=173.7km

10,085

県　費

10,224

10,085

地方債 その他国　費

事務事業名 東浦地区道路維持事業

予算科目 款 8 土木費 項 2

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

決算額 9,396 9,388

年度 H26 H27

8,619

200

1,044
8,255

100
484

2

道路維持費

159

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

決算書 158

道路橋梁費 目 2
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【事業概要】
生活路線改良事業（野田尾佐野横断線ほか９路線）
橋梁長寿命化事業（橋梁改修・補修）

事業実施箇所：　淡路市内
事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況（主なもの）
業務委託料 千円

測量設計監理委託料 千円

道路工事請負費 千円
橋梁工事請負費 千円

公有財産購入費 千円 （生田大坪地区道路用地購入費）
補償補填及び賠償金 千円 （物件等補償金（電気設備等　3件）

【事業実績の推移】
（千円）

改良済み延長の推移

ｋｍ Km
ｋｍ Km
ｋｍ Km
ｋｍ Km
ｋｍ Km

【根拠法令等】 道路法

【財源内訳】
国費：社会資本整備総合交付金（補助率：59.4％） 千円
地方債：合併特例事業債(充当率：95%) 千円
その他：夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円
　　　　　公共施設整備等基金繰入金 千円

（橋梁補修工事（市道小井本線　塩
尾橋ほか））

145,002

30 1,254.8 459.1 36.6%
29 1,253.4 456.0 36.4%

（道路改良工事（大坪１号線ほか））

H30

228,555

年度 H26 H27

事業概要等

23,244

183,100

27 1,246.4 449.3 36.0%
28 1,253.7 455.2 36.3%

446.7 35.9%26
改良率

H29

479,538 351,666

425,758

1,245.3

149,338

228,555 90,032 92,500 3,689

3,478

122,223

12,900

年度 実延長

133,633

決算額

改良済み延長

253,953 425,758

H28

事業目的

　老朽化が進む道路施設の安全点検を実施し、利用者の安全の確保を図る。特に橋
梁については、昭和40年代以降に整備されたものが多く、補修、架替え等に要する費
用を平準化するため、長寿命化計画を策定しており、計画に基づいた補修を行い、施
設の維持に努める。また、安全安心で快適な生活を営むための生活基盤の計画的な
整備を進める。

（橋梁カルテ作成、橋梁補修設計支
援業務）

款 8 土木費 項 2予算科目

149,338 183,100 26,994 66,326
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

事務事業名 道路新設改良事業
新規 所属部

42,334

1,203

（石の寝屋跨道橋補修設計業務委
託ほか）

3,750

その他

158決算書

3

都市整備部

継続 所属課 建設課

161

道路新設改良費道路橋梁費 目

一般財源
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【事業概要】

平川柳沢１号線　全体　L=1063.0m、W=5.5（7.0）m～4.0（5.0）ｍ

平成30年度（H29明許）　 L=120.0ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　 L=110.0m

事業実施箇所：　一宮地域内

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
委託料 千円 （道路詳細設計業務）
工事請負費 千円 （道路改良工事）
公有財産購入費 千円 （10筆（A＝901.00㎡））
補償補填及び賠償金 千円 （物件等補償金（電気設備等　3件））

【事業実績の推移】
（千円）

改良工事実施中路線名
平川柳沢1号線
（　平成4年～　　）

【根拠法令等】
道路法
過疎地域自立促進特別措置法

【財源内訳】
地方債：過疎対策事業債（充当率：100％） 千円

175,359千円

事業概要等

913

H27年度 H26

22,050

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業目的

9,800

財　　　源　　　内　　　訳

地方債 その他

53

0

一般財源

　集落間を結ぶ生活幹線道路の改良を行うことにより、安全・安心でうるおいある暮らし
を実現する。

22,050

国　費 県　費

22,050

3,245

9,853

22,050

H28

決算額 14,037 18,675 5,832 9,853

H29 H30

5,994
11,898

土木費 項 2

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節 道路交通網の整備

過疎対策整備事業

予算科目 款 道路橋梁費

新規

継続
事務事業名

8

決算書 158

目 3 道路新設改良費

161

所属部 都市整備部

所属課 建設課
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【事業概要】

谷田学校１号線 全体　L=798.5m、W=4.0（5.0）m
平成30年度　L=193.3ｍ

事業実施箇所：　長沢地区

事業実施年度：　平成17年度　～　

決算額の状況
道路工事請負費 千円 （谷田学校1号線）
補償補填及び賠償金 千円 （物件等補償金（電気設備等　1件））

【事業実績の推移】
（千円）

改良工事実施中路線名

（　平成22年～　　）

【根拠法令等】
道路法
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

【財源内訳】
地方債：辺地対策事業債（充当率100％） 千円

事業概要等

19,600

決算額 39,576 12,298

424

谷田学校１号線 147,902千円

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業目的
　集落間を結ぶ生活幹線道路の改良を行うことにより、安全・安心でうるおいある暮ら
しを実現する。

年度 H26

19,900

財　　　源　　　内　　　訳

82

19,666 19,600 66

19,982

H27 H28 H29 H30

19,66638,451 19,982

19,242

事務事業名 辺地対策整備事業

予算科目

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ２節

款 8 土木費 項 2

地方債国　費 県　費 その他 一般財源

決算書 158

道路橋梁費 目 3 道路新設改良費

161

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

道路交通網の整備
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【事業概要】

県管理２級河川及び市管理普通河川の環境整備
河川愛護作業

事業実施箇所：　市内全域

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況
報償費 千円 （河川愛護作業　47件）
修繕料 千円 （河川環境対策　市管理河川松崎川他4件）
役務費 千円 （堆積土砂撤去　河合川）
河川工事請負費 千円 （県管理河川環境整備　浦川他6件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
河川法

【財源内訳】
県費：河川環境整備事業委託金（対象額の50％） 千円

事業概要等

決算書 160

河川費 目 2 河川維持費

161

新規 所属部 都市整備部

所属課 建設課

11,961決算額 13,365 21,877 11,945

年度 H26

4,000

11,941

900

土木費 項 3

11,941

一般財源

H29 H30

国　費 県　費

H27

967

H28

9,095

999

地方債 その他

7,961

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ６節 安全安心対策の強化

事務事業名 河川維持事業

予算科目 款

継続

8

4,000

事業目的 　河川環境整備を行うことにより、危険個所の早期発見、災害の未然防止を図る。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

4,000 7,941

11,961
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【事業概要】

事業実施箇所：　淡路市内

事業実施年度：　平成29年度　～

決算額の状況
職員手当等 千円 （時間外勤務手当）
需用費 千円 （印刷製本費）
災害復旧工事請負費 千円 （補助分：道路　 4件、河川　1件）
災害復旧工事請負費 千円 （単独分：道路　95件、河川  7件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

【財源内訳】
国　費：公共土木施設災害復旧事業負担金 千円
地方債： 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 千円
            現年発生公共土木施設単独災害復旧事業債 千円

事務事業名 ２９年災公共土木施設災害復旧事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

決算書 210 211

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ６節 安全安心対策の強化

公共土木施設災害
復旧費 目 2

現年発生公共土木
施設災害復旧費款 11 災害復旧費 項 2

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

5,724

83,434 7,410 75,700 324

5,724

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

-

事業概要等

505
11,110
71,719

年度 H26 H27

決算額 - -

事業目的
　市民の安全・安心を守るため、自然災害による被害に対し、公共土木施設の早期復
旧・復興に努める。

平成29年発生の台風21号により被災した道路、河川の復旧

H28 H29

100

H30

5,724 83,434

4,100
71,600

7,410
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【事業概要】

事業実施箇所：　淡路市内

事業実施年度：　平成30年度　～

決算額の状況
職員手当等 千円 （時間外勤務手当）
測量設計委託料 千円

災害復旧工事請負費 千円 （補助分：道路　10件、河川　2件）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
道路法
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

【財源内訳】
国　費：公共土木施設災害復旧事業負担金 千円
地方債： 現年発生公共土木施設災害復旧事業債 千円31,000

決算書 210 211

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ６節 安全安心対策の強化

事務事業名 ３０年災公共土木施設災害復旧事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 建設課

公共土木施設災害
復旧費 目 2

現年発生公共土木
施設災害復旧費款 11 災害復旧費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

127,284 50,808 31,000 45,476

決算額

44,053

事業概要等

50,808

H30H29

- 127,284- - -

77,575

H26 H27

（公共土木施設災害査定図面作成
業務）

事業目的
　市民の安全・安心を守るため、自然災害による被害に対し、公共土木施設の早期復
旧・復興に努める。

平成30年7月豪雨及び台風21号、24号により被災した道路、河川の復
旧

H28年度

5,656
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【事業概要】
・昭和56年以前に着工した住宅の耐震診断
・昭和56年以前に着工した住宅の耐震改修工事に要する費用の一部を補助
・危険空き家の除去工事の実施に要する費用の一部を補助
・空家等の実態把握及び所有者等の特定並びに管理不全な状態にある空家等所
　有者に対し、指導助言

事業実施箇所：　市内全域

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況（主なもの）
報酬 千円 （空家等対策協議会委員報酬）
旅費 千円
需用費 千円 （住宅耐震化啓発パンフレット他）
委託料 千円

（空中写真地図及び都市計画基本図作成業務）
（住宅耐震技術審査等業務委託　2件）
（簡易耐震診断調査委託　15件）
（危険空家に対する危険度判定業務　2件）

補助金 千円 （住宅耐震改修促進事業補助金　5件）

【事業実績の推移】
（千円）

住宅簡易耐震診断 件 （Ｈ31.3末現在）
耐震改修計画策定 件 （Ｈ31.3末現在）
住宅建替 件 （Ｈ31.3末現在）

年度 H26 H27

決算額 7,327 7,169 6,721 21,629

15

3

事業目的

・今後発生が予想される大震災に備えて、昭和５６年以前に建築された住宅で耐震化
が未実施のものについて、耐震診断や耐震改修を促進する。
・管理不全状態にある危険空き家を除去し、市民の安全安心の確保及び生活環境の保
全に寄与する補助を行う。
・「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、「空家等対策計画」に沿った施
策を、総合的かつ計画的に実施し、空家問題の解消に向けて取り組む。

62
218

事業概要等

（空家等所有者意向調査及び空家等対策計画策定
業務）

66,870

H29H28 H30

100
63,050

3,400

2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

21,629 9,883 4,064 7,682

66,870 1,984 1,072 51,667 12,147

地方債 その他 一般財源

決算書 160

所属部 都市整備部

所属課 都市計画課

163

目 1 都市計画総務費

事務事業名 都市計画総務事業

都市計画費

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） １節

継続

新規

款 8 土木費 項 5予算科目

定住拠点の整備
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【根拠法令等】
都市計画法
建築物の耐震改修の促進に関する法律
住宅地区改良法
空家等対策の推進に関する特別措置法

事業概要等
【財源内訳】
国費： 社会資本整備総合交付金(補助率：50%) 千円
県費： 住宅耐震診断助成事業補助金 千円

住宅耐震改修促進事業補助金 千円
その他：　地域振興基金繰入金 千円51,667

968

1,984
104
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【事業概要】
市営住宅の維持管理、長寿命化等計画に基づく計画的な改善

