平成 28 年度ふるさと納税「水郷ひた応援基金」運用状況
（1）寄附件数・寄附額合計（平成 28 年 4 月 1 日～29 年 3 月 31 日）
寄附件数

6,251 件（平成 27 年度：

寄附額

3,102 件）

119,944,000 円（平成 27 年度：54,739,000 円）

（2）平成 28 年度寄付の内訳
事

業 区

分

①地域の活性化に関する事業

件 数

金

1,929 件

42,735,000 円

(119 件)

(8,106,000 円)

161 件

12,166,000 円

(97 件)

(7,886,000 円)

1,436 件

25,120,000 円

(34 件)

(860,000 円)

716 件

13,214,000 円

(40 件)

(1,290,000 円)

2,170 件

38,875,000 円

(46 件)

(1,740,000 円)

6,251 件

119,944,000 円

(239 件)

(11,996,000 円)

うち、自治会指定
②森林の保全及び育成に関する事業
③高齢化対策に関する事業
④その他市長が必要と認める事業
（市長にお任せ）
合

計

額

※下段（ ）内は日田市出身者の内数

（3）平成 28 年度の活用実績
事業区分
①地域活性化

活用事業名
・自主防災組織活性化事業

1,900,000 円

・水郷ひた応援交付金事業

5,814,000 円

・自治会活動等推進事業

②森林保全・育成

100,000 円

・有害鳥獣被害防止対策事業

199,600 円

・市有林維持管理事業

600,000 円
12,800,400 円

・福祉バス運行事業

4,800,000 円

・緊急通報体制等整備事業

5,200,000 円

・高齢者在宅福祉サービス事業

600,000 円

・高齢者見守り支援事業

1,000,000 円

・老人クラブ活動等事業

6,300,000 円

・ホームページリニューアル事業

④市長にお任せ

11,801,000 円

・２００海里の森づくり事業

・森林整備総合対策事業

③高齢化対策

寄附金充当額

800,000 円

・美しい水郷ひたづくり推進事業（臨時分）

1,600,000 円

・不妊治療費助成事業

1,000,000 円

・予防接種モバイルサービス事業

300,000 円

・小学校確かな学力育成支援事業

4,600,000 円

・中学校確かな学力育成支援事業

4,000,000 円

合

計

20,090,000 円

（4）平成 29 年度の活用予定（平成 29 年度当初予算）
事業区分

活用事業名

事業費

寄附金充当予定額

事業概要
ふるさと納税寄附者が、応援したい自治会を指定することで、

・水郷ひた応援交付金事業

6,018,000 円

6,018,000 円

寄附額の 1/2 を指定された自治会に「水郷ひた応援交付金」と
して交付するもの。
自治会が主体的に取り組む公民館の新築・改修や防犯灯設置な

・自治会活動等推進事業

12,368,000 円

7,700,000 円

どの生活環境整備事業に対し、補助金を交付し、住民生活の安
定や地域コミュニティの維持等を支援するもの。
自主防災組織（自治会等）の活動に必要な、防火用施設整備や

①地域

・自主防災組織活性化事業

4,134,000 円

2,500,000 円

活性化

防災用品の購入、及び防災訓練等に要する経費の一部を補助す
るもの。
自主防災組織の防災士育成のため、防災士の資格取得に係る費

・防災士養成事業

1,401,000 円

800,000 円

用を、県と市が負担する。また、これまで養成した防災士を対
象に、フォローアップ研修を行う。
九州地区内の連携を強化し、九州外及び海外からの誘客と魅力

・日田祇園ユネスコ無形文化
遺産登録記念事業

10,714,000 円

6,600,000 円

発信を推進する。また、日田祇園の曳山行事がユネスコの世界
遺産登録に合わせ、認定記念行事を行うことで、広く日田祇園
を PR するとともに、日田市への誘客促進を図る。
市有林の下草刈りや植樹作業などを通して、筑後川上流の市民

・200 海里の森づくり事業

500,000 円

200,000 円

②森林保全
・育成

と下流域の福岡県の人たちと一緒に、水の大切さを知る森づく
りを行うもの。

・市有林維持管理事業

・有害鳥獣被害防止対策事業

11,880,000 円

1,000,000 円

3,803,000 円

400,000 円

市有林の管理道等の維持管理や境界の保全等を行い、造林事業
の効率的かつ円滑な推進を図るもの。
農地への有害鳥獣の侵入を防ぐ電気柵やトタン柵等を設置す
る個人農家に対し、その経費の一部を助成するもの。

