
平成30年度ふるさと振興基金（平成28年10月～平成29年9月ふるさと納税寄附金分）　充当事業一覧

使途 寄付額
（基金繰入額）

事業名 充当科目 事業内容 担当課からのメッセージ 充当額
使途別
小計

匝瑳市農業振興会助成事業 農業振興会補助金
　農業振興会（そうさ農業まつりへの助成及び
参画、地域販売促進事業への参画、農業振興
団体への補助）への補助金

　そうさ農業まつりは、匝瑳市の一大イベントとなっており、匝瑳市
の農業の魅力をみなさんにより知っていただけるよう、各団体では
自慢の農産品をご用意しております。ぜひ足を運んでいただき、お
いしい匝瑳市産の農産品を手にしていただき、味わっていただけた
らと思っております。
　匝瑳市の農業振興のため、ご寄附をいただき、ありがとうござい
ました。

3,732

植木振興対策事業
日本一の植木のまちづく
り補助金

　日本一の植木のまちづくり補助金の交付、匝
瑳の植木の認知度向上や販路拡大の支援

　ご寄附ありがとうございます。
　当地の植木は長い歴史の中で培われた伝統技術の結晶であり、
国内外で高い評価をいただいております。人々の生活のそばには
いつも植木があり、植木はわが市にとって産業的、地域的にも重要
な資源です。今後も「植木のまち」としての特性を活かして、地域の
元気づくりを進めてまいります。
　本市にお越しの際は、自慢の植木をぜひご覧ください。
　また、東京駅丸の内口にある石碑周辺の植栽には匝瑳の植木が
用いられています。ぜひご覧ください。

988

商工業活性化支援事業

商工業活性化事業補助
金（そうさブランド研究委
員会、創業支援促進事
業）

　千葉県内で唯一匝瑳市が生産している赤
ピーマンを活用した商品の販促と新商品の研
究、創業に必要な知識を習得することができる
匝瑳市創業塾の開催

　そうさブランド研究会では、千葉県内で唯一生産している赤ピー
マンを活用した調味料シリーズを開発し、販路の拡大を図っていま
す。今後も新たな商品開発や販路拡大に取り組んでまいります。
　また、創業支援事業では、匝瑳市創業塾を開催し、創業者の増
加を図っています。日本の開業率は約５％と欧米を大きく下回って
おり、さらに匝瑳市では、推定１％未満と全国平均を大きく下回って
います。経済の新陳代謝を促す創業は、地域の活性化に大きな役
割を果たすものであり、今後も創業者を増やす取り組みを積極的
に推進してまいります。
　このたびはご寄附いただき、本当にありがとうございました。

900

企業誘致促進事業 雇用奨励補助金

　事業所、店舗、工場などを市内で新設、増設
した企業が、匝瑳市民を新たに常用雇用した場
合に、１名につき20万円の補助金を交付するこ
とで、市民の雇用を促進する。

　少子高齢化・人口減少が進行する中、優良企業の誘致や地元企
業の経営力強化が必要となっています。また、併せて雇用の創出
も必要になり、企業が積極的な採用に乗り出すよう市民の雇用に
対して、雇用奨励補助金を交付しております。市民の採用活動が
今後も活性化するよう支援を継続してまいります。
　このたびは、ご寄附いただきまして、本当にありがとうございまし
た。

200

空き店舗活用支援事業
空き店舗活用事業補助
金

　市内空き店舗の解消と企業の誘致・創業を促
進するため空き店舗を活用し事業を行う者に対
し、改装費と賃借料を補助する。また、市商工
会等と連携し、空き店舗活用者の事業開始後
のフォローアップを行っていく。

　空き店舗の活用・解消は本市の商工業活性化のために非常に有
効な施策であり、空き店舗の活用により、これまでにないユニーク
な店舗も生まれております。
　人口減少・少子高齢化により、地域経済が縮小傾向にある中、新
たな事業者の創出につながる本事業は今後とも継続してまいりま
す。　皆様におかれましては、是非とも空き店舗を活用した店舗等
をご利用いただければと存じます。ご寄附いただき本当にありがと
うございました。

3,112

地域交通利用料助成事業 地域交通利用助成金

　匝瑳市内循環バスの利用が困難な高齢者が
日常生活の交通手段としてタクシーを利用する
場合に、その利用料金の全部または一部を助
成することにより、日常生活の利便性向上及び
経済的負担の軽減を図る。

