
15.ふるさと納税を活用し実施する事業

①地域振興に関する事業　　充当額51,442,800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 ―

ふるさと兼業を活用した飛騨市モデル実施事業 500 千円 500 千円 山之村地域振興事業 3,492 千円 3,492 千円

薬草ビレッジ構想推進プロジェクト事業 8,921 千円 7,221 千円 神岡ミズベリング事業 510 千円 510 千円

飛騨市ファンクラブ交流推進事業 4,831 千円 4,831 千円 清流みやがわ鮎の知名度向上事業 4,909 千円 4,909 千円

飛騨ドローンプロジェクト推進事業 2,309 千円 2,309 千円 棚田と板倉の里活性化事業 2,552 千円 2,552 千円

関係人口育成プロジェクト事業 1,660 千円 1,660 千円 飛騨まんが王国声優塾PR事業 1,492 千円 1,492 千円

地域イベント振興事業 13,500 千円 11,200 千円 伝承作物振興拡大事業 754 千円 754 千円

台湾新港郷との友好交流推進事業 2,468 千円 2,468 千円 地域食材ブランディング促進事業 609 千円 609 千円

河合地歌舞伎伝承支援事業 2,600 千円 2,600 千円 うまいお米販売戦略事業 1,336 千円 1,336 千円

天生の森環境デザイン計画策定事業 2,500 千円 2,500 千円 飛騨地鶏ブランド向上事業 500 千円 500 千円

②福祉に関する事業　　　充当額23,366,000円

― すべての人への福祉の充実 ― ― 健康づくりの推進 ―

終活支援事業 2,500 千円 2,500 千円 クアオルト健康ウォーキング推進事業 5,350 千円 5,350 千円

ジョブトレーニング支援事業 1,971 千円 1,971 千円 富山大学と連携した健康づくり推進事業 1,519 千円 1,519 千円

児童発達支援サービス強化事業 15,560 千円 9,224 千円

産前・産後サポート事業 2,802 千円 2,802 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

 ふるさと創生事業基金・市民の暮らし応援基金

平成30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、ふるさと納税返礼事業にかかる諸経費を差し引いた後、寄附の

目的に応じた次の９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。

寄附総額 443,810,298円 （平成30年１月～12月分）

うち、返礼品132,455,000円及び窓口サイトの利用等にかかる諸経費40,207,000円を除いた271,148,298円を以下の事業に活用させていただきます。
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③環境に関する事業　　　充当額82,684,000円

― 安全安心な暮らしの確保 ― ― 自然環境・景観の保全対策 ―

公共施設防犯カメラ設置事業 3,600 千円 3,600 千円 ゴミ減量化運動推進事業 2,094 千円 2,094 千円

防犯カメラ設置補助事業 1,000 千円 1,000 千円 ごみ減量化・リサイクル事業 2,911 千円 2,911 千円

防災士活動等支援事業 2,822 千円 2,822 千円 花いっぱい運動推進事業 1,700 千円 1,500 千円

防災用ドローン操作講習事業 952 千円 952 千円 民有林整備事業 30,000 千円 29,742 千円

防災無線ラジオ購入事業 3,630 千円 3,630 千円 狩猟免許等取得支援事業 3,500 千円 3,500 千円

ライフライン保全対策事業 5,000 千円 1,250 千円 池ヶ原湿原魅力向上事業 4,752 千円 3,552 千円

電気自動車導入事業 4,031 千円 3,631 千円 天生湿原環境保全整備事業 1,300 千円 1,300 千円

交通安全施設整備事業 8,000 千円 6,000 千円 気多公園整備事業 3,500 千円 3,500 千円

危険木処理補助事業 2,000 千円 2,000 千円 景観建築物等整備補助事業 800 千円 800 千円

消防団安全装備品等整備事業 8,900 千円 8,900 千円

④教育に関する事業　　　充当額33,418,000円

― 教育環境の充実 ― ― 歴史・文化の保全と継承 ―

英語指導講師配置事業 5,568 千円 5,568 千円 飛騨の糸引き工女史実調査・研究事業 1,470 千円 1,470 千円

飛騨市学園構想推進事業 5,069 千円 2,500 千円 江馬氏城館跡保存活用推進事業 2,000 千円 2,000 千円

学校図書館情報センター機能整備事業 1,043 千円 1,043 千円 山城整備活用事業 1,789 千円 1,789 千円

小中学校児童生徒支援員配置・研修事業 20,314 千円 12,078 千円

部活動指導員配置事業 2,910 千円 1,970 千円

中学校吹奏楽楽器更新事業 2,000 千円 2,000 千円

中学校部活動充実支援事業 3,000 千円 3,000 千円

⑤学校IT整備に関する事業　　充当額742,000円 ⑥災害に強いまちづくりに関する事業　　　充当額11,687,498円

― 学校IT整備に関する事業 ― ― 自然災害などに対する復旧支援や防災体制の充実 ―

小中学校ICT機器を活用した教育推進事業 4,310 千円 742 千円 公共土木施設単独災害復旧事業　（H30年度） 52,600 千円 2,297 千円

林道災害防除事業 9,400 千円 9,391 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

事業費 充当額 事業費 充当額



⑧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　　　　　　　　　

　 充当額888,000円 　 充当額9,835,000円

― 日本代表ラガーマン育成のための大会開催支援 ― ― 子育て、福祉、弱者対策に関する市民活動への助成 ―

ラグビー大会開催支援交付金 888 千円 888 千円 やさしいまちづくり応援助成事業 1,515 千円 1,515 千円

買い物弱者対策支援事業 4,100 千円 4,100 千円

ひとり親家庭民間賃貸住宅家賃補助事業 2,400 千円 2,400 千円

自立支援給付利用者負担助成事業 3,000 千円 1,820 千円

⑨東京大学宇宙線研究所との連携推進事業　　　充当額57,085,000円　　　　

― 東京大学宇宙線研究関連施設等の整備 ― ― 東大宇宙線研究所若手支援基金への寄付 ―

宙ドーム階段ホール・風除室改修事業（H30年度） 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附金（H30年度） 13,500 千円 13,500 千円

カミオカラボ付帯・外構工事（H30年度） 17,000 千円 17,000 千円

カミオカラボセキュリティ対策工事（H30年度） 1,411 千円 1,411 千円

カミオカラボ備品購入（H30年度） 1,200 千円 1,200 千円

カミオカラボ指定管理料（H30年度） 684 千円 684 千円

体験学習補助事業（H30年度） 4,890 千円 2,610 千円

先端科学都市構想推進事業 2,378 千円 1,328 千円

カミオカラボ指定管理料ほか維持管理費 20,382 千円 12,682 千円

体験学習補助事業 4,670 千円 4,670 千円

事業費 充当額

事業費 充当額

⑦飛騨市で開催する関西中学生ラグビーフットボール大会への支援に関する事業

事業費 充当額

事業費 充当額
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