
15.ふるさと納税を活⽤し実施する事業

●ふるさと創生事業基金より財源充当

①環境に関する事業 ②福祉に関する事業
　　実寄付額　62,369,000円（充当額　62,369,000円） 　　実寄付額　36,774,000円（充当額　36,774,000円）

事業内容 事業内容
天⽣の森と⼈のプロジェクト事業 8,080 千円 7,159 千円 就活支援事業委託料 2,800 千円 2,800 千円

池ヶ原湿原振興事業 4,951 千円 2,951 千円 高齢者    住宅改善事業 1,022 千円 750 千円

  減量化      推進事業 3,544 千円 1,944 千円 福祉有償運送事業 1,600 千円 1,600 千円

ＰＣＢ処分対策事業 20,000 千円 20,000 千円 医療 介護 福祉⼈材確保対策事業 10,000 千円 10,000 千円

⺠有林整備事業 30,000 千円 22,815 千円 ⼦どもの居場所づくり事業 3,247 千円 2,855 千円

気多公園整備事業 7,500 千円 7,500 千円 発達支援専門多職種連携強化事業 8,500 千円 8,500 千円

ひとり親家庭等応援事業 622 千円 602 千円

⼆次医療圏医療提供体制整備補助⾦ 7,870 千円 7,285 千円

在宅医療体制強化事業補助⾦ 800 千円 800 千円

ＪＡ厚⽣連看護専門学校運営補助 382 千円 382 千円

岐阜⼤学医学部地域枠負担⾦ 1,200 千円 1,200 千円

事業費 充当額事業費 充当額

    創⽣事業基⾦ 市⺠ 暮  応援基⾦
寄附総額（平成31年１⽉ 12⽉分）1,094,762,100円（うち返礼品等の諸経費を除いた実寄付額 627,056,550円）

令和２年度事業充当額 457,276,000円（下記の12分野）

昨年一年間 全国 皆                  応援寄付⾦ （    納税）  前年 2.47倍となる1,094,762,100円で、初めて10億円を突破
     令和２年度  実寄付額627,056,550円のうち、457,276,000円を「みんなが楽しく心豊かに暮らせるまち」の実現に向け、寄付の目的に応じた下記の
12分野の財源として有効に活用させていただいたうえで、残余の169,780,550円      後年度以降 事業財源           
        支援 過度 依存  財政運営 ⾏    無        納税 活用       単年度事業 ⽐較的短期間 完結  事業 中心   

 美味  学校給食      事業   中学校部活動充実事業     支援          実現   事業 拡充 ⾏     
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事業内容 事業内容
育英基⾦貸付⽣地元就職補助⾦ 5,684 千円 4,022 千円 プログラミング教育推進事業（中学校） 2,362 千円 2,362 千円

⾶騨市学園構想推進事業 4,555 千円 2,352 千円 部活動指導員配置事業 1,622 千円 601 千円

学習指導員・英語教育指導員配置 8,542 千円 8,542 千円 部活動外部指導者配置事業 1,343 千円 1,343 千円

夢の教室開催事業 1,000 千円 1,000 千円 中学校部活動充実支援事業 5,000 千円 5,000 千円

ICTを活用した授業づくり事業（⼩学校） 3,582 千円 3,582 千円 中学校吹奏楽楽器更新事業 2,000 千円 2,000 千円

プログラミング教育推進事業（⼩学校） 3,258 千円 3,258 千円 古川祭史の研究 5,106 千円 3,910 千円

ICTを活用した授業づくり事業（中学校） 10,358 千円 10,358 千円 学校給食賄材料費（⾶騨⽜     等） 10,000 千円 10,000 千円

④地域振興に関する事業
　　実寄付額　328,369,550円（充当額　163,299,000円）

事業内容 事業内容
台湾友好都市交流事業 2,172 千円 2,172 千円 ⾶騨まんが王国声優塾PR事業 1,557 千円 1,557 千円

⼩さなまちづくり応援事業 5,000 千円 5,000 千円 地域    事業補助⾦（神岡） 10,000 千円 10,000 千円

魅⼒  地元高校   事業 2,833 千円 2,833 千円 まちづくり拠点整備深山邸活用事業 3,660 千円 3,660 千円

ひだプラスによるまちづくり支援 4,437 千円 4,097 千円 山之村振興事業 7,484 千円 7,484 千円

移住定住者受入体制整備事業 6,000 千円 5,000 千円 産業振興    実施委託料（農業） 2,900 千円 2,900 千円

移住定住者⽣活支援事業 17,518 千円 16,768 千円 産業振興    実施委託料（商⼯） 900 千円 900 千円

⾶騨市ﾌｧﾝｸﾗﾌﾞ交流推進事業 5,128 千円 4,489 千円 交流施設企画運営事業委託料 2,000 千円 2,000 千円

⾶騨ﾄﾞﾛｰﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業 1,710 千円 1,710 千円 商⼯業活性化包括補助事業 20,055 千円 20,000 千円