林業経営意欲の低下により「伐採」
「植栽」
「保育」の林業生産

・森林整備総合対策事業

100,000,000 円

20,000,000 円

②森林保全
・育成

活動が循環しにくくなっていることから、国、県の補助に上乗
せ助成し、山林所有者の負担軽減を図るもの。

・森林整備地域活動支援
交付金事業

林業経営意欲の低下により「伐採」
「植栽」
「保育」の林業生産

34,300,000 円

1,500,000 円

活動が循環しにくくなっていることから、国、県の補助に上乗
せ助成し、山林所有者の負担軽減を図るもの。
地域全体で高齢者の訪問活動を行い、安否確認を行ったり、緊

・高齢者見守り支援事業

1,636,000 円

600,000 円

急時に迅速に対応できるよう「緊急医療情報キット」を配備す
るなど、高齢者を見守るためのネットワークを構築するもの。
心身に不安のある一人暮らしの高齢者等を対象に緊急通報装

・緊急通報体制等整備事業

8,122,000 円

3,200,000 円

置を貸与し、急病やけが等の事故が発生した場合等、万一の場
合に対応するもの。

③高齢化
対策

多くの高齢者が、住みなれた地域で安心して出来る限り長く在

・高齢者在宅福祉サービス事業

1,004,000 円

500,000 円

宅生活を送るための一助となるよう、外出支援や、日常生活用
具・徘徊高齢者捜索システムの貸与を行うもの。
老人クラブ連合会が行う各種活動により組織運営及び強化を

・老人クラブ活動等事業

13,573,000 円

4,500,000 円

図るとともに、会員が参加するスポーツ大会、友愛訪問、見守
り、施設見学等の活動への助成を行うもの。
遠隔地と市内中心部の間を各路線 1 日 1 往復にて定期路線バス

・福祉バス運行事業

10,887,000 円

3,000,000 円

を運行し、公共輸送に恵まれない遠隔地における老人及び障が
い者等交通弱者の利便を図るもの。

④市長に
お任せ

・不妊治療費助成事業
・美しい水郷ひたづくり
推進事業

6,041,000 円

2,500,000 円

9,283,000 円

3,000,000 円

不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減するため、大
分県と連携して治療費の一部を助成するもの。
ポイ捨て等防止監視員を配置するとともに、美化推進モデル地
区(28 自治会)で行われる美化活動等の支援を行うもの。

健康寿命の延伸を目的に、健康づくりの動機付けと継続の促進

・健康活動応援事業

5,705,000 円

2,500,000 円

を図り、生活習慣病、疾病重症化予防や最終的には医療費や介
護費用の削減につなげるもの。

・予防接種
モバイルサービス事業

1,250,000 円

500,000 円

子どもの予防接種スケジュールの管理や子育てに必要な情報
を携帯電話等で容易に閲覧できるシステムを導入するもの。
13 歳未満の子どものインフルエンザ予防接種は毎年 2 回接種す

・子どもインフルエンザ
予防接種助成事業

ることが推奨されているが、当該予防接種は任意接種のため料

10,561,000 円

4,000,000 円

金は全額自己負担である。そのため、子育て世帯では大きな負
担となっており、その負担軽減のため市が接種料金の一部を補

④市長に

助するもの。

お任せ

チャレンジ精神の高揚と一貫した学力定着・向上を図るため、

・小学校確かな学力支援事業

28,585,000 円

11,500,000 円

市独自による学力調査を行うとともに、補助教材購入及び「漢
字検定」の受検料に対して助成を行うもの。
チャレンジ精神の高揚と一貫した学力定着・向上を図るため、

・中学校確かな学力支援事業

23,997,000 円

9,200,000 円

市独自による学力調査を行うとともに、補助教材購入及び「英
語検定」の受検料に対して助成を行うもの。
毎週水曜日及び第２・第４土曜日に数学・英語の学びの場を設

・中学生学びアップ事業

7,468,000 円

2,000,000 円

け、日田市の中学生の学習習慣の確立と基礎学力の定着を図る
もの。
情報発信におけるホームページの重要性を認識し、利用者の目

・放課後子ども総合プラン事業

4,116,000 円

500,000 円

的や関心事項に対応した、操作性及び視認性を高めたホームペ
ージに更新するもの。

合

計

円

（5）自治会還流制度（自治会指定）の状況 （平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日寄附受付分）
■ 自治会毎の寄附件数と金額一覧
旧日田市

