平成 30 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 30 年 4 月 1 日～31 年 3 月 31 日）
寄附件数

8,160 件（平成 29 年度：

寄附額

13,551 件）

168,738,673 円（平成 29 年度：270,898,239 円）

（2）平成 30 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

4,185 件

83,451,000 円

169 件

12,674,000 円

1,425 件

28,271,400 円

703 件

14,728,250 円

1,847 件

42,288,023 円

25 件

1,512,773 円

8,160 件

168,738,673 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）
うち、災害復旧支援
合

計

額

（3）平成 30 年度の活用実績（平成 29 年寄附分）
事業区分

活用事業名

寄附金充当額

・日田まつり振興会補助事業

20,000,000 円

・自治会活動等推進事業

20,000,000 円

・周辺地域活性化対策事業

13,000,000 円

61,644,000 円 ・水郷ひた応援交付金事業

5,744,000 円

・自主防災組織活性化事業

2,900,000 円

① 地域活性化

② 森林保全・育成

30,000,000 円

③ 高齢化対策

・森林整備総合対策事業
・市有林維持管理事業（森林整備委託分）

1,400,000 円

・有害鳥獣被害防止対策事業

400,000 円

・２００海里の森づくり事業

200,000 円

・老人クラブ活動等事業

5,000,000 円

・福祉バス運行事業

5,000,000 円

・緊急通報体制等整備事業

4,500,000 円

16,000,000 円 ・高齢者見守り支援事業
・高齢者在宅福祉サービス事業

④ 市長にお任せ

28,000,000 円

1,000,000 円
500,000 円

・観光誘客宣伝事業

26,000,000 円

・小学校確かな学力育成支援事業

20,000,000 円

・中学校確かな学力育成支援事業

15,000,000 円

・インバウンド推進事業

15,000,000 円

91,300,000 円 ・芸術・文化活用復興イベント開催事業

5,300,000 円

・子どもインフルエンザ予防接種助成事業

5,000,000 円

・美しいひたづくり推進事業

5,000,000 円

小

計

198,944,000 円

（4）令和元年度の活用予定（令和元年度当初予算）
事業区分

① 地域

活用事業名

事業費

寄附金充当予定額

・自治会活動等推進事業

30,000,000 円

20,000,000 円

・日田まつり振興会補助事業

48,000,000 円

20,000,000 円

・周辺地域活性化対策事業

21,800,000 円

13,000,000 円

・地域おこし活動推進事業

81,311,000 円

9,000,000 円

活性化

事業概要
自治会が自主的・主体的に取り組む生活環境整備事業に対し補
助金を交付し、地域コミュニティの維持・継続を支援するもの。
市民や商工団体等とともに日田のまつりを推進し、その振興を
図るため補助金の交付を行うもの。
市内周辺部地域の住民が、主体的に行う地域づくり活動に対し
て助成し、地域活性化を図るもの。
外部の視点を生かした地域おこしを進めるため、都市部の住民
を地域おこし協力隊として受け入れて地域に配置するもの。
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

6,423,000 円

6,423,000 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。

・新しい公共推進事業

・自主防災組織活性化事業

10,742,000 円

5,800,000 円

4,160,000 円

2,000,000 円

安心して暮らし続けることのできる地域づくりを進めるため、
地域を担う住民自治組織の設立と運営を支援するもの。
自主防災組織の活動に必要な防火用施設整備や、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。
森林所有者の負担軽減を行うことで、水源のかん養や災害に強

②森林保全
・育成

・森林整備総合対策事業

80,000,000 円

23,700,000 円

の維持増進を図るもの。

・市有林維持管理事業
（森林整備委託分）

9,941,000 円

1,000,000 円

②高齢化
対策

い健全な森林を育成するため、森林整備を推進し、公益的機能

市有林約 1,650ha において、森林の有する多面的機能が最大限
発揮できるように造林、間伐等の整備を行うもの。
老人クラブ会員の生きがい・健康づくり、教養の向上を目指す

・老人クラブ活動等事業

12,550,000 円

6,800,000 円

とともにリーダー養成、スポーツ活動、社会奉仕活動などの組
織活動を支援するもの。

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

②高齢化

・緊急通報体制等整備事業

7,194,000 円

5,500,000 円

対策

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。
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

1,661,000 円

1,000,000 円

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。
観光誘客のためのパンフレットの作成・配布、情報誌やメディ

