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霧島市 

 

霧島市では、本市の将来の発展を願い、応援しようとするため、ふるさと納税“霧島市

きばいやんせ寄附金”として寄付された寄附金及び“かごしま応援寄附金”制度に基づき

交付された交付金（以下「寄附金等」という。）を「霧島市ふるさときばいやんせ基金」に

積み立てています。基金に積み立てている寄附金につきましては、指定された施策に応じ、

魅力あるまちづくりのために有効に活用させていただきます。 

これまでに（平成 20 年度～）霧島市に寄せられた寄附金等及び活用した事業の状況は

次のとおりとなっております。 

 

 

 
１．自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全にににに関関関関するするするする施施施施策策策策（風光明媚な自然環境に恵まれた郷土を今後も保全していく施策） 

２．子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの充実充実充実充実にににに関関関関するするするする施施施施策策策策（子どもの健やかな成長のための負担軽減、子育てと仕事が両立できる環境

づくりなど地域における子育て支援の充実施策）    

３．まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの支援支援支援支援にににに関関関関するするするする施施施施策策策策（快適で魅力あるまちをめざす生活基盤の整備・交通体系の充実や共生協働

のまちづくり支援などの施策） 

４．観 光観 光観 光観 光 のののの 振 興振 興振 興振 興 にににに 関関関関 す るす るす るす る 施施施施 策策策策（観光地きりしまの知名度の向上や観光資源の発掘などの観光振興施策） 

５．教 育教 育教 育教 育 のののの 振 興振 興振 興振 興 にににに 関関関関 す るす るす るす る 施施施施 策策策策（教育環境の整備など学校教育の充実や生涯学習の推進などの施策） 

６．そ のそ のそ のそ の 他 市 長他 市 長他 市 長他 市 長 がががが 必 要必 要必 要必 要 とととと 認認認認 め るめ るめ るめ る 施施施施 策策策策（福祉の充実、産業の振興、定住・移住施策などその他の施策） 
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施策№ 

寄附件数・金額（積立額） 
事業 

活用額 

（②） 

基金残高 

（①-②） 
かごしま応援 

寄附金 

霧島市きばいやんせ 

寄附金 

合計 

（①） 

件数 寄附金額 件数 寄附金額 件数 寄附金額 

１．自然環境 28 446,400 22,684 605,275,368 22,712 605,721,768 84,431,000 521,290,768 

２．子育て 19 301,800 21,841 530,994,082 21,860 531,295,882 350,758,000 180,537,882 

３．まちづくり 28 436,800 5,736 156,284,040 5,764 156,720,840 115,600,000 41,120,840 

４．観光 21 302,700 7,314 225,370,050 7,335 225,672,750 101,078,000 124,594,750 

５．教育 22 975,300 3,332 93,134,008 3,354 94,109,308 32,482,000 61,627,308 

６．その他 155 11,900,805 17,509 514,300,495 17,664 526,201,300 397,048,000 129,153,300 

計 273 14,363,805 78,416 2,125,358,043 78,689 2,139,721,848 1,081,397,000 1,058,324,848 

基金利子 等 2,696,555  2,696,555 

合    計 2,142,418,403  1,061,021,403 

※１件の寄附で２つ以上の施策を指定された場合は、金額を按分し、それぞれの施策で１件ずつとして計上しているため、実際の収納

件数とは合わない場合があります。 

※かごしま応援寄附金の寄附金額は、霧島市に配分された金額となりますので、寄附された金額と異なります。 
（次ページへ）

施策施策施策施策の区分の区分の区分の区分    

寄附状況寄附状況寄附状況寄附状況（（（（平成平成平成平成 20202020～～～～令和令和令和令和元元元元年度：施策ごと）年度：施策ごと）年度：施策ごと）年度：施策ごと）    
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霧島市では、皆様からの寄附金を次の事業において、有効に活用しております。 