　ご寄附いただき、ありがとうございます。
移動の困難な高齢者の方々が、通院や買い物等をする際に利用さ
れております。
　高齢者の方々の外出を支援することにより、健康で自立した日常
生活を送ることができます。

4,000

就労支援事業所運営事業 空調機器設置工事費

　障害のある方が就労に必要な知識及び能力
の向上のため必要な訓練や支援を行う事業所
として、匝瑳市就労支援事業所ほほえみ園を
設置している。
　ほほえみ園の空調機器について、１台につい
て交換工事を行う。

　ご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
　空調機器の交換により、通所者及び職員の体調管理等を図るこ
とができました。
　今後も就労支援事業所の適切な運営に努めてまいります。 250

市立保育所管理費 保育所用備品費 　市内保育所の備品を購入する。

　ご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
　保育所の備品を充実させることができました。今後も、本市の子
育て事業を応援していただけると幸いです。 700

チャイルドシート助成事業
チャイルドシート購入助
成金

　チャイルドシートの普及を促進し、乳児の死亡
事故の防止を図るとともに、保護者の経済的負
担の軽減を図り、子育て支援を促進する。

　乳児の死亡事故防止、保護者の経済的負担の軽減のために役
立たせていただきました。ご寄附をいただき、誠にありがとうござい
ます。 450

救急医療機関整備事業 委託料等

　旭匝瑳医師会に委託し、休日の当番医（初期
救急医療）及び初期診療以降の治療又は入院
を必要とする二次救急患者の医療を確保す
る。

　初期救急医療、二次救急医療体制整備のために役立たせていた
だきました。ご寄附いただき、ありがとうございました。

4,145

健康マイレージ事業 記念品等

　健診（検診）の受診、スポーツ活動や献血、健
康づくりイベントなどに参加し、一定以上のマイ
レージポイントをためた者に対し、ポイントと記
念品の交換を行い、健診（検診）の受診率の向
上と市民が自主的・積極的に楽しみながら健康
づくりに取り組み、健康意識の向上や主体的な
健康づくりを促す。

　市民の健康づくりへの動機づけのために役立たせていただきまし
た。ご寄附いただき、ありがとうございました。

350

小学校教育振興費
特色ある学校づくり推進
事業補助金

　各学校が、それぞれの地域性などを活かし特
色ある授業等を展開する。
各学校で外部講師を招き様々な学習を実施し
たり、草花の栽培や学校花壇の整備などを通じ
て地域との交流を図る。

　各校で、地域の特色を活かした授業活動を展開することができま
した。ありがとうございました。

450

教育用パソコン活用事業（小学校費）

教育用コンピューター整
備事業委託料（無線LAN
一式設置工事費）

　情報の活用や情報技術の活力の向上のた
め、小学校へタブレット端末が導入され、情報
教育の推進が図られた。
　これにより、これまでパソコン教室に無線LAN
が導入されて授業が行われていたが、小学校
３年生以上の学級でもタブレットが使用可能に
なることで、より授業に役立つことから、新たに
アクセスポイントを増設した。
　平成３０年度の実施校は、平和小、椿海小、
八日市場小の３校に設置した。

 児童がよりよい環境で情報教育を受けることができております。あ
りがとうございます。

2,000

中学校教育振興費
特色ある学校づくり推進
事業補助金

　各学校が、それぞれの地域性などを活かし特
色ある授業等を展開する。
各学校で外部講師を招き様々な学習を実施し
たり、草花の栽培や学校花壇の整備などを通じ
て地域との交流を図る。

　各校で、地域の特色を活かした授業活動を展開することができま
した。ありがとうございました。

150

読書普及促進事業 書籍購入費
　読書普及を促進するため、書籍等を購入し整
備する。

　市民のニーズに応えるべく書籍を購入し、課題解決支援や教育
機関との連携等に役立てることができました。ご寄附くださいまし
て、ありがとうございました。

2,761

8,932産業の振興 8,932

福祉の充実 9,895

教育の充実 5,361

皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税寄附金は、ふるさと振興基金に積み立て、以下の事業に充当させていただきました。ご寄附いただき、ありがとうございました。