事業実施箇所： ６３団地、１９１棟、１，６６６戸

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況（主なもの）
需用費 （住宅修繕等）
役務費 （火災保険料等）
委託料 （ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検委託料等）

（滞納家賃回収業務委託）
（（外壁等改修）井上団地・釜口団地）

使用料及び賃借料 （市営住宅敷地借上料等）
工事請負費 （井上団地・釜口団地外壁等改修工事）

補償補填及び賠償金 （移転補償費）

【事業実績の推移】
（千円）

H21以降　主な改修
耐震改修済住宅数 ヶ所 千円

ヶ所 千円

【根拠法令等】
公営住宅法

【財源内訳】
国費：社会資本整備総合交付金（補助率：50％） 千円
その他： 千円 千円

千円 千円
住宅使用料 市営住宅関係諸証明手数料 6

外壁・屋上・設備等改
修済住宅数

事業目的 　市営住宅の適切な維持管理を行い、住宅に困窮している世帯の居住安定を図る。

70千円

36,125千円
48,657千円

23,129千円

72,403千円
5,017千円

事業概要等

決算額

13 229,538

土木費 項

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

192,921 19,594 142,135

一般財源

118,293

住宅費

その他

75,497

6

167決算書 164

目 1 住宅管理費

30,541

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち（定住環境） １節 定住拠点の整備

事務事業名 住宅管理事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 都市計画課

予算科目 款 8

205,838 200,028 210,639 224,331

224,331

年度 H26 H27 H28 H29 H30

31,192

（城原団地・水越西団地ブロック塀撤
去及びフェンス設置工事）

コミュニティ住宅使用料 53,601 行政財産使用料 1,624

5 164,486

192,921

19,594
295,952

－203－



千円 千円

千円 千円
千円 千円
千円 千円公共施設整備等基金繰入金 16,498住宅駐車場使用料督促手数料 12

事業概要等
住宅使用料督促手数料 142 住宅防火施設整備補助金 253

コミ住宅使用料督促手数料 19 県営住宅受付業務委託 5

住宅駐車場使用料 6,783 建物損害共済金（災害見舞金） 5,200

－204－
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【事業概要】
市内で発生するし尿及び浄化槽汚泥を淡路・東浦浄化センターで処理する。

事業実施箇所：淡路・東浦浄化センター

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
手数料 75,500千円 （し尿処理手数料）
業務委託料 6,685千円 （搬入受入業務委託料）
繰出金 29,432千円 （公共下水道事業特別会計）

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

し尿及び浄化槽汚泥の処理量　9,069.22kl/年（H26）→8,222.90kl/年（H30）

【根拠法令等】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

【財源内訳】
その他：し尿処理手数料　12,038千円

２章総合計画 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

決算書 130 131

継続 所属課 下水道課

所属部 都市整備部
事務事業名 し尿処理事業

新規

予算科目 款 4 衛生費 項

99,580

2 清掃費 目

その他 一般財源

4 し尿処理費

年度

決算額

事業目的
　市内で発生するし尿及び浄化槽汚泥を適正に処理することにより、生活環境の保全
及び公衆衛生の向上を図る。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

113,843

111,618 12,038

126,169 12,326

111,618130,089121,591

H30H27H26 H28

121,263

H29

126,169
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【事業概要】
合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付する。

事業実施箇所：市内全域

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
負担金 25千円 （兵庫県地域振興対策協議会負担金）
補助金 26,730千円 （浄化槽設置補助金 69件、撤去費 7件）

補助金交付件数　69件
事業概要等 （5人槽 47基、6～7人槽 18基、8～10人槽 2基、11人槽以上 2基）

既存単独浄化槽等撤去件数　7件

【事業実績の推移】
（千円）

補助金交付件数　276件（H26～H30）

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】
循環型社会形成推進事業交付金　　8,575千円

決算書 130 131

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名 浄化槽設置事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

清掃費 目 5 浄化槽設置事業費款 4 衛生費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

23,743

36,321 8,575 27,746

30,237 6,494

36,321

事業目的
　公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処
理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する。

年度 H26 H27 H30

決算額 34,726 29,313

H28

27,210

H29

30,237
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【事業概要】
コミュニティ・プラント事業によりし尿及び雑排水の適正な処理を実施する。

事業実施箇所：里・下司地区及び草香・明神地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 1,650千円 （処理場等修繕 10件）
業務委託料 2,241千円 （処理場汚泥処分委託 他）
施設管理委託料 16,826千円 （包括的民間委託）
工事請負費 2,592千円 （処理場等修繕工事 2件）
備品購入費 2,309千円 （放流ポンプ、マンホールポンプ　他）

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

コミュニティ・プラント接続率　86.37％（H26）→87.64％（H30)

【根拠法令等】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

【財源内訳】
その他：コミュニティ・プラント使用料　10,978千円

決算書 130 133

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名 コミュニティ・プラント維持管理事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

清掃費 目 6
コミュニティ・プラン
ト管理運営費款 4 衛生費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

24,542

33,539 10,978 22,561

35,646 11,104

33,539

事業目的
　公共用水域等の水質の保全等の観点からコミュニティ・プラントによるし尿及び雑排
水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

年度 H26 H30

決算額 31,141

H27

29,568

H28

33,558

H29

35,646
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【事業概要】
淡路広域水道企業団への補助金及び出資金を支出する。

事業実施箇所：市内全域

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
業務委託料 150千円 （旧簡易水道施設清掃業務）
使用料及び賃借料 32千円 （旧簡易水道施設借地料 1件）
負担金補助及び交付金883,046千円 （上水道高料金対策補助金等）
投資及び出資金 124,029千円 （淡路広域水道企業団）

事業概要等 年間配水量（上水道事業と旧簡易水道事業の合計）　5,705千㎥

【事業実績の推移】
（千円）

年間配水量      6,007千㎥（H26)　→　5,705千㎥(H30）

【根拠法令等】
水道法（昭和32年法律第177号）

【財源内訳】

1,007,257

事業目的
　清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に
寄与する。

年度 H26 H27 H30

決算額 1,043,663 1,281,259

H28

1,131,736

H29

1,060,732

1,007,257

1,060,732

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,060,732

1,007,257

水道費 目 1 水道施設費款 4 衛生費 項 3

事務事業名 水道施設事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

決算書 132 133

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備
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【事業概要】
農業集落排水事業特別会計繰出金を支出する。

事業実施箇所：大町地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
繰出金 151,531千円 （農業集落排水事業特別会計）

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

農業集落排水接続率　78.24％（H26）→79.08％（H30）

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】

151,531

事業目的
　公共用水域等の水質の保全等の観点から農業集落排水によるし尿及び雑排水の適
正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。

年度 H26 H30

決算額 140,100

H27

176,800

H28

139,500

H29

147,000

151,531

147,000

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

147,000

151,531

農業費 目 5 農地費款 6 農林水産業費 項 1

事務事業名 農地事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

決算書 140 141

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備
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【事業概要】
公共下水道事業特別会計繰出金を支出する。

事業実施箇所：公共下水道事業区域

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
繰出金 1,496,051千円 （公共下水道事業特別会計）

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

公共下水道接続率　70.40％（H26）→73.52％（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】

1,496,051

事業目的
　下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわ
せて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H30

決算額 1,636,989

H27

1,909,559

H28

1,435,268

H29

1,438,873

1,496,051

1,438,873

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,438,873

1,496,051

都市計画費 目 4 公共下水道費款 8 土木費 項 5

事務事業名 公共下水道事業
新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

決算書 164 165

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備
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【事業概要】

1　職員管理、教育財産の管理、学校施設・設備の整備等
2　教育センターに「いじめ相談窓口」を設置し、教育相談員の配置　　24年度　～
3　特別支援教育にかかる教育支援委員会の開催、教育相談・支援等
4　教育懇話会の開催　　 23年度　～
5　学ぼう災教育展開事業（県補助金）の実施　　 24年度　～
6　防犯情報システム「こどもあんしんネット」の利用　　 18年度　～
7　淡路市ふるさと講師学校派遣事業　　 27年度　～
8　スクールバス及びマイクロバスの運用

事業実施箇所：淡路市教育委員会事務局、教育センター、学校教育課、各学校等

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況

業務委託料 千円 （マイクロバス運転委託等）
負担金 千円 （職員互助会負担金、兵庫県都市教育長

　協議会分担金、淡路教育事務協議会
　負担金、洲本高校定時制振興会分担金
　教育研究所連盟負担金等）

補助金 千円 （通学費助成）

【事業実績の推移】

淡路市特定奨学等基金

平成30年度末残高 51,755,805円

○マイクロバス運行事業（運転手：臨時職員３名※一部外部委託）

運行目的：学校、保育園行事及び市主催イベント等

運行回数：年間1,003回（スクールバスを除く）

2

地方債 その他

242,185

239,640

218,943 245,842

一般財源

243,637

1,216 1,329

1,063

県　費

款 10 教育費 項 1

事務事業名 事務局事業
新規

予算科目

1,142

教育総務費 目

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費

事務局費

所属部 教育部

継続 所属課
教育総務課
学校教育課

177

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ３節 学校教育の充実

決算書 172

事業目的
　教育委員会の権限に属する事務に関して、事務局職員がそれぞれ職務を遂行する
ことにより、本市教育行政の円滑な運営を図る。

年度 H26 H27 H28 H29

5,945
1,925

820

H30

事業概要等

203,421

245,842

242,185

決算額 200,913

－211－



【根拠法令等】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

淡路市教育委員会事務局組織規則

淡路市教育委員会事務局委任規則

学校教育法施行令第１８条の２（教育支援委員会）

【財源内訳】

県費： 「ひょうごがんばりタイム」放課後補充学習委託金

　　　　オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開事業委託金

　　　　教育支援体制整備事業費補助金

その他：教職員住宅使用料

　　　　　特定奨学金等基金

千円

千円103

861

178千円

事業概要等

143千円

千円920
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【事業概要】
１　小・中学校の児童・生徒が相互交流する活動についての実践的な研究
２　小・中学校の教職員が連携して行う授業研究
３　小・中学校の教職員が連携して行う様々な教育課題に関する研究
４　義務教育９年間を見通したキャリア形成の支援に関する研究

事業実施箇所：　市内小学校12校、中学校5校　計17校

事業実施年度：平成27年度　～　　平成31年度

決算額の状況
報償費 千円 （講師謝金・旅費）
消耗品費 千円 （研究図書、事務用品等）

事業概要等 印刷製本費 千円 （研究冊子）
使用料及び賃借料 千円 （教育カンファレンス会場使用料）
負担金 千円 （研修会等参加料）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】

【財源内訳】

決算額 - 2,714 2,466 2,486 2,108

　中学校とその校区内の小学校でグループを編成し、具体的なテーマに基づいて
研究・実践のレベル向上を図るため、大学教授や先進校等の外部講師を招へい
した合同研修会の開催した。また、小・中一貫教育先進校の研究会への参加、市
内教職員や保護者等を対象にシンポジウムを開催し、小・中一貫教育に関する講
演会を実施した。
　以上の事業成果を研究冊子にまとめ、小・中学校や関係機関等に配布し、成果
を広く周知した。

