
　ふるさと納税では、寄付者が寄付金の活用先を選ぶことができます。境町では、教育、住民福祉、都市基盤、
観光振興・農業、防災・災害復旧、国際交流・スポーツ等の使い道を掲示しています。
　使い道の希望がない寄付やその他の善意の寄付に関しては、町の優先課題を踏まえ、活用しています。
　令和元年度も、ふるさと納税（災害支援を含む）等を活用して、教育・子育て支援をはじめとする事業の
拡充をしてまいります。

観光振興
農業

●観光国際交流事業
2 億 4,890 万円

●道の駅レストラン茶蔵
　建設事業         9,004万円
   （繰越含む総事業費3億6,552万円）

●道の駅 6 次産業施設建設
事業（さかいサンド）

1,993 万円
   （繰越含む総事業費1億2,065万円）

●地域ブランド開発事業
150 万円

●農業ドローン支援事業
    54 万円（総事業費 108 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）

●プラステンクーポン券
　発行事業

2,000 万円

●ふるさと祭り推進事業
　（花火大会・歩行者天国祭り・
　いかだレース）  1,358 万円

●観光奨励事業
3,099 万円

●街なか賑わい創出事業
200 万円（総事業費 400 万円）

●ふるさと納税感謝祭事業
　（花火大会バスツアー）

300 万円●さしま茶ブランド推進
　事業
513 万円（総事業費 1,200 万円）

●農業新時代の次世代型
　人材育成支援事業
413 万円（総事業費 826 万円）

●河岸のまち活力再生
　プロジェクト事業

（仮称 S-Gallery）   489 万円
       （繰越含む総事業費 9,624 万円）

●地場産品研修開発拠点
　整備事業（仮称 S-Lab）

1,236 万円
（繰越含む総事業費 1 億 9,872 万円）

●空家等活用推進事業
　（さかい河岸ベーカリー）

600 万円

防災
災害復旧

●西日本大雨災害支援事業
（広島県・岡山県倉敷市）

2 億 3,168 万円

●北海道胆振東部地震災害
　支援事業（北海道厚真町・
　安平町）         9,551 万円

●広域避難プロジェクト
　事業
940 万円（総事業費 1,130 万円）

●災害情報伝達システム
　推進事業

115 万円

●デジタル防災行政無線
　施設整備事業

50 万円

●消防活動事業（家族功労
報奨金・消防防災備品）

663 万円

●災害対策事業（全国瞬時警
報システム・防災行政ラジオ）
270 万円（総事業費 590 万円）

●国際交流推進事業
2,178 万円

●東京オリンピック・パラ　　
　リンピック推進事業
1,581万円（総事業費1,681万円）

●東京オリンピック・パラ　　
　リンピック施設整備事業
543 万円（総事業費 1,603 万円）

国際交流
スポーツ

●隣保館リノベーション
　事業
670 万円（総事業費 2,678 万円）

住民福祉

●児童クラブ施設建設事業
657 万円

（繰越含む総事業費 5,989 万円）

●マル境医療費助成事業
1,844 万円

（総事業費 2,691 万円）

●子育て世帯等定住促進
　事業
1,227万円（総事業費2,150万円）

●境町子育て出産奨励金
　支給事業

1,120 万円

●街路灯 LED 照明導入
　促進事業

862 万円

●放課後児童クラブ設置
　促進事業
315 万円（総事業費 809 万円）

●いきいき福祉大会事業
800 万円

●防犯対策事業（街路灯・
　防犯カメラ設置工事）
600 万円（総事業費 689 万円）

●赤ちゃん紙おむつ等
　購入費助成事業

535 万円

●葉酸サプリプロジェクト
　事業
360 万円（総事業費 485 万円）

●メタボ脱出減量
　プログラム事業
170 万円（総事業費 339 万円）

●放課後児童健全育成事業
　（にこにこ児童クラブ外灯　
　設置工事）            53 万円

●母子保健事業
　（乳児用体重計（デジタル
　ベビースケール））

29 万円

●移住・定住推進事業
38 万円（総事業費 75 万円）

●移住促進奨励金事業
　（町民税軽減奨励金）

280 万円

●子育て応援アプリ推進
　事業

194 万円

●子育て応援予防接種拡充
　事業（小児用インフル
　エンザ助成金）　183 万円

●境町行政区運営事業