9,895

5,361

（単位：千円）



都市公園維持管理費
植栽・清掃業務委託料
（そうさ記念公園・天神山
公園）

　公園の良好な環境を作るため適正な維持管
理や来園者に花を楽しんでもらうため植栽を行
う。

　この度は、ご寄附をいただき誠にありがとうございます。
　皆様に親しまれ、多くの方々に利用していただけるよう公園の維
持管理、充実に努めてまいります。 1,975

空家等対策費
応急措置用消耗品、通
信運搬費、空家対策委
託料等

　空き家所有者による空き家の適切な管理の
促進及び管理が行われず放置され周囲に悪影
響を及ぼしている空き家の解消

　この度は、ご寄附をいただき誠にありがとうございます。
　安心・安全のまちづくりのため、空き家の適切な管理の促進や管
理不全な空き家の解消に向けた取り組みを強化していきます。 141

都市公園維持管理費
植栽・清掃業務委託料
（そうさ記念公園・天神山
公園）

　公園の良好な環境を作るため適正な維持管
理や来園者に花を楽しんでもらうため植栽を行
う。

　この度は、ご寄附をいただき誠にありがとうございます。
　皆様に親しまれ、多くの方々に利用していただけるよう公園の維
持管理、充実に努めてまいります。 1,143

市民協働推進事業
市民協働講習会経費、
市民提案型事業助成金
等

　市長マニフェストに掲げる３つの基本方針の１
つである「市民参加のまちづくり」重点施策とし
て「市民参加による市政の推進」を実施するに
あたり、市民協働推進協議会の運営や、市民
提案型事業の助成等を行い、市民等が主体の
協働推進を図る。

　地域の課題解決や活性化を図る市民活動団体の設立、事業の
実施などに助成金を交付し、活動の支援を行うため有効に活用さ
せていただきました。ありがとうございました。

1,330

防犯対策事業 防犯灯整備業務委託料

　市長マニフェストに掲げる３つの基本方針の１
つである「安心・安全のまちづくり」として、夜間
における犯罪、事故等の発生を防止するため、
防犯灯の設置や移設等を行う。

　防犯灯は犯罪の発生や、事故等の発生の抑止になっており、市
民の安全・安心を守るための重要な設備です。おかげ様で、市内
の犯罪発生件数は減少しております。ありがとうございました。

182

商工業活性化支援事業
商工業活性化事業補助
金（街路灯ＬＥＤ化助成
金）

　温室効果ガス排出量削減を目的として、商店
街振興組合等がＬＥＤ街路灯を設置又は、既設
街路灯をＬＥＤ街路灯に改造する費用の一部を
助成する。

　本市の商店街の街路灯は、それぞれの地区の街路灯組合が管
理しており、そのLED化については、各組合ごとに順次進めてまい
りました。今回の篭部田地区は本市中央地区の東端の地区で、毎
年７月末には地区のお祭りも行われております。このお祭りは、午
後７時ごろにピークを迎え、今回整備されたLED街路灯のある街区
を２基の神輿が練り歩きますので、ぜひこの祭礼にお越し下さい。
ご寄附いただき、ありがとうございました。

363

観光協会助成事業
観光協会補助金（匝りの
里集客イベント、フォトコ
ンクール）

　匝瑳市観光協会の実施する次の事業に助成
する。
【駅前集客イベント】匝瑳市の観光誘致推進の
ため、ＮＰＯ法人匝瑳市観光物産協会と連携
し、駅前集客イベントを実施するとともに、駅前
からの市内各観光スポットへの誘引に向けて
観光資源の積極的なＰＲを行う。
【フォトコンクール事業】匝瑳市の魅力を伝え、
観光宣伝に効果のある写真を募集し、匝瑳市
の魅力の再発見及び入賞作品を観光ＰＲとして
活用しイメージアップを図るため、フォトコンクー
ルを実施する。

　匝瑳市の産業振興のため、ふるさと納税寄附をいただき、誠にあ
りがとうございます。
　ＪＲ八日市場駅前にある「そうさ観光物産センター匝りの里」は、
観光案内所と物産販売コーナー・軽食コーナーを併設した、匝瑳市
の観光拠点施設です。「匝りの里」では、観光客誘致と地域活性化
を目的に、年間を通じて様々なイベントを実施しています。匝瑳市
へお越しの際は、ぜひ「匝りの里」にお立ち寄りください。
　また、匝瑳市観光協会で年２回実施しているフォトコンクールは、
入賞作品を匝瑳市ホームページにも掲載していますので、ぜひ御
覧ください。

2,012

5,030まちづくり 5,030

住環境の整備 2,116 2,116