事業目的

　小・中学校が連携して行う実践的な教育研究活動を奨励・支援することにより、小・中
連携教育の充実を図るとともに、義務教育９年間を見通した教育の在り方について研
究を推進し、教職員の資質の向上や児童・生徒の学力向上、生徒指導の充実に資す
る。

1,118
540
290

H28 H29

84

H30

47

年度 H26 H27

2,108

2,486 2,486

事務局費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

2,108

教育部

継続 所属課 学校教育課

10 教育費 項 1 教育総務費 目 2

事務事業名 あゆみプロジェクト事業
新規 所属部

款

決算書 172 177

総合計画 4章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち 1節 学校教育の充実
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【事業概要】
①教員の研修事業、②端末整備、③無線ネットワーク環境整備の3本を柱とし
運用体系の整理、教職員のスキルアップを行う。

事業実施箇所： 市内小・中学校

事業実施年度：平成24年度　～

決算の状況
研修旅費 千円 （研修員旅費）

事業概要等 業務委託料 千円 （システム構築、運用、保守業務等）
庁用備品購入費 千円 （タブレット、プロジェクター、映像関係機器等）

【事業実績の推移】

【根拠法令等】

【財源内訳】
その他：地域振興基金繰入金 千円

H30

32,501

決算額 51,230 56,508 87,845 70,746 50,229

年度 H26 H27 H28 H29

　平成29年度に小学校4年生～6年生についてタブレット一人一台環境が整い、
管理運用方法をマニュアル化し、市全体で情報共有等の連携を行った。
　ＩＣＴ機器の活用方法を共有することで、授業改善意識が高まり、児童生徒の学
力向上に取り組むことができた。
　また、タブレット端末を活用したプログラミング教育等の実践にも着手し、先進
的な取組を行うことができた。
　平成30年度に中学校でのタブレット一人一台環境を整え、中学校におけるタブ
レット活用教育を推進することができた。

17,728
決算の状況

地方債 その他

（千円）

事業目的
　２１世紀型学力を身に付けるために、一人一台のタブレット端末を配布し、特色ある
教育を行う。

98
23,557
24,856

70,746 50,000

一般財源

予算科目

20,746 0

50,229

教育総務費 目

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

32,501

事務局費

事務事業名
タブレット活用教育推進事業
（旧事業名：教育研究活動活性化事業）

新規 所属部

2

教育部

継続 所属課 学校教育課

款 10 教育費 項 1

決算書 172 177

総合計画 4章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち 1節 学校教育の充実
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【事業概要】

1　淡路市立小学校の管理、運営全般　　

2　施設修繕、スクールバス運行委託、設計監理業務、施設の増改築工事等

3　施設管理員・特別支援教育支援員・看護師・国際交流員の配置

4　教職員健康診断の実施

5　校長会・教頭会負担金
6　教材備品等の購入事業

事業実施箇所：市内12小学校

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況

業務委託料 千円 （訪問看護、施設管理、スクールバス運行

教職員健康診断等）

測量設計監理委託料 千円 （浦小多目的ﾎｰﾙ屋上防水工事設計管理389千円等）

千円 （浦小多目的ﾎｰﾙ屋上防水工事6,048千円）

負担金 千円 （校長会・教頭会等研修負担金等）

【事業実績の推移】

（千円）

決算書 176 179

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ３節 学校教育の充実

款 10 教育費 項 2

320,850

事務事業名 小学校管理事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課
教育総務課
学校教育課

予算科目 小学校費 目 1 学校管理費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

342,164

21,800 1,210 358,604

10,804 10,510

395,768 13,179 975

125,353

H28

事業目的

　学校再編に伴う小学校規模の適正化、学校施設・設備の整備、耐震診断に基づく施
設の改修・補強や老朽化施設の改修を推進し、教育環境の充実を図り、児童が安心し
て学校生活を送れるように小学校の財産全般について適切な維持管理を行う。
　児童の学習・生活の場として、豊かな人間性を育むための教育環境の整備を図るた
め、教材用備品等の設備の充実を図る。

事業概要等

1,462

明許 181,656明許 0290,134明許

746

教育施設工事請負費 15,829

H30

決算額
476,229 342,164

0明許 15,261明許

H29
1,349,842 869,195 380,507

年度 H26 H27
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〇主な整備施設

平成21年度 　幼稚園園舎・柳沢・郡家・室津・江井・生穂屋内運動場耐震補強工事

平成22年度 　太陽光発電システム設置工事（北淡、学習、石屋、志筑、郡家小学校）

大町・尾崎小屋内運動場耐震補強工事、北淡小屋外環境整備工事費

平成23年度 志筑小学校特別支援教室改修工事、石屋小学校運動場ﾄｲﾚ棟新設工事

平成24年度　　　生穂小学校耐震補強大規模改造工事、大町小学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事　 

平成25年度　 　志筑小学校耐震補強大規模改造工事、郡家小学校大規模改造工事

中田・育波・室津小学校耐震補強改修工事

平成26年度 一宮小学校校舎増築工事、旧郡家保育所解体工事

一宮小学校周辺環境ﾈｯﾄ等設置工事、郡家小学校進入道路整備工事

江井・多賀小学校耐震補強改修工事、生穂小学校進入道路整備工事

平成27年度 志筑小学校特別教室増築工事、北淡小学校増築等環境整備工事

一宮小学校体育館等新築工事、一宮小学校周辺環境整備工事

平成28年度 一宮小学校増築等工事、生穂小学校スクールバス乗り場整備工事

平成29年度 学習小学校スクールバス乗り場整備工事

【根拠法令等】

教育基本法（昭和22年法律第25号）

学校教育法（昭和22年法律第26号）

小学校設置基準（抄）（平成14年文部科学省令第14号）

学校施設環境改善交付金交付要綱

学校教育法第５条（学校の管理、経費の負担）

【財源内訳】

国費：へき地児童生徒援助費等補助金 千円

教育支援体制整備事業費補助金 千円

その他：小学校施設使用料 千円

　 行政財産使用料 千円

太陽光発電余剰電力売電収入 千円

公共施設整備等基金繰入金 千円

夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円

事業概要等

9,409

1,395

481

223

458

200

9,148
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【事業概要】

1　教育コンピュータのリース及び保守点検

2　理数系教育の環境整備

3　国語文集の作成
4　教育振興に係る教材の整備
5　体験活動（自然学校・環境体験）事業
6　経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者に対する援助

事業実施箇所：各小学校

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況

報償費 千円 （自然学校指導員・環境体験事業講師等）

教材費 千円 （体験活動事業教材・理科実験用薬品・

　器具、音楽・家庭・体育教材等）

保守点検委託料 千円 （校務系、教育系パソコン関係）

リース料 千円 （校務系、教育系パソコン関係）

教材備品購入費 千円 （理科教育備品等）

扶助費 千円 （就学援助）

【事業実績の推移】 （千円）

淡路市学校等教育振興基金

円

9,228

181

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

決算書 178

小学校費 目 2 教育振興費

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ３節 学校教育の充実

事務事業名 教育振興事業（小学校）
新規 所属部 教育部

継続 所属課
教育総務課
学校教育課

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

款 10 教育費 項 2予算科目

65,575

平成30年度末残高 101,194,273

3,252

72,106

71,518 1,055 4,158 730

77,798 890 4,742 60

H30

77,798

事業目的

　教育コンピュータや理数系教育等の環境整備及び充実を図る。理数系教育について
は、国で1校当たりの基準金額（理科：10,341千円、算数：2,124千円）が定められてお
り、全校基準金額に達するよう、不足分についての整備を行う。
　また、学校教育の充実に必要な教材等の整備や経済的理由により就学困難な学齢
児童生徒の保護者に対して援助を行う。

71,518

年度 H26 H27 H28 H29

決算額 100,188 100,393

3,283

14,060

42,117

91,459

1,865

事業概要等
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○教育コンピュータ整備実績

・教材等の整備を行い、学ぶ環境を整えることは義務教育の充実につながる

【根拠法令等】

理科教育振興法

淡路市学校等教育振興基金条例

学校教育法第３１条（体験活動の充実）
学校教育法施行規則第50条、第51条（外国語活動、総合的な活動の時間）
学校教育法第25条、第40条（就学援助）

【財源内訳】

国費：理科教育設備整備費等補助金 千円
県費：体験活動事業補助金 千円

被災児童生徒就学支援等事業費補助金 千円
学習支援ツール活用モデル事業補助金 千円

その他：学校教育等振興基金繰入金 千円

900
61

3,781

事業概要等

60

890

年度 H22 H23 H24

学校名
北淡・東浦地
区各小学校

津名・一宮地
区各小学校

石屋小学校
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【事業概要】

1　淡路市立中学校の管理、運営全般　　

2　施設修繕、スクールバス運行委託、設計監理業務、施設・設備の整備工事等

3　施設管理員・特別支援教育支援員の配置

4　教職員健康診断の実施
5　校長会・教頭会負担金

事業実施箇所：各中学校等

事業実施年度：　平成17年度　～

決算額の状況

業務委託料 千円 （スクールバス運行、施設管理

　教職員健康診断等）

教育施設工事請負費 千円 （北淡中学校外周フェンス工事1,263千円、

岩屋中学校配管漏水改修工事1,021千円、

東浦中学校木工室空調機取替工事1,298千円）

負担金 千円 （校長会・教頭会等研修負担金等）

【事業実績の推移】

524,300 597

一般財源

783

財　　　源　　　内　　　訳

180,564

128,371

事業目的

　学校施設・設備の整備、耐震診断に基づく施設の改修・補強や老朽化施設の改修を
推進し、教育環境の充実を図り、生徒が安心して学校生活を送れるように中学校の財
産全般について適切な維持管理を行う。
　生徒の学習・生活の場として、豊かな人間性を育むための教育環境の整備を図るた
め、教材用備品等の設備の充実を図る。

