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　平成２５年度は、平成２２年度に策定した「スーパー改革プラン」に掲げる財政健全化目標との整

合性に留意し、財源の一層の選択と集中を行うとともに、国の緊急経済対策に伴う、いわゆる１５ヵ

月予算に対応し、平成２４年度補正予算に前倒して計上した事業を含め平成２５年度予算と一体とな

った切れ目ない緊急経済対策を実施した。

　特に、市民の皆様の生命・財産を守る防災や公共施設の耐震化などの危機管理対策、産業観光振興

による地域経済の活性化、子育て支援などに引き続き重点をおいた。

　一方で、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行うとともに、スーパー改革プランに基づく行

財政改革を推進し、財政の健全化に努めた。

１．各会計の決算額の状況１．各会計の決算額の状況１．各会計の決算額の状況１．各会計の決算額の状況

（単位：千円）

71322,26522,978

58,76658,850

03,812,0333,812,033

84

21,876959,818981,694

04,923,4184,923,418

0516,572516,572

751,813768,007

7,894,2068,088,426

平成２５年度決算の概要平成２５年度決算の概要平成２５年度決算の概要平成２５年度決算の概要

689,151

125,373 109,582 15,791

194,220

合計合計合計合計 47,701,528 46,909,271 792,25748,600,405 47,911,254

294

光熱水費等支出光熱水費等支出光熱水費等支出光熱水費等支出
特別会計特別会計特別会計特別会計

03,753,859

86,842

63,004

一般会計一般会計一般会計一般会計

特別会計特別会計特別会計特別会計 284,960

差引残高差引残高差引残高差引残高歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額

600,29523,810,371 23,406,180

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度

404,191 23,232,327 22,632,032

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額 歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額 差引残高差引残高差引残高差引残高

7,848,162 7,761,320

21,388

5,517,921 5,454,917

766,185

国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業国民健康保険事業
特別会計特別会計特別会計特別会計

後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療
特別会計特別会計特別会計特別会計

介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業
特別会計特別会計特別会計特別会計

公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業
特別会計特別会計特別会計特別会計

3,753,859

747,070 19,11516,194

5,678,156 5,644,028 34,128

1,018,957 995,040 23,917

19,786 19,370 416

12,281 11,987

0

561,371 561,371 0

給与費等管理給与費等管理給与費等管理給与費等管理
特別会計特別会計特別会計特別会計

24,469,201 24,277,239 191,96224,790,034 24,505,074

4,763,818 4,763,818

21,060 328
公設地方卸売市場公設地方卸売市場公設地方卸売市場公設地方卸売市場
事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計

産業団地開発事業産業団地開発事業産業団地開発事業産業団地開発事業
特別会計特別会計特別会計特別会計

住宅新築資金等住宅新築資金等住宅新築資金等住宅新築資金等
貸付事業特別会計貸付事業特別会計貸付事業特別会計貸付事業特別会計

公債費管理公債費管理公債費管理公債費管理
特別会計特別会計特別会計特別会計
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２．普通会計決算の概要２．普通会計決算の概要２．普通会計決算の概要２．普通会計決算の概要

（１）普通会計決算規模等（１）普通会計決算規模等（１）普通会計決算規模等（１）普通会計決算規模等

　平成２５年度普通会計（地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分として総務省が定めたもの。

本市においては、一般会計から借換債を除し、住宅新築資金等貸付事業特別会計を加えるなどしたも

の。）の歳入決算額は、約２３５億９千万円であり、前年度に比べて約６億円の増となっている。そ

の主な要因は、国の緊急経済対策に伴う交付金である「地域の元気臨時交付金」の増額（約３億９千

万円）や学校施設耐震化推進事業の増に伴う国県支出金・地方債の増額（約４億２千万円）、デジタ

ル防災行政無線整備事業の増に伴う国県支出金・地方債の増額（約２億８千万円）、また、第三セク

ター等改革推進債の減（約７億１千万円）などの影響による。

　一方、歳出決算額は、約２３１億９千万円であり、前年度に比べて約７億９千万円の増となってい

る。その主な要因としては、学校施設耐震化推進事業（約７億円）の増や、デジタル防災行政無線整

備事業（約２億８千万円）の増、モーターボート競走事業会計への繰出金の増（約１億円）、また運

輸事業会計清算事業の減（約６億９千万円）の影響による。

　歳入決算額と歳出決算額との差引額である、形式収支は約４億円の黒字、形式収支から翌年度へ繰

り越すべき財源を差し引いた額である、実質収支は約３億２千万円の黒字となっている。

　実質収支から前年度実質収支を差し引いた額である、単年度収支は約１億５千万円の赤字となって

いる。また、単年度収支から実質的な黒字要素や赤字要素を加除した額である、実質単年度収支は、

約１億円の赤字となっていることから、前年度に比べて黒字額が縮小している。

　積立金残高は約３７億８千万円であり、前年度に比べて約５千万円の増、地方債現在高は約２６８

億円であり、同約２億６千万円の減、臨時財政対策債を除く地方債現在高は約１８４億３千万円であ

り、同約９億８千万円の減となっている。

（単位：千円）

地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点） 26,807,013 27,064,345 27,076,000

18,430,234

3,555,314

20,141,43519,410,889

601,007

400,000

▲ 101,257

23,186,442

積立金残高（年度末時点）積立金残高（年度末時点）積立金残高（年度末時点）積立金残高（年度末時点） 3,729,8063,781,167

地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点）地方債現在高（年度末時点）
※臨時財政対策債除く※臨時財政対策債除く※臨時財政対策債除く※臨時財政対策債除く

404,484

86,045

318,439

歳出決算額（Ｂ）歳出決算額（Ｂ）歳出決算額（Ｂ）歳出決算額（Ｂ）

歳入歳出差引額【形式収支】（Ｃ）歳入歳出差引額【形式収支】（Ｃ）歳入歳出差引額【形式収支】（Ｃ）歳入歳出差引額【形式収支】（Ｃ）
（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ） 166,837

390,209

390,209

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度

22,992,832

22,391,825

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

23,590,926

0

130,001

471,006

財政調整基金への積立（Ｇ）財政調整基金への積立（Ｇ）財政調整基金への積立（Ｇ）財政調整基金への積立（Ｇ）

▲ 152,567

451,310

地方債繰上償還金（Ｈ）地方債繰上償還金（Ｈ）地方債繰上償還金（Ｈ）地方債繰上償還金（Ｈ）

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度

23,607,425

23,050,379

557,046

80,797

469,268

27,967

財政調整基金からの取崩（Ｉ）財政調整基金からの取崩（Ｉ）財政調整基金からの取崩（Ｉ）財政調整基金からの取崩（Ｉ）

実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支
（Ｆ）＋（Ｇ）＋（H）－（Ｉ）（Ｆ）＋（Ｇ）＋（H）－（Ｉ）（Ｆ）＋（Ｇ）＋（H）－（Ｉ）（Ｆ）＋（Ｇ）＋（H）－（Ｉ）

実質収支（Ｅ）実質収支（Ｅ）実質収支（Ｅ）実質収支（Ｅ）
（Ｃ）－（Ｄ）（Ｃ）－（Ｄ）（Ｃ）－（Ｄ）（Ｃ）－（Ｄ）

単年度収支（Ｆ）単年度収支（Ｆ）単年度収支（Ｆ）単年度収支（Ｆ）
（Ｅ）－前年度（Ｅ）（Ｅ）－前年度（Ｅ）（Ｅ）－前年度（Ｅ）（Ｅ）－前年度（Ｅ）

300,000

278,032

区分区分区分区分

歳入決算額（Ａ）歳入決算額（Ａ）歳入決算額（Ａ）歳入決算額（Ａ）

444,477

66,316

261,222

639,780
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●普通会計歳入決算額●普通会計歳入決算額●普通会計歳入決算額●普通会計歳入決算額

（単位：千円）

構成比構成比構成比構成比

33.4%

0.9%

0.1%

0.2%

0.7%

2.2%

0.2%

0.2%

0.1%

16.8%

14.7%

2.1%

0.1%

1.2%

1.2%

0.5%

16.8%

7.3%

0.1%

0.1%

3.1%

2.5%

1.5%

10.8%

100.0%

48,77645,328 ▲ 3,448 ▲ 7.1%自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金自動車取得税交付金

ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場利用税交付金 48,83650,137 1,301 2.7%

地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金地方消費税交付金 530,914521,280 ▲ 9,634

231,649220,285 ▲ 11,364

53,522 24,363

平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

▲ 1.8%

配当割交付金配当割交付金配当割交付金配当割交付金 29,159 83.6%

株式譲渡所得割交付金株式譲渡所得割交付金株式譲渡所得割交付金株式譲渡所得割交付金 53,469165,311 111,842 209.2%

▲ 4.9%

利子割交付金利子割交付金利子割交付金利子割交付金 28,05824,289 ▲ 3,769 ▲ 13.4%

増減率増減率増減率増減率

Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100ＢＢＢＢＡＡＡＡ

市税市税市税市税 8,088,7737,888,182 ▲ 200,591 ▲ 2.5%

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度 差引増減額差引増減額差引増減額差引増減額
区分区分区分区分

Ａ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝Ｃ

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税 3,988,0713,973,596 ▲ 14,475

地方譲与税地方譲与税地方譲与税地方譲与税

地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金 22,00821,606 ▲ 402 ▲ 1.8%

交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金 10,08910,191 102 1.0%

▲ 0.4%

3,469,976

273,559 ▲ 8,156 ▲ 2.9%

6,202 ▲ 1,415 ▲ 18.6%

3,461,280 ▲ 8,696 ▲ 0.3%

281,715

518,095512,316 ▲ 5,779 ▲ 1.1%

繰越金繰越金繰越金繰越金 557,046601,007 43,961 7.9%

分担金及び負担金分担金及び負担金分担金及び負担金分担金及び負担金

寄附金寄附金寄附金寄附金 7,617

134,127 22.5%

諸収入諸収入諸収入諸収入 371,062351,652 ▲ 19,410 ▲ 5.2%

使用料使用料使用料使用料 281,974293,470 11,496 4.1%

手数料手数料手数料手数料 102,513107,049 4,536 4.4%

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金 3,112,5163,972,953 860,437 27.6%

県支出金県支出金県支出金県支出金 1,750,3451,713,214 ▲ 37,131 ▲ 2.1%

財産収入財産収入財産収入財産収入 52,22826,152 ▲ 26,076 ▲ 49.9%

▲ 258,200 ▲ 9.2%

繰入金繰入金繰入金繰入金 596,614730,741

合計合計合計合計 22,992,83223,590,926 598,094 2.6%

うち普通交付税うち普通交付税うち普通交付税うち普通交付税

うち特別交付税うち特別交付税うち特別交付税うち特別交付税

地方債地方債地方債地方債 2,799,4002,541,200
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●普通会計歳出決算額（性質別）●普通会計歳出決算額（性質別）●普通会計歳出決算額（性質別）●普通会計歳出決算額（性質別）

（単位：千円）

構成比構成比構成比構成比

56.3%

20.5%

22.2%

13.6%

11.0%

1.4%

3.7%

3.4%

0.8%

11.7%

11.7%

11.7%

0.0%

100.0%

●普通会計歳出決算額（目的別）●普通会計歳出決算額（目的別）●普通会計歳出決算額（目的別）●普通会計歳出決算額（目的別）

（単位：千円）

構成比構成比構成比構成比

1.1%

13.4%

35.9%

7.7%

0.3%

1.6%

1.1%

6.4%

3.9%

14.5%

0.0%

13.6%

0.5%

100.0%

19,781 ▲ 19,781 ▲ 100.0%

合計合計合計合計 23,186,442 22,391,825 794,617 3.5%

▲ 675,478 ▲ 85.4%

衛生費衛生費衛生費衛生費

諸支出金諸支出金諸支出金諸支出金 115,850 791,328

8,315,213 8,090,030

労働費労働費労働費労働費 78,485

災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費 0

教育費教育費教育費教育費 3,364,789 2,460,893 903,896 36.7%

公債費公債費公債費公債費 3,156,367 3,193,756 ▲ 37,389 ▲ 1.2%

差引増減額差引増減額差引増減額差引増減額

義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費 13,060,202 13,138,680 ▲ 78,478 ▲ 0.6%

人件費人件費人件費人件費

扶助費扶助費扶助費扶助費

公債費公債費公債費公債費

区分区分区分区分
平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度 平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度

物件費物件費物件費物件費 2,431,1942,550,892

補助費等補助費等補助費等補助費等

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ Ａ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝Ｃ

増減率増減率増減率増減率
Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100

議会費議会費議会費議会費 251,765 259,900 ▲ 8,135 ▲ 3.1%

3,111,916 2,840,873 271,043 9.5%総務費総務費総務費総務費

225,183 2.8%民生費民生費民生費民生費

1,771,184 1,739,657 31,527 1.8%

▲ 31,451 ▲ 28.6%

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費 360,329 348,600 11,729 3.4%

260,466 356,782 ▲ 96,316 ▲ 27.0%

109,936

土木費土木費土木費土木費 1,485,733 1,375,581

商工費商工費商工費商工費

110,152 8.0%

消防費消防費消防費消防費 914,345 804,708 109,637 13.6%

4,908,7054,754,969 ▲ 153,736 ▲ 3.1%

ＢＢＢＢＡＡＡＡ Ａ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝ＣＡ－Ｂ＝Ｃ Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100Ｃ／Ｂ×100

差引増減額差引増減額差引増減額差引増減額 増減率増減率増減率増減率

5,036,3165,148,866

区分区分区分区分
平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

112,550 2.2%

3,193,6593,156,367 ▲ 37,292 ▲ 1.2%

119,698 4.9%

維持補修費維持補修費維持補修費維持補修費 331,959324,233 ▲ 7,726 ▲ 2.3%

1,361,604846,684 ▲ 514,920 ▲ 37.8%

積立金積立金積立金積立金 771,106782,102 10,996 1.4%

投資及び出資金・貸付金投資及び出資金・貸付金投資及び出資金・貸付金投資及び出資金・貸付金 90,000189,000 99,000 110.0%

繰出金繰出金繰出金繰出金 2,619,9842,704,863 84,879 3.2%

投資的経費投資的経費投資的経費投資的経費 1,647,2982,728,466 1,081,168 65.6%

うち普通建設事業費うち普通建設事業費うち普通建設事業費うち普通建設事業費 1,627,5172,728,466 1,100,949 67.6%

合計合計合計合計 22,391,82523,186,442 794,617 3.5%

うち災害復旧事業費うち災害復旧事業費うち災害復旧事業費うち災害復旧事業費 19,7810 ▲ 19,781 ▲ 100.0%
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（２）各種財政指標の推移（２）各種財政指標の推移（２）各種財政指標の推移（２）各種財政指標の推移

　経常収支比率は９４．１％であり、前年度に比べて１．０％上昇、財政力指数は０．６６であり、

同０．０２ポイント上昇、実質収支比率は２．４％であり、同１．１％低下している。

　実質公債費比率は１５．５％であり、前年度に比べて０．２％上昇、将来負担比率は１２１．４％

であり、同２．６％低下している。

将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率
（地方債など将来負担すべき実質的な負債の（地方債など将来負担すべき実質的な負債の（地方債など将来負担すべき実質的な負債の（地方債など将来負担すべき実質的な負債の
現時点での残高を表す指標。低いほど良い）現時点での残高を表す指標。低いほど良い）現時点での残高を表す指標。低いほど良い）現時点での残高を表す指標。低いほど良い）

124.3%124.0%121.4%

実質公債費比率（３カ年平均）実質公債費比率（３カ年平均）実質公債費比率（３カ年平均）実質公債費比率（３カ年平均）
（地方債返済額等の大きさを指標化し、資（地方債返済額等の大きさを指標化し、資（地方債返済額等の大きさを指標化し、資（地方債返済額等の大きさを指標化し、資
金繰りの程度を表す指標。低いほど良い）金繰りの程度を表す指標。低いほど良い）金繰りの程度を表す指標。低いほど良い）金繰りの程度を表す指標。低いほど良い）