・観光誘客宣伝事業

30,000,000 円

10,000,000 円

アを活用した情報発信を行うとともに、首都圏・関西・福岡エ
リアを中心とした宣伝活動を展開するもの。

④市長に

・小学校確かな学力支援事業

28,024,000 円

10,000,000 円

・中学校確かな学力支援事業

23,979,000 円

8,000,000 円

・インバウンド推進事業

20,000,000 円

6,400,000 円

お任せ

市独自で取り組んでいる学力調査や公費負担による補助教材
購入と併せて、
「漢字検定」の受検料助成を行うもの。
市独自で取り組んでいる学力調査や公費負担による補助教材
購入と併せて、
「英語検定」の受検料助成を行うもの。
インバウンドの誘客を促進するため、国、県、民間事業者等と
連携した事業を実施するもの。
自治会など地域で行う環境美化活動の促進や啓発推進、ポイ捨

・美しいひたづくり推進事業

9,170,000 円

4,000,000 円

て等防止監視員の設置、不法投棄物の撤去など、水郷ひたを守
るための取組。

・農地及び農業用施設市単小災害
復旧事業

合

計

60,000,000 円

3,641,000 円

156,264,000 円

九州北部豪雨により被災し、国の災害復旧事業の対象とならな
い農地及び農業用施設の復旧に補助するもの。

（5）自治会還流制度（自治会指定）の状況 （平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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
亀川町

1件

¥11,000 日高町

1件

日ノ隈町

1件

¥10,000 求町

亀山町

1件

本庄町

前津江

天瀬

2件

¥29,000 柚木

1件 ¥375,000 丸山東

2件

¥33,000

1件 ¥100,000 鈴連町

2件

¥28,000 出野

1件 ¥375,000 湯山

2件

¥54,000

¥28,000 吹上町

2件

¥45,000 源栄町

3件 ¥181,000 大野

4件 ¥407,000 桜竹一

3件 ¥110,000

1件

¥10,000 新治町

2件

¥22,000 鶴城町

1件

¥24,000 赤石

4件 ¥881,000 赤岩

1件

¥34,000

三隈町

1件

¥11,000

1件

¥9,000 大肥町

4件

¥97,000

7件 2,038,000円 馬原一

1件

¥50,000

大和町

1件 ¥500,000 高瀬本町

1件

¥83,000 大鶴町

4件 ¥222,000

1件

¥55,000

川原町

6件 ¥149,000 琴平町

1件

¥24,000 大肥本町

2件

¥30,000 出口

1件

¥18,000

若宮町

5件 ¥180,000 誠和町

1件 ¥200,000 夜明上町

5件 ¥102,000 川辺

4件 ¥109,000 塚田

1件

¥10,000

中央通二丁目

3件

¥94,000 南部町

1件

1件

¥30,000 丸蔵

2件

¥80,000 五馬市東

4件 ¥651,000

中央通一丁目

1件

¥10,000 朝日町

1件 ¥1,000,000

石井町一丁目

1件

¥13,000 鯛生

2件

¥57,000 五馬市西

1件 ¥500,000

三本松

2件

¥62,000 天神町

1件

¥13,000

石井町二丁目

淡窓町

6件 ¥333,000 清水町

2件

¥51,000 高井町

1件

¥72,000

港町

1件 ¥163,000 財津町

2件

¥30,000 小山町

2件

¥29,000 上津江川原

丸の内町

5件 ¥226,000 市ノ瀬町

2件 ¥325,000

豆田第二

2件

¥31,000 伏木町

1件

¥11,000

城町二丁目

1件

¥11,000 有田町

2件

¥72,000

上城内町

1件

¥50,000 三池町

2件 ¥147,000

丸山一丁目

1件

¥26,000 諸留町

4件 ¥244,000

■自治会指定寄附額

田島一丁目

1件

¥20,000 月出町

1件

¥13,000

■自治会指定

田島二丁目

2件

¥60,000 羽田町

1件

¥34,000

北友田一丁目

¥11,000 東羽田町

¥34,000 夜明中町

中津江

¥83,000 野田

15件 ¥652,000

1件

馬原二

8件 276,000円

16件 ¥1,515,000

上津江
¥20,000

おおやま北部

1件 ¥250,000

1件 20,000円

おおやま中央

2件 ¥261,000

おおやま老松

2件 ¥261,000

おおやま西峰

1件 ¥250,000

おおやま都築

2件 ¥268,000

12,264,000円

おおやま烏宿

4件 ¥318,000

167件

おおやま清流

15件 ¥530,000

（86自治会）

おおやま南部

2件 ¥262,000

115件 6,015,000円

1件

大山

※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。

20件 2,400,000円
※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 30 年 4 月 1 日～12 月 31 日受付分は令和元年度に、平成 31 年 1 月 1 日～3 月 31 日受付分は令和 2 年度に交付いたします。