803

繰越 632,745

H26 H30
130,244

H28 H29

117,982 203,091

781,013 74,749

年度
（千円）

H27

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

18,368

4,750

1,228

学校管理費

その他

決算書 180 183

新規 所属部 教育部

継続

中学校費 目 1

所属課
教育総務課
学校教育課

地方債

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ３節 学校教育の充実

事務事業名 中学校管理事業

国　費 県　費

130,244 65 1,025

予算科目 款 10 教育費 項 3

決算の状況

繰越 0
148,268

事業概要等

決算額 119,995
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〇主な整備施設

平成22年度 太陽光発電システム設置工事（津名、岩屋、一宮、東浦中学校）

※北淡中は平成16年度に設置済

平成23年度 東浦中学校耐震補強大規模改造工事、

北淡中学校ウッドデッキ塗装他修繕工事、

東浦中学校体育館・防球ネット修繕工事

平成23年度 東浦中学校バックネット改築工事、一宮中学校音楽室修繕工事、

岩屋中学校軒樋修繕工事

平成25年度 東浦中学校体育館屋上防水改修工事

平成26年度 小中学校扇風機設置工事

平成27年度 岩屋中学校修繕工事

平成28年度 一宮中学校連絡通路設置工事

平成29年度 一宮中学校大規模改造等工事

【根拠法令等】

教育基本法（昭和22年法律第25号）

学校教育法（昭和22年法律第26号）

中学校設置基準（抄）（平成14年文部科学省令第15号）

学校施設環境改善交付金交付要綱

学校教育法第５条（学校の管理、経費の負担）

【財源内訳】

国費： 教育支援体制整備事業費補助金 千円
県費： スクールソーシャルワーカー補助事業補助金

千円

その他：中学校施設使用料 千円

行政財産使用料 千円

太陽光発電売電 千円

夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円

事業概要等

14

491

78

65

200

1,025
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【事業概要】

1　教育コンピューターのリース及び保守点検

2　理数系教育の環境整備

3　教育振興に係る教材の整備
4　トライやる・ウィーク推進事業補助金　　　　10年度　～
5　経済的理由により就学が困難と認められる生徒の保護者に対する援助

事業実施箇所：各中学校

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況

教材費 千円 （総合学習、理科実験用薬品、体育・

　技術家庭・美術科用教材）

保守点検委託料 千円 （校務系、教育系パソコン関係）

会場及び車等借上料 千円 （大会派遣・青少年芸術文化体験

バス借上料等）

リース料 千円 （校務系、教育系パソコン関係）

教材備品購入費 千円 （理科教育備品購入）

補助金 千円 （トライやる・ウィーク推進事業、選手派遣）

扶助費 千円 （就学援助）

【事業実績の推移】 （千円）

淡路市学校等教育振興基金

円

H30

45,285決算額 48,096 44,330 44,855 46,821

H28 H29

5,432
事業概要等

1,239

1,177

4,049

H27

事務事業名

款 10 教育費 項 3予算科目 中学校費

教育振興事業（中学校）
新規

決算書 182 185

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ３節 学校教育の充実

所属部

目 2

教育部

継続

教育振興費

所属課
教育総務課
学校教育課

事業目的

　教育コンピュータや理数系教育等の環境整備及び充実を図る。理数系教育について
は、国で1校当たりの基準金額（理科：22,344千円、数学：2,364千円）が定められてお
り、全校基準金額に達するよう、不足分についての整備を行う。
　また、地域の職場で勤労体験することにより、地域に学び、自分を見つめ、他人を思
いやる心情を育てるとともに、自律性を高め、「生きる力」を育む活動の推進や経済的
理由により就学困難な学齢児童生徒の保護者に対して援助を行う。

42,466

46,821 618 2,023 346

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

43,834

45,285 600 2,219

6,061

平成30年度末残高 101,194,273

18,051

年度 H26

8,401
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○教育コンピュータ整備実績

・教材等の整備を行い、学ぶ環境を整えることは義務教育の充実につながる

【根拠法令等】
理科教育振興法
淡路市学校等教育振興基金条例

学校教育法第25条、第40条（就学援助）

【財源内訳】
国費：理科教育設備整備費等補助金 千円
　　　 要保護生徒援助費補助金 千円
県費：「トライやる・ウィーク」推進事業補助金 千円

青少年芸術文化体験事業補助金 千円

プロから学ぶ創造力育成事業補助金 千円

伝統文化の学びの充実事業委託金 千円

被災児童生徒就学支援等事業費補助金 千円

28

164

岩屋・東浦中
学校

H21

23

事業概要等

1,500

150

572

382

北淡・一宮中
学校

津名中学校

H22 H23

学校名

年度
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市生穂新島８番地６

事業実施年度：  平成22年度　～　

決算額の状況　
業務委託料 （給食配送車運転業務等　13,410千円　他）

保守点検委託料 （機械器具等保守点検委託料　7,024千円　他）

機械器具備品購入費 （給食センター設備備品　1,237千円　他）

修繕料 （給食センター蒸気配管修繕　870千円　他）

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

衛生管理の徹底により、安全で安心な給食の提供に努めている。

【根拠法令等】
学校給食法
淡路市立学校給食センター条例

【財源内訳】
その他：その他雑入 （業者立入り検便代） 千円

決算書 206 209

総合計画 4章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち 1節 学校教育の充実

事務事業名 学校給食施設事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 学校教育課

保健体育費 目 6 学校給食施設費5

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

5 207,142

176,787 12

予算科目 款 10 教育費 項

176,775

207,147

千円6,262
1,627
8,164
14,620

176,787

事業目的 　児童生徒等の健全育成と食育の推進のため学校給食環境の充実を図る。

千円
千円
千円

年度 H26 H27 Ｈ30

施設・設備の改善を図り、一層の向上と効率的な運営を推進する。

決算額 170,665 184,050 195,993 207,147
（内明許18,481）

12

H28 Ｈ29

－223－
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【事業概要】
※

毎週月曜日～土曜日
（祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）は除く）
月～金曜日　授業終了後から午後6時まで
長期休業日及び学校代休日は、午前８時から午後６時まで
土曜日は、午前８時から正午まで
（夏休み期間中は、午前８時から午後６時まで）

：月額　４～７月、９～３月：５，０００円　８月：７，０００円

H１７年度　～

7賃金 （支援員賃金） 千円
8報償費 （支援員研修会講師代等） 千円
11需用費 （消耗品、光熱水費、保育材料費等） 千円
14使用料及び賃借料 （多賀小送迎用タクシー代等） 千円
15工事請負費 （学童保育志筑改造工事） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

決算書 110 113

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

事務事業名 放課後児童健全育成事業 継続
所属部 教育部

所属課 社会教育課

放課後児童健全育
成事業費2 児童福祉費 目 5予算科目 款 3 民生費 項

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源
決算の状況

ただし、家庭の状況（児童扶養手当受給者・準要保護世帯・２人以上同時
利用世帯）により、利用料を減額する。【２，５００円(４～７月、９～３月)・３，
５００円(８月)】
　　※　減額は、月額の１／２。２人以上同時利用者は、上の児童を減額す
る。

事業実施箇所 淡路市内　１１箇所（塩田、志筑、志筑第2、中田、津名東、大
町、石屋、北淡、一宮、学習、浦）

19,462

101,391 25,282 23,386

91,457 23,111 18,660 30,224

26,266 26,457

事業目的
　保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童を対象に、授業の終了した放課後及
び長期休業日（春・夏・冬休み）に生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行い、児童
の健全育成を図る。

事業概要等

市内の小学校に就学する児童を授業の終了した放課後及び長期休業日（春・夏・冬
休み）に生活の場を確保する。

開 所 日

開所時間

利用料金

83,492
101

年度 H26 H27 H28

事業実施年度

決算額の状況

決算額 72,543 124,561 83,246 101,391 91,457

3,154

H29

493
1,272

H30
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【根拠法令等】
児童福祉法第34条の8
淡路市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
淡路市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則
淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例

【財源内訳】
県費：ひょうご放課後プラン推進事業費補助金（1/3）　　18,660千円
国費：子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）（1/3）　　　23,111千円
その他：学童保育料　　30,201千円（現年度29,985千円、過年度216千円）
           督促手数料　　23千円

事業概要等
淡路市立学童保育施設の設置及び管理に関する条例
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【事業概要】
１　学童保育利用料軽減事業　平成23年度～
小学校１～３年生までの児童で次のいずれかに該当し、利用料の1/2の減
免を受けている児童で、当該年度の利用料を完納し、市税を滞納していな
い世帯に対し補助金を交付する。
（１） 児童扶養手当の支給を受けている児童
（２） 就学援助を認定されている児童
（３） ２人以上同時に学童保育を利用している児童

決算額の状況（抜粋） 千円
19負担金補助及び交付金

学童保育利用料軽減事業補助金（73名） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
淡路市学童保育利用料軽減事業補助金交付要綱

【財源内訳】

予算科目

決算書 112 113

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ５節
出会いから子育てにつなぐ一貫した
支援の充実

事務事業名 少子対策推進事業 継続
所属部 教育部

所属課 社会教育課

2,310

2,017

項 2款 3 民生費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債

少子対策推進費

2,017

児童福祉費 目 6

その他 一般財源

2,310

事業目的
　独身男女の出会いの場の創出、子どもを生み育てやすい環境づくりの推進及び子育
て世帯への経済的な負担軽減等の取組により子育て世帯の定住化、人口増加を図
る。

事業概要等

2,017

2,017

年　　度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 2,305 2,387 3,070 2,310 2,017
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【事業概要】
社会教育委員会議の開催
社会教育関係団体に対する補助金交付及び団体運営の指導・助言

事業実施箇所：市内全域

事業実施年度：H17年度　～

決算額の状況
非常勤職員報酬 （千円） （社会教育委員）
旅費 （千円） （社会教育委員、職員）
負担金 （千円） （淡路文化会館運営協議会負担金、

淡路人形協会負担金、
淡路島民俗芸能フェスティバル負担金、
淡路くすの木学級運営負担金等）

補助金 （千円） （婦人会　759千円、文化協会　3,328千円）

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

社会教育委員会議

【根拠法令等】
社会教育法
淡路市社会教育委員設置条例
淡路市社会教育関係団体等補助金交付要綱

【財源内訳】

事業目的
　すべての住民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文
化的教養を高め得るような環境を醸成する。

146

2,131

年度 H30

決算額 65,603 58,562 76,031 71,153

4,087

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

77,234

71,153

款 10 教育費

事務事業名

予算科目

社会教育総務事業
継続

社会教育費項 4

新規

総合計画 ４章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち ２節 生涯学習の充実

184 185決算書

社会教育総務費

社会教育課

所属部 教育部

所属課

目 1

３回

77,234

H26 H27 H28 H29

27

71,153

77,234
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【事業概要】

事業実施箇所：１か所（しづかホール）

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
報償費 （千円） （手話通訳謝金）
業務委託料 （千円） （印刷業務、記念写真撮影等、

交通誘導警備）
会場及び車等借上料 （千円） （会場使用料、テント等レンタル料）
補助金 （千円） （成人式実行委員会補助金）

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

平成30年度　参加新成人　378人

【根拠法令等】

【財源内訳】

決算の状況

平成30年成人式対象者：平成9年(1997年)4月2日から平成10年(1998年)4月1日ま
でに生まれた方で、住民票が淡路市にある方。現在淡路市外に転出されていて淡
路市成人式に参加を希望される方。

H28 H29 H30

1,156

1,146

事業目的
　成人の日を迎え、社会人としての自覚と誇りをもって、自ら生き抜こうとする新成人を
祝福する。

1,156

1,268 1,146 1,156

1,146

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

目 1予算科目 款 10 教育費 項 社会教育総務費4 社会教育費

事務事業名 成人式事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

決算書 184 185

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ４節 生涯学習の充実

100

30
613

362

決算額 898 944

H27年度 H26
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【事業概要】
淡路市立図書館の管理・運営を行う。
竣工時期：津名図書館昭和63年11月、東浦図書館平成9年6月　