15.5%15.3%15.5%

区分区分区分区分 平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度平成２５年度

実質収支比率実質収支比率実質収支比率実質収支比率
（財政の健全性。３～５％が望ましい）（財政の健全性。３～５％が望ましい）（財政の健全性。３～５％が望ましい）（財政の健全性。３～５％が望ましい）

2.8%3.5%2.4%

財政力指数（３カ年平均）財政力指数（３カ年平均）財政力指数（３カ年平均）財政力指数（３カ年平均）
（財政力の強さ。高いほど良い）（財政力の強さ。高いほど良い）（財政力の強さ。高いほど良い）（財政力の強さ。高いほど良い）

0.65

経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率
（（（（財政構造の弾力性。低いほど良い）財政構造の弾力性。低いほど良い）財政構造の弾力性。低いほど良い）財政構造の弾力性。低いほど良い）

92.7%93.1%94.1%

0.640.66
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３．各主要施策一覧３．各主要施策一覧３．各主要施策一覧３．各主要施策一覧

担当課 事業名 ページ番号

1 議会事務局 政務活動費補助金 10ページ

2 総務課  情報公開・個人情報保護事務 10ページ

3 総務課  電子申請等共同受付システム構築事業 10ページ

4 総務課 うずしお会館改修事業 11ページ

5 契約検査室 契約管理事務 11ページ

6 人事課  職員人財育成研修事業 11ページ

7 税務課  市税徴収率向上対策事業 12ページ

8 秘書広報課 広報なると発行業務 12ページ

9 秘書広報課  ケーブルテレビ広報番組制作業務 12ページ

10 企画課 行政評価推進事業 13ページ

11 企画課  旧鳥居記念博物館改修事業 13ページ

12 企画課  ふるさと納税寄附金等推進事業 13ページ

13 企画課  地域総合整備資金貸付事業 14ページ

14 企画課 運輸事業会計清算事業 14ページ

15 企画課 公共交通対策事業 14ページ

16  企画課他７課 過疎集落等自立再生緊急対策事業 15ページ

17 財政課  ふるさと活性化基金への積立金 15ページ

18 財政課  財政調整基金への積立金 15ページ

19 財政課  減債基金への積立金 16ページ

20 財政課 モーターボート競走事業会計への繰出金 16ページ

21 財政課 水道事業会計への繰出金 16ページ

22 危機管理課  デジタル防災行政無線施設整備事業 17ページ

23 危機管理課 自主防災組織活動促進事業 17ページ

24 危機管理課 津波ハザードマップ見直し事業 17ページ

25 危機管理課 避難困難地域対策事業 18ページ

26 危機管理課 災害用備蓄事業 18ページ

27 危機管理課 津波避難計画改定事業 18ページ

28 危機管理課 地域防災計画改定事業 19ページ

29 危機管理課 高速道路法面津波避難場所整備事業 19ページ

30 市民協働推進課  自治振興会連携促進事業 19ページ

31 市民協働推進課 コミュニティ助成事業 20ページ

32 市民協働推進課 市民活動支援事業 20ページ

33 市民協働推進課  消費者相談窓口充実事業 20ページ

34 文化交流推進課  姉妹都市交流推進事業 21ページ

35 文化交流推進課 文化振興事業 21ページ

36 文化交流推進課  「第九」アジア初演ブランド化推進事業 21ページ

37 環境政策課 環境基本計画推進事業 22ページ
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38 環境政策課 環境学習館啓発事業 22ページ

39 クリーンセンター管理課  旧ごみ焼却施設解体撤去事業 22ページ

40   クリーンセンター管理課・廃棄物対策課 ごみ焼却施設管理事務 23ページ

41  クリーンセンター廃棄物対策課  不法投棄監視市民パトロールモデル地域事業 23ページ

42  クリーンセンター廃棄物対策課 資源ごみ対策事業 23ページ

43  クリーンセンター廃棄物対策課 生ごみ減量対策事業 24ページ

44  クリーンセンター廃棄物対策課 ごみ減量啓発事業 24ページ

45 健康づくり課 救急医療対策事業 24ページ

46 健康づくり課  地域医療を考えるための医療連携強化事業 25ページ

47 健康づくり課 予防接種事業 25ページ

48 健康づくり課 自殺予防対策事業 25ページ

49 健康づくり課 子どもの発達支援事業 26ページ

50 健康づくり課 がん検診事業 26ページ

51 健康づくり課  健康なると２１推進事業 26ページ

52 健康づくり課 妊婦歯科健康診査事業 27ページ

53 保険課  国民健康保険料収納対策事業 27ページ

54 保険課  特定健診・特定保健指導事業 27ページ

55 保険課 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業 28ページ

56 長寿介護課 高齢者無料バス事業 28ページ

57 長寿介護課  老人クラブ活性化促進事業 28ページ

58 長寿介護課  地域介護・福祉空間整備事業 29ページ

59 長寿介護課  地域支援事業（介護予防事業） 29ページ

60 長寿介護課   地域支援事業（包括的支援事業及び任意事業） 29ページ

61 長寿介護課 第６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定事業 30ページ

62 長寿介護課 認知症施策総合推進事業 30ページ

63 長寿介護課・社会福祉課 災害時要援護者支援事業 30ページ

64 人権推進課 女性子ども支援事業 31ページ

65 社会福祉課  社会福祉協議会運営補助金 31ページ

66 社会福祉課 民生児童委員活動事業 31ページ

67 社会福祉課 障がい者自立支援事業 32ページ

68 社会福祉課 地域生活支援事業 32ページ

69 社会福祉課  心身障がい者等無料バス事業 32ページ

70 社会福祉課 生活保護費支給事務 33ページ

71 子どもいきいき課 児童扶養手当支給事務 33ページ

72 子どもいきいき課  子どもはぐくみ医療費助成事業　　 33ページ

73 子どもいきいき課 子どものまち推進事業 34ページ

74 子どもいきいき課 ブックスタート事業 34ページ

75 子どもいきいき課  子育て支援体制整備事業 34ページ

76 子どもいきいき課  ファミリーサポートセンター事業 35ページ

77 子どもいきいき課  次世代育成支援対策施設整備事業 35ページ
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78 子どもいきいき課  地域子育て支援拠点事業（ひろば型） 35ページ

79 子どもいきいき課  子ども健康支援一時預り事業 36ページ

80 子どもいきいき課  放課後児童健全育成事業 36ページ

81 子どもいきいき課 児童手当交付事業 36ページ

82 子どもいきいき課 子ども子育て支援事業計画策定事業 37ページ

83 子どもいきいき課 保育士等処遇改善臨時特例事業 37ページ

84 まちづくり課  木造住宅耐震診断・改修支援事業 37ページ

85 まちづくり課  簡易耐震リフォーム支援事業 38ページ

86 まちづくり課  市営住宅ストック活用事業 38ページ

87 土木課  交通安全対策施設整備事業 38ページ

88 土木課 渡船運行管理事業 39ページ

89 土木課 道路維持補修 39ページ

90 土木課 木津野松村線改良事業 39ページ

91 土木課  道路橋梁耐震化・長寿命化事業 40ページ

92 土木課 四国横断自動車道周辺対策事業 40ページ

93 土木課  排水機場樋門整備・管理事業 40ページ

94 土木課 河川改良事業 41ページ

95 下水道課  合併処理浄化槽普及促進事業 41ページ

96 下水道課 下水道普及促進事業 41ページ

97 下水道課  公共下水道整備事業（汚水） 42ページ

98 下水道課  公共下水道整備事業（雨水） 42ページ

99 公園緑地課  鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業 42ページ

100 公園緑地課 シーカヤック浮き桟橋設置事業 43ページ

101  商工政策課他8課 緊急雇用対策事業 43ページ

102 商工政策課   地域経済活性化推進事業（エコノミックガーデニング） 43ページ

103 商工政策課  鳴門市合同就職面接会開催事業 44ページ

104 商工政策課 企業誘致推進事業 44ページ

105 商工政策課 地場産品振興対策事業 44ページ

106 商工政策課 中心市街地活性化推進事業 45ページ

107 商工政策課 ばんどう門前通り魅力向上事業 45ページ

108 観光振興課 阿波おどり振興事業 45ページ

109 観光振興課 観光推進体制強化事業 46ページ

110 観光振興課  コンベンション開催支援助成金 46ページ

111 観光振興課  観光ボランティアガイド育成事業 46ページ

112 観光振興課 なると観光ブランド化推進事業（鳴門海峡の世界遺産化に向けて） 47ページ

113 観光振興課 「橋を渡れば感動の国」セールスプロモーション事業 47ページ

114 観光振興課  瀬戸内四都市広域観光推進事業 47ページ

115 観光振興課 「鳴門で鳴ちゅるうどんを食べよう！」観光ＰＲ事業 48ページ

116 ヴォルティス支援室 「頑張れ！ヴォルティス」なると観光ブランド化・ホームタウン連携事業 48ページ

117 農林水産課 耕作放棄地解消支援事業 48ページ

8



118 農林水産課 経営体育成支援事業補助金 49ページ

119 農林水産課  農業ブランド産地推進事業 49ページ

120 農林水産課 地産地消推進事業 49ページ

121 農林水産課 新規就農総合支援事業 50ページ

122 農林水産課  農漁業６次産業化推進事業 50ページ

123 農林水産課 農業基盤整備事業 50ページ

124 農林水産課  農地・水保全管理支払交付金事業 51ページ

125 農林水産課 鳥獣被害対策事業 51ページ

126 農林水産課  水産業ブランド推進・沿岸漁業等振興事業 51ページ

127 農林水産課  徳島県海面環境保全推進事業（掃海事業） 52ページ

128 消防総務課 消防車両等整備事業 52ページ

129 予防課  消防救急無線デジタル化事業 52ページ

130 教育総務課  学校施設耐震化推進事業 53ページ

131 教育総務課 鳴門市第一中学校校舎改築事業 53ページ

132 教育総務課 スクールバス整備事業 53ページ

133 教育総務課  中学校空調設備整備事業 54ページ

134 教育総務課 学校施設整備事業 54ページ

135 教育総務課 小学校大規模改造事業 54ページ

136 教育総務課 鳴門西小学校校舎増築事業 55ページ

137 教育総務課  新学校給食センター建設事業 55ページ

138 教育総務課・学校教育課 鳴門市学校・幼稚園防災対策事業 55ページ

139 学校教育課 鳴門市奨学金支給事業 56ページ

140 学校教育課 特別支援教育推進事業 56ページ

141 学校教育課  幼児教育支援センター事業 56ページ

142 学校教育課  「なると環境スクール」推進事業 57ページ

143 学校教育課  学校図書館サポート推進事業 57ページ

144 学校教育課  要保護・準要保護児童生徒就学援助事業 57ページ

145 学校教育課 学園都市化構想連携協力推進事業 58ページ

146 学校教育課 預かり保育事業 58ページ

147 教育支援室  外国語指導助手招致事業 58ページ

148 教育支援室 「世界にはばたく鳴門の子ども」育成事業 59ページ

149 生涯学習人権課 各種学級開設事業 59ページ

150 生涯学習人権課 文化財保護活用事業 59ページ

151 生涯学習人権課 公民館活用推進事業 60ページ

152 生涯学習人権課  放課後子ども教室推進事業 60ページ

153 体育振興室  鳴門市体育協会運営支援事業 60ページ

154 体育振興室  チャレンジデー開催事業 61ページ

155 体育振興室 スポーツ推進計画策定事業 61ページ

156 図書館 ＮＰＯ法人との協働による図書館運営事業 61ページ
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４．各主要施策の概要４．各主要施策の概要４．各主要施策の概要４．各主要施策の概要

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

企画総務部

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

3,999,230政務活動費補助金

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

175,000

文書管理備品購入費（キャビネット）

手続件数（件）

771,240

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

78,750

消耗品費 473,655

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

電子自治体共同システムの運営に係る負担金

771,240

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 電子申請・届出利用件数（件）

指標指標指標指標

14 16

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

772,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 保有個人情報開示請求件数（件）

52,100 指標指標指標指標

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 727,405

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

675,305 情報公開開示請求件数（件）

情報公開・個人情報保護審査会委員報酬

2222 担当名担当名担当名担当名 総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成24年度から継続案件となっていた３件と新規案件３件の異議申
立てを審査するにあたり、情報公開・個人情報保護審査会を開催し、６
件の答申を出した。
　情報公開については８６件、個人情報については職員採用試験結果１
７件の簡易開示を含む２０件の開示請求に対し、開示等を行った。

事業名事業名事業名事業名
情報公開・個人情報

保護事務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 859,000

担当名担当名担当名担当名 議会事務局

指標指標指標指標

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

3,999,230

0

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,600,000

　地方議会の活性化を図るため、市議会議員の調査研究に必要な経費の
一部として政務活動費を交付した。

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,999,230

1111
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

事業名事業名事業名事業名 政務活動費補助金

3333 担当名担当名担当名担当名 総務課

　新たに「胃がん検診（胃内視鏡（胃カメラ）検査）申込」や、年齢層
を問わない「WeLoveなるとデー」、「徳島ヴォルティス支援（ふるさ
と納税）」に関する４件の手続を、電子申請を利用できるようにした。

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 771,240

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

事業名事業名事業名事業名
電子申請等共同受付
システム構築事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

66 77 86

24 44 20

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

17

140 247 128
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

5,266,578 工事等入札件数（件）

指標指標指標指標

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

委託料（接遇研修・人事考課者研修など）

委託料（契約管理システム保守業務など） 550,620

消耗品費 63,688

うずしお会館改修事業

うずしお会館４階改造工事 3,255,000

777,000

経済棟改修工事 4,814,250

旅費（市町村職員中央研修所研修など） 1,144,630

982,074

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

4444 担当名担当名担当名担当名 総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門地域地場産業振興センターの解散に伴い、経済局の商工政策課、
観光振興課、農林水産課の３課と観光協会を移すことで経済観光振興の
拠点とするため、うずしお会館の改修工事を行った。
　また、選挙管理委員会及び旧経済棟への教育委員会移転のための改修
工事を行った。

事業名事業名事業名事業名

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 21,071,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 21,070,350 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

21,070,350

うずしお会館１階改造工事（建築・電気） 13,001,100

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

担当名担当名担当名担当名 契約検査室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

 　電子入札については、徳島県電子入札システムによる本格運用を継
続して行った。
　従来型の指名競争入札のほか、一部案件で制限付一般競争入札を実施
した。
　物品や役務の応募型指名競争入札についても本格運用を継続して行っ
た。

事業名事業名事業名事業名 契約管理事務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,146,000

5555

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 5,266,578 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

使用料及び賃借料（徳島県電子入札システム共同利用など） 4,500,270

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

167 155 223

0 工事等の電子入札割合 100% 100% 100%

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

 「平成２５年度研修概要」に基づき、接遇研修、人事考課研修、防災
研修等の研修を計画どおり実施するとともに、新たに政策法務研修を市
主催で実施した。
　また、県自治研修センター、市町村アカデミー、国際文化アカデ
ミー、四国地方整備局及び自治大学校等の外部研修機関の実施する研修
に職員を積極的に派遣した。

事業名事業名事業名事業名
職員人財育成

研修事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,676,000

6666 担当名担当名担当名担当名 人事課

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,441,825 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

負担金（市町村職員研修負担金など） 1,325,601

2,459,751

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

257 237 230派遣研修等への派遣職員数（人）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 庁内研修の受講者数（人） 2,715 1,706 1,700
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

261,718

4,106,859

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

テレビ広報で市長の施策紹介回数 5

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,368,577

広報紙による市政の特集回数（回）

9999

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 15,286,233

事業名事業名事業名事業名

広告料（徳島新聞広告料など）

8888 担当名担当名担当名担当名 秘書広報課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

納税推進事業委託料 80,000

10,143,150

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

市税徴収率（現年分+滞納繰越分） 90.7%

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 10,143,150

7777 担当名担当名担当名担当名 税務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　口座振替加入推進の取り組みを進めるとともに、滞納初期における徴
収員３人による戸別訪問徴収や滞納処分等の実施により、収入未済額の
早期回収に努めた。徴収率は、全体90.８％、現年98.４％、滞納繰越
12.3％であった。

