
●境町高校生まちづくり
　アイデアソン事業

250 万円

●道路維持管理事業
5,407 万円（総事業費 9,237 万円）

●道路改築事業
　（町道 1-1 号線）
4,159 万円（総事業費 8,929 万円）

●消防施設整備管理事業
　（消防団訓練場整備工事）

217 万円

●消防活動事業
　（家族功労報償金・消防団用備品）
725 万円（総事業費 748 万円）

●河川防災ステーション
　平常時利用計画策定事業　　
323 万円（総事業費 350 万円）

●語学指導事業
　（小・中学校英語指導業務委託料）

1,701 万円

●国際交流児童
　アルゼンチン派遣事業
373 万円（総事業費 433 万円）

● 7 つの習慣小学校導入
　推進事業　108 万円

●教育用（小学校）コンピューター
推進事業（タブレット型 PC 導入）
1,106 万円（総事業費 2,213 万円）

●学校教育推進事業
　（英語教育用テレビ等購入費）

97 万円

●生活圏道路整備事業
5,670 万円
（総事業費 1億 3,200 万円）

● DMO 観光拠点づくり推進事業　
　（道の駅第 6 次産業施設建設工事）
208 万円（総事業費 4,191 万円）

新

●移住定住支援策
　（地方創生拠点整備交付金）
119 万円（総事業費 2,338 万円）

新

●水害避難タワー整備事業
2,602 万円（総事業費 1億 7,712 万円）

新

●移住定住支援策
　（雇用促進住宅リノベーション事業）

2,255 万円

新

●都市再構築戦略事業
720 万円（総事業費 1,440 万円）

新

●災害情報伝達システム
　推進事業　　　　　19 万円

新

●地方自治研究機構との
　減災調査プロジェクト事業

400 万円

新

●スーパーグローバル
　スクールモデル事業

2,373 万円

新

●さしま茶ブランド推進事業
500 万円（総事業費 1,000 万円）

●プラステンクーポン券
　発行事業　　　1,521 万円

●観光奨励事業
737 万円

●被災中小企業信用
　保証料助成事業　

165 万円

●農業サポーター制度支援事業　　　
54 万円（総事業費 108 万円）

新

●農業新時代の次世代型
　人材育成支援事業
　432 万円（総事業費 864 万円）

新

●農業ドローン支援事業
190 万円（総事業費 244 万円）

新

●特定不妊治療費助成事業
37 万円

●保育園管理運営事業
　（設備修繕料）　156 万円

●放課後児童健全育成事業
　（エアコン設置工事）

154 万円

●子育て応援予防接種拡充事業　
　（小児インフルエンザ予防接種助成金）

148 万円

新

●放課後児童クラブ設置
　促進事業
457 万円（総事業費 1,031 万円）

新

●健幸マイレージ事業
419 万円（総事業費 834 万円）

新

●葉酸サプリプロジェクト事業　　　　　　
232 万円（総事業費 372 万円）

新

●緊急対策融資利子補給事業
125 万円（総事業費 338 万円）

●地域ブランド開発事業
150 万円

●移住・定住推進事業
93 万円（総事業費 149 万円）

●交通安全施設整備事業
　1,459 万円

●友好都市交流推進事業
70 万円

●学校施設維持管理事業
　（外灯設置工事）

76 万円

●中学校部活動支援事業
（境第一中学校野球場改修工事）　　　
236 万円

●緊急対策融資利子補給事業
111 万円（総事業費 301 万円）

●生活圏道路整備事業
300 万円　（総事業費 4,731 万円）

●子育て世帯定住促進事業
　（住宅新築・購入支援奨励金）
1,925 万円（総事業費 2,350 万円）

●防犯対策事業
　（街路灯・防犯カメラ整備）

853 万円

●東京オリンピック・
　パラリンピック推進事業

1,027 万円

●移住促進奨励金事業
　（町民税軽減奨励金）

232 万円

平成 29 年度

寄付件数 12万458件

寄付金額
 21億6,247万円

●活用事業●

●公共交通対策事業
　（境古河バスターミナル整備費）

1,641 万円

新

●高速バスラッピング広告事業
89 万円（総事業費 178 万円）

新

●公共交通ネットワーク
　構築事業
367 万円（総事業費 734 万円）

新

●まちなか再生情報発信事業
200 万円（総事業費 400 万円）

新

●健康長寿タオル事業　
126 万円

新

●敬老の日記念事業（温泉券）
100 万円

新

●境町体育協会 50 周年記念事業
30 万円

●行政区運営事業
（行政区地域活動支援助成金）

455 万円

新

●境町高校生まちづくり
　アイデアソン推進事業

100 万円

新

●米農家支援事業
400 万円

●軽度・中等度難聴児
　補聴器購入支援事業
　6万円　（総事業費 10 万円）

●文化財保護事業
　（塚崎獅子舞保存会補助金）

14 万円

●ふるさと祭り推進事業
1,300 万円（総事業費 2,060 万円）

いかだレース

花火大会

歩行者天国祭り

●境町子育て出産奨励金
　支給事業　1,630 万円

●赤ちゃん紙おむつ等
　購入費助成事業　606 万円

●結婚新生活支援事業
（住宅費・引越費用助成）

16 万円（総事業費 64 万円）

●庁舎内キッズスペース
　整備事業　　　478 万円

●多子世帯保育料軽減事業
194 万円（総事業費 388 万円）

●障害者福祉事務事業
　（あけぼの会館整備工事）

412 万円

●マル境医療費助成事業
　（高校生及び大学生拡充分）

　　　　840 万円

●ふれあいの里子育て支援センター
　管理運営事業（エアコン設置工事）

116 万円

新

新

るさと納税の活用事例ふ
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