関係⼈口育成プロジェクト事業 2,811 千円 1,070 千円 観光    実施委託料 14,000 千円 14,000 千円

ふるさと副業支援事業 1,240 千円 1,240 千円 まつり会館集客対策事業 4,500 千円 2,250 千円

薬草ビレッジ構想推進プロジェクト事業 9,062 千円 9,062 千円 シェアリングエコノミー活用推進事業 2,200 千円 2,200 千円

地域と⼤学との連携事業 830 千円 830 千円 コンベンション推進事業 10,000 千円 10,000 千円

地域    事業補助⾦（古川） 500 千円 500 千円 ⾶越ユネスコ５⼤祭連携事業 1,000 千円 1,000 千円

若⼿⾳楽家育成事業負担⾦ 1,600 千円 365 千円 地域    事業補助⾦ 500 千円 500 千円

⾶騨 糸引 ⼯⼥ 史実調査研究事業 2,011 千円 1,335 千円 ⾶騨市ＰＲ活動事業 6,000 千円 6,000 千円

交流施設企画運営事業委託料 300 千円 300 千円 交流施設企画運営事業委託料 16,000 千円 16,000 千円

地域    事業補助⾦（宮川） 500 千円 500 千円 地域文化振興事業補助⾦ 1,500 千円 1,500 千円

清流    鮎 知名度向上事業 1,485 千円 1,485 千円 地域芸能継承事業助成⾦ 1,000 千円 1,000 千円

 棚⽥ 板倉 ⾥ 活性化事業 1,592 千円 1,592 千円 　※未充当額　169,780,550円

充当額

事業費 充当額 事業費 充当額

③教育に関する事業　　　実寄付額　53,548,000円（充当額　53,548,000円）
⑪地産地消 美味  ⾶騨市学校給食      事業   実寄付額 4,782,000円（充当額 4,782,000円）

事業費 充当額 事業費



事業内容 事業内容
      指定管理料 8,717 千円 8,717 千円              診療体制強化 37,147 千円 32,282 千円

SSH招致事業委託料 575 千円 575 千円

体験学習事業補助⾦ 1,350 千円 1,350 千円

先端科学都市構想推進事業 3,576 千円 1,476 千円

宇宙物理学国際会議開催支援 2,000 千円 2,000 千円

東京⼤学宇宙線研究所若⼿研究者支援寄付⾦（R1年度） 10,200 千円 10,200 千円 事業内容
将来              向   積 ⽴ 9,648 千円 9,648 千円            管理事業 6,773 千円 2,000 千円

将来 新   開設 向   積 ⽴ 1,407 千円 1,407 千円

⑦災害に強いまちづくりに関する事業
　　実寄付額　24,973,000円（充当額　24,973,000円）

事業内容
防災活動支援補助事業 3,360 千円 3,360 千円 　　実寄付額　3,835,000円（充当額　3,835,000円）
災害時ドローン活用事業 1,248 千円 1,248 千円 事業内容
富山⼤学連携市内断層調査 4,000 千円 3,100 千円 真夏 夜      開催委託料 2,600 千円 2,600 千円

中ノ俣谷川⼯事 8,000 千円 500 千円 若⼿⾳楽家育成事業負担⾦ 1,600 千円 1,235 千円

市単林道災害防除事業 5,000 千円 5,000 千円

谷急傾斜地崩壊対策⼯事 13,000 千円 1,000 千円

湯峰川災害防除事業 8,000 千円 8,000 千円

⺠間    塀除去補助⾦ 300 千円 300 千円

⺠間建築物耐震化促進補助 6,396 千円 2,465 千円 事業内容
    ⼤会開催支援補助⾦ 2,020 千円 2,020 千円

事業費 充当額

⑤東京大学宇宙線研究所との連携推進事業
　　 実寄付額　32,282,000円（充当額　32,282,000円）
⑧こどものこころクリニックの運営・教育等との連携に関する事業

　　実寄付額　33,966,000円（充当額　33,966,000円）
事業費 充当額

事業費 充当額 ⑩芸術や文化・歴史が薫るまちづくりに関する事業

⑫⾶騨市 開催  関⻄中学⽣          大会  ⽀援 関  事業
　　実寄付額　6,730,000円（充当額　2,020,000円）

事業費 充当額

事業費 充当額

⑨廃線鉄道活⽤ガッタン・ゴーによる地域振興事業
　　実寄付額　3,407,000円（充当額　3,407,000円）

事業費 充当額

- 19 -



- 20 -

●市⺠ 暮  応援基⾦  財源充当

事業内容
     等 社会的⾃⽴支援 6,432 千円 3,903 千円

やさしいまちづくり応援事業 915 千円 915 千円

みんなの居場所づくり支援事業 684 千円 342 千円

雪下ろしサポートセンター事業 2,000 千円 2,000 千円

高齢者等屋根融雪等整備事業 2,000 千円 2,000 千円

買い物弱者対策支援事業 4,025 千円 4,025 千円

家族介護者応援事業 15,000 千円 15,000 千円

条件不利地域福祉    確保 3,000 千円 3,000 千円

⾃⽴支援給付利用者負担助成費 2,000 千円 2,000 千円

障  児通所支援利用負担助成費 1,721 千円 1,721 千円

   ⾥親支援事業 515 千円 515 千円

   親⺠間賃貸住宅家賃補助 600 千円 600 千円

事業費 充当額

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
　　実寄付額　36,021,000円（充当額　36,021,000円）