（（（（令和元令和元令和元令和元年度実績年度実績年度実績年度実績及び及び及び及び令和２令和２令和２令和２年度予定年度予定年度予定年度予定））））    

施策№ 事 業 名 
寄附金充当額（千円） 

事業内容 
R 元年度実績 R２年度予定 

1 

10万本植林プロジェクト事業 3,400 3,800 10万本植林プロジェクト 

河川景観保全アダプト（里親） 

制度推進事業 
8,900 9,000 河川清掃団体への補助 

生活排水対策推進計画策定 

及び進行管理事業 
1,700  

鹿児島湾の水質汚濁防止の生活排水対策調

査費用 

環境美化・河川環境保全推進事

業 
3,000 2,600 景観美化活動（清掃活動・花壇整備） 

道路アダプト制度事業 2,400 2,800 道路清掃団体への補助 

ボランティア清掃廃棄物処理

事業 
8,900 9,300 道路・側溝等清掃時廃棄物の処理費用 

鳥獣被害対策実践事業  10,100 
イノシシ等による農作物被害の防止・軽減

を図るための補助 

資源ごみ中間処理・保管事業  51,200 
資源ごみの適正処理及びリサイクルに要す

る費用 

家庭系一般廃棄物収集運搬事

業 
 139,300 

家庭系一般廃棄物の適正かつ効率的な処理

に要する経費 

2 

粉ミルク支給事業 800 1,200 粉ミルク支給助成 

特定不妊治療費助成交付事業 15,700 17,500 特定不妊治療費に対する助成 

放課後児童健全育成事業 8,400 8,300 放課後児童クラブの運営に対する補助 

子ども医療費助成事業 247,000 63,700 
小学校就学前までの乳幼児保険診療医療費

に対する助成 

予防接種事業 14,100  ロタウイルスワクチン接種の助成 

私立幼稚園就園奨励費（市単

独） 
1,300  私立幼稚園利用料の補助 

こども館施設整備事業 3,400 62,900 
子育て世帯が親子で利用できるこども館の

整備費用（既存施設の利活用） 

3 

防犯組合連合会運営事業 18,300 18,300 防犯灯のＬＥＤ設置 

無線・有線放送施設整備支援事

業 
34,000  無線・有線放送施設の整備に対する助成 

4 

日当山観光案内所管理運営事

業 
10,200 10,100 

「日当山西郷どん村」の施設内に設置した

観光案内ブースの運営費用 

日当山西郷どん村管理運営事

業 
9,000  「日当山西郷どん村」の管理運営費用 

スポーツ団体誘致歓迎実行委

員会運営事業 
1,100  各種国際大会等の誘致活動に対する補助 

観光バス運行事業 9,700 9,900 「霧島周遊観光バス」の運行費用 

霧島市花火大会開催支援事業 5,500 6,000 花火大会開催費の補助 

5 

学校児童生徒の定期健診・就学

時健診事業 
10,000 10,700 学校児童生徒の定期健診・就学時健診費用 

国分中央高校施設整備事業  31,000 食品加工室の整備に伴う備品の整備 

部活動支援事業 100 300 
文化系部活動における各種大会活動参加に

要する費用の助成 

中学校遠距離通学支援事業 7,700 7,800 
遠距離通学の生徒の保護者に対する通学に

係る費用の助成 

国分中央高校活性化事業 2,900 3,000 各種大会活動参加に要する費用の助成 

中学校各種大会参加支援事業 2,000 2,000 
教育活動として位置づけられた各種体育競

技大会活動参加に要する費用の助成 

キャリア教育・進路指導推進事

業 
400 400 中学生等の職場体験などに関する経費 

6 

移住定住促進補助事業 61,700 24,800 移住者の新築・中古物件購入等経費助成 

安全灯設置事業 2,500 2,600 安全灯のＬＥＤ設置 

新規創業・第二創業促進支援事

業 

 

4,600 7,800 空き店舗活用支援と起業・創業の支援 

学生就職支援プロジェクト推 600 1,100 高校生・大学生への地元就職支援 

寄附金の活用状況寄附金の活用状況寄附金の活用状況寄附金の活用状況    
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施策№ 事 業 名 
寄附金充当額（千円） 

事業内容 
R 元年度実績 R２年度予定 

進事業 

霧島市県立福山高等学校通学

費等支援事業 
9,800 6,700 

福山高校存続に向けた取組 

（学生への通学助成等） 

霧島市中小零細企業持続化支

援事業 
2,700 3,000 中小零細企業等への支援 

霧島商工会議所活動支援事業 300 300 創業スクール開催に対する事業費補助 

霧島市商工会活動支援事業 300 300 創業スクール開催に対する事業費補助 

自立支援配食事業（障がい者

分） 
11,900 12,100 配食サービス経費の補助 

各種スポーツ大会出場者支援

事業 
 3,200 

各種体育大会の予選を勝ち抜き、全国大会

などへの出場等に要する経費に対する補助 

健康づくり啓発事業 1,900 1,800 「貯筋運動教室」開催費用 

多面的機能支払交付金事業 22,300  
地域共同による農地等資源や農村環境の保

全活動に対する助成 

担い手経営発展等支援事業 23,900 24,000 
認定農業者や認定新規就農者の農業用機

械・施設の導入等に対する助成 

第 12 回全国和牛能力共進会対

策事業 
600 3,400 

第 12 回全国和牛能力共進会に向けた出品

対策事業 

農業の「稼ぐ力」向上プロジェ

クト推進事業 
1,500 2,000 

ブランド化へつながるきっかけ作りなど地

場産品の消費を促す事業等に対する助成 

農業次世代人材投資事業 5,700 5,700 新規就農者の定着支援 

計計計計    580,200580,200580,200580,200    580,000580,000580,000580,000        
 

観光客誘客事業 生活排水対策推進計画策

定及び進行管理事業 

粉ミルク支給事業 公園改修事業 

    
市内各種観光施設維持管理

総務事業（「西郷どんの宿」） 
移住定住促進補助事業 

（移住者への支援） 

学校児童生徒の定期健

診・就学時健診事業 

県立福山高等学校 

通学費等支援事業 
    

 


