
ふるさと創生事業基金（ふるさと納税）が充てられる事業

― 自然環境・景観の保全対策 ― ― すべての人への福祉の充実 ―

古川祭屋台曳行支障電線等移設事業 4,872 千円 4,800 千円 市内保育園における個別支援計画の充実 220 千円 200 千円

天生・池ヶ原湿原環境保全事業 3,243 千円 3,200 千円 発達障がいの理解促進事業 360 千円 300 千円

森林管理情報システム推進事業 1,000 千円 1,000 千円 介護人材確保対策プロジェクト 10,491 千円 9,500 千円

有害鳥獣捕獲推進事業 3,036 千円 3,000 千円 地域見守り体制等整備事業 4,500 千円 4,500 千円

民有林整備事業 30,000 千円 30,000 千円 条件不利地域福祉サービス確保支援事業 3,000 千円 3,000 千円

朝霧の森管理事業 540 千円 500 千円 入園・入学準備品支援事業 25,000 千円 12,500 千円

北ノ俣岳登山道整備事業 430 千円 400 千円 障害者就業体験支援事業 300 千円 252 千円

景観建築物等助成事業 1,600 千円 1,241 千円

― 健康づくりの推進 ―

― 安全・安心な暮らしの確保 ― まめとく健康ポイント事業 1,500 千円 1,500 千円

災害時ドローン活用事業 749 千円 700 千円

防災活動支援補助金事業 900 千円 900 千円

防災行政無線・情報インフラ整備基本構想策定事業 8,907 千円 8,900 千円

防災資器材等購入事業 3,000 千円 3,000 千円

雪下ろしサポートセンター事業 3,500 千円 3,500 千円

― 教育環境の充実 ― ― 飛騨市の元気をつくる原動力となる対策 ―

部活動各種大会出場補助金 3,000 千円 3,000 千円 飛越ツアーバス運行支援事業 1,800 千円 1,800 千円

JFAこころのプロジェクト「夢の教室」開催事業 507 千円 500 千円 ロスト・ライン・パーク構想推進事業 49,500 千円 43,700 千円

ふるさと教育推進事業 5,000 千円 5,000 千円 ネットショップ運営人材育成事業 5,000 千円 5,000 千円

児童生徒支援員配置事業 19,096 千円 19,000 千円 商工業活性化包括支援事業 26,800 千円 26,000 千円

小学校35人学級編制事業 2,760 千円 2,700 千円 木育推進事業 700 千円 700 千円

スーパー少人数指導事業 8,750 千円 8,700 千円 ひだプラす（旧飛騨市まちづくり協議会）運営事業 923 千円 900 千円

部活動外部指導者活用促進事業 1,500 千円 1,305 千円 地域間交流バス運行事業 2,000 千円 2,000 千円

大人の社会科見学ツアー実施事業 273 千円 200 千円

― 歴史・文化の保全と継承 ― 飛騨市ファンクラブ事業 2,000 千円 2,000 千円

江馬氏館跡整備活用事業 647 千円 600 千円 移住支援サイトリニューアル事業 1,180 千円 1,100 千円

神岡図書館蔵書拡充事業 2,000 千円 1,200 千円 情報発信サイト等整備事業 9,500 千円 9,500 千円

図書館システム更新事業 10,600 千円 10,000 千円 ふるさと子ども大使事業 243 千円 200 千円

美術館運営検討事業 622 千円 600 千円 コンベンション推進事業 9,360 千円 9,300 千円

地域イベント事業補助金 13,700 千円 13,700 千円

就職総合情報誌作成事業 1,300 千円 1,300 千円

希少伝統産業技術後継者育成事業 3,600 千円 3,600 千円

女性社会進出促進補助金 5,000 千円 5,000 千円

まちなか観光案内所運営事業 6,371 千円 6,300 千円

湿原送迎バス運行事業 2,641 千円 1,182 千円
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 ふるさと創生事業基金

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、ひとまず「ふるさと創生事業基金」に積み立てを

行っておき、翌年度に改めて基金を取り崩して、次の４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。

①環境に関する事業 寄附額 61,141,002円 ②福祉に関する事業 寄附額 31,752,000円

③教育に関する事業 寄附額 52,605,000円 ④地域振興に関する事業 寄附額 133,481,500円
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