事業名事業名事業名事業名
市税徴収率向上

対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 10,314,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

徳島滞納整理機構市町村負担金 4,474,000

市税徴収嘱託員報酬 5,585,150

指標指標指標指標

90.5% 90.8%

0

　「広報なると」で市政の特集などを紹介するとともに、レイアウトや
文字の大きさ、書体などを工夫し、カラーユニバーサルデザインに配慮
した紙面作りを行った。

広報なると発行業務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 15,329,536

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

印刷製本費（広報なると印刷製本など） 6,422,451

広報なると配布委託料 6,686,125

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1,879,500

403,200

9 8 10

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 広報モニター（２０名）の肯定的評価割合 71.3% 69.5% 75.3%

14,883,033

担当名担当名担当名担当名 秘書広報課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市の重要施策の説明や市民の社会貢献活動、市長が自ら挑戦する市長
チャレンジなどを紹介し、動画の特性を生かした番組を制作し、放送し
た。また、より最新の情報を提供するため、１クール１５日更新（年２
４回放送）で放送を行った。

事業名事業名事業名事業名
ケーブルテレビ

広報番組制作業務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,369,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ケーブルテレビ広報番組制作及び放送業務委託料 4,359,600

消耗品費 8,977

指標指標指標指標

3 3

0 広報モニター（２０名）の肯定的評価割合 71.3% 69.5% 75.3%
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

244,277

190,700

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

57,000

12121212

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

10101010 担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成24年度総合計画実施計画のうち、予算措置されており平成26年
度以降も継続して行なわれている122事務事業を対象に、内部の視点
による評価を行い、各事務事業の方向性を示すとともに、評価結果を市
公式ウェブサイトなどで公表した。
　また、市民参加の外部評価委員会で評価すべきと思われる事業を広く
市民から募り、その結果を参考に、6事業を決定し、外部の視点による
評価を行うなど、更なる市民参画を図った。

事業名事業名事業名事業名 行政評価推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 304,962

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 244,277 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

外部評価委員会委員報償費 110,000

市民評価委員募集に伴う郵送料 76,115

消耗品費 45,052

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

評価対象事務事業数（事業） 57 123 122

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 改善案等が示されている事務事業の割合 70.2% 46.3% 37.7%

11111111 担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　旧鳥居記念博物館を有効活用し、地域住民の便益を高めるため、耐震
改修に係る実施設計を行った。
　また、関係機関等と協議を重ねるとともに地元に対する説明会を行い
詳細な利用計画の策定を進めた。

事業名事業名事業名事業名
旧鳥居記念博物館

改修事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,166,000

4,757,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

旧鳥居記念博物館耐震改修工事設計業務 4,757,000

4,700,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

地元説明会開催回数（回） 0 3 2

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　記念品送付対象者を年間５千円以上から１万円以上へ変更するととも
に、記念品についても鳴門金時に変更し、鳴門の地場産品ＰＲの推進を
図った。
　また、ヴォルティスのJ1昇格を契機に、ヴォルティス支援のために
寄附できるよう、ウェブサイトに掲載するとともに、ヴォルティス支援
専用の申請フォームを作成した。

事業名事業名事業名事業名
ふるさと納税寄附金

等推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 190,700

190,700 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ふるさと納税寄附金記念品 121,800

ふるさと納税周知用パンフレット印刷代 50,000

ふるさと納税　PR用ポケットティッシュ代 18,900

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

ふるさと納税寄附者数（人） 20 14 53

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 ふるさと納税寄附金額（千円） 2,920 5,604 2,200
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

13131313

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地域振興に寄与する民間事業者の設備投資（特別養護老人ホーム新築
工事）に対し、地域総合整備資金貸付制度（ふるさと融資制度）を活用
し、無利子融資を行った。

事業名事業名事業名事業名
地域総合整備資金

貸付事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 189,000,000

189,000,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

地域総合整備資金貸付金 189,000,000

189,000,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

14141414 担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成２４年度末で廃止した運輸事業会計の決算や未収金・未払金の精
算などの残務処理を行った。事業名事業名事業名事業名 運輸事業会計清算事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 22,436,000

19,104,931 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

競艇輸送清算金（徳バス・淡路交通・本四有料道路通行料） 4,157,534

事務職員派遣業務委託料 3,997,910

臨時職員賃金 2,718,222

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

19,104,931

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

15151515 担当名担当名担当名担当名 企画課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成２５年４月より、引田線・大麻線・北泊線について協定に基づく
民間事業者による運行を開始した。
　地域バス及び協定路線については、継続的に利用状況等の把握に努め
つつ、必要に応じて運行内容の見直し検討等を行った。また、市民参
画・市民協働による地域が主体となった移動手段の確保への取り組みを
支援するため、地域住民（自治振興会等）と協議しつつ事業化の可否等
について研究した。

事業名事業名事業名事業名 公共交通対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 134,441,000

133,517,570 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

地域バス運行業務委託 15,032,436

乗合バス協定路線運行費補助金（徳島バス(株)） 115,909,000

1,337,621 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

132,179,949 地域バス・協定路線乗車人数（人） 38,659 65,087 296,147

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

16161616 担当名担当名担当名担当名
企画課
他７課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　国の過疎集落等自立再生緊急対策補助金を活用して、北灘町地域力向
上事業として、耕作放棄地再生のための農機具の購入や、特産品開発事
業にかかる資機材を購入する団体に対して補助金を交付し、北灘町の活
性化を図った。

事業名事業名事業名事業名
過疎集落等自立再生

緊急対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 8,000,000

8,000,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

8,000,000 過疎集落等自立再生緊急対策補助金（農林水産課） 3,230,000

過疎集落等自立再生緊急対策補助金（危機管理課） 960,000

過疎集落等自立再生緊急対策補助金（市民協働推進課） 930,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

17171717 担当名担当名担当名担当名 財政課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　個性豊かで魅力的な「ふるさと鳴門」づくりを推進する財源を確保す
るために設置しているふるさと活性化基金に積み立てを行った。事業名事業名事業名事業名

ふるさと活性化基金
への積立金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 250,569,000

250,569,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ふるさと活性化基金への積立金 250,569,000

240,560,013 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

10,008,987 ふるさと活性化基金年度末残高（千円） 411,268 328,995 459,441

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

18181818 担当名担当名担当名担当名 財政課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　長期にわたる財政の健全な運営を図るために設置している財政調整基
金に積み立てを行った。事業名事業名事業名事業名

財政調整基金への
積立金

451,310,000

451,310,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

財政調整基金への積立金 451,310,000

1,030,613 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

450,279,387 財政調整基金年度末残高（千円） 1,263,104 1,432,372 1,483,682

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 50,247,000

79,325,000

財政課

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 102,233,000

19191919 担当名担当名担当名担当名 財政課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政
の健全な運営に資するために設置している減債基金に積み立てを行っ
た。

事業名事業名事業名事業名
減債基金への

積立金

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 79,325,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

減債基金への積立金 79,325,000

810,697 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

78,514,303 減債基金年度末残高（千円） 849,833 943,205 822,530

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

20202020 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　モーターボート競走事業会計より、平成14・15年度に借り入れた
298,000千円のうち、100,000千円を返済するとともに、繰り出し
基準に基づく児童手当の繰り出しを行った。

事業名事業名事業名事業名
モーターボート競走
事業会計への繰出金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 102,233,000

財政課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

モーターボート競走事業会計への繰出金 102,233,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

102,233,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

21212121 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地域の元気臨時交付金分として、48,431千円を水道事業会計へ繰り
出すとともに、繰り出し基準に基づく児童手当を繰り出しを行った。事業名事業名事業名事業名

水道事業会計への
繰出金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 50,247,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

48,431,000 水道事業会計への繰出金 50,247,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1,816,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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3,255,000決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

2,255,000

危機管理課

289,820

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 282,259,820

23232323 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

22222222 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　全国瞬時警報システム(J-ALERT)と連動し、緊急情報等を市内全域
に即時伝達が可能となるデジタル防災行政無線施設整備事業の実施計画
が完了し、本体工事に着手した。
　また、徳島県地域支え合い対策事業補助金を活用して戸別受信機を購
入した。

事業名事業名事業名事業名
デジタル防災行政無線

施設整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 393,124,600

危機管理課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

134,173,000 防災行政無線戸別受信機購入 13,532,400

13,797,000 デジタル防災行政無線施設整備事業実施設計業務 8,347,500

134,000,000 デジタル防災行政無線施設整備工事 260,001,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 82,000,000

　組織活動の活性化に向けて、組織運営や資機材整備、避難路等整備に
ついて助成金の交付を行うとともに、新たに自主防災組織活動活性化助
成金制度を設け、自主防災会の活動活性化を図った。
　また、自主防災会の会合等に積極的に参加し、活動意欲と防災意識の
高揚に努めるとともに、自治総合センター助成金を活用し、木津神地区
自主防災会に防災資機材を配備した。

事業名事業名事業名事業名
自主防災組織
活動促進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 5,100,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,633,748 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

コミュニティ助成事業（木津神地区自主防災会） 2,000,000

自主防災組織活動推進事業助成金 1,803,000

自主防災組織活動推進事業助成金（避難路等整備） 384,600

2,000,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

自主防災会連絡協議会の開催（回） 5 5 62,633,748

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 自主防災会結成率 85.9% 100% 100%

24242424 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　県が作成した津波災害警戒区域の指定及び基準水位をもとに、市民・
自主防災会や関係機関の意見を踏まえ、津波ハザードマップを作成し、
市公式ウェブサイトで公表した。

事業名事業名事業名事業名
津波ハザードマップ

見直し事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 5,334,000

危機管理課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

1,000,000 津波ハザードマップ作成業務 3,255,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 1,834,000
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

0翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

0翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

8,452,500 16,905,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

4,226,000

粉ミルクの備蓄量（缶） 48

危機管理課

788,340

190,000 2,043,279

302,986

1,995,000

0

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

26262626

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　里浦町粟津・恵美寿地区において、浸水高、避難対象地域の人数等を
考慮して、津波避難施設設置場所候補地の選定、津波避難施設案の比較
検討を行った。

事業名事業名事業名事業名 避難困難地域対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,000,000

25252525 担当名担当名担当名担当名

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

里浦地区津波避難施設検討業務 1,995,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

1,995,000

担当名担当名担当名担当名 危機管理課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成２５年１月に寄付を受けた飲料水を市災害対策本部13支部及び
教育機関に配布したほか、孤立化が予想される地区の避難所にアルファ
米を配備した。
　また、被災した市民等が避難所で少しでも安心した生活が送れるよう
に、市災害対策本部１３支部に発電機、ハロゲン投光器セット等を整備
するとともに、アルファ米、粉ミルクについても購入した。

事業名事業名事業名事業名 災害用備蓄事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,716,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,134,605 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

災害用備蓄食糧購入（アルファ米・粉ミルク）

災害用備品購入費（発電機・ハロゲン投光器等）

災害用消耗品費

2,000,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

944,605 アルファ米の備蓄量（食） 10,000 11,000 12,450

48 48

27272727 担当名担当名担当名担当名 危機管理課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　徳島県が作成した「徳島県津波浸水想定」（H24.10.31公表）や消
防庁が平成２５年３月に公表した「津波避難対策推進マニュアル検討会
報告書」に基づき、自主防災会の意見を聴きながら避難場所等の選定な
どを行い、平成２６年３月に津波避難計画を見直し、市公式ウェブサイ
トに掲載した。

事業名事業名事業名事業名 津波避難計画改定事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 16,905,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 16,905,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

津波避難計画に係る基礎調査業務

4,226,500

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

市民環境部

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 25,998,000

945,000

29292929 担当名担当名担当名担当名

1,984,500 3,969,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

28282828 担当名担当名担当名担当名

指標指標指標指標

11,004,000

地域づくり事業活性化補助金 11,004,000

高速道路法面津波避難場所整備実施設計業務

945,000

危機管理課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　災害対策基本法の法令改正、防災計画の見直し、南海トラフ巨大地震
による被害想定等を踏まえ、鳴門市地域防災計画の見直しを行った。ま
た気象業務法の改正、水防法の改正、津波防災地域づくりに関する法律
の施行に伴い水防計画の見直しを行った。

事業名事業名事業名事業名 地域防災計画改定事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,969,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,969,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

地域防災計画等改定業務

1,984,500

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0

危機管理課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　西日本高速の法面に津波緊急一時避難場所を整備するため、実施設計
業務を行った。また、西日本高速道路（株）四国支社及び徳島工事事務
所などの関係機関と占用許可申請に向けて協議を行った。

事業名事業名事業名事業名
高速道路法面

津波避難場所整備事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 945,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 25,000,000

担当名担当名担当名担当名 市民協働推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地区自治振興会が「地域づくり事業活性化補助金」を活用して行う地
域づくり事業を支援した。
　自治振興会連携職員（市職員OB）とともに、地域役員との座談会を
開催するなど、地区自治振興会の現状や課題を把握しながら、さらなる
連携強化を図った。

事業名事業名事業名事業名
自治振興会連携

促進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 11,004,000

30303030

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 11,004,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

地区自治振興会との協働事業数（事業） 15 18 19

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

1,718,000 WeLoveなるとまちづくり活動応援補助金事業実施団体数

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 ＮＰＯ法人・ボランティア団体数（団体）

33333333 担当名担当名担当名担当名 市民協働推進課

鳴門市ボランティア連絡協議会活動補助金 286,000

867,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

市民活動支援センター事業委託料 1,200,000

WeLoveなるとまちづくり活動応援補助金 867,000

事業名事業名事業名事業名 市民活動支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,723,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,585,000

2,500,000 指標指標指標指標

0

32323232 担当名担当名担当名担当名 市民協働推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市民活動支援センターにおいて、指導員が、ＮＰ０法人設立を目指す
団体や、ボランティア活動に取り組もうとする方々への相談や情報提供
など幅広い支援を行った。
　新たに「WeLoveなるとまちづくり活動応援補助金」を創設し、主体
的にまちづくり活動に取り組む団体の活動促進と経済的自立に向けた支
援を行った。

コミュニティ活動補助金 2,500,000

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市消費生活センターにおいて専門的知識を持った相談員が、市民から
消費生活に関する苦情・相談を受け、解決に向けた助言や情報提供を
行った。
　また、消費者問題講演会や相談員による出前講座の開催のほか、広報
なるとでの掲載や全戸へのチラシによる啓発に努めた。

事業名事業名事業名事業名
消費者相談窓口

充実事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,166,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,123,322 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

消費生活相談員報酬 1,620,000

2,282,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 消費生活センター相談件数（件）

消費生活中学生用啓発冊子印刷代 351,120

センター相談窓口移転に伴う備品購入代 750,502

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度指標指標指標指標

1,841,322 消費者問題講演会参加人数（人）

担当名担当名担当名担当名 市民協働推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　板東共栄だんじり保存会（だんじりの修繕）に対して助成を行うとと
もに、過去に助成を受けた団体も「鳴門のまつり」で紹介するなど、伝
承文化を次世代に引き継ぐ活動を地域とともに実施した。

事業名事業名事業名事業名 コミュニティ助成事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,500,000

31313131

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,500,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

地区自治振興会との協働事業数（事業） 29 30 31

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

8

114 115 111

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

120 150 80

228 250 324
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

0

1,800,000

指標指標指標指標

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 7,111,360

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

34343434 担当名担当名担当名担当名 文化交流推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　第20回鳴門市姉妹都市親善使節団（36名）をリューネブルク市に派
遣した。青少年参加者は、ホームステイや現地学校の授業参加するな
ど、これまでにない青少年交流が図られた。一般参加者も、ホームビ
ジットなどを通して交流を深めた。

事業名事業名事業名事業名
姉妹都市交流

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,444,044

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,298,710

1,088,250

親善使節団青少年参加者参加費補助金 960,000

交際費（姉妹都市親善使節団派遣に係る土産代ほか）

0 訪リュの親善使節団参加者数（人）

200,000 指標指標指標指標

2,098,710

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

姉妹都市親善使節団市関係者派遣旅費

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度
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185,430