事業実施箇所：津名図書館・東浦図書館

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
委員報償費 （千円） （施設市民検討会等）
逐次刊行物 （千円） （新聞・雑誌）
業務委託料 （千円） （設計業務・保守点検業務・配送業務等）
借地料 （千円） （津名図書館用地・駐車場）
図書購入費 （千円） （一般書・児童書等）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
淡路市立図書館設置条例・淡路市立図書館管理規則・図書館法

【財源内訳】
地方債：合併特例事業債（社会教育施設整備）
その他：その他雑入（図書カード再交付代等）

夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円

決算書 188 191

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ４節 生涯学習の充実

事務事業名 図書館事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

図書館費4 社会教育費 目 3予算科目 款 10 教育費 項

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

824

523

事業目的 　淡路市立図書館（津名図書館・東浦図書館）の管理・運営を行う。

58,169

決算の状況
57,798

58,692

69,922 11,300

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業概要等

337
1,360
15,636
1,540
12,800

年度 H26

決算額 46,580 56,071

年度

58,692

Ｈ30

H27 H28 H29 H30

69,92256,991

H26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29
54,112 53,956

貸出冊数 232,404 229,027 229,090 233,826 232,578
貸出利用者数 54,417 52,974 52,854

11,300千円
24千円
800
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【事業概要】

事業実施箇所：市内

決算額の状況
非常勤職員報酬 （千円） （文化財保護委員）
賃金 （千円） （文化財調査補助員等）
報償費 （千円） （断層活用委員会、調査等指導謝金）
旅費 （千円） （委員、職員等）
印刷製本費 （千円） （遺物カード等）
委託料 （千円） （野島断層補修及びクリーニング業務等）
工事請負費 （千円） （地震体験装置スライドベアリング交換）
備品購入費 （千円） （断層保存館展示映像上映用モニター）

（千円） （日本遺産運営負担金、
 伝承文化財等保存補助金等）

【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
 文化財保護法　淡路市文化財保護条例　淡路市文化財保護条例施行規則

淡路市文化財保護審議会運営規則　野島断層活用委員会設置要綱

【財源内訳】
その他：震災記念公園基金繰入金 千円
　　　　　夢と未来へのふるさと基金繰入金 千円

1,890
239

負担金補助及び交付金 1,361

事業目的
　市内に所在する文化財を調査し、その価値を評価するとともに、市民共有の財産とし
て適切に保護し、将来にわたって守り伝える。また、文化財の活用事業を通じて、市民
との価値の共有を図り、文化財の価値や保護の重要性に理解を深める。

事業概要等

野島断層の保存・活用
市内文化財の調査及び保護、活用事業の推進

事業実施年度：平成17年度　～

467
6,457

年度

決算額 68,929 55,683 48,730 42,490

H26 H27

3,058
3,630

H29 H30

50,041

H28

87
6,060
481
238

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

42,490 2,494

43,353

39,996

50,041

文化財保護費4

6,688

事務事業名 文化財保護事業
 新規 所属部

予算科目 款 10 教育費 社会教育費 目項 4

教育部

継続 所属課 社会教育課

決算書 190 193

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）
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【事業概要】

事業実施箇所：市内

決算額の状況
賃金 （千円） （出土遺物整理員等）
需用費 （千円） （埋蔵文化財調査 写真現像代等）
委託料 （千円） （生田大坪地区遺跡、

舟木遺跡等発掘調査業務、
出土遺物保存処理業務、科学分析業務等）

【事業実績の推移】
（千円）

※文化財保護事業の細分化に伴い、H26年度より開始。

【根拠法令等】
 文化財保護法　淡路市文化財保護条例　淡路市文化財保護条例施行規則

【財源内訳】
千円
千円
千円

5,527
634

16,281

その他：（雑入）埋蔵文化財発掘調査委託料 8,745
県費：埋蔵文化財調査事業補助金

H29 H30

決算額 9,294 9,265 19,261

2,500

事業目的
　各種開発事業に伴う埋蔵文化財調査を実施し、開発事業と埋蔵文化財保護との調
整資料を得るとともに、埋蔵文化財の情報を周知し、適切な保護に努める。

事業概要等

個人住宅建設等に伴う埋蔵文化財発掘調査の推進
舟木遺跡の発掘調査の推進
ほ場整備事業に伴う生田大坪地区の埋蔵文化財発掘調査の推進
発掘調査に伴う出土遺物整理事業の推進

事業実施年度：平成17年度　～

23,002

年度 H26 H27 H28

35,189

国費：埋蔵文化財調査事業補助金 5,000

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

35,189 7,350 3,675 14,369

6,757

9,795

23,002

文化財保護費4

5,000 2,500 8,745

事務事業名 埋蔵文化財発掘調査事業
 新規 所属部

予算科目 款 10 教育費 社会教育費 目項 4

教育部

継続 所属課 社会教育課

決算書 190 193

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）
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【事業概要】

事業実施箇所：市内

決算額の状況
報償費 （千円） （五斗長垣内遺跡整備委員会）
委託料 （千円） （五斗長垣内遺跡史跡整備詳細設計等）
借地料 （千円） （五斗長垣内遺跡駐車場用地）
工事請負費 （千円） （五斗長垣内遺跡史跡整備工事）

（千円） （活用拠点施設管理費負担金）

【事業実績の推移】
（千円）

※文化財保護事業の細分化に伴い、H26年度より開始。

【根拠法令等】
 文化財保護法　淡路市文化財保護条例　淡路市文化財保護条例施行規則

五斗長垣内遺跡整備委員会設置要綱

【財源内訳】
千円
千円
千円
千円
千円

国費：歴史活き活き史跡等総合活用整備事業補助金

県費：歴史活き活き史跡等総合活用整備事業補助金

地方債：過疎対策事業債（ハード分） 11,200

9,541

4,771

年度 H26 H27 H28 H29 H30
42,422 47,415 39,284 34,744

事業目的
　史跡五斗長垣内遺跡及び徳島藩松帆台場跡の適切な保護と公開活用を目的とした
整備事業を推進する。

事業概要等

五斗長垣内遺跡史跡整備事業の推進と保存・活用事業の実施
松帆台場跡の保存・管理

事業実施年度：平成17年度　～

負担金補助及び交付金 1,499

　　　　史跡五斗長垣内遺跡（災害復旧） 2,177

決算額

　　　　史跡五斗長垣内遺跡（災害復旧） 466

35,120

42
4,133
426

28,085

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

39,284 14,000 7,000 7,800

6,589

10,484

34,744

文化財保護費4

11,718 5,237 11,200

事務事業名 史跡整備事業
 新規 所属部

予算科目 款 10 教育費 社会教育費 目項 4

教育部

継続 所属課 社会教育課

決算書 190 193

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）
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【事業概要】
淡路市立しづかホールの管理運営を行う。
平成21年10月から指定管理者制度を導入する。

事業実施箇所：淡路市志筑新島　地内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 （千円） （モニターTV）
施設管理委託料 （千円） （指定管理料）
工事請負費 （千円） （吸収冷温水機）

【事業実績の推移】
（千円）

年間利用者数
H2625,447人
H2728,564人
H2832,283人
H2932,657人
H3029,030人

【根拠法令等】
淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

【財源内訳】
その他：行政財産使用料　199千円

決算書 192 195

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）

事務事業名 しづかホール管理運営事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

5
文化ホール管理運
営費

国　費 県　費 地方債

款 10 教育費 項 4 社会教育費 目

事業目的
　市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発達を
図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。

その他 一般財源

予算科目

40,249

23,761 23,562

40,251

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

2

199

事業概要等

340
22,188
933

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 28,520 34,392 24,228 40,251 23,761
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【事業概要】
淡路市立アソンブレホールの管理運営を行う。
平成18年10月から指定管理者制度を導入する。

事業実施箇所：淡路市岩屋　地内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 （千円） （自動扉、屋根瓦）
施設管理委託料 （千円） （指定管理料）

【事業実績の推移】
（千円）

年間利用者数
H26 人
H27 人
H28 人
H29 人
H30 人

【根拠法令等】
淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

【財源内訳】
その他：行政財産使用料　201千円

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）

所属課 社会教育課

決算書 192 195

事務事業名 アソンブレホール管理運営事業
新規

予算科目

所属部

社会教育費 目 5

教育部

継続

款 10 教育費 項 4

地方債 その他 一般財源

文化ホール管理運
営費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

201

171 12,410

12,397 12,196

12,581

決算額 10,177

事業目的
　市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発達を
図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。

事業概要等

686
11,400

年度

12,397

H29 H30

7,819

12,581

5,843

7,043
7,215

9,850

H26 H27 H28

6,333

11,332
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【事業概要】
淡路市立サンシャインホールの管理運営を行う。
平成24年4月から指定管理者制度を導入する。

事業実施箇所：淡路市浦　地内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 （千円） （高天井照明、給水装置）
施設管理委託料 （千円） （指定管理料）

【事業実績の推移】
（千円）

年間利用者数
H2618,643人
H2717,261人
H2817,917人
H2924,822人
H3025,431人

【根拠法令等】
淡路市立文化ホールの設置及び管理に関する条例
劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

【財源内訳】
その他：行政財産使用料　1,132千円

決算書 192 195

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）

事務事業名 ひがしうら文化館管理運営事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

5
文化ホール管理運
営費

国　費 県　費 地方債

款 10 教育費 項 4 社会教育費 目

事業目的
　市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発達を
図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。

その他 一般財源

予算科目

18,158

20,296 19,164

19,275

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

1,117

1,132

事業概要等

596
19,700

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 22,767 19,744 19,277 19,275 20,296
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【事業概要】
・不登校生のための適応教室「ふれあい教室」の運営
・センター所長・嘱託カウンセラー等による教育相談
・補導活動（少年を守る日・夏季補導・学校警察連絡会）
事業実施箇所：淡路市立青少年センター

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
非常勤職員報酬 （千円） （所長）
臨時雇賃金 （千円） （青少年指導補助員）
報償費 （千円） （カウンセラー等）
光熱水費 （千円） （電気代、水道代）
修繕料 （千円） （施設、公用車等）
通信運搬費 （千円） （電話、インターネット）
業務委託料 （千円） （警備保障等）
負担金 （千円） （県青少年補導センター連絡協議会負担金）

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

平成23年度から旧柳沢小学校に移設し、事業を充実させることにより、
ふれあい教室の利用者が増加した。
今後も、より多くの不登校児童生徒が学校復帰できるよう指導を行っていく。

【根拠法令等】
淡路市立青少年センターの設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：建物損害共済金（工事請負費の1/2）　76千円

国　費 県　費 地方債

12,008

その他 一般財源

2,052
8,102
80
552

H28 H29 H30

273
185
367

社会教育費 目 7
青少年センター管
理運営費

決算書 194 197

総合計画 １章 一人ひとりが輝く個性創造のまち ４節 生涯学習の充実

款 10 教育費 項 4

事務事業名 青少年センター管理運営事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

予算科目

13,030

12,008 76
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

11,932

13,030

決算額 10,173 9,242 11,451 13,030

事業目的
　青少年の補導活動を推進し、非行化を防止するとともに、青少年の健全な育成を図
る。
不登校児童生徒に対して、個に応じた就学指導を行い、円滑な学校復帰をめざす。

