
ふるさと納税を活用し実施する事業

― 自然環境・景観の保全対策 ― ― 安全安心な暮らしの確保 ―

路上喫煙禁止地区指定事業 310 千円 300 千円 公共施設防犯カメラ設置事業 3,780 千円 3,700 千円

森茂牧場木柵撤去事業 3,500 千円 3,500 千円 防犯カメラ設置補助事業 1,000 千円 1,000 千円

民有林整備事業 30,000 千円 30,000 千円 防災リーダー養成事業 1,118 千円 1,100 千円

狩猟免許等取得支援事業 2,500 千円 2,500 千円 防災活動支援事業 1,670 千円 1,600 千円

飛騨ジビエ振興事業 500 千円 500 千円 洪水ハザードマップ作成事業 446 千円 400 千円

遊歩道整備事業 430 千円 400 千円 防災無線中継局耐震補強事業 908 千円 900 千円

湿原環境保全整備事業 1,200 千円 1,200 千円 災害時ドローン活用事業 2,404 千円 2,400 千円

池ヶ原湿原簡易トイレ設置事業 1,261 千円 1,200 千円 雪下ろしサポートセンター事業 3,500 千円 3,300 千円

景観建築物等整備補助事業 800 千円 800 千円 危険木処理補助事業 1,000 千円 1,000 千円

避難所急傾斜地安全対策事業 8,000 千円 8,000 千円

救助救急資機材購入事業 12,895 千円 12,800 千円

事業費 充当額充当額事業費

 ふるさと創生事業基金・市民の暮らし応援基金 

 平成29年1月から12月までに寄附をいただいた「がんばれふるさと応援寄附金（ふるさと納税）」は、「ふるさと創生事業基金」及び「市民の暮らし応援基金」に

積み立てた後、平成30年度において寄附の目的に応じた次の６つの分野の事業財源として有効に活用させていただきます。 

 なお、『東京大学宇宙線研究所との連携推進事業』に寄附をいただいたふるさと納税のうち、３割分は東京大学宇宙線研究所の若手研究者の支援のために寄

附をさせていただくこととしており、残りの７割分は飛騨市の宇宙線研究紹介展示施設の整備や研究啓発事業に活用させていただきます。 

①環境に関する事業   寄附額 76,573,000円 

寄附総額   369,130,001円 （平成29年１月～12月分、うち目的指定のない寄附金 490,000円を含む） 



― すべての人への福祉の充実 ― ― 健康づくりの推進 ―

介護人材確保対策プロジェクト事業 11,060 千円 9,900 千円 富山大学と連携した「健康まちづくりマイスター」養成事業 1,900 千円 1,900 千円

割石温泉トイレ改修事業 1,800 千円 1,800 千円 まめとく健康ポイント事業 2,216 千円 2,200 千円

入園・入学準備品購入支援事業 25,000 千円 17,200 千円

― 教育環境の充実 ― ― 歴史・文化の保全と継承 ―

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」開催事業 1,410 千円 1,400 千円 山城マップデザイン・PRビデオ製作事業 1,493 千円 1,400 千円

ふるさと教育推進事業 5,000 千円 5,000 千円 中川与一文学資料館移設・顕彰事業 2,000 千円 2,000 千円

小中学校児童生徒支援員配置事業 19,072 千円 19,000 千円 江馬館保存活用計画・詳細解説冊子作成事業 1,040 千円 1,000 千円

小中学校学力向上プロジェクト事業 11,939 千円 11,900 千円

少人数学級実施事業 8,280 千円 8,200 千円

運動部活動等外部指導者活用促進事業 1,500 千円 1,500 千円

中学校吹奏楽部楽器更新事業 2,000 千円 2,000 千円

中学校各種大会出場補助事業 3,000 千円 3,000 千円

神岡図書館図書充実事業 2,000 千円 2,000 千円

神岡給食センター備品更新事業 790 千円 700 千円

事業費 充当額 事業費

事業費 充当額事業費 充当額

充当額

②福祉に関する事業   寄附額 32,935,500円 

③教育に関する事業   寄附額 59,092,501円 



― 飛騨市の元気をつくる原動力となる対策 ― ― 飛騨市の元気をつくる原動力となる対策 ―

ドローンプロジェクト推進事業 1,500 千円 1,500 千円 企業の魅力情報発信事業 1,200 千円 600 千円

河合地歌舞伎伝承支援事業 914 千円 900 千円 商工業活性化包括支援事業 20,000 千円 15,000 千円

「清流みやがわ鮎」知名度向上事業 4,960 千円 3,800 千円 ものづくり事業者育成プロジェクト事業 1,998 千円 1,000 千円

飛騨まんが王国声優講座20周年記念交流事業 845 千円 800 千円 湿原バスツアー実施事業 3,610 千円 3,600 千円

「棚田と板倉の里」活性化事業 1,000 千円 1,000 千円 コンベンション推進事業 9,270 千円 9,000 千円

飛騨市ファンクラブ推進事業 3,208 千円 3,200 千円 飛越ツアーバス運行支援事業 1,000 千円 1,000 千円

移住者賃貸住宅家賃補助事業 20,000 千円 20,000 千円 まちなか観光案内所運営事業 6,899 千円 6,800 千円

地域イベント振興事業 15,400 千円 15,400 千円 飛越ユネスコ祭連携事業 1,000 千円 1,000 千円

飛騨エゴマの里推進プロジェクト事業 1,203 千円 1,200 千円 観光パンフレットデザイン製作事業 2,200 千円 2,200 千円

農産物直売施設エアコン等設置事業 1,800 千円 1,800 千円 古川まつり会館展示装飾リニューアル事業 6,000 千円 3,100 千円

外国人技能実習生雇用支援事業 3,286 千円 3,000 千円 飛騨地域PR活動委託事業 6,264 千円 6,200 千円

就職総合情報誌等作成事業 1,500 千円 1,500 千円 地域文化振興補助事業 22,140 千円 22,000 千円

ネットショップ運営人材育成事業 2,972 千円 2,900 千円 荒垣秀雄氏功績顕彰事業 1,320 千円 1,300 千円

ネットショップ運営事業 2,460 千円 2,000 千円 飛騨の糸引き工女の史実調査・研究事業 4,958 千円 4,900 千円

― 東京大学宇宙線研究関連施設等の整備 ― ― 子育て、福祉、弱者対策に関する市民活動への助成 ―

東京大学宇宙線研究所若手研究者支援寄附金（3補） 18,600 千円 18,600 千円 やさしいまちづくり応援助成事業 1,683 千円 1,683 千円

宇宙物理学研究紹介施設整備事業 250,000 千円 38,800 千円

先端科学都市構想推進事業 7,711 千円 4,600 千円

事業費 充当額 事業費 充当額

事業費 充当額 事業費 充当額

④地域振興に関する事業   寄附額 136,382,000円 

⑤東京大学宇宙線研究所との連携推進事業   寄附額 61,974,000円 ⑥生きづらさや困難を抱える人たちへの支援に関する事業  寄附額 1,683,000円 