天瀬

1 亀山町

3件

¥80,000 田島町

1件

¥10,000 清水町

1件

2 本庄町

1件

¥10,000 刃連町

1件

¥10,000 財津町

3 大和町

1件

¥20,000 大部町

1件

4 川原町

2件

¥60,000 日高町

5 若宮町

¥30,000 丸山東

前津江

2件

¥30,000 柚木

2件 ¥412,500

2件 ¥100,000 湯山

3件

¥40,000 出野

3件 ¥442,500

¥10,000 藤山町

1件

¥10,000 桜竹一

4件 ¥180,000 大野

3件 ¥442,500

1件

¥10,000 有田町

3件 ¥100,000 桜竹二

3件 ¥130,000 赤石

4件 ¥1,138,500

9件 ¥210,000 神来町

1件

¥10,000 諸留町

2件 ¥200,000 本城

1件

6件 ¥2,436,000

6 南元町

2件

¥30,000 日ノ出町

1件

¥10,000 上諸留町

2件

¥40,000 五馬市東

3件 ¥540,000

7 東町二丁目

2件

¥40,000 清岸寺町

1件

¥10,000 東羽田町

1件

¥10,000 五馬市西

3件 ¥910,000 野田

8 中央通二丁目

3件 ¥140,000 吹上町

5件 ¥130,000 源栄町

1件

¥30,000

9 三本松

2件 ¥180,000 新治町

2件 ¥110,000 大肥町

4件

¥50,000

10 淡窓町

8件 ¥320,000 南友田

1件

¥10,000 大鶴町

2件

¥60,000 おおやま北部

11 港町

1件

¥30,000 北友田一丁目

1件

¥10,000 大肥本町

12 丸の内町

3件

¥70,000 北友田二丁目

1件

13 豆田第一

3件

¥40,000 大宮町

14 豆田第二

4件

15 城町一丁目

¥70,000

中津江

18件 ¥1,900,000 川辺

¥47,500

4件 ¥162,500

丸蔵

3件

¥77,500

1件 ¥250,000 鯛生

2件

¥12,500

2件 ¥110,000 おおやま中央

1件 ¥250,000

7件 ¥300,000

¥10,000 夜明上町

3件 ¥100,000 おおやま老松

2件 ¥380,000

1件

¥10,000 夜明中町

1件

¥50,000 おおやま西峰

1件 ¥250,000 上津江川原

3件

¥62,500

¥90,000 琴平町

2件

¥90,000 石井町一丁目

1件

¥30,000 おおやま都築

1件 ¥250,000 都留

1件

¥12,500

1件

¥10,000 誠和町

1件

¥10,000 石井町二丁目

3件

¥70,000 おおやま烏宿

6件 ¥350,000 上野田

3件

¥52,500

16 城町二丁目

1件

¥10,000 南部町

1件

¥20,000 石井町三丁目

1件

¥50,000 おおやま清流

3件 ¥1,280,000 雉谷

1件

¥12,500

17 上城内町

1件

¥50,000 上野町

2件

¥40,000 緑町一丁目

3件

¥30,000 おおやま南部

4件 ¥380,000

5件 ¥140,000

18 丸山二丁目

2件

¥30,000 朝日町

1件 ¥700,000

19 田島一丁目

1件

¥10,000 山田町

2件

¥40,000

20 田島二丁目

3件 ¥240,000 天神町

1件

¥10,000

113件 ¥4,000,000

大山

2件

上津江

12件 ¥3,390,000

※寄附件数は、1回の寄附で複数の自治会を選択する場合もあるため、合計と一致しない。
■自治会指定寄付額
■自治会指定

※上記寄附金額のおよそ半額を上限とし、指定の自治会活動に対して交付金として交付いたします。
※平成 28 年 4 月 1 日～12 月 31 日受付分は平成 29 年度に、平成 29 年 1 月 1 日～3 月 31 日受付分は平成 30 年度に交付いたします。

12,166,000円
161件 （84自治会）