年度 H26 H27

14
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【事業概要】
淡路市立中浜稔猫美術館の管理運営を行う。
平成20年4月から指定管理者制度を導入する。

事業実施箇所：淡路市浦　地内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 （千円） （消防設備）
施設管理委託料 （千円） （指定管理料）
工事請負費 （千円） （外壁補修）

【事業実績の推移】
（千円）

年間利用者数
H26 人
H27 人
H28 人
H29 人
H30 人

【根拠法令等】
淡路市立中浜稔猫美術館の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
その他：行政財産使用料　66千円
　　　　　公共施設整備等基金繰入金　15,406千円

決算書 198 199

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）

事務事業名 猫美術館管理運営事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

猫美術館管理運営
費4 社会教育費 目 10予算科目 款 10 教育費 項

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

15,472

66

事業目的
　市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発達を
図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。

15,438

決算の状況
2,530

15,504

18,002

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業概要等

300
1,837
15,407

8,854
10,508
8,570
7,553
6,933

18,002

年度 H26 H27 H28 H29 H30

決算額 16,412 15,5042,425 2,233
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【事業概要】
淡路市立陶芸館の管理運営を行う。
平成22年4月から指定管理者制度を導入する。

事業実施箇所：淡路市浦　地内

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
施設管理委託料 （千円） （指定管理料）

【事業実績の推移】
（千円）

年間利用者数
H26 人
H27 人
H28 人
H29 人
H30 人

【根拠法令等】
淡路市立陶芸館の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】

決算書 198 199

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ４節 地域資源の活用（歴史文化）

事務事業名 陶芸館管理運営事業
新規 所属部 教育部

継続 所属課 社会教育課

陶芸館管理運営費4 社会教育費 目 11予算科目 款 10 教育費 項

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

事業目的
　市を訪れる人々及び市民の芸術文化に関する知識及び教養と心身の健全な発達を
図り、活気ある地域づくりを推進することを目的とする。

9,156

決算の状況
4,350

9,156

4,350

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

事業概要等

4,350

年度 H26 H27

5,815

7,529
7,527
6,647
5,864

H28 H29 H30

決算額 5,113 4,814 4,500 9,156 4,350
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【事業概要】
津名温水プール・津名第二温水プール・北淡温水プールの管理運営を行う
平成18年度から指定管理者制度を導入

事業実施箇所：　津名温水プール・津名第二温水プール・北淡温水プール

事業実施年度：  平成18年度　～　

決算額の状況　（千円）
修繕料 （津名温水プール外壁防水塗装修繕等）

施設管理委託料 （指定管理料）

測量設計管理委託料 （津名温水プール天井調査業務委託）

借地料　          （津名第二温水プール分）

使用料 （夏休みプール利用券使用料）

事業概要等 体育施設工事請負費 （津名温水プール昇温用チラー更新工事）

【事業実績の推移】
（千円）

指定管理委託により、有効な利活用と経費削減を図る

【根拠法令等】
淡路市立温水プールの設置及び管理に関する条例
淡路市立温水プール管理規則

【財源内訳】
その他：公共施設整備等基金繰入金　21,362千円

事業目的 　津名温水プール・津名第二温水プール・北淡温水プールの管理運営

年度 H26 H27 H28 H29 H30

2,668

46,858決算額 55,696

40,000
486
1,895
1,338
21,363

44,424 67,748

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

70,625

46,386

46,858 46,858

67,748 21,362

プール管理運営費款 10 教育費 保健体育費 目 4項 5

事務事業名 プール管理運営事業
新規 所属部

予算科目

教育部

継続 所属課 スポーツ推進課

決算書 206 207

総合計画 ４章 ふるさと淡路を学び創り育てるまち ５節 スポーツ・レクリエーションの充実
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【事業概要】
・保険給付費、国民健康保険事業費納付金、保健事業費
①保険給付費
療養給付費・療養費・高額療養費・出産育児費・葬祭費等、市の支出額を
県が普通交付金により交付。

②国民健康保険事業費納付金
平成３０年度から国保の都道府県化に伴い、市が県へ支払う納付金
（県が示す「標準保険税率」を参考に税率を定め、賦課、徴収し納付する。）

③保健事業
被保険者の健康増進等のため行う特定健康診査（集団健診、個別健診、
保健指導等）等の保健事業

【事業実績の推移】 （千円）

事業概要等

特定健診等事業費 （千円）

【根拠法令等】
・国民健康保険法
・国民健康保険法施行令

【財源内訳】
： 普通交付金 千円
特別交付金 千円
： 国民健康保険税 千円
： 一般会計繰入金 千円

決算書 1 18

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

事務事業名 国民健康保険特別会計（事業勘定）
新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

予算科目 款 項 目

367,612 0 3,520,930 1,860,384

事業目的
　国民健康保険は、相互扶助の精神の基、被保険者を対象として疾病、負傷、出産又
は死亡の場合に必要な保険給付を行うことを目的としている。

年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

6,129,612 0 4,234,275 0 0 1,895,337

6,943,754 1,194,828

決　　算　　額 6,330,537 7,626,899 7,188,880 6,943,754 6,129,612
年度末基金残高 410,433 323,816 326,137 397,050 500,850
被保険者数（平均） 14,994人 14,544人 13,916人 13,212人 12,637人
1人あたり医療費 347,002円 376,748円 365,460円 366,899円 379,330円

年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30
特定健診等事業費 35,297 38,880 39,026 41,025 40,341

一般財源 1,303,967
423,154

特定健診受診率 31.2％ 35.6％ 36.8％ 36.9％ 37.4％

県　　費 4,033,075
201,200
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【事業概要】

事業実施箇所： 北淡診療所（内科・眼科・精神科・心療内科・循環器内科）
仁井診療所（内科）

事業実施年度：　Ｈ１７年度　～

決算額の状況
人件費（職員給、退手組合負担金、共済組合負担金等） 千円
一般管理費（施設管理費、研究研修費等） 千円
医業費（医療用機械器具費、衛生材料費等） 千円

【事業実績の推移】 （千円）

【診療日時・時間帯】

【根拠法令等】
　淡路市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

金曜日 9:00～12:00 14:00～17:00 休診 休診

水曜日 9:00～12:00 14:00～17:00 休診 14:00～17:00
木曜日 9:00～12:00 15:00～17:00 休診 休診

月曜日 9:00～12:00 14:00～17:00 休診 休診
火曜日 9:00～12:00 14:00～17:00 休診 休診

北淡診療所 仁井診療所
診療曜日 時間帯 時間帯

仁井診療所 789人 705人 709人 647人

127,901

516人
北淡診療所 18,449人 16,274人 15,220人 14,778人 14,120人

外来患者数（延べ人数） 19,238人 16,979人 15,929人 15,425人 14,636人

事業目的
　患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを
通じて、地域社会に貢献することを目的としている。

事業概要等

市民の健康増進に寄与し、良質な医療の提供を行い地域に密着した診療所を
目指して運営しています。

64,859
46,089
16,953

年　　　度 H26 H27

一般会計繰入金 18,500 12,214 2,616 7,042 10,972

H28 H29 H30
決　　算　　額 178,870 148,548 148,548 129,180

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

129,180 1,458 36 127,686

127,901 1,369 36 126,496

目款 項

事務事業名
国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）
北淡診療所・仁井診療所管理運営事業

新規 所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 19 27

総合計画 3章 支えあい健やかに暮らせるまち 1節 健康づくりの推進
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【事業概要】

（千円）

【事業実績の推移】 （千円）

【根拠法令等】
・高齢者の医療の確保に関する法律
・高齢者の医療の確保に関する法律施行令

【財源内訳】
： 円滑運営事業補助金（10/10） 千円
： 千円

千円
千円制度改正広報事業収入 125

国費 3,476
その他 広域連合補助金（保健事業受託事業収入） 5,009

広域連合償還金及び還付加算金 635

健診受診率 11.35％ 11.71％ 12.08％ 11.39％ 11.62％
保険料率 9.70％ 9.70％ 10.17％ 10.17％ 10.17％
被保険者数（平均） 8,952人 8,904人 8,963人 9,040人 9,010人
決　　算　　額 624,412 618,865 665,376 704,275 710,997

事業目的

　少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されるなか、若い世代と高齢者の負担を
明確にし、公平でわかりやすい制度とする７５歳（一定の障害があり、申請により認定
を受けた６５歳）以上の方を対象とした医療制度で、若い世代が高齢者を支えるととも
に、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いで支え
あい、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る。

事業概要等

・制度の運営は、兵庫県内の全ての市町が加入する『兵庫県後期高齢者医療広
域連合』と市町とで役割を分担し、行っている。

　《広域連合が行うこと》　被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制
度の運営を行う。

　《市町が行うこと》　被保険者への被保険者証の引渡し、各種届出や申請の受
付、保険料の徴収、保健事業等を行う。

年　　　度 H26 H27 H28

年　　　度 H26 H27 H28 H29 H30

H29 H30
保健事業費 4,937 5,548 5,585 5,880 6,748

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

704,275 6,575 697,700

710,997 3,476 5,769 701,752

目款 項

事務事業名 後期高齢者医療特別会計
所属部 健康福祉部

継続 所属課 福祉総務課

決算書 28 36

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち １節 健康づくりの推進

－242－



Ｐ ～

【事業概要】

【事業実績の推移】

事業概要等

H26 H27 H28 H29 H30
378 376 344 333 333
397 373 359 352 398
706

101,29277,561 87,063

H30
162,025

H29
121,481

計 3,322 3,225 3,176 3,195 3,265

基金残高 96,100 96,394 121,287
H26 H27 H28

包括的支援事業・任意事業費 85,803 78,652

介護予防・日常生活支援総合事業費 7,226 7,301 72,574
うち地域支援事業費 93,029 85,953 173,866

特定入所者介護サービス等費 254,377 248,349 237,158240,441 245,277
86,504 153,157
8,943 66,094

118,229介護予防サービス等諸費 237,364 216,373

高額医療合算介護サービス等費 12,366 13,133 4,305

高額介護サービス等費 91,142 90,923 108,299
その他諸費 3,477 3,493 3,797

26,767

3,463 3,219
96,642 106,063
2,688

介護サービス等諸費 4,016,084 4,007,797 4,295,809
うち保険給付費 4,614,810 4,580,068 4,754,1664,694,785 4,843,610

4,141,461 4,344,055

歳出決算額 4,791,822 4,757,916 5,043,739

事業目的
　要介護状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支え
ることを目的としている。

　加齢に伴い、生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となって
も、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護サー
ビスを提供する。
　また、要介護状態にならないように、介護予防意識の周知啓発活動や介護予
防事業を推進すると共に、在宅医療と介護の連携を図り、高齢者が住み慣れた
地域で安心して生活できるように地域包括ケアシステムの構築を目指す。

4,920,594 5,090,494

5,090,494 1,312,835 738,739 1,375,485 1,663,435

H28 H29H26 H27 H30

5,043,739 1,329,572 726,084 1,303,979 1,684,104
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 目款 項