　（地域活動支援助成金）

470 万円

●定住化促進・シティ
　プロモーション事業
226 万円（総事業費 452 万円）

●健幸マイレージ事業
333 万円（総事業費 408 万円）

●定住化促進事業
239 万円（総事業費 403 万円）

●児童福祉総務事務事業
　（調乳用温水器）

79 万円

●新生児記念品給付事業
74 万円

●チャイルドシート購入費
　助成事業

60 万円

●道路改築事業
　（町道 1-1 号線）
725 万円（総事業費 7,375 万円）

●生活圏道路整備事業
4,094万円（総事業費5,354万円）

●道路維持管理事業
2,163万円（総事業費3,403万円）

●公園緑地維持管理事業
　（遊具修繕料）

64 万円（総事業費 68 万円）

●企業立地推進事業
749 万円

●境の水辺管理事業
　（菜の花種代など）

5 万円（総事業費 33 万円）

●財産管理事業
（公用バスリース料・茨城県
土地改良事業団体連合会境出
張所跡地購入など）       
　　　　　　　  1,919 万円

●公共交通ネットワーク
　構築事業
299 万円（総事業費 598 万円）

●都市再構築戦略事業
　720万円（総事業費1441万円）都市基盤

●水素エネルギー推進事業
263 万円（総事業費 463 万円）

●長寿命化修繕事業
551 万円（総事業費 1,156 万円）

●交通安全推進事業
　（交通安全母の会 50 周年
　記念事業補助金）

150 万円

●文化村リノベーション
　推進事業

3,657 万円

教育

●スーパーグローバル
　スクール事業

8,565 万円

●子育て応援学校給食費
　補助金交付事業

4,424 万円

●教育用コンピューター推進
　事業（小中学校タブレット
　型 PC 導入）    1,550 万円

（総事業費 3,100 万円）

●文化村管理運営事業
　（コンテナトイレ接続工事
　など）            1,534 万円

●公民館管理運営事業
　（音響・機械室・ボイラー
　室改修）             1,317万円

●文化村交流拠点施設
　整備事業 ( テニスコート
   実施設計など )1,016 万円

●国際交流児童アルゼンチン
　派遣事業

600 万円

●ブロック塀等改善事業
269 万円（総事業費 403 万円）

●運動場管理運営事業
　（サッカー場防球ネット
　改修・ゴール）   360 万円

●給食センター運営事業
　（冷凍冷蔵庫ユニット交換
　工事など）         354 万円

●歴史民俗資料館管理運営
　事業（空調設置設備工事）

353 万円

●キッズフューチャー
　キャンプ事業

300 万円

●放課後子ども教室推進
　事業
112 万円（総事業費 279 万円）

●境町高校生まちづくり
　アイデアソン推進事業

120 万円

●体育館管理運営事業
　（文化村体育館照明
　設備改修）           74 万円

●７つの習慣小学校導入
　推進事業

108 万円

●学校施設維持管理事業
　（境二中武道館屋根漏水
     補修工事）       130 万円

●英語力 UP チャレンジ
　事業（英検受験料補助）

62 万円

●ふれあいの里管理運営
　事業（植木剪定）                 

20 万円

●文化・スポーツ大会等
　参加助成事業

39 万円

●アルゼンチン交流事業
　（アルゼンチンタンゴ
　ショー助成金）     60 万円

●土曜授業推進事業
16 万円

●中学生リーダー育成研修
　事業

185 万円

●返還免除型奨学金貸付
　事業

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）    

164 万円
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寄付を活用した使い道と実績
平成 30 年度
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●住宅維持管理事業
（サンコーポラス長田修繕料）
814 万円（総事業費 1,068 万円）

●さかいっ子未来塾推進
　事業

56 万円（総事業費 140 万円）
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