
◆各年度における基金の活用状況

年度 充当事業 充当額（円） 年度合計（円）

H21 大阪マリンフェスティバル 1,120,000 1,120,000

大阪マリンフェスティバル 3,400,000

地域活性化イベント 994,500

大阪マリンフェスティバル 3,490,000

健康推進事業 177,020

大阪マリンフェスティバル 2,340,000

健康推進事業 169,250

岬海岸番川線整備費 300,000

深日港活性化イベント 482,132

スポーツツーリズム事業 767,770

大阪マリンフェスティバル 1,280,000

健康推進事業 208,560

深日港活性化イベント 498,000

大阪マリンフェスティバル 1,720,000

健康推進事業 211,160

深日港活性化イベント 1,423,000

ふるさと応援サイト掲載料 73,062

深日港活性化イベント
（H27概算分）

1,600,000

大阪マリンフェスティバル 1,720,000

ふるさと応援事業（謝礼品等） 38,672,779

健康推進事業 96,460

深日港活性化イベント -520,334

こども議会 69,000

夢の教室 650,000

大阪マリンフェスティバル 1,720,000

ふるさと応援事業（謝礼品等） 98,395,469

健康推進事業 194,403

深日港活性化イベント 1,202,378

スーパーサイエンス教育事業 306,630

グローバル教育・国際理解教育推進事業 402,224

地方創生総合戦略（出産祝金、各補助金） 6,500,000

社会福祉協議会補助金 20,000,000

生活支援ハウス運営業務委託料 9,000,000

健康ふれあいセンター指定管理委託料 18,500,000

岬町観光協会補助金 3,000,000

コミュニティバス運行委託料 43,000,000

地域活性化事業 1,770,000

ふるさと応援事業（謝礼品等） 455,574,000

大阪府立大学連携事業 122,000

地方創生総合戦略 12,112,000

地域おこし協力隊事業 384,000

社会福祉協議会補助金 18,360,000

高齢者の生きがいと健康づくり
（シルバー人材センター活動補助金）

6,974,000

ごみ処理施設運営費 22,600,000

観光協会補助金 4,048,000

観光費 1,344,000

深日港活性化イベント事業 2,088,000

海辺観察事業 40,000

中学校エンパワーメント推進事業 116,000

体力向上推進事業 302,000

幼稚園運営費（エアコン設置） 1,501,000

保育所運営費 63,057,000

乳幼児医療助成費 19,826,000

母子保健医療 10,341,000

予防接種経費 28,916,000

深日港観光案内所運営 3,179,000

海釣り公園整備事業 2,612,000

コミュニティバス運行事業 27,383,000 福祉・その他（町の活性化）

災害物資備蓄事業 1,140,000

消火用資機材整備事業 6,760,000

介助員設置事業 28,930,000

小学校スクールバス運営費 2,294,000

教育ＩＣＴ環境整備事業 3,334,000

幼稚園バス運営費 2,095,000

岬の歴史観事業 3,362,000

地域活性化事業 1,812,000

ふるさと応援事業（謝礼品等） 473,395,640

結婚生活支援事業 145,000

地方創生総合戦略 10,538,000

まちづくりエディター事業 3,010,000

広域サイクルツーリズム事業 16,895,000

おためし居住事業 585,000

高齢者の生きがいと健康づくり
（シルバー人材センター活動補助金）

8,541,000

生活支援ハウス運営事業 3,183,000

健康ふれあいセンター運営事業 56,359,000

母子保健事業（妊婦検診） 4,792,000

ごみ処理施設運営費 7,440,000

観光費 2,761,000

深日港活性化イベント事業 2,915,000

多目的公園管理整備事業 52,883,000

コミュニティバス運行事業 14,069,000 福祉・その他（町の活性化）

空家対策費 2,130,000

海辺観察事業 40,000

学力向上チャレンジアップ事業 1,062,000

中学校エンパワーメント推進事業 116,000

体力向上推進事業 294,000

文化芸術育成事業 110,000

小学校改修事業（淡輪小学校ブランコ） 2,090,000

アップル館費 1,489,000

保健体育施設管理費 1,270,000

保育所運営費 9,620,000

乳幼児医療助成費 17,821,000

予防接種経費 25,835,000

介助員設置事業 31,374,000

多奈川地区多目的公園災害復旧費 4,666,000

1,750,968,103

分野

地域活性化（マリンフェスティバル）

地域活性化（マリンフェスティバル）

指定なし

地域活性化（マリンフェスティバル）

福祉

地域活性化（マリンフェスティバル）

福祉

インフラ整備

指定なし

観光・指定なし

地域活性化（マリンフェスティバル）

福祉

指定なし

地域活性化（マリンフェスティバル）

福祉

指定なし

指定なし

指定なし

地域活性化（マリンフェスティバル）

指定なし

福祉

指定なし

教育

教育

地域活性化（マリンフェスティバル）

その他

福祉

その他

教育

教育

子育て

福祉

福祉

福祉

その他

福祉

地域活性化（マリンフェスティバル）

その他

教育

子育て・その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

福祉

福祉

環境

その他（観光）

その他（観光）

その他（町の活性化）

教育

教育

教育

教育

子育て

子育て

福祉・子育て

福祉・子育て

その他（観光）

その他（観光）

その他（防災）

その他（防災）

教育

教育

教育

教育

教育

地域活性化（マリンフェスティバル）

その他

子育て・その他（町の活性化）

子育て・その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

福祉

福祉

福祉

福祉・子育て

環境

その他（観光）

その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

その他（町の活性化）

教育

教育

教育

教育

教育

教育

教育

教育

子育て

子育て

福祉・子育て

教育

その他（町の活性化）

合　計

H22 4,394,500

H23 3,667,020

H24 4,059,152

H25 1,986,560

H26 5,027,222

H27 40,687,905

H28 202,221,104

H29 730,564,000

H30 757,240,640