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,005,755

来鳴の親善使節団参加者数（人）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

36363636

1,670,325 芸術祭開催延べ日数（日） 27

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

105,275

－ 18 －

26 － 36

35353535 担当名担当名担当名担当名 文化交流推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門市芸術祭として、5月に文化展、10月に市展、11月に芸能祭を
開催し、3月に市民文芸を発刊した。
　文化月間協賛イベントの募集や年間を通じて市民ギャラリーなどの文
化事業を実施したほか、文化活動サポート事業として音響・照明・映像
機器の貸し出しなどを行った。
　市民文化講座が新たに3件開設され計20講座となり、文化ボラン
ティア団体数も１団体増の計２９団体となった。

事業名事業名事業名事業名 文化振興事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,561,466

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市芸術祭開催業務委託料 1,000,000

150,000 金管五重奏コンサート 631,400

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

フィルハーモニア・カルテット ベルリン講演会場使用料 211,410

26

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 文化ボランティア団体数（団体） 27 28 29

担当名担当名担当名担当名 文化交流推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　第３２回「第九」交響曲演奏会と大塚国際美術館を舞台にした「なる
と第九」を開催した。また、アジア初演９５周年記念として「歓びの
木」を市内小中学校に配布したほか、ＮＰＯ法人への委託により、モデ
ル校に選定された幼・小・中の各１校において、「第九」合唱及び「第
九」アジア初演の歴史等の指導を行った。
　さらに、産学官民協働のもとに、アジア初演「なると第九」ブランド
化プロジェクト推進協議会を設立した。

事業名事業名事業名事業名
「第九」アジア初演
ブランド化推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 7,113,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

第３2回ベートーヴェン「第九」交響曲演奏会委託料 1,800,000

5,311,360 「第九」次世代育成・初演ブランド化推進事業 5,311,360

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

「第九」演奏会来場者数（人） 1,300 1,300 1,350
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源 2,079,000

2,079,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

197,168 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

環境学習館啓発事業講師謝礼 105,000

環境基本計画推進事業

142,007

1,149,512

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

6,760

190,408

クリーンセンター

管理課

37373737 担当名担当名担当名担当名 環境政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　第３次鳴門市地球温暖化対策実行計画（エコ・オフィスなると）に基
づく施策（ノーマイカーデー、クールビズ、緑のカーテン等）を推進
し、夏季の節電については、６月から９月までを特別強化期間として、
全庁的に省エネ・節電対策を推進するとともに、市広報などを通じて市
民や事業者の方への節電の啓発に取り組んだ。
　ＥＭ活性液培養装置を貸与している７地区に必要な資材等の提供を行
うとともに、新たに桑島地区にEM活性液培養装置を設置した。

事業名事業名事業名事業名

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,542,302

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,291,519 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

消耗品費（EM活性液・緑のカーテン普及用品など） 1,047,949

EM活性液培養装置購入代 186,900

ビオトープ池改修事業原材料費 56,670

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

電力使用量（千kWh） 22,199 20,861 20,989

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 EM培養装置貸与団体地区数 7 7 8

38383838 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　環境学習館において、環境学習に関する各種講座や施設内の見学を実
施し、市民の環境に関する意識の普及啓発に努めた。
　また、芝生広場南側の池周辺の設計図づくりと整備を、親子（小学
生）の参加を募って実施するとともに、市民が利用しやすいフクロウと
子どもたちの森の環境づくりに努めた。

事業名事業名事業名事業名 環境学習館啓発事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 215,000

環境政策課

環境学習館啓発事業消耗品 45,548

インターネット接続利用料 46,620

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

26 40 41イベント・講座実施数（件）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 環境学習館利用者数（人） 7,553 7,693 7,424

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　旧ごみ処理施設の解体撤去に向け、事前調査結果に基づき、解体撤去
設計を行った。
　跡地利用に関しては、公共性・必要性の高い利用のあり方について検
討を行った。

事業名事業名事業名事業名
旧ごみ焼却施設
解体撤去事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,200,000

39393939

旧ごみ焼却施設解体撤去工事設計業務 2,079,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

402,195,439

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

41414141

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

42424242

17,719,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

2,083

280,000

クリーンセンター
管理課・

廃棄物対策課
40404040 担当名担当名担当名担当名

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ごみ焼却施設の運転を適切に実施するとともに、施設の維持管理に努
めた。事業名事業名事業名事業名 ごみ焼却施設管理事務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

402,078,693 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

委託料（ごみ処理施設運転維持管理業務など） 143,959,410

修繕料（クリーンセンター焼却施設修繕など） 85,262,866

光熱水費（電気料金・水道料金） 68,710,554

320,923 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

401,757,770 焼却処分した一般廃棄物量（kg） 15,869,140 17,203,060 16,348,060

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名
クリーンセンター

廃棄物対策課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　中央（南浜）地区不法投棄監視パトロール隊が結成され、計１１地区
となった。各地区パトロール隊により継続的な監視パトロールや不法投
棄の未然防止活動が実施された。
　 また、不法投棄監視パトロール連絡協議会により各関係機関のネッ
トワークが確立され、市民と行政の協働による県道徳島北灘線の不法投
棄物の撤去作業を行うなど、不法投棄撲滅に向けて、活発な市民運動が
展開された。

事業名事業名事業名事業名
不法投棄監視市民

パトロールモデル地域事
業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 280,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

消耗品費（パトロール用ベスト・帽子など） 280,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

280,000 パトロール隊認定団体延べ数（団体） 9 10 11

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名
クリーンセンター

廃棄物対策課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

 　資源ごみ回収団体に対し、指定品目（新聞・雑誌・ダンボール・雑
がみ・スチール缶・アルミ缶・古布類）の回収量に応じた報奨金（1kg
あたり5円）を交付するとともに、缶類の回収に必要なビニール袋を提
供した。
　また、資源ごみ回収業者に指定品目の回収処分を委託した。

事業名事業名事業名事業名 資源ごみ対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

13,115,190 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

資源ごみ回収市民団体報奨金 10,450,265

資源ごみ回収業務委託料 2,147,427

消耗品費（資源ごみ回収専用袋など） 485,998

13,115,190 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 資源ごみ回収団体数（団体） 187 187 189

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 資源ごみ回収量（ｔ） 2,651 2,148
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

健康福祉部

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源 13,925,000 救急車搬送人員（人） 2,276

38%翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 軽度の救急搬送率

2,092 2,197

41% 36%

救急医療対策在宅当番医制運営委託料 4,044,000

印刷製本費（小児救急ハンドブック） 346,500

346,500 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 14,271,500 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

救急医療対策事業補助金 9,881,000

45454545 担当名担当名担当名担当名 健康づくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門市医師会との委託契約による夜間、休日在宅当番医制度を継続実
施し、東部Ⅱ二次救急医療（鳴門病院・兼松病院・稲次整形外科病院・
きたじま田岡病院）への補助金を交付した。
　コンビニ受診を抑制するため、出生届提出時に小児救急ハンドブック
を配布したほか、乳児健診案内時には「お子さんの急病対応」ガイド
ブックを併せて送付した。

事業名事業名事業名事業名 救急医療対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 14,273,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

1,128,015決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

408,758決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

担当名担当名担当名担当名
クリーンセンター

廃棄物対策課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　広報紙等でEMボカシや生ごみ処理機等を利用したごみの発生抑制や
再生利用について情報発信するとともに、テレビ広報等のメディアを活
用し、分別の徹底とごみ出しルールについて周知した。

事業名事業名事業名事業名 生ごみ減量対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,280,000

43434343

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

消耗品費（コンポスト・ＥＭボカシ） 468,015

電気式生ごみ処理機設置事業補助金 660,000

1,128,015 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 コンポスト・ＥＭボカシ配布数（個） 288 317 301

電気式生ごみ処理機補助基数（基） 35 39 33

44444444 担当名担当名担当名担当名
クリーンセンター

廃棄物対策課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市内小学４年生を対象に社会科副読本の配布と、ごみ減量スローガン
コンクールを開催した。
　また、まちづくり出前講座においてマイバッグを作成し、レジ袋削減
やごみの分別徹底について啓発を行った。

事業名事業名事業名事業名 ごみ減量啓発事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 444,750

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

印刷製本費（小学生社会科副読本（くらしとごみ）など） 202,860

ごみ減量ポスターコンクール入賞作品賞品代 29,578

消耗品費（マイバック製作用用品代） 176,320

408,758 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 ごみ減量スローガンコンクール応募者数（人） 391 330 236

オリジナルマイバッグ無料作成数（枚） 97 189 78
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

13

424 320 510

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

200,000

1,6530 小児用肺炎球菌ワクチン予防接種受診延べ人数（人）

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

15,410,038

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

754,000 自殺予防対策事業印刷製本費（チラシ・ポスター） 128,820

1,832 1,756

95,969,057

11,000

鳴門病院との連携事業看板書きかえ手数料 10,000

48484848

1,528 1,712 1,763

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

144,965 理学療法士による健康教室の開催回数（回）

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

8

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

鳴門病院との連携事業手話通訳委託料

地域医療を考えるため
の医療連携強化事業

46464646 担当名担当名担当名担当名 健康づくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門病院との連携のもと、理学療法士による健康教室を開催した。ま
た、地域医療について市民が考える機会として、医師と理学療法士によ
る講演会を開催したほか、医療従事者による健康相談を実施した。

事業名事業名事業名事業名

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 146,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 144,965 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

印刷製本費（ポスター、チラシなど） 118,965

指標指標指標指標

6 8

連携事業への参加者数（人） 310 342

担当名担当名担当名担当名 健康づくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　日本脳炎（1,649人）や麻しん風しん（841人）、ＢＣＧ（340
人）、3種混合（457人）、2種混合（336人）、不活化ポリオワクチ
ン（568人）、4種混合（1,331人）に加えインフルエンザ（7,158
人）の予防接種も合わせて実施した。
　また、国の予防接種実施規則の改正により、２５年度から子宮頸がん
予防ワクチン（162人）、Ｈibワクチン（1,763人）、小児肺炎球菌
ワクチン（1,653人）の予防接種が定期予防接種となった。

378翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

103,637,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 95,969,057

事業名事業名事業名事業名 予防接種事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

47474747

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

日本脳炎など各種予防接種業務委託料 45,371,141

小児用肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 18,445,913

Hibワクチン予防接種業務委託料

Hibワクチン予防接種受診延べ人数（人）

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度指標指標指標指標 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

担当名担当名担当名担当名 健康づくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　命の大切さ、人権啓発に関するコンサートのほか、絵本の読み聞かせ
による講演会やワークショップを開催し、子育て世代を中心に啓発活動
を行った。
　民生委員や児童委員等を対象とした研修会を開催したほか、担当職員
を研修に派遣し、相談窓口の充実に努めた。

事業名事業名事業名事業名 自殺予防対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 961,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 954,266

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

自殺予防対策事業講師謝礼 500,000

指標指標指標指標 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

自殺予防協会負担金

0 自殺者数（人） 10 12

200,266 講演会等参加者数（人）

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源 153,615 15

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

健康なるとアクションプラン冊子印刷代 131,250

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

423,000

16,293,847 がん検診受診者数計（人）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

通信運搬費

3

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

49494949 担当名担当名担当名担当名 健康づくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　事業実施箇所をすべての市内公立幼稚園に拡大するとともに、きめ細
やかな相談となるよう3名の臨床心理士を確保し、事業の充実を図っ
た。
　また、相談や支援が必要な対象者には、専門家や保健師が個別に相談
対応を行うとともに効果的な相談体制のあり方や仕組みづくりを検討し
た。

事業名事業名事業名事業名 子どもの発達支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,470,409

2,057,297 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

報償費（医師・臨床心理士など謝礼） 2,017,000

消耗品費 24,409

11,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

7 162,057,297 事業を実施した幼稚園数（園）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 相談事業活用者数（人） 51 68 101

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　胃がん、肺がん、大腸がんの集団検診を実施するとともに、特定の年
齢の者に、子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診について、無料クーポン
券を送付し、受診勧奨に努めた。また、50歳代を対象に胃内視鏡検診
を導入したほか、大腸がん検診においては医療機関委託検診を導入し、
市民が検診を受けやすい体制を整備した。
　商店街等とタイアップした啓発事業や、小中学校において保護者に
メッセージカードを送付するなど、市民への啓発活動にも努めた。

事業名事業名事業名事業名 がん検診事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 23,976,000

健康づくり課50505050

21,945,847 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

5,229,000 がん検診委託料 21,945,847

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

4,522 4,304 4,483

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 各がん検診受診率の平均 8.7% 8.1% 7.9%

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成２４年度に策定した「健康なると２１（第二次）」計画に基づ
き、ワークショップを開催するなど、計画推進に向けた取り組み方法に
ついて検討を行った。
　お元気SUNROOMの利用促進に努めた。

事業名事業名事業名事業名
健康なると２１

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 436,017

健康づくり課51515151

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 420,115 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

158,500 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

健康相談事務用品代他 147,338

ワークショップ参加人数（人） 28 26

108,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

健康増進対策事業事務用品代他 114,649

指標指標指標指標
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

386,100

53535353

9,734,935

国民健康保険料収納率(現年） 93.3%10,848,465

386,100 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

健康づくり課52525252 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　母子健康手帳交付時に健診受診票の配布、啓発を行い、妊婦の歯科健
診を実施した。
　妊婦中期の安定した時期（16週から23週の頃）での受診を促すた
め、産婦人科医療機関と連携し対象者への周知・啓発を実施した。

事業名事業名事業名事業名 妊婦歯科健康診査事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 487,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

妊婦歯科健診委託料 321,000

印刷製本費（健診票・受付名簿） 65,100

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

歯科健診を受診した妊婦の数（人） 107

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 妊婦歯科健診受診率（％） 24%

担当名担当名担当名担当名 保険課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　徴収嘱託員5人による臨戸徴収を行うとともに、滞納者については、
接触機会の確保に努めるなど、状況に即した柔軟な対応を行った。
　また悪質滞納者には差押を視野に入れ、個別催告書の発送や職員によ
る訪問を行った。口座振替による納付についても、訪問により啓発に努
め、加入推進を図った。

事業名事業名事業名事業名
国民健康保険料
収納対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 13,938,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 10,848,465 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

嘱託収納員報酬 7,082,500

収納整理臨時職員 1,665,410

通信運搬費（督促状など郵送代） 1,059,570

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

94.1%

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 国民健康保険料収納率（現年+滞繰） 79.1% 80.3% 82.6%

93.4%

54545454 担当名担当名担当名担当名 保険課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　特定健診対象者への受診券の送付や、特定保健指導対象者への利用券
の送付を行った。また、広報なるとでの周知や各種イベントでのポケッ
トティッシュや勧奨チラシの配布、戸別訪問による受診勧奨を行った。
　巡回健診バスを利用して特定健診を実施し、受診率の向上に努めた。
目標受診率40％に対し、平成25年度の受診率は27．4％（速報値）
であった。

事業名事業名事業名事業名
特定健診・特定保健

指導事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 39,998,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 27,159,935 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

9,236,000 特定健診負担金 21,134,660

8,189,000 手数料（特定健診・特定保健指導共同処理手数料など） 3,210,470

通信運搬費（受診券等郵送費など） 993,440

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

特定健診受診者数（人） 3,321 3,032 3,123

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 特定健診受診率 29.4% 26.8% 27.4%
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決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

345

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,082,000

1,028,000

55555555 担当名担当名担当名担当名 保険課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　徳島県後期高齢者医療制度特別対策補助金を活用し、75歳以上の後
期高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの予防接種費用の一部助成
（3,000円）を実施した。

事業名事業名事業名事業名
高齢者肺炎球菌

ワクチン予防接種事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,889,986

2,408,986 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種業務委託料 2,319,000

通信運搬費（後納郵送料など） 80,610

事務用品代（申請書印刷用紙など） 9,376

2,408,986 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種人数（人） 773

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

56565656 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　高齢者の移動手段を確保するため、優待券の適用範囲を従来の路線か
ら、徳島バス(株)が運行する路線の市内全区間に拡大した。
　また、7月と10月に調査を行い、利用状況の把握に努めた。