事務事業名 介護保険特別会計（保険事業勘定） 継続
所属部 健康福祉部

所属課 長寿介護課

決算書 37 58

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実

（
年
度
末

）

認
定
者
数

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

651 656
531 520
364

要介護５

376

（人）

（千円）

（千円）

400 400 438
295 295 290 265 268

629 666 688 689
584 608 592
533 549 547

104,798210,090
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【根拠法令等】
介護保険法

【財源内訳】
千円
千円
千円

千円
千円
千円

千円
千円

事業概要等

H26 H27 H28 H29 H30
第１号被保険者数（年度末） 15,821 15,909 16,089 16,178 16,195

839,691

県　費 726,084

国庫負担金
国庫補助金

県負担金
県補助金

1,303,979

国　費 1,329,572

1,303,979

696,008

その他
30,076

支払基金交付金

489,881

（人）
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【事業概要】

介護予防給付サービス及び総合事業サービスを利用する要支援認定者及び

基本チェックリスト事業対象者について、心身の状況や置かれている環境等に基

づいたケアプランの作成を、居宅介護支援事業所に一部委託し、介護予防・生活

支援サービスを適切に提供する。

【事業実績の推移】

事業概要等

【根拠法令等】

淡路市地域包括支援センター指定介護予防支援事業運営規程

【財源内訳】

その他：　介護予防給付ケアマネジメントサービス収入 千円

 総合事業サービス計画費 千円

諸収入（雑入） 千円

決算書 59 65

目

一般財源

所属部 健康福祉部

所属課 地域福祉課

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他

87,88490,22482,26081,73692,009決算額

H30H29

（千円）

H26年度

65,10725,117

事業目的
　要支援認定者・基本チェックリスト事業対象者の介護予防ケアマネジメントに基づき、
介護予防支援計画（予防給付プラン・総合事業ケアプラン）作成を目的とする。

項

87,884

90,224

24,712 63,172

15,814

H28H27

総合計画 ３章 支え合い健やかに暮らせるまち ３節 高齢者福祉の充実

事務事業名 介護保険特別会計（サービス事業勘定） 継続

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

予算科目 款

27

8,871

－245－
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【事業概要】
　農林水産物及び地域の特産品等を販売する直売施設

事業実施箇所：淡路市津名産地直売所（中田4139-4）

施設建設時期 平成10年建設
建物等の構造 鉄骨平屋建（販売促進施設）

指定管理（指定管理者：淡路市商工会）
　　　　　  （期間：平成29年度～令和元年度）

事業実施年度：平成１7年度　～　

決算額の状況

【事業実績の推移】
（千円、人）

事業概要等

【根拠法令等】
淡路市津名産地直売所の設置及び管理に関する条例

【財源内訳】

所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 70 71

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ３節 地域産業の活性化（商工業）

款 1 産地直売所事業費 項 1

事務事業名
産地直売所事業特別会計
（産地直売所事業）

新規

4,329 4,329
決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目 産地直売所事業費 目 1 産地直売所管理費

事業目的
　食品商業の活性化による地域活力の回復及び増進を図り、地場で生産された農林
水産物等の販路拡大を通じて消費者ニーズへ的確に対応する。

施設の管理

・使用料及び賃借料　　　　1,447千円（借地料）
・公課費　　　　　　　　　　　   748千円（消費税）

6,371 6,371

H30

年度 H26 H27 H28 H30

H29

18,997

H29

決算額
（全体）

16,142 18,292 18,164 12,457

年度 H26 H27 H28

テナント
収益

21,378 20,321 19,239 21,312

入
場
者
数

合計 444,723 429,229 408,959 413,507

年度 H26 H27 H28 H30

きとら
分 91,576 89,068 89,800 92,99297,242

テナント
売上額

556,290

20,782

H29

534,830

H29

418,574

321,332

553,940

H30

きとら
除く 353,147 340,161 319,159 320,515

541,170 533,270

年 H26 H27 H28
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市岩屋

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

【根拠法令等】
温泉法
淡路市岩屋温泉管理条例

【財源内訳】

1,948決算額 1,846 19,277 4,084 1,673

・需用費　　　　　  　905千円（光熱水費、修繕料）
・委託料　　　　　　　741千円（検針業務委託、施設維持管理委託 等）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

事業目的
　岩屋地域の観光関連施設（旅館、民宿、保養所等）及び一般家庭に温泉を供給し、
観光客並びに市民の健康福祉の増進を図る。

　 昭和44年に岩屋大和島付近に泉源を開発し、昭和46年1月から旅館、民宿、
一般家庭等に供給を行っているもので、岩屋田ノ代から松帆までの、海抜概ね
30ｍ以下の区域に供給している。

1,673

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他

予算科目

1,673

一般財源

1,948

事業費 目 2 給湯事業

1,948

款 1 温泉事業費 項 1

事務事業名 温泉事業特別会計
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

決算書 77 78

総合計画 ５章 地域資源と地域活力があふれるまち ５節 地域資源の活用（観光振興）
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【事業概要】

事業実施箇所： 淡路市志筑地先
施設建設時期 平成6年建設
建物等の構造 鉄骨造一部鉄筋コンクリート　2階建

事業実施年度： 平成17年度　～

決算の状況

【事業実績の推移】
事業概要等 （千円）

利用者（駐車台数）の推移 　（台）

【根拠法令等】
津名港ターミナルの設置及び管理に関する条例

【財源内訳】
県　 費：津名港ターミナル管理費委託金 千円
その他：その他雑入（共益費等） 千円

決算書 84 85

総合計画 ２章 安全安心で快適に暮らせるまち
１節
３節

定住拠点の整備
公共交通機関の充実

事務事業名 津名港ターミナル事業特別会計
新規 所属部 産業振興部

継続 所属課 商工観光課

予算科目 目 1
津名港ターミナル管
理費款 1

津名港ターミナル事
業費 項 1

津名港ターミナル事
業費

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

20,884

12,736

事業目的
　港湾施設の適正で効率的な利用と、市の恒久的な発展の基軸とされる交通網の整
備において、その拠点となる施設を維持し利用者の利便性の向上を目的とする。

　高速バス、路線バス利用者のための駐車場管理を行い、公共交通事業者など
の利便性向上が期待できる事業者等、周辺地域の活性化が期待できる事業者
に専用利用を許可し施設運営を行う。

・需用費　　　　　　　5,835千円（消耗品費、光熱水費、修繕料 等）
・委託料　　　　　　　8,947千円
　　（駐車場等管理委託、施設管理委託、保守点検委託 等）
・使用料及び賃借料　　5,425千円（土地･建物使用料 等）

1,400 4,924 14,560

19,490 1,400 5,354

年度 H26 H27 H28 H29 H30

年度 H26 H27 H28 H29 H30

　津名港ターミナルビルの知名度を高めるため海上における海の駅としての認可を受け
て、プレジャーボード等の船舶の係留機能や海洋レジャー機能を備えた「津名港ターミ
ナル」として、再生し、近隣の運動公園・レジャーパーク等との一体的な活用により、更
なる来訪者の増加を期待する。そのための整備と来訪者の利便性を高めるための駐車
場無料時間を平成25年度から30分以内から2時間以内へと延長する。

決算額 20,321 18,714 19,206 19,490 20,884

うち定期 503 443 388 342 360

利用台数 16,720 16,801 15,682 15,120 15,041

4,924
1,400

－248－



Ｐ ～

　

【事業概要】

宅地分譲地の販売促進 平成30年度　7区画販売

81区画中（合併後）77区画販売　残4区画

事業実施箇所：　鵜崎台団地、多賀団地

事業実施年度：　平成17年度　～　

決算の状況 千円

報償費 千円 分譲地購入者紹介制度助成金

消耗品費 千円 管理用消耗品

光熱水費 千円 分譲地内の光熱水費

修繕料 千円 分譲地内排水溝修繕

事業概要等 広告料 千円 販売促進広告掲載料

業務委託料 千円 分譲地内草刈り業務委託

一般会計繰出金 千円 繰出金

【事業実績の推移】

（千円）
Ｈ28 Ｈ29

決算額 29,565

Ｈ30

20,09022,456

事業目的
　市外からのUＩＪターン者の移住により定住人口の増加を図るため、宅地分譲地の販
売を促進する。

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

1,831

地方債 その他 一般財源

20,090

1,831

20,090

宅地造成事業費予算科目 款 1 事業費 項 1

事務事業名 住宅用地造成事業等特別会計
新規 所属部 企画情報部

継続 所属課 企業誘致推進課

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち １節 定住拠点の整備

決算書

目 1

91

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費

92

事業費

20,090

9

348

50

194

1,040

179

18,270

1,831

年度 Ｈ26 Ｈ27

49,133

－249－
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【事業概要】
農業集落排水事業の経営を行う。

事業実施箇所：大町地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
業務委託料 671千円 （淡路広域水道企業団）
負担金 25千円 （地域環境資源センター 他）
消費税 4,151千円

事業概要等 【事業実績の推移】
（千円）

農業集落排水接続率　78.24％（H26）→79.08％（H30）

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】
地方債：公共下水道事業債　800千円

決算書 98 99

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
【農業集落排水事業特別会計】
農業集落排水一般管理事業

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

農業集落排水管理
費 目 1 一般管理費款 1

農業集落排水事業
費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,369

4,847 800 4,047

2,869 1,500

2,869

事業目的
　農業集落排水事業を経営し、公共用水域等の水質の保全等の観点から農業集落排
水によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
を図る。

年度 H26 H27 H28

決算額 3,493 3,454 4,750

H29 H30

4,847

－250－



Ｐ ～

　
【事業概要】
農業集落排水事業の管渠、処理場及びポンプ場の維持管理を行う。

事業実施箇所：大町地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 900千円 （処理場等修繕 5件）
手数料 27千円 （浄化槽法第11条検査）
火災・損害保険料 16千円 （建物総合損害共済基金分担金）
業務委託料 336千円 （浄化センター清掃管理業務委託 他）
施設管理委託料 19,602千円 （包括的民間委託）

事業概要等 工事請負費 3,073千円 （処理場等点検整備工事　他 2件）
備品購入費 1,479千円 （膜ユニット部品購入　他）

【事業実績の推移】
（千円）

農業集落排水汚水処理水量　98,857㎥（H26）→94,099㎥（H30）

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】

決算書 98 99

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
【農業集落排水事業特別会計】
農業集落排水維持管理事業

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

農業集落排水管理
費 目 2 維持管理費款 1

農業集落排水事業
費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

30,037

25,432 25,432

30,037

30,037

事業目的
　農業集落排水事業の施設を維持管理し、公共用水域等の水質の保全等の観点から
農業集落排水によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆
衛生の向上を図る。

年度 H26 H29

決算額 36,431

H27

38,049

H28

52,185

H30

25,432

－251－
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【事業概要】
農業集落排水事業の起債の元金を償還する。

事業実施箇所：大町地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
長期債元金 145,305千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

農業集落排水起債残高
2,678,107千円（H26）→2,340,420千円（H30）

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】
地方債：資本費平準化債　54,600千円

決算書 98 99

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
【農業集落排水事業特別会計】
農業集落排水元金

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公債費 目 1 元金款 2 公債費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

