
●観光奨励事業
　（観光協会助成金：河川敷
電気工分）580 万円

●観光奨励事業
　（さかいまちづくり公社助成金）

1,080 万円

●中学校部活動支援事業
　（境第一中学校吹奏楽部楽器）

168 万円

●各種負担金及び補助事業
　（中学校選手派遣費補助金）

92 万円

●公民館運営事業
　（トイレ改修工事）

226 万円

●給食センター管理運営事業　
　（衛生管理カメラ・真空冷却機導入）

874 万円

●防災用備蓄庫設置事業
1,231 万円

●ふれあいの里管理運営事業　
　（トイレ設置工事）

508 万円

●保育所等防犯対策強化整
備事業
45 万円（総事業費 135 万円）

●特定不妊治療費助成事業
48 万円

●放課後児童健全育成事業
　（にこにこ児童クラブ施設外構工事）

126 万円

●被災中小企業信用
　保証料助成事業　267 万円

●消防活動事業（家族功労報奨金、
消防団熊本県視察費、消防防災備品）　

985 万円

●道の駅駐車場整備事業
1,256 万円（総事業費 4,506 万円）

●観光国際交流推進事業
48 万円　（総事業費 200 万円）

●道路維持管理事業
328 万円（総事業費 1,770 万円）

●道路ストック整備事業
　（道路舗装修繕工事）
250 万円（総事業費 3,879 万円）

●多子世帯保育料軽減事業
132 万円　（総事業費 265 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

●スマート水素ステーショ
ン導入事業 1,129 万円
（総事業費 1億 6,054 万円）

新

●さしま茶ブランド推進事業
150 万円（総事業費 300 万円）

新

●国際交流長田小学校児童
　アルゼンチン派遣事業

340 万円

新

● 7 つの習慣小学校導入
　推進事業　　　108 万円

新

●新型消防自動車導入事業
1,532 万円（総事業費 1,872 万円）

新

●消防団詰所改築事業
1,107 万円

新

●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）
480 万円（総事業費 922 万円）

新

●教育用（中学校）コンピューター
推進事業（タブレット型 PC 導入）
199 万円　（総事業費 368 万円）

新

●キッズフューチャー
　キャンプ事業　300 万円

新

●文化・スポーツ大会
　参加助成事業　54 万円

新

●土曜授業推進事業
5 万円　（総事業費 46 万円）

新

●子育て応援学校給食費
　補助金交付事業

2,799 万円

新

●運動場管理運営事業
　（サッカー場観客席整備工事）

468 万円

新

●スポーツ教室開催事業
　（サッカー場リニューアル記念事業補助金）　

86 万円

新

●ホストタウンスポーツ
　交流事業　　　　131 万円

新

●企業立地推進事業
（圏央道 IC 周辺開発推進業務委託料）　　
3,500 万円（総事業費 4,757 万円）

●各種負担金及び補助事業
　（町遺族会慰霊祭補助金）

20 万円

平成 28 年度

寄付件数 7万9,347件

寄付金額
 15億3,249万円
熊本県災害支援寄付金

 1億1,002万円

●活用事業●

●災害救助事業
　1,029 万円
　（総事業費 4,801 万円）

平成 27 年度

寄付件数 5万6,548件

寄付金額
 8億5,973万円

●活用事業●●活用事業●

●保育園周辺道路整備事業
　（おおぞら保育園隣接地
　購入費）　　　　462 万円

●子育て支援サポート事業
179 万円

●児童クラブ施設建設事業
　363万円（総事業費 3,538 万円）

新

●被災農業者向け経営体
　育成支援事業　196 万円
　（総事業費 784 万円）

新

●家畜災害助成対策事業　
　1,497 万円
　（総事業費 2,994 万円）

新

●災害対策事業（広域避難
　計画策定業務委託料）
　556 万円

新

●自治体情報セキュリティ
　強化対策事業
　7万円（総事業費 1,153 万円）

新

●空き家等活用推進事業
50 万円　（総事業費 800 万円）

新

●地域ブランド開発事業
150 万円

新

●移住促進奨励金事業
　（町民税軽減奨励金）

75 万円

新

●子育て世帯等定住推進事業　
　（住宅新築・購入支援奨励金）　　　　
200 万円　（総事業費 650 万円）

新

●定住化促進事業
　（固定資産税軽減奨励金）

253 万円

新

●街路灯 LED 照明導入
　促進事業　　　828 万円

新

●水素自動車導入事業
606 万円　（総事業費 808 万円）

新

●いきいき福祉大会事業
672 万円

新

●健康福祉祭派遣事業
　（ねんりんピック）20 万円

新

●マル境医療費助成事業
　（高校生及び大学生拡充分）

　626 万円

新

●結婚支援事業
18 万円

新

●地域スポーツ施設整備事業　
　1,656 万円
　（総事業費 1億 2,373 万円）

新

●中央公民館図書室
　リニューアル事業
　298 万円（総事業費 590 万円）

新

●文化村オープン・リノベー
　ション事業　1,044 万円
　（総事業費 3,544 万円）

新

●被災中小企業信用
　保証料助成事業　48 万円

新

●被災中小企業事業
　継続支援事業　1,224 万円
　（総事業費 2,448 万円）

新

●熊本県災害支援事業
　（ふるさと納税代理受付
　事務費分 )　　　184 万円

新

●東京オリンピック・
　パラリンピック推進事業

1,118 万円

新

●境町マーケティング
　推進事業　　　　30 万円

新

ふるさと納税を活用し
様々な事業に役立てています

●赤ちゃん紙おむつ等
　購入費助成事業　667 万円

新

●移住定住対策
　（雇用促進住宅購入費）

2,081 万円

新

おかげさまで境町ふるさと納税は
茨城県 3年連続 1位を達成

平成 27 年度 　平成 28 年度 　平成 29 年度

平成29年度は関東 1位獲得

るさと納税の活用事例ふ
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