事業名事業名事業名事業名 高齢者無料バス事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 5,000,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,818,100 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

高齢者無料バス優待事業負担金（徳島バス） 4,818,100

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

387

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

4,818,100 高齢者無料バス発券延べ人数（人） 376

57575757 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　老人クラブ連合会へ補助金を交付するとともに、老人クラブの介護予
防・友愛活動に対し支援を行った。
　徳島県老人クラブ連合会で研修を受けた「介護予防リーダー」を活用
し、セーフティーウォークラリー・体力測定などの企画・運営に取り組
んだほか、「ひとり暮らし高齢者連絡カード」を活用した、友愛訪問員
と地域包括支援センターとの連携を推進した。

事業名事業名事業名事業名
老人クラブ活性化

促進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,082,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市老人クラブ連合会補助金 3,082,000

2,054,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

会員数（人） 3,312 3,239 3,194

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 個別活動参加者数（人） 816 897 854
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決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

77,551,408

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

41,148,839

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

58585858 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　国の介護療養病床廃止の方針を受け、特別養護老人ホームへの転換を
行う事業者に対し、施設整備費用の一部を補助した。事業名事業名事業名事業名

地域介護・福祉空間
整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 134,400,000

134,400,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

134,400,000 地域介護・福祉空間整備事業補助金 134,400,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

59595959 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　介護予防・多世代交流サロンを活用したサロンや料理教室など介護予
防事業を開催した。
　いきいき・なるとボランティアポイント事業の新規登録者の募集・研
修を実施し、登録者の増加を図った。
　総合型地域スポーツクラブＮＩＣEとの連携による介護予防運動教室
を開催した。

事業名事業名事業名事業名
地域支援事業

（介護予防事業）

46,834,592

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

10,256,909 委託料（いきいき通所介護事業（市内10事業所）など） 23,312,054

5,128,454 臨時職員賃金（一般事務1人、ケアマネ1人など） 3,614,329

印刷製本費（介護予防事業パンフレットなど） 1,457,330

20,635,022 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

5,128,454 介護予防教室参加者（人） 1,475 1,540 1,408

0 要介護（要支援）認定率 19.1% 19.2% 19.3%

60606060 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　認知症地域支援推進員を配置するなど、地域包括支援センターの機能
強化を図るとともに、成年後見制度の普及・啓発を行った。また、基幹
型地域包括支援センターの設置の方向性について検討を行った。
　民生委員協議会などと協議を行いながら、救急医療情報キットの配布
及び見守り連絡カードの継続活用を行った。

事業名事業名事業名事業名
地域支援事業

（包括的支援事業
及び任意事業）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 74,860,195 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

29,569,777 委託料（地域包括支援センター業務委託など） 58,352,500

14,784,888 報償費（介護相談員報償費など） 2,028,400

使用料及び賃借料（地域包括支援センター支援システムなど） 2,646,624

15,720,642 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

14,784,888 総合相談件数（件） 1,229 1,401 1,600

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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日常生活圏域ニーズ調査票印刷代

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 990,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

63636363 担当名担当名担当名担当名
長寿介護課
社会福祉課

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

61616161 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成27～29年度を対象とした第６期高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画の策定に向け、高齢者の心身の状況、置かれている環境その
他の事情を正確に把握するため、「日常生活圏域ニーズ調査」を実施
し、当該調査結果について分析を行った。

事業名事業名事業名事業名
第６期高齢者保健福祉
計画及び介護保険事業

計画策定事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 926,900 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

日常生活圏域ニーズ調査実施業務 400,000

231,000

日常生活圏域ニーズ調査分析謝礼金 150,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

926,900

62626262 担当名担当名担当名担当名 長寿介護課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　認知症に関する医療・介護の連携強化及び支援体制の構築を図ること
を目的に、長寿介護課、社会福祉協議会及び地域包括支援センターに
「認知症地域支援推進員」を配置するとともに、研修に参加し、支援員
の資質・能力向上を図った。
　また、認知症サポート医によるケアマネージャー及びサービス提供事
業所への研修会を実施した。

事業名事業名事業名事業名
認知症施策

総合推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,941,858

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,940,791 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

1,940,000 旅費（認知症地域支援推進員研修） 697,420

認知症特別対策事業用パンフレット印刷代 491,400

認知症特別対策事業用備品購入費（音響機器他） 583,878

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

791

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　災害時要援護者台帳への登録を促進するとともに、登録者に係る個別
支援計画の作成を進めた。
　また、作成した個別支援計画について、民生委員及び「個人情報の取
り扱いに関する協定書」を締結している各地区自主防災会（33組織
/44組織）に対して情報提供を行った。

事業名事業名事業名事業名
災害時要援護者

支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 7,902,000

6,429,875 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

臨時職員賃金（長寿介護課・社会福祉課） 4,486,720

5,934,275 システム間連携改修業務 495,600

災害時要援護者避難支援登録制度用封筒印刷代 151,462

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

495,600
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一般財源一般財源一般財源一般財源
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その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債
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一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

1,723,296

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

25,640,000

66666666 担当名担当名担当名担当名 社会福祉課

12,404,592

64646464 担当名担当名担当名担当名 人権推進課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　 関係機関と連携を密にし、ＤＶ被害者のサポートをよりスムーズに
できるよう、より効果的な体制づくりを進め、また近隣自治体へＤＶ支
援業務の連携・推進を働きかけた。
　男女共同参画推進条例の制定に向けて、条例中間素案についてパブ
リックコメントを実施した。
　子どもたちの健全な成長・発達を見守る男性を養成するため、「イク
メン」養成・活動強化事業を実施した。

事業名事業名事業名事業名 女性子ども支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 11,618,580

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 9,544,765 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）
緊急雇用創出事業（青少年からのＤＶ防止・男女共同参画推進意識と子育て支援普及啓発事業） 3,131,209

7,776,809 男女共同参画推進条例策定審議会委員報酬 225,000

896,331 女性相談件数（のべ件） 3,086 3,658 4,647

委託料（女性相談業務委託など） 955,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 子ども相談件数（のべ件） 1,417 1,657 1,713

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

871,625

65656565 担当名担当名担当名担当名 社会福祉課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　本市における地域福祉の推進のため、社会福祉事業を企画・実施して
いる鳴門市社会福祉協議会に運営補助金を交付した。
　また、災害ボランティアセンターセンターの体制整備に必要な経費に
ついても補助金を交付した。

事業名事業名事業名事業名
社会福祉協議会

運営補助金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 26,788,000

25,640,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市社会福祉協議会運営補助金 25,640,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地域で生活上の問題や家族の問題、高齢福祉、児童福祉などあらゆる
分野の相談に応じ、助言や調査などを行っている民生児童委員の活動を
補助した。

事業名事業名事業名事業名 民生児童委員活動事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 12,491,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

民生委員・児童委員活動費補助金 10,075,680

10,681,296 民生委員・児童委員協議会活動費補助金 2,150,000

消耗品費 97,912

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

民生児童委員数（人） 142 142 143

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

31



国国国国

県県県県
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一般財源一般財源一般財源一般財源
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地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

21,500,000

827,750

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

67676767

16,342,000

移動支援事業費

31,006,506 地域活動支援センター利用実人数（人） 102 128

担当名担当名担当名担当名 社会福祉課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した生
活を営むことができるよう、必要な障がい福祉サービスにかかる給付な
どの支援を行った。

事業名事業名事業名事業名 障がい者自立支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 987,578,560

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 951,878,436 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

393,290,393 自立支援給付費 849,026,999

193,612,671 自立支援医療費 68,854,893

療養介護医療費 15,279,126

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

364,975,372 障がい者自立支援事業延べ件数 7,349 7,856 10,324

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 864,000

68686868 担当名担当名担当名担当名 社会福祉課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　必須事業として、相談支援事業、意志疎通支援事業、移動支援事業、
地域活動支援センター事業、日常生活用具給付等事業、成年後見制度利
用支援事業を、任意事業として声の広報制作、障がい者スポーツ・レク
リエーション大会、福祉ホーム費助成等の事業を実施した。

事業名事業名事業名事業名 地域生活支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 59,317,440

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 55,519,506 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

地域活動支援センター事業

8,171,000 相談支援事業費 10,699,000

4,743,102

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

122

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 相談支援・地域活動支援センター事業延べ人数（人） 7,137 7,292 9141

69696969 担当名担当名担当名担当名 社会福祉課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　障がい者の移動手段を確保するため、無料バス優待券の適用範囲を従
来の路線から、徳島バス(株)が運行する路線の市内全区間に拡大した。事業名事業名事業名事業名

心身障がい者等
無料バス事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 860,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 827,750 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

障がい者等無料バス優待事業負担金（徳島バス）

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

827,750 心身障がい者等無料バス発券延べ人数（人） 109 93

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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一般財源一般財源一般財源一般財源

84,495,370 児童扶養手当扶助費 253,047,870

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 255,471,526

1,039,634,000 374,497,313

住宅扶助費（延べ6,299人） 97,724,369

72727272 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課

309,700

223,000

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

310,275

子どもはぐくみ医療費助成事業扶助費 171,187,548

82,194,000 7,715,042

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

70707070 担当名担当名担当名担当名 社会福祉課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　収入や資産、能力などを活用してもなお生活に困窮し、生活保護の受
給を希望する市民に対して、健康的で文化的な最低限度の生活を保障す
るとともに、将来的な自立を助長するため、生活保護法に基づき、困窮
の状態に応じた生活保護費の受給を行った。

事業名事業名事業名事業名 生活保護費支給事務

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,386,181,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,367,437,480 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

生活扶助費（延べ7,769人）

35,003,046 医療扶助費（延べ7,360人） 813,467,422

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

292,800,434 生活保護者数の平均（人） 693 743 791

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 生活保護率 1.13% 1.22% 1.30%

71717171 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ひとり親家族の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増
進を図ることを目的に、児童扶養手当を支給した。事業名事業名事業名事業名 児童扶養手当支給事務

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 254,580,340 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

委託料（児童扶養手当システムなど）

通信運搬費

指標指標指標指標

170,084,970 受給者数（人） 536 532 537

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成２４年１０月より対象を小学６年生まで拡大した、子どもの通
院・入院にかかる医療費の助成について、継続して実施した。事業名事業名事業名事業名

子どもはぐくみ医療費
助成事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 182,092,558 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 195,577,250

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

子どもはぐくみ医療費審査支払手数料

受給者証印刷代

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

99,898,558 助成対象数（人） 4,524 6,004 5,933

0
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一般財源一般財源一般財源一般財源

委託料（子どものまちフェスティバル実施業務） 150,000

50,800財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

子どもホリデーフリーバス事業負担金

鳴門市子どものまちづくり推進協議会補助金

55,500

74747474 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　4ヵ月健診時を活用して、市民ボランティア団体などによる絵本の読
み聞かせを行った。絵本に親しむ取り組みを計12回開催し、409人に
絵本を配布した。

事業名事業名事業名事業名 ブックスタート事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 235,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 234,711 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

234,711 絵本配布数（人）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

通信運搬費 6,000

75757575 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　巡回相談を実施する保育所を増やし、計10ヶ所（公立2、私立8）に
おいて巡回相談を実施した。
　医師・臨床心理士・保健師が保育所で子どもの状況を観察しながら、
支援が必要な子どもを把握し、保育士や保健師が情報を共有しながら対
応するとともに、支援が必要と思われる子どもの保護者に対しては専門
家による相談等も実施した。

事業名事業名事業名事業名
子育て支援体制

整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 736,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 685,993 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

685,993 実施保育所・園数（ヵ所）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 観察をうけた園児数（人）

消耗品費

417 340

14,803

73737373 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

  子どもたちの主体的な体験活動を支援するため「第11回子どものま
ちフェスティバル」を開催した。
　市民のつどいは、若年層の自殺予防対策講演会時に、子育て親育て地
域支援事業についての講演会を開催した。
　また、「再発見子どもバス」事業では、参加者37名が市内の施設等
を見学し、体験活動を行った。

事業名事業名事業名事業名 子どものまち推進事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 381,522 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 493,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

53,000

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

326,022 なると再発見子どもバス参加者数（人） 40 25 37

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 子どものまちフェスティバル参加者数（人） 7,000 6,000 1,500

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

391 395 409

消耗品費（絵本代など） 228,711

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

8 7 10

通信運搬費 11,190

報償費（医師・臨床心理士謝礼） 650,000

389
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76767676 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　広報なるとや市公式ウェブサイトのほか、市内の保育所・幼稚園など
でのリーフレットの配布を通じて、広く事業の周知を行い、登録会員数
の増加に努めた。
　また、地域で子育てに関心を持つ人の輪を広げるために、講習会や交
流会を開催した。

事業名事業名事業名事業名
ファミリーサポート

センター事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 8,800,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 8,800,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ファミリーサポートセンター業務委託料 8,800,000

2,380,000

634

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

711

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 12,935,000

6,420,000 年間活動件数（件）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 年度登録会員数（人）

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

956,000

指標指標指標指標

3,800,000

100,317,000

ひろば参加親子数（人）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 8,620,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

2,739 1,763 2,520

771

77777777 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　矢倉乳児保育園が実施した耐震改修工事、木津さくらんぼ保育園が実
施した施設の老朽化による大規模修繕工事に対して、補助金を交付し、
施設改善の支援を行った。

事業名事業名事業名事業名
次世代育成支援対策

施設整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 113,252,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

矢倉乳児保育園耐震改修工事への補助金 4,667,000

8,179,000 木津さくらんぼ保育園大規模修繕工事への補助金 8,268,000

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

私立保育所・園の耐震化率 81.3% 87.5% 93.8%

78787878 担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地域子育て支援拠点事業（ひろば型）として商業施設内において、週
5日にこにこ広場を開催し、子育て家庭の保護者とその子どもが気軽に
集い、相互に交流を図る場を提供した。運営はＮＰＯ法人「子育て応援
団レインボー」に委託した。
　「おめでとう赤ちゃん訪問事業」では、4ヵ月未満の乳児の全戸訪問
を行った。

地域子育て支援拠点
事業（ひろば型）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 8,620,000

事業名事業名事業名事業名

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

地域子育て支援拠点事業（ひろば型）委託料 8,620,000

4,310,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1,094 3,717 4,246

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 訪問乳児数（人） 303 316 341

4,310,000
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決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 6,740,283 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

子ども健康支援一時預り事業委託料 6,650,000

4,433,000

32,147,955

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 94,146,955

3,700,000

消耗品費

延べ利用者数（人） 313 305

80808080

139,651,509

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

614,150,332

担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　保護者の子育てと就労の両立を支援するため、病気中または病気回復
期における小学3年生までの子どもの一時預り事業を実施した。事業名事業名事業名事業名

子ども健康支援
一時預り事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,745,285

79797979

印刷製本費 51,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

29,283

288

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

2,307,283

担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　登録人数が70名を超えた木津児童クラブを2ヶ所に分割したことか
ら、市内の児童クラブ数は、15ヶ所になった。
　また、第一小学校及び撫養小学校の空き教室の改修を行い、木津児童
クラブが10月に第一小学校内へ、撫養児童クラブが12月に撫養小学校
内へ移転した。

事業名事業名事業名事業名
放課後児童健全

育成事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 94,429,805

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

5,793,000 放課後児童健全育成事業委託料 71,694,360

52,506,000 第一小学校空き教室改修工事 12,277,650

撫養小学校空き教室改修工事 6,233,850

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

鳴門市児童クラブ数（ヵ所） 14 14 15

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 児童クラブ登録人数（人） 514 520 552

子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　児童手当を中学生以下の子どものいる家庭に交付した。
　　★０歳～３歳未満　　　15,000円／月
　　★3歳～小学校終了までの
　　　　　第１子・第２子　10,000円／月
　　　　　第３子　　　　　15,000円／月
　　★中学生　　　　　　　10,000円／月

事業名事業名事業名事業名 児童手当交付事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 893,587,000

81818181 担当名担当名担当名担当名

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 888,857,506 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