90,107

145,305 54,600 90,705

140,307 50,200

140,307

事業目的
　過年度の農業集落排水施設整備に要した経費の財源として発行した地方債の計画
的な償還を行うことで、料金負担の世代間の公平性を確保する。

年度 H26 H29

決算額 125,313

H27

135,761

H28

134,413

H30

145,305

－252－
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【事業概要】
農業集落排水事業の起債の利子を償還する。

事業実施箇所：大町地区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
長期債利子 40,017千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

【根拠法令等】
浄化槽法（昭和58年法律第43号）

【財源内訳】

決算書 98 99

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
【農業集落排水事業特別会計】
農業集落排水利子

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公債費 目 2 利子款 2 公債費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

42,301

40,017 40,017

42,301

42,301

事業目的
　過年度の農業集落排水施設整備に要した経費の財源として発行した地方債の計画
的な償還を行うことで、料金負担の世代間の公平性を確保する。

年度 H26 H29

決算額 48,165

H27

46,327

H28

44,315

H30

40,017

－253－



Ｐ ～

　
【事業概要】
　津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設、淡路・東浦浄化センター長寿命化
及び津名地区及び北淡地区管渠布設工事を進める。

事業実施箇所：公共下水道事業区域

事業実施年度：平成17年度　～
（平成24年度 ～ 社会資本整備総合事業）

決算額の状況
業務委託料 168,842千円 （処理場建設工事委託料 他）
測量設計監理委託料 17,132千円 （施工監理業務委託 他）
工事請負費 675,185千円

事業概要等 津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟（土木・建築） 160,160千円
津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟（機械・電気） 458,541千円
津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟（場内整備） 24,589千円
管渠布設工事 31,895千円

【事業実績の推移】　※汚水処理施設整備事業と社会資本整備総合事業の合計額
（千円）

公共下水道整備率　71.77％（平成26年度）→70.80％（平成30年度）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
国費：社会資本整備総合交付金　　　　　　　　382,367千円
　　　防災・安全社会資本整備交付金　　　 　　91,782千円
地方債：公共下水道事業債　　　　　　　　　　434,100千円
その他：分担金及び負担金（受益者負担金）　　 16,140千円

H30

870,339

決算書 107 108

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（社会資本整備総合事業）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公共下水道事業費 目 1
社会資本整備総合
事業費款 1 公共下水道事業費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

55,681

870,339 474,149 434,100 16,140 -54,050 

767,880 368,222 323,400 20,577

767,880

事業目的
　公共下水道施設の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄
与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H29

決算額 1,182,181

H27

595,924

H28

590,859

－254－
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【事業概要】
公共下水道事業の経営を行う。

事業実施箇所：津名処理区及び淡路・東浦処理区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
報償費 4,035千円 （一括納付 76件、早期接続 61件）
旅費 168千円 （下水道事業団研修　他）
消耗品費 61千円 （下水道事業の手引　他）
業務委託料 16,502千円 （下水道台帳整備、淡路広域水道企業団 他）
保守点検委託料 170千円 （負担金システム）
負担金（人件費を除く） 3,895千円 （淡路広域水道企業団 他）

事業概要等 基金積立金 7,236千円 （再生水設備改修基金積立金）
消費税 12,698千円

【事業実績の推移】
（千円）

公共下水道接続率 津名処理区　　　　57.01％（H26）→60.74％（H30）
淡路・東浦処理区　81.60％（H26）→84.49％（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
地方債：公共下水道事業債　9,800千円
その他：再生水設備改修基金利子 　66千円

H28

96,515

H27

54,929 80,956
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総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（公共下水道一般管理事業費）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公共下水道管理費 目 1
公共下水道一般管
理事業費款 1 公共下水道事業費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

58,223

55,445 9,800 66 45,579

80,956 22,700 33

決算額 71,460

事業目的
　公共下水道事業を経営し、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、
あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H29 H30

55,445

－255－
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【事業概要】
公共下水道事業の管渠、処理場及びポンプ場の維持管理を行う。

事業実施箇所：津名処理区及び淡路・東浦処理区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
修繕料 5,824千円 （処理場等修繕 28件、7月豪雨関係 7件）
手数料 572千円 （汚泥分析、汚水汲取手数料 他）
火災・損害保険料 457千円 （建物総合損害共済基金分担金 他）
業務委託料 56,370千円 （処理場汚泥処分委託 他）
施設管理委託料 247,389千円 （包括的民間委託）

事業概要等 保守点検委託料 658千円 （エレベーター保守点検委託）
工事請負費 53,233千円 （処理場等修繕工事　15件）
備品購入費 16,395千円 （処理場排水ポンプ、マンホールポンプ 他)

【事業実績の推移】
（千円）

公共下水道汚水処理水量（公共）　1,536,084㎥（H26）→1,320,374㎥（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
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総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（公共下水道維持管理費）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公共下水道管理費 目 2
公共下水道維持管
理費款 1 公共下水道事業費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

415,910

381,217 381,217

415,910

415,910

事業目的
　公共下水道事業の施設を維持管理し、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向
上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H29

決算額 352,526

H27

366,070

H28

382,530

H30

381,217

－256－
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【事業概要】
特定環境保全公共下水道事業の経営を行う。

事業実施箇所：淡路・東浦処理区、北淡処理区及び郡家処理区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
報償費 363千円 （一括納付 72件）
燃料費 63千円 （公用車燃料 1台）
業務委託料 7,569千円 （淡路広域水道企業団）
使用料及び賃借料 165千円 （公用車リース料）

事業概要等
【事業実績の推移】

（千円）

公共下水道接続率 北淡処理区　66.51％（H26）→69.21％（H30）
郡家処理区　53.96％（H26）→56.81％（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
地方債：公共下水道事業債　4,500千円

決算書 111 112

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（特定環境公共下水道一般管理事業費）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公共下水道管理費 目 3
特定環境公共下水
道一般管理事業費款 1 公共下水道事業費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

8,347

8,189 4,500 3,689

16,547 8,200

16,547

事業目的
　特定環境保全公共下水道事業を経営し、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の
向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H29

決算額 8,142

H27

8,896

H28

12,785

H30

8,189

－257－
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【事業概要】
特定環境保全公共下水道事業の管渠、処理場及びポンプ場の維持管理を行う。

事業実施箇所：北淡処理区及び郡家処理区

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
消耗品費 384千円 （監視装置交換部品 他）
修繕料 1,085千円 （処理場等修繕 9件）
火災・損害保険料 90千円 （建物総合損害共済基金分担金 他）
業務委託料 13,721千円 （処理場汚泥処分委託 他）
施設管理委託料 41,758千円 （包括的民間委託）

事業概要等 使用料及び賃借料 19千円 （警報装置電波利用料 他）
工事請負費 41,226千円 （処理場等修繕工事 6件）
備品購入費 5,778千円 （中継ポンプ場攪拌機、

マンホールポンプ　他）
【事業実績の推移】

（千円）

公共下水道汚水処理水量（特環）　1,195,086㎥（H26）→1,216,502㎥（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】

決算書 111 112

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（特定環境公共下水道維持管理費）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公共下水道管理費 目 4
特定環境公共下水
道維持管理費款 1 公共下水道事業費 項 2

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

108,438

104,061 104,061

108,438

108,438

事業目的
　特定環境保全公共下水道事業の施設を維持管理し、もって都市の健全な発達及び
公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資する。

年度 H26 H29

決算額 72,557

H27

75,986

H28

103,740

H30

104,061

－258－
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【事業概要】
公共下水道事業の起債の元金を償還する。

事業実施箇所：公共下水道事業区域

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
長期債元金 1,409,013千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

公共下水道起債残高
25,074,655千円（H26）→21,800,990千円（H30）

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
地方債：資本費平準化債　399,500千円
その他：企業庁負担金　1,695千円

決算書 111 112

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（公共下水道元金）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公債費 目 1 元金款 2 公債費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

1,047,548

1,409,013 399,500 1,695 1,007,818

1,442,510 393,300 1,662

1,442,510

事業目的
　過年度の公共下水道施設整備に要した経費の財源として発行した地方債の計画的
な償還を行うことで、料金負担の世代間の公平性を確保する。

年度 H26 H29

決算額 1,504,970

H27

1,886,844

H28

1,448,897

H30

1,409,013

－259－
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【事業概要】
公共下水道事業の起債の利子を償還する。

事業実施箇所：公共下水道事業区域

事業実施年度：平成17年度　～

決算額の状況
長期債利子 371,853千円

【事業実績の推移】
（千円）

事業概要等

【根拠法令等】
下水道法（昭和33年法律第79号）

【財源内訳】
その他：企業庁負担金 　812千円

決算書 111 112

総合計画 ２章 安全・安心で快適に暮らせるまち（定住環境） ４節 上・下水道の整備

事務事業名
公共下水道事業特別会計
（公共下水道利子）

新規 所属部 都市整備部

継続 所属課 下水道課

公債費 目 2 利子款 2 公債費 項 1

決算の状況

決　算　額　（千円）
下段：前年度決算額

財　　　源　　　内　　　訳

国　費 県　費 地方債 その他 一般財源

予算科目

403,030

371,853 812 371,041

403,875 845

403,875

事業目的
　過年度の公共下水道施設整備に要した経費の財源として発行した地方債の計画的
な償還を行うことで、料金負担の世代間の公平性を確保する。

年度 H26 H29

決算額 478,317

H27

451,269

H28

426,954

H30

371,853

－260－



平成３０年度決算参考資料

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



　　　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）

３１８，１３８千円

【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） １，８２１，７９８千円

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 821,048 419,380 210,318 33,415 157,935

高齢期移行医療費助成事
業

11,469 7,552 2,000 335 1,582

重度障害者医療助成事業 60,380 31,428 28,200 131 621

高齢重度障害者医療助成
事業

70,839 24,005 20,000 19,312 1,314 6,208

乳幼児等医療助成事業 106,318 27,712 72,700 1,031 4,875

こども医療助成事業 54,307 8,821 36,800 7,984 123 579

母子家庭等医療助成事業 8,974 5,744 1,000 389 1,841

小　計 1,133,335 419,380 315,580160,700 27,296 36,738 173,641

国保特別会計事業勘定繰
出金(除く事務費繰出金)

405,480 58,272 187,341 27,917 131,950

後期高齢者医療特別会計
繰出金(除く事務費繰出
金)

203,149 152,362 8,869 41,918

兵庫県広域連合分賦金
(除く事務費分)

728,404 100,000 109,738 518,666

介護特別会計保健事業勘定繰
出金(除く事務費繰出金)

635,817 6,505 3,252 109,328 516,732

小　計 1,972,850 64,777 342,955 0 100,000 255,852 1,209,266

予防事業（各種予防接
種）

99,413 17,360 82,053

健康増進事業（まちぐる
み健診等）

60,037 778 1,754 10,617 8,188 38,700

小　計 159,450 778 1,754 0 10,617 25,548 120,753

3,265,635 484,935 660,289160,700 137,913 318,138 1,503,660

※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。
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総務部財政課決算参考資料

事　業　名 事業費

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源
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