児童手当扶助費 884,295,000

135,055,665 通信運搬費 1,324,330

委託料（児童手当システム運用基本サービスなど） 674,940

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

特別措置法分（人） 14,550 2

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 児童手当分（人） 68,065 80,638
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経済建設部

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

83838383

265,500

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

82828282

住宅耐震化啓発促進事業 3,117,060

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 13,671,060 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

5,418,000

6,891,060

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

2,703,000

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

4,077,000 木造住宅耐震診断事業業務委託料

担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　「子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けて、鳴門市児童福祉審
議会を設置し、会議を4回開催した。
　10月には、子ども・子育て支援の潜在的なニーズを把握するため
に、小学校3年生までの保護者を対象に子育て支援に関するニーズ調査
を実施した。

事業名事業名事業名事業名
子ども子育て支援事業

計画策定事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,839,000

1,808,500 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ニーズ調査実施に関する委託料 1,543,500

1,543,000 児童福祉審議会委員報酬 260,000

子ども子育て支援事業計画策定支援業務受託候補者検討委員会謝礼 5,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名 子どもいきいき課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善に取
り組む私立保育所に対し、補助金を交付し、保育士の処遇改善を図っ
た。

事業名事業名事業名事業名
保育士等処遇改善

臨時特例事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 24,294,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

24,266,000 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 24,266,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

24,266,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

84848484 担当名担当名担当名担当名 まちづくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　緊急雇用制度を活用した臨時職員による戸別訪問を実施するととも
に、イベント等で相談会を行い、啓発に努めた。また市民が相談しやす
くするため、土・日曜日などの訪問を増やした。

事業名事業名事業名事業名
木造住宅耐震診断・

改修支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 20,676,000

木造住宅耐震改修補助金 4,800,000

指標指標指標指標 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

耐震診断戸数（戸） 250 174 172

0 耐震改修戸数（戸） 7 7 8
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決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,300,000

事業名事業名事業名事業名

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

86868686

1,300,000 簡易耐震リフォーム戸数（戸） 23 19

担当名担当名担当名担当名

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

3,388,700

担当名担当名担当名担当名 土木課

10,197,369

6,369

85858585 担当名担当名担当名担当名 まちづくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　戸別訪問を行うとともに、イベント等で相談会を行った。また市民が
相談しやすくするため、土・日曜日などの訪問を増やした。

簡易耐震リフォーム
支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,010,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

簡易耐震リフォーム補助金 1,300,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

13

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

まちづくり課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　矢倉団地D棟外部改修工事を行った。
　桑島第２団地については下水道整備工事（団地前までの下水道延伸）
及び第２団地下水道接続工事設計を行った。
　矢倉B・E・F・L棟、桑島第２B棟の耐震診断を行った。

事業名事業名事業名事業名
市営住宅ストック

活用事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 40,139,000

35,903,700 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

16,920,000 矢倉団地Ｄ棟外部改修工事 19,373,550

桑島第２団地下水道整備工事 8,988,000

9,300,000 市営住宅耐震診断業務委託料 6,775,650

6,295,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

市営住宅耐震診断棟数（棟） 0 5 5

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市民を交通事故から守るため、反射鏡や防護柵、区画線など交通安全
施設の整備を行った。事業名事業名事業名事業名

交通安全対策
施設整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 12,000,000

87878787

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

修繕料（反射鏡・区画線） 2,293,305

工事請負費（防護柵・反射鏡） 7,270,200

原材料費（カーブミラー・デリネータ） 633,864

10,191,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

反射鏡設置・修繕数（基） 51 65 61

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 防護柵設置（ｍ） 430 427 448
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

89898989

47,957,450

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

88888888 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　岡崎渡船（岡崎～土佐泊間）、黒崎渡船（黒崎～高島間）、島田渡船
（堂浦～島田間）の3渡船の運行管理を行った。事業名事業名事業名事業名 渡船運行管理事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 47,958,000

47,957,450 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

渡船運行業務委託料 47,694,570

船客傷害賠償責任保険分担金 197,880

渡船場待合所トイレ汲み取り業務手数料 45,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

岡崎渡船利用者数（人） 29,684 30,830 27,957

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 黒崎渡船利用者数（人） 125,523 121,921 114,992

担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　市民の日常生活に欠くことのできない市道について、維持管理を適時
行った。事業名事業名事業名事業名 道路維持補修

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 94,358,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 94,156,038 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

工事請負費 74,989,950

修繕料 8,471,617

原材料費 5,227,214

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

94,156,038 道路補修（工事請負費分）件数（件） 71 91 63

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 道路修繕（修繕料分）件数（件） 89 97 74

90909090 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　大型車通行量が特に多い、国道２８号から県道川内大代線の間の通行
の安全を図ため、舗装改良工事を重点的に行った。
　（全体計画　Ｌ＝２，４００ｍ、Ｗ＝１３．５ｍ）。

事業名事業名事業名事業名 木津野松村線改良事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 33,412,700

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 33,403,463 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

24,200,000 木津野松村線舗装改良工事 32,903,400

使用料及び賃借料（公共事業積算システム賃借料など） 371,244

9,000,000 消耗品費 83,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

203,463 整備済総延長（ｍ） 1,190 1,190 2,400

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 進捗率 49.6% 49.6% 100%
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その他その他その他その他
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財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

91919191 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　板東跨線橋の耐震工事を実施したほか、文明橋、大正橋の補強設計及
び耐震工事などを行った。また、橋梁長寿命化修繕計画を策定した。事業名事業名事業名事業名

道路橋梁耐震化・
長寿命化事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 293,805,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 161,464,633 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

88,224,000 大正橋耐震補強設計・工事 99,236,550

板東跨線橋耐震工事 35,000,700

70,700,000 文明橋耐震補強設計・工事 21,480,900

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

2,540,633 主要橋梁10橋中、耐震化完了数（橋） 3 3 4

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 132,306,950

92929292 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地区対策協議会と交わした設備協議確認書に基づき、道路改良事業３
事業、水路改良事業３事業、排水機場改良事業１事業、道路補修事業１
事業を行った。

事業名事業名事業名事業名
四国横断自動車道

周辺対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 62,480,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 55,619,746 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

大代小森山路線道路改良工事 13,819,050

大幸地区水路改良工事 21,077,700

50,100,000 大代小森山路線舗装工事 3,181,500

4,022,563 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1,497,183 整備済延べ数（ヵ所） 51 53 59

93939393 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　現在設置されている排水機場の多くは、既に耐用年数を大幅に過ぎ、
老朽化が著しいため、大雨時に対する浸水対策として、北浜第三排水機
場改良工事や藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事、立岩区画排水機場２
号減速機改修工事を行うなど、年次計画的に改修を行った。

事業名事業名事業名事業名
排水機場樋門

整備・管理事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 134,608,400 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

169,843,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

49,900,000 北浜第三排水機場改良工事 50,004,150

藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事 18,822,300

42,400,000 立岩区画排水機場２号減速機改修工事 22,200,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

42,308,400 累計整備基数（基） 41 46 51

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 33,450,000
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

燃料費 77,689

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 8,409,797

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

5,163,797

0翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

17,723,000

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 18,428,000

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

95959595 担当名担当名担当名担当名 下水道課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　合併処理浄化槽への転換に係る補助事業を実施した。
　また、市内公共用水域の水質が悪化していることや、合併処理浄化槽
普及の必要性、単独処理浄化槽等からの転換に対する助成制度について
の啓発・周知のため、各家庭にパンフレットを配布するとともに、市広
報による啓発（４月・10月）を実施した。

事業名事業名事業名事業名
合併処理浄化槽
普及促進事業

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

1,000,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 8,309,250

2,246,000 徳島県浄化槽推進協議会会費

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

転換補助基数（基） 33 23 23

21,200

指標指標指標指標

94949494 担当名担当名担当名担当名 土木課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　住環境に悪影響を及ぼすヘドロ等の堆積や浸水被害の発生を防止する
など、住環境の改善のため、養父の内排水路や三石野排水路、立岩排水
路、大代排水路、川東地区排水路などの改良工事を行った。

事業名事業名事業名事業名 河川改良事業

46,051,700

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 46,035,244 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

35,235,000 川東地区排水路改良工事 41,023,700

大代排水路改良工事 1,451,100

7,000,000 養父の内排水路改良工事 1,176,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

3,800,244 改善延長区間（ｍ） 189.5 165.5 228.2

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

96969696 担当名担当名担当名担当名 下水道課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　下水道接続工事を実施する方への助成金の交付や、複数の方が同時に
接続を申請した場合に助成金を増額する「グループ新制制度」を継続し
た。
　また下水道供用開始地区住民に対して、普及促進員によるサポートを
実施し、下水道加入率の向上に努めた。

事業名事業名事業名事業名 下水道普及促進事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 16,236,900 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

8,118,450 下水道普及対策助成金 8,700,000

7,536,900

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

水環境保全のための地域住民サポート事業委託料

8,118,450 下水道接続人口（人） 722 959 1,183

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 160,000 水洗化率（人口） 17.8% 22.8% 26.4%
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源 100,320 イベント参加人数（人） 17,403 17,205 12,500

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 149,555,148

撫養ポンプ場耐震診断・津波対策計画業務委託

公園緑地課

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,323,320

9,946,073

下水道課

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 398,731,359

97979797 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　第2期事業区域のうち、大桑島地区の幹線及びその周辺区域、図書館
周辺の整備を進めてきた。第2期事業区域外であるが、ボートレース鳴
門及び市営住宅（大桑島）接続のための管渠整備を実施した。

事業名事業名事業名事業名
公共下水道整備事業

（汚水）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 644,634,850

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

198,057,475 工事請負費（国庫補助事業） 339,279,600

工事請負費（単独事業） 919,800

184,882,801 委託料（国庫補助事業） 46,555,450

15,791,083 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 下水道整備面積（ha） 105.7 111.3 121.7

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 241,069,600 下水道普及率（％） 6.6% 6.8% 7.4%

98989898 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　県内の「津波浸水想定」が公表されたことに伴い、浸水が想定される
撫養ポンプ場の津波・耐震診断調査に着手した。
　また、排水区内には、経年による老朽管渠が増加傾向にあることよ
り、施設本来の機能確保や道路陥没等による事故を未然に防ぐため、長
寿命化工事を実施した。

事業名事業名事業名事業名
公共下水道整備事業

（雨水）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 168,002,150

下水道課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

74,609,075 八幡東浜主要幹線改築工事 117,249,900

21,490,000

65,000,000 撫養排水区管渠改築実施設計委託 9,876,300

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 18,432,000

99999999 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　Ｕ－１０フットサル大会・児童画作品コンクール・ウチノ海総合公園
わくわくパーク・ウチノ海総合公園まつり等を実施した。事業名事業名事業名事業名

鳴門ウチノ海総合公園
活用推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,323,320

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ウチノ海総合公園開園１０周年イベント 3,145,800

ウチノ海総合公園まつり 800,000

鳴門ウチノ海総合公園「ひなまつり」 98,700

4,223,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

140,060

指標指標指標指標

342,360 講演会・勉強会開催回数（回） 2 0

臨時職員賃金 2,477,654

102102102102

指標指標指標指標

3,543,075 企業概要データ作成業務 357,000

54 50

64,695,597 緊急雇用対策事業（防災分野2事業、9人雇用）

9,065,484

緊急雇用対策事業（観光分野4事業、9人雇用）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 64,695,597

8,534,002

4,252,500決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

15,785,133

100100100100 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ウチノ海総合公園北東部の護岸にシーカヤック固定浮き桟橋の設置を
行い、利用者の安全や利便性に寄与する。事業名事業名事業名事業名

シーカヤック浮き桟橋
設置事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,300,000

公園緑地課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

シーカヤック浮き桟橋設置工事 4,252,500

4,252,500

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

101101101101 担当名担当名担当名担当名
商工政策課

他8課

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　経済状況の悪化により雇用不安が拡大する中、離職した失業者等の雇
用機会を創出するため、緊急雇用対策事業補助金を活用し、18事業を
実施し、50名の雇用を確保した。

事業名事業名事業名事業名 緊急雇用対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 77,889,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

緊急雇用対策事業（福祉・子育て分野3事業、12人雇用）

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 雇用人数（人） 181

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名 商工政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　企業のニーズを把握するため、企業訪問を継続するとともに、企業間
のネットワーク構築に向け、経営者ネットワーク会議を開催し、共同事
業（ギフトセット）について検討を行った。3月には、産・学・公・
民・金の連携による中小企業支援ネットワーク会議を発足した。
　また、中小企業が専門家派遣制度や人材育成セミナーを積極的に利用
できるよう、新たに助成制度を設け、中小企業の経営改善や人材育成を
支援した。

事業名事業名事業名事業名
地域経済活性化

推進事業
（エコノミックガーデニング）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,604,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,885,435 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

エコノミックガーデニング視察（大阪・東京）

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 3,885,435 企業訪問数（社） 70 30
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

166,122 ソフトノミックスパークへの新規進出企業数（社）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 ソフトノミックスパークへの進出企業延べ数（社）

事業名事業名事業名事業名

293,292 参加人数（人）

104104104104 担当名担当名担当名担当名 商工政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

消耗品費 8,622

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

合同就職面接会チラシ印刷代 45,150

鳴門市合同就職面接会用看板設営業務 70,350

293,292

3

1,127,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,644,520

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

鳴門市桐生市交流物産展出展業務委託料 230,000

大谷焼購入費助成制度補助金

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

103103103103 担当名担当名担当名担当名 商工政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　大学・高校の新卒者及び一般求職者を対象に合同就職面接会を１０月
２３日開催した。参加企業は20社、参加者は53人であり、3人の就職
につながった。

事業名事業名事業名事業名
鳴門市合同就職
面接会開催事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 347,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門就職説明会新聞広告掲載料 148,312

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

145 53

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 就職者数（人） 10 3

　「なるとソフトミックスパーク」に２企業が立地し、全区画の分譲が
完了した。
　工場立地法の緑地率の緩和を図るため、4月1日に鳴門市工場立地法
地域準則条例を施行したほか、市内の遊休資産について情報交換を行う
ため、金融機関と協定を締結した。

事業名事業名事業名事業名 企業誘致推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 393,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 166,122 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

コスモスネット利用料 157,500

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1 1 2

7 8 10

担当名担当名担当名担当名 商工政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　「大谷焼の里スプリングフェスタ」「窯まつり」を実施したほか、県
外での出店を支援した。また、大谷焼きの一層の普及に向けて、市内外
の飲食業者が客に提供する器などに大谷焼を利用する際に、購入費の一
部を助成した。その他の地場産品についても、県人会などに出店し、
PRを図った。
　鳴門わかめの不適正表示問題に関する対策を実施した。

地場産品振興対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 4,071,000

105105105105

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

伝統工芸品振興事業補助金 644,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

29 8

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 253,900 大谷焼購入費助成制度利用件数 16

2,644,520 地場産品PRイベント開催回数（回）
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源 桟敷演舞場入場者数（人）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

9,400,000

92,000

0

観光振興課

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,300,000

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

商工政策課107107107107

106106106106 担当名担当名担当名担当名 商工政策課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　23・２４年度の地域雇用創造実現事業で実施し、特に中心市街地で
のにぎわいに効果があった「クリスマスマーケット」を鳴門商工会議所
が引き継ぎ、開催した。
　新しい取り組みとして、５月と１１月に大道商店街で１００円商店街
を開催した。また、将来の企業家を育成するため、子どもたちが起業体
験を行う「ジュニアエコノミーカレッジ」も開催した。

事業名事業名事業名事業名
中心市街地活性化

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,300,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

中心地にぎわい再生支援業務（100円商店街ほか） 1,000,000

1,300,000 ジュニアエコノミーカレッジ開催業務 300,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

中心市街地での事業実施回数 2 4

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ばんどう門前通りを魅力ある空間とするため、自治総合センターの助
成金を活用し、街路灯の取り換え・塗装を実施した。事業名事業名事業名事業名

ばんどう門前通り
魅力向上事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 10,000,000

9,492,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

街路灯付替工事 9,492,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

　ボートレース鳴門とのタイアップによるＰＲイベントの実施、タレン
ト招聘をはじめ、アニメ「ＮＡＲＵＴＯ」とのコラボレーションによる
ポスター制作、声優トークショー、スタンプラリーなどを実施し、阿波
おどり期間中には83,000人の来場者で盛り上がった。
　納涼花火大会では95,000人にご来場頂き、「メッセージ花火」を行
うとともに、有料観覧席を設け、好評を博した。

事業名事業名事業名事業名 阿波おどり振興事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 14,630,000

14,623,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

108108108108

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市阿波おどり開催業務委託料 14,123,000

鳴門市選抜阿波おどり大会開催業務委託料 500,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

5,560 5,099 6,097

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 鳴門市阿波おどり来場者数（人） 65,000 70,000 83,000

14,623,000
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

観光振興課109109109109

1,843,242

18,000,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

30

300,000

111111111111

2,037

950,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 710,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門市うずしお観光協会において、鳴門地域地場産業振興センターの
業務を継承し、観光振興と地場産品の販売・普及を連携させたほか、
「地域限定旅行業」を取得し、本市と隣接する市町を含む旅行商品の取
り扱いを開始した。
　観光協会のホームページをリニューアルし、「渦潮」見頃時間帯や市
内宿泊施設の空き情報の提供を始めた。

事業名事業名事業名事業名 観光推進体制強化事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

18,000,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市うずしお観光協会補助金 18,000,000

200,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

17,800,000 会員数（団体） 126 190 195

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 観光入込客数（人） 2,151,722 1,895,609

担当名担当名担当名担当名 観光振興課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　要綱改正の初年度であったことから、例年どおり継続大会への助成を
行った。
　より効果的なコンベンション誘致のため、継続大会に対する助成を隔
年度とする要綱改正内の内容について、申請者に周知を図った。

事業名事業名事業名事業名
コンベンション
開催支援助成金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

110110110110

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

コンベンション開催支援助成金 710,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

710,000 助成金交付件数（件） 13 17 11

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 コンベンション関係宿泊人数（人） 3,074 4,790

担当名担当名担当名担当名 観光振興課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　観光ボランティアガイド養成講座を実施した。市内中心部に、新聞折
り込みで募集チラシを配布するなど、受講生の増加に向けてPRの強化
を図った。

事業名事業名事業名事業名
観光ボランティア
ガイド育成事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 300,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

「なると観光ボランティアガイド」養成講座開催業務委託料 300,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

300,000 観光ボランティアガイド養成講座（回） 12 10 10

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 観光ボランティアガイド数（人） 24 28
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地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

504,800

504,800

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

8,570,900決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

113113113113 担当名担当名担当名担当名

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

718,000決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

担当名担当名担当名担当名 観光振興課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　大阪～徳島間を走る高速バスに「鳴門海峡世界遺産化」の文字をラッ
ピングしたり、鳴門海峡と四国霊場八十八ヶ所を回るツアーの企画や旅
行商品の造成により、関西圏を中心とした観光客に対してＰＲを行っ
た。
　また、本市と南あわじ市の行政、観光協会、商工会議所等により「鳴
門海峡の渦潮世界遺産化」推進交流会を立ち上げ、統一ポスター・ロゴ
マークを作成し、世界遺産化に向けた取り組みをすすめた。

事業名事業名事業名事業名
なると観光ブランド化

推進事業（鳴門海峡の世
界遺産化に向けて）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 831,800

112112112112

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

＜鳴門海峡・四国八十八箇所霊場＞世界遺産化ツアー事業 473,000

「鳴門海峡の渦潮を世界遺産へ！」観光ＰＲキャラバン旅費 29,800

鳴門海峡世界遺産化にかかる協議旅費 2,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

事業実施回数 2 3 4

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　「走る広告塔事業」「ロケ誘致事業」「店舗広告事業」「交通広告事
業」の４つの柱で「橋を渡れば感動の国」と題したセールスプロモー
ション事業を展開した。
　徳島～関西圏を走る高速バスに観光資源などをラッピングするととも
に、テレビ番組のロケを誘致した。
　関西圏の主要郵便局や交通拠点に観光ポスターやパンフレットなどを
掲示し、関西圏をターゲットとして、本市への誘客を図った。

事業名事業名事業名事業名
「橋を渡れば感動の国」
セールスプロモーション

事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 11,759,000

観光振興課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ラッピングバス（観光３台＋アニメ阿波おどり１台）　 3,412,500

1,042,400 郵便局（３０局）ポスター・チラシ掲出 4,116,000

テレビ番組製作委託料（４番組） 1,000,000

2,000,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

5,528,500 テレビ番組ロケ誘致数 4

114114114114 担当名担当名担当名担当名 観光振興課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　台北国際旅行博での四都市ブースの出店や、台湾のケーブルテレビで
四都市を紹介する旅行番組を制作、放映するなど、台湾をターゲットと
したインバウンド促進事業を実施した。
　高速道路の全国均一料金制度の導入を見据え、高速道路サービスエリ
アに四都市パンフレットを掲出した。

事業名事業名事業名事業名
瀬戸内四都市

広域観光推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,035,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

瀬戸内四都市広域観光推進協議会負担金 700,000

瀬戸内四都市広域観光推進協議会旅費 18,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

718,000 観光キャンペーン等実施事業数（事業） 2 1 3
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地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

「鳴門で鳴ちゅるうどんを食べよう！」観光ＰＲ事業

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

480,270

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,734,880 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

115115115115 担当名担当名担当名担当名 観光振興課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　4月には市長トップセールスにより、淡路サービスエリアで、割引券
付きチラシや観光パンフレットを配布するとともに、鳴ちゅるうどんを
振る舞った。
　5月から8月の土日祝日には、淡路サービスエリアで割引券付きチラ
シと観光パンフレットを、9月から3月は「渦の道」「エディ」で割引
券付きチラシを配布し、年間を通してキャンペーンを実施した。

事業名事業名事業名事業名
「鳴門で鳴ちゅるうどん
を食べよう！」観光ＰＲ

事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,512,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 433,350 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴るちゅるうどん割引クーポン付パンフレット作成 324,450

108,900

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

433,350 割引券利用人数 689

116116116116 担当名担当名担当名担当名
ヴォルティス

支援室

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　Ｊ１に昇格し、県内外からの来場者増が予想される徳島ヴォルティス
のホームゲーム開催時の渋滞対策を行うなど、徳島県と連携し、受入れ
体制整備を図った。
　また、高速鳴門バス停～ＪＲ鳴門駅～スタジアムまでの間に路面シー
ルや案内看板・歓迎のぼり等を設置するとともに、うずしお会館前に応
援看板を設置するなど、ヴォルティスロードを再構築し、ロード周辺の
案内ＭＡＰを作成した。

事業名事業名事業名事業名
「頑張れ！ヴォルティス」
なると観光ブランド化・
ホームタウン連携事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,734,880

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

ヴォルティスロード周辺ＭＡＰ作成 493,500

ヴォルティスロード案内看板及び案内ＭＡＰ看板製作

ヴォルティス応援看板製作 255,990

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

2,734,880 鳴門市民のうち「CLUB VORTIS」会員数（人） 643 847 783

117117117117 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　共同利用の農業用機械（ハンマーナイフモア）を購入し、耕作放棄地
解消を支援した。事業名事業名事業名事業名

耕作放棄地解消
支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,260,000

1,260,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

共同利用農機具購入（ハンマーナイフモア） 1,260,000

378,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

882,000 共同利用農機具利用者数（人） 4

0
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一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

322,814

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

0

119119119119 担当名担当名担当名担当名 農林水産課

1,507,814

担当名担当名担当名担当名

231,000

118118118118 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　農業経営者が計画的な農業経営を行うために必要な農業用機械等を導
入するための費用について、300万円を上限に農家１１件に対して助
成した。

事業名事業名事業名事業名
経営体育成支援事業

補助金

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 17,182,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 17,182,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

経営体育成支援事業補助金（11件） 17,182,000

17,182,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

経営体育成支援事業補助金交付件数 11

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　各JAと連携し、農産物のPR活動に取り組んだ。
　　○ＪＡ里浦（かんしょ　東京、京阪神）
　　○ＪＡ大津(かんしょ・大根・れんこん・梨　岡山、愛知、大阪)
　　○ＪＡ徳島北（らっきょ　東京、神奈川、愛知、岐阜）
　また、れんこん産地に甚大な被害を及ぼしている外来生物対策に取り
組んだ。

事業名事業名事業名事業名
農業ブランド産地

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,530,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（ＪＡ里浦） 590,000

1,185,000 「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（ＪＡ徳島北） 290,000

「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（ＪＡ大津） 315,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

農産物ＰＲ活動品目数 5 5 5

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　新鮮かつ安全、安心な市内農水産物を販売する産直市（鳴門ウチノ海
新鮮市など）に対する継続的な開催支援に取り組み、地元食材の市内で
の流通拡大による地産地消を推進した。

事業名事業名事業名事業名 地産地消推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 300,000

120120120120

231,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門ウチノ海新鮮市チラシ印刷代 231,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

鳴門ウチノ海新鮮市来場者数（人） 9,550 9,350 11,750

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

731,669

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 731,669

農林水産課

0

121121121121 担当名担当名担当名担当名

28,500,000

11,308,500

3,300,000 市単独補助事業（三俣字堂池地区・三俣字中道地区農道など）

3,355,275

5,103,855

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　新たに本市で就農を希望する人や農業に興味のある人・法人等に対し
て広く就農機会や農地を紹介するとともに、青年就農者への給付金制度
について、広報なるとや市公式ウェブサイト上での周知を行った。
　また、市内で新規に就農したいとの相談を４件受け、市公式ウェブサ
イト上にて公開している貸付・売渡希望農地を紹介した。

事業名事業名事業名事業名 新規就農総合支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 28,500,000

農林水産課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

新規就農総合支援事業補助金 28,500,000

28,500,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

新規青年就農者数（人） 17 19

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

122122122122 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ブランド化の推進や付加価値の創出に向けて、生産者、事業者、観光
関係者合同で、京阪神地域でのトップセールスを実施した。
　また、市内においての直売等の推進のほか、事業者と生産団体の結び
つきの支援や「鳴門うずしお果実酒・リキュール」特区制度の活用を通
じて、新たな商品開発による産業の底上げに努めるとともに、生産者等
の要望について調査を行い、JA里浦女性部が取り組む甘藷加工への支
援を行った。

事業名事業名事業名事業名
農漁業６次産業化

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,100,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

新鮮なっ！とくしま号借上 161,362

阿波踊り招聘 150,000

フルーツ酒　リーフレット印刷代 87,150

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

6次産業化取り組み事業数（件） 3 1

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

123123123123 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　農業の近代化を促進し、農業生産性の向上及び農業構造改善を図るこ
とを目的に、農道の整備や排水路の改良などの各種土地改良事業を実施
した。

事業名事業名事業名事業名 農業基盤整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 33,578,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 18,524,696 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

木津野地区排水路改良工事（農業体質強化基盤整備）

6,273,000 県単独補助事業（櫛木・折野地区排水路） 2,112,341

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

5,596,421

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 15,010,000
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

0

125125125125

5,922,775

1,024,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

0翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

377,000 503,000

265,300

900,000

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度

0翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

5,301,000 2,310,000

「飛び出す」ブランド産地育成事業補助金（里浦他３漁協）

124124124124 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　地域の農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、農業者・
地域住民が一体となった協議会を立ち上げ、農村資源（農道・水路・パ
イプライン・ため池）などの保全管理や農村環境の向上として植栽活動
等を行う地区に交付金を交付した。

事業名事業名事業名事業名
農地・水保全管理
支払交付金事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,147,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 6,146,775 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

農地・水保全管理支払交付金事業負担金

224,000 消耗品費 113,783

燃料費 72,207

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

5,922,775 協議会を立ち上げた地区数（地区） 11 15 15

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 活動回数（回） 265 306 358

担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　継続して捕獲檻の設置・防護柵の整備を推進することにより、有害鳥
獣の捕獲や侵入防止を行い、農作物被害の軽減に努めた。事業名事業名事業名事業名 鳥獣被害対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,027,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,916,407 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

有害鳥獣捕獲檻監視及び駆除業務委託料

とくしま明日の農林水産業づくり事業補助金（鳥獣用防護柵設置）

サル・イノシシ処理業務委託料

平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

1,539,407 サル・イノシシ捕獲数（匹） 277 361 377

指標指標指標指標

126126126126 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

 　水産物の販売や消費促進のため、「旬の魚の捌き方教室」や県内外
での「鳴門わかめの料理教室」などPR活動を行った。さらに、北灘地
区では、販路拡大に繋げるため、直販施設のポスター及びパンフレット
を作成した。
　また、本市の特産物である「鳴門鯛」「鳴門わかめ」「なると金時」
等の新鮮な魚や農産物等を販売し、消費者に対する安全・安心をアピー
ルするため、農水産物フェアと軽トラ市を実施した。

事業名事業名事業名事業名
水産業ブランド推進・
沿岸漁業等振興事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 18,658,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 18,492,142 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

直販施設前開閉式テント設置工事補助金（JF北灘）

北泊漁民センター外壁工事補助金 3,904,985

2,765,000 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

10,426,142 県内外ＰＲ活動数（回） 12 13 12

農水産物フェア来場者数（人） 4,500 5,000 9,500
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

消防本部

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

徳島県海面環境保全推進事業補助金

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

519,000

128128128128

615,750

1,995,000

2,514,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

1,022,326

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 14,222,326

13,200,000

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

127127127127 担当名担当名担当名担当名 農林水産課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　徳島県北部底曳き網協会所属漁船により、播磨灘沖において海底に沈
降している堆積物を除去し、可燃物は焼却処理、不燃物は廃棄物処理業
者に引き渡し、処理した。

事業名事業名事業名事業名
徳島県海面環境保全

推進事業（掃海事業）

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,514,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,514,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

掃海面積（ha） 1,050 1,050 1,050

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 堆積物除去量（㎥） 90 95 85

担当名担当名担当名担当名 消防総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　消防団配備の消防ポンプ車及び小型積載車の状況を踏まえ、明神分団
の消防ポンプ車を更新するとともに、国から無償貸与された救助資機材
搭載型車両を粟田分団に整備した。

事業名事業名事業名事業名 消防車両等整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 14,200,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 9,465,750 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

4,550,000 消防ポンプ車 9,465,750

4,300,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

消防分団への小型ポンプ積載車購入台数（台） 3 0

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 4,500,000 消防ポンプ車購入台数（台） 1

129129129129 担当名担当名担当名担当名
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　近隣５消防本部が共同で眉山山頂に山上基地局を設置することとし、
徳島市を事業主体として、共通波の共同整備部分（眉山山上基地局と移
動局（緊急援助隊登録車両）の整備を行った。

事業名事業名事業名事業名
消防救急無線

デジタル化事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 75,549,000

予防課

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

消防救急デジタル無線整備工事負担金 14,222,326

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

28,826,000翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）
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国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

670,800,000 32,476,500

指標指標指標指標

301,855,000 小学校耐震化推進関連事業費

2,816,000

815,475,180

459,640,015

131131131131 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　平成26年度からの改築工事着工に向けて、24年度より着手してい
た、鳴門第一中学校校舎改築工事の実施設計が完了した。事業名事業名事業名事業名

鳴門市第一中学校
校舎改築事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 16,819,000

10,300,000

指標指標指標指標

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 15,572,650 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

81,650

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

5,191,000 第一中学校校舎改築工事実施設計業務

132132132132 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　登録から１５年以上が経過し、老朽化し修繕の続いていた瀬戸中学校
スクールバスを更新し、安全、安心なスクールバスの運行に努めた。事業名事業名事業名事業名 スクールバス整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,500,000

指標指標指標指標

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 5,097,750 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

597,750 スクールバス購入台数（台）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

4,500,000 スクールバス購入費

130130130130 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　非構造部材を含めた補強設計、補強工事や改築による耐震化等を順次
進めた。
【平成２５年度実施内容】
耐震診断：幼稚園 １３園
補強設計：小学校体育館 １５校　中学校体育館 ３校
補強工事：小学校校舎 3校　小学校体育館 ９校　中学校体育館 ３校
改築工事：中学校体育館 １校

事業名事業名事業名事業名
学校施設耐震化

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円）

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,307,591,695 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

1,728,900,450

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

幼稚園耐震化推進関連事業費

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

332,125,695 事業対象施設のうち耐震性が確保された棟数（棟）

中学校耐震化推進関連事業費

93 99 130

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 410,358,000 年度末における耐震化率 60.4% 64.3% 83.3%

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

15,572,650

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 0 1

5,097,750
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県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

133133133133 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　夏場の厳しい暑さや冬の寒さから生徒の健康を守り、学習意欲向上に
つなげることを目的に、中学校の普通教室へのエアコン設置のための設
計を実施した（二中・鳴門中・瀬戸中）。

事業名事業名事業名事業名
中学校空調設備

整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,822,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,816,500 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

第二中学校他2校教室エアコン設置工事設計業務 1,816,500

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

指標指標指標指標

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 46,246,050

56,548,420

幼稚園施設維持補修関係費 9,667,278

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

3,214,050

林崎小学校階段椅子式昇降装置設置工事 3,942,750

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度

56,548,420

1,816,500

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

134134134134 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　園児・児童・生徒たちが安全かつ安心して遊び・学べる施設環境を整
備するため、明神小学校校門前整備工事をはじめ、門扉やフェンス、外
灯、エアコン、プール、遊具など必要な施設改修等を実施した。

学校施設整備事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 57,047,853

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

事業名事業名事業名事業名

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

小学校施設維持補修関係費 31,354,460

中学校施設維持補修関係費 15,526,682

指標指標指標指標

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

135135135135 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　障がいのある児童が、不自由なく安全に学べる環境を整えるため、多
目的便所の設置や椅子式昇降装置の設置等、施設の改修を行うととも
に、車いす等の必要な備品を整備した。

事業名事業名事業名事業名 小学校大規模改造事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 47,501,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

43,032,000 第一小学校多目的便所等設置工事 20,912,850

堀江北小学校多目的便所等設置工事 18,986,100

平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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国国国国
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地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 4,447,300

3,300,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

138138138138

7,550,850

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 16,150,850

8,600,000

担当名担当名担当名担当名
教育総務課
学校教育課

3,391,162

1,759,162

136136136136 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門西小学校の児童数の増加に伴い、児童が安心して学校生活を送れ
るよう、校舎増築による普通教室の２教室追加、３階へのトイレの増設
や既設特別教室の改修など、特別教室棟増築工事の設計及び地質調査を
実施した。

事業名事業名事業名事業名
鳴門西小学校
校舎増築事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 9,500,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門西小学校特別教室棟増築工事設計業務（前払金） 1,900,000

鳴門西小学校特別教室棟増築工事に伴う地質調査

1,147,300

2,547,300

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 5,052,000

137137137137 担当名担当名担当名担当名 教育総務課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　給食施設の老朽化、衛生管理面など、様々な課題に対応し、本市の学
校給食の提供方式をすべて共同調理方式（センター調理方式）とするた
め、新給食センターの基本設計を実施した。

事業名事業名事業名事業名
新学校給食センター

建設事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 37,000,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市新学校給食センター新築工事実施設計業務（前払金） 8,132,000

鳴門市新学校給食センター新築工事に伴う地質業務 3,445,050

鳴門市新学校給食センター新築工事基本設計業務 4,573,800

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 19,584,000

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　「鳴門市学校・幼稚園防災推進計画」の策定に向け、鳴門市学校防災
推進会議の下部組織である実務者部会を開催し、作成した計画素案につ
いて、10月の鳴門市学校防災推進会議で検討・協議を行い、12月の定
例教育委員会において「鳴門市学校・幼稚園防災推進計画」を策定し
た。
　また、幼稚園・小学校・中学校において、トランシーバーなどの機材
を購入した。

事業名事業名事業名事業名
鳴門市学校・幼稚園

防災対策事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 9,719,800

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

保温アルミシート購入 493,962

1,632,000 トランシーバー購入 1,484,280

幼稚園園児用ヘルメット 1,154,790

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 6,308,000
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一般財源一般財源一般財源一般財源

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

140140140140

2,096,251

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円）

139139139139 担当名担当名担当名担当名 学校教育課

2,100,000

施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　教育の機会均等を図ることを目的に、経済的理由から高等学校等への
修学が困難な高等学校等修学生に対し、奨学金を支給した。事業名事業名事業名事業名 鳴門市奨学金支給事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,100,000

決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

高校奨学金 2,100,000

3,749 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

高校奨学金支給者数（人） 52 49 21

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　 特別な支援を必要とする児童・生徒の学習や学校活動上の困難を改
善・克服するための支援を行うため、小中学校に特別支援教育支援員を
配置するとともに、鳴門教育大学との連携により、特別支援教育サポー
ターを配置した。

事業名事業名事業名事業名 特別支援教育推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 19,823,000

19,506,650 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

特別支援教育支援員賃金 19,184,642

報償費（特別支援教育サポーター報償費など） 302,658

ボランティア保険料 11,850

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

19,506,650 特別支援教育支援員配置人数（人） 10 13 14

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 特別支援教育サポーター登録人数（人） 115 97 65

141141141141 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　特別な支援を必要とする幼児や気がかりな幼児が増加傾向にあり、子
育てに悩んでいる保護者が多い中、保護者等を対象に幼児教育専門家
（保育カウンセラー）による教育相談を、就学前の幼児の保護者を対象
に、年６回、市教育委員会で実施した。

事業名事業名事業名事業名
幼児教育支援
センター事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 120,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 120,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

子育て相談員謝礼 120,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

120,000 教育相談実施回数（回） 6 6 6

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 相談利用者数（人） 25 24 26
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307,000

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 35,835,000

142142142142 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　全ての幼稚園・小学校・中学校が環境教育の推進を教育計画に位置づ
け、なると環境スクール認定校（園）として、環境教育、環境保全活動
を推進、支援するため、光熱水費還元システムを実施し、優良実践校
（園）を表彰した。

事業名事業名事業名事業名
「なると環境スクール」

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,097,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,096,660 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

消耗品費（削減できた電気代の５０％を消耗品として配当） 1,066,660

30,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

優良実践校（園）の表彰記念品

1,096,660 削減電気使用量（ｋｗ） 136,149 138,306 197,922

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

143143143143 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　司書教諭と連携のもと、学校図書館運営の支援を行い、学校図書館を
活用した教育活動や図書活動の推進を図るため、１２学級以上の小学校
（撫養小・林崎小・第一小・鳴門西小・板東小）、中学校（第一中）に
司書教諭を補助する学校図書館サポーターを配置した。

事業名事業名事業名事業名
学校図書館サポート

推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 2,142,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 2,104,600 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

学校図書館サポーター賃金 2,104,600

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

2,104,600 学校図書館サポーター配置校（校） 5 6 6

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

144144144144 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　経済的理由により就学困難な児童・生徒に対して、学用品費や学校給
食費、新入学用品費、修学旅行費、医療費などの就学援助費を支給し
た。

事業名事業名事業名事業名
要保護・準要保護

児童生徒就学援助事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 34,881,102 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

17,127,984

中学校就学援助費 17,753,118

小学校就学援助費

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

34,574,102 要保護・準要保護児童数（人） 246 220 213

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 要保護・準要保護生徒数（人） 200 196 153
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予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 32,727,000

145145145145 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　鳴門町地区をモデル地区として、6校園の校（園）長と協定書に基づ
き、25年度及び26年度の実施計画を定めた。
　また、鳴門教育大学の学生が小・中学校において学習活動を支援する
「学習支援サポーター制度」を新たに設けたほか、従来からの「特別支
援教育サポーター」「部活動等支援ボランティア」も積極的に活用し
た。また、児童図書室等の大学施設や教育支援講師等の派遣など鳴門教
育大学の教育資源を有効活用する取組を進めた。

事業名事業名事業名事業名
学園都市化構想

連携協力推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 173,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 94,690 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門教育大学訪問バス等借上料 71,190

学習支援サポーター謝礼 15,400

学習支援サポーターボランティア保険 8,100

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

94,690 学習支援サポーター人数（人） 21

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 連携協力保・幼・小・中（園・校数） 6

146146146146 担当名担当名担当名担当名 学校教育課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　幼稚園での教育時間等の終了後、希望者を対象に教育活動（預かり保
育）を行い、園児の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援
することを目的に、１２園で預かり保育を実施するとともに、５園で土
曜日の預かり保育を継続実施した。

事業名事業名事業名事業名 預かり保育事業

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 30,139,673 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

預かり保育担当臨時職員賃金 30,139,673

30,139,673 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

0 預かり保育実施園（園） 12 12 12

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 預かり保育受入率 100% 100% 100%

147147147147 担当名担当名担当名担当名 教育支援室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　ALT5名体制で、幼稚園段階で英語や異文化と出会い，小学校では異
文化への理解やコミュニケーションへの積極性を育て，それを中学校へ
とつなげる環境づくりを行った。

事業名事業名事業名事業名
外国語指導助手

招致事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 19,244,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 19,234,188 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

外国語指導助手報酬 17,795,453

旅費（外国語指導助手赴任旅費・帰国旅費など） 672,110

負担金（外国語指導助手渡航費用負担金など） 523,263

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

19,234,188 幼稚園・小学校訪問日数（日） 337 343 346

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 中学校訪問日数（日） 412 502 555
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148148148148 担当名担当名担当名担当名 教育支援室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　英語能力判定テストや英検受検料補助を実施し、市内中学生の英語力
向上と実態把握に努めるとともに、英語を使う機会を確保するため、市
内幼・小・中学校へのALT派遣に加え、外国語活動支援員の配置や1泊
2日のイングリッシュキャンプ等を開催した。
　また、文部科学省より、第二中学校や林崎小学校、里浦小学校が外国
語教育研究開発学校として指定されたことを受け、英語教育の研究開発
に取り組んだ。

事業名事業名事業名事業名
「世界にはばたく鳴門の

子ども」育成事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,199,350

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 6,085,122 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

1,977,390 英語能力判定テスト実施業務 759,000

実用英語技能検定受験奨励事業補助金 184,600

外国語教育研究開発学校事業 1,977,390

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

4,107,732 ３級以上英検受検者数（人） 153 194

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 中学校２年生アンケート結果
「外国の方に話かけられたと時の英語での返答」割合 36% 32% 43%

149149149149 担当名担当名担当名担当名 生涯学習人権課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　女性学級１０学級、成人学級３学級、高齢者学級８学級を公民館や集
会所などで開設し、社会教育指導員がコーディネーターを行うととも
に、学級長が自主的に学級運営を行った。
　また、年度末のアンケート調査や各学級参加者等による話し合いによ
り学習ニーズを把握し、次年度の学習計画に反映した。

事業名事業名事業名事業名 各種学級開設事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 551,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 423,648 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

各種学級講師謝金 382,500

消耗品費 26,108

旅費 7,570

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

423,648 学級開設数（学級） 21 21 21

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 学級参加延べ人数（人） 3,832 3,492 3,648

150150150150 担当名担当名担当名担当名 生涯学習人権課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　国指定重要文化財福永家住宅の浸水被害を予防・軽減するため南側水
路に排水施設を設置するための設計を行った。また、保存活用検討委員
会を開催し、保存活用計画策定に向けた検討を行った。
　 板東俘虜収容所跡については、国指定史跡の申請範囲を確定するた
め、土地境界復元作業の実施にむけた基礎資料となる図面の作成を行っ
た。

事業名事業名事業名事業名 文化財保護活用事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 7,238,335

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 6,574,692 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

板東俘虜収容所跡境界確認用図面等作成業務 870,135

99,000 福永家住宅等環境整備業務 448,000

3,300,000 福永家住宅南側水路排水施設設計業務 3,675,000

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

3,175,692 福永家住宅の公開数（回） 0 4 8

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0
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一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

国国国国

県県県県

地方債地方債地方債地方債

その他その他その他その他

一般財源一般財源一般財源一般財源

　生涯スポーツ及び競技スポーツを推進するために、各競技団体におい
て市民体育祭等の大会を開催した。
　世界選手権などのスポーツ大会へ出場する者に対して、補助金を支出
するとともに、１２月に表彰式を行い、スポーツ活動に貢献した者、ス
ポーツ大会で優秀な成績を残した者の功績を称え、スポーツ振興を図っ
た。また、体育協会加盟団体に対して、補助事業に関するアンケート調
査を実施した。

151151151151 担当名担当名担当名担当名 生涯学習人権課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　大型公民館９館については、引き続き地区自治振興会等へ業務の一部
を委託し、地域との協働を充実させ、地域住民の意見を尊重しながら、
地域の特色を生かした、独自性を持った公民館運営を推進した。
　また、１２館中７館について、建物の耐震性能診断を実施した。

事業名事業名事業名事業名 公民館活用推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 38,151,000

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 34,928,269 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

2,115,000 公民館耐震診断業務（7館） 10,431,750

公民館館長手当報酬（９館）・管理人謝礼（3館） 5,760,000

公民館業務の一部業務委託料（9館） 8,640,000

787,888 指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

81,078 85,898 87,328

32,025,381 公民館数（館） 12 12 12

放課後子ども教室
推進事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 3,066,000

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 公民館の利用人数（人）

放課後子ども教室委託料 2,839,240

2,042,000

152152152152 担当名担当名担当名担当名 生涯学習人権課
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

　子どもたちの安全・安心な居場所を設けるため、各地域の運営委員会
へ市が委託し、放課後や週末等に小学校の余裕教室等において、各教室
とも地域にあった特徴ある行事内容を実施した。
　保護者や地域との交流も進み、子どもたちの安全・安心な居場所づく
りを進めた。

事業名事業名事業名事業名

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 3,063,040 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

0 放課後子ども教室参加児童数（人） 393 342

報償費（放課後子ども教室実行委員会委員謝礼など） 145,800

消耗品費 60,000

事業名事業名事業名事業名
鳴門市体育協会
運営支援事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 1,245,000

1,021,040 放課後子ども教室数（教室）

担当名担当名担当名担当名 体育振興室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

7 6 6

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

鳴門市保健体育振興事業補助金 1,245,000

350

153153153153

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 1,245,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

9,058

0 全国大会等出場回数（回） 20 18

1,245,000 体育協会加盟競技者数（人）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）

8,696 8,231

8
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　5月29日にチャレンジデーを開催した。新規イベントを追加して多
くの方が興味を持って参加できるよう努め、参加者数は22,845人、参
加率は36.9％であった。

事業名事業名事業名事業名
チャレンジデー

開催事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 200,000

担当名担当名担当名担当名 体育振興室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

チャレンジデー開催事業補助金 200,000

154154154154

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 200,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0 参加率 56.3% 61.7%

　「鳴門市スポーツ推進計画」（仮称）の策定に向けて、学識経験者や
公募による市民などで構成する「鳴門市スポーツ推進審議会」を設置し
た。
　平成25年度は2回の審議会を開催し、推進計画策定のための審議を
行った。

事業名事業名事業名事業名
スポーツ推進計画

策定事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 380,000

200,000 参加者数（人） 35,176 38,212 22,845

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

スポーツ推進審議会委員報酬 120,000

36.9%

155155155155 担当名担当名担当名担当名 体育振興室
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 120,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

　７、８月に実施した「鳴門市立図書館サービスに関するアンケート調
査」を基に、今後の図書館運営についてNPO法人と協議し、窓口業務
の拡大委託を進める方針とした。

事業名事業名事業名事業名
ＮＰＯ法人との協働に
よる図書館運営事業

予算額（円）予算額（円）予算額（円）予算額（円） 6,050,000

120,000 審議会開催回数 2

財財財財
源源源源
内内内内
訳訳訳訳

図書館業務一部支援委託料 6,050,000

156156156156 担当名担当名担当名担当名 図書館
施策の成果施策の成果施策の成果施策の成果

指標指標指標指標 平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度 平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度 平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度

決算額（円）決算額（円）決算額（円）決算額（円） 6,050,000 決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）決算額の主な内訳（円）

翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円）翌年度繰越額（円） 0

6,050,000 図書館での行事件数 225 217 218
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