
311,000 （単位：千円）

活用基金コース № 活用事業名 事業の概要
予算額

(一般財源）
基金活用額 所管課

1 電気自動車リース事業
エコアイランド宮古島の推進として、低炭素社会構築や生活コストの低減
化、生活の質（QOL）の向上を目的に、電気自動車の普及促進を図るため、
庁内の電気自動車リース費用に活用。

3,383 3,000 財政課

2 充電器利用に係る維持管理
エコアイランド宮古島の推進として、低炭素社会構築や生活コストの低減
化、生活の質（QOL）の向上を目的に電気自動車の普及促進を図ってお
り、普及促進の一環である急速充電機、普通充電機の維持管理に活用。

1,097 1,000
エコアイランド
推進課

3 充電器設置工事

エコアイランド宮古島の推進として、低炭素社会構築や生活コストの低減
化、生活の質（QOL）の向上を目的に電気自動車の普及促進を図ってお
り、普及促進の一環である普通充電機の設置及びコンセント増設費用に
活用。

605 600
エコアイランド
推進課

4 電気自動車導入補助金
エコアイランド宮古島の推進として、低炭素社会構築や生活コストの低減
化、生活の質（QOL）の向上を目的に、電気自動車の普及促進を図るため、
市民が電気自動車を購入する費用の一部に活用。

2,400 2,000
エコアイランド
推進課

5
地下水保全対策事業
地下水モニタリング調査

地下水利用計画及び地下水保全条例に基づき、地下水モニタリング調査
の実施費用に活用。

4,996 4,000 環境衛生課

6 美ぎ島宮古グリーンネット助成金
防災に強い島づくりの推進や花と緑に囲まれた宮古地域の形成に取り
組む実ぎ島宮古グリーンネットの活動支援に活用。

300 300 みどり推進課

7 観光地清掃業務 魅力的な観光地の機能を維持するため、観光地の清掃業務に活用。 3,666 3,000 観光課

8
公園管理費及び
公園清掃等業務

市民及び観光客の憩いの場となる公園の適切な管理を推進するため、
維持管理に活用。

51,015 51,000 都市計画課

快適な道路環境（インフラ）の形成を推進するため、清掃業務に活用。 23,189 22,000 道路建設課

令和元年度宮古島市ふるさと納税活用状況

エコアイランド宮古島
応援コース

9
道路維持費委託及び
道路清掃等業務
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コース別取崩基金額合計 86,900

10 トライアスロン補助金
スポーツアイランド宮古島を代表するスポーツイベント「全日本トライアス
ロン宮古島大会」の開催を支援するため、開催実行委員会への支援に活
用。

5,230 2,000 交流推進課

11
全国離島交流中学生野球大会

参加負担金

野球を通して参加市町村との交流を深めるとともに、コミュニティー醸
成・郷土愛の醸成の育成に寄与する、「全国離島交流中学生野球大会」に
参加する中学生徒への派遣に活用。

2,000 2,000 学校教育課

12 体育施設指定管理委託料
総合体育管や陸上競技場、多目的前福運動場、屋内練習場、市民球場の
5つの施設において、民間目線によるサービス向上を図るため、指定管理
者制度導入による指定管理料に活用。

52,000 40,000 生涯学習振興課

市民のスポーツ環境の充実に加え、各種スポーツのキャンプ・合宿受入に
向け、野球場等の維持管理に活用。

6,994 6,000 市民スポーツ課

コース別取崩基金額合計 50,000

14 出産祝い金
次代を担う子どもの誕生を祝福し、その健やかな成長を願い子育て支援
をするとともに、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、第1子
からの出産祝い金に活用。

17,420 14,000 児童家庭課

乳幼児の福祉向上を図るため、市内の法人保育所に対して、検診費、保
険料、教材費、検便代、研修費、給食費にかかる費用の支援に活用。

13,709 3,000 児童家庭課

コース別取崩基金額合計 17,000

16
魅力ある学校づくり推進事業

補助金

児童・生徒の学力向上や体力向上、豊かな心を育む取り組み等を目的と
して、市立幼稚園、小学校、中学校が独自に企画・運営する魅力ある学校
づくりの取り組みを支援する費用に活用。

6,758 4,000 学校教育課

17 ホームステイ補助金
グローバルな視点を持つ生徒を育成するとともに、国際的な視野を広げ
るため、中高校生を対象としたホームスティの実施に活用。

1,950 1,900 生涯学習振興課

宮古島の子育て応援
コース

法人保育所給食費等助成金15

宮古島の人材育成応
援コース

スポーツアイランド
コース

13 キャンプ誘致促進事業
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児童生徒の学力向上に向け、各種検定料の助成に活用。 321 300 学校教育課

コース別取崩基金額合計 6,200

「高齢者にやさしいまちづくり」の推進やこれまで市の発展を支えてき
た高齢者の皆様への感謝の意として、満７０歳～９９歳までの方を対象に
３，０００円、１００歳以上の方に対し１０，０００円の敬老祝い金を支給するとと
もに、新８８歳、新１００歳の方へは記念品の贈呈に活用。

30,989 10,000 高齢者支援課

コース別取崩基金額合計 10,000

20 市指定文化財管理費補助金
指定文化財の適正管理と保存を図るため、指定文化財所有者及び管理
団体への支援に活用。

2,909 2,000 生涯学習振興課

21 宮古馬保存会補助金 天然記念物である宮古馬の保存に向け活動を行う保存会の支援に活用。 6,150 6,000 生涯学習振興課

22 板倉区交流事業
多感期にある青少年情操教育の１つとして、城辺地区の児童と歴史的に
深いつながりを持つ新潟県板倉区の児童間のホームスティ交流事業へ
活用。

1,055 1,000 中央公民館

23 白川町海山交流事業
多感期にある青少年情操教育の１つとして、山のない下地地区の児童と
海の無い岐阜県白川町の児童が交流し、お互いの地域文化に触れる機
会を創出するため、ホームスティ交流事業へ活用。

1,047 1,000 中央公民館

24 台湾国際交流事業
多感期にある青少年情操教育の１つとして、下地地区の中学生と隣国の
台湾台中の中学生が語学とそれぞれの異文化にふれ交流する「台湾国
際交流事業」に活用。

964 900 中央公民館

25
宮古島市子ども劇団
(かなやらび)補助金

子どもの個性、表現力を伸ばし、成長支援を行う劇団かなやらびの活動
支援に活用。

1,233 1,200 生涯学習振興課

26
宮古島市マティダお笑い劇場

実行委員会補助金

宮古方言や宮古島の伝統文化の継承、市民による新たな地域文化の創
造、市民へのリフレッシュの場を提供し、明日への活力を養うことを目的
として実施するマティダお笑い劇場開催に活用。

797 700 生涯学習振興課

学力向上対策補助金
（検定料補助）

18

がんずう（健康）
コース

19 敬老祝い金

芸術・文化振興コース



311,000 （単位：千円）

活用基金コース № 活用事業名 事業の概要
予算額

(一般財源）
基金活用額 所管課

令和元年度宮古島市ふるさと納税活用状況

27 図書館用図書購入事業
新図書館（未来創造センター）の図書資料充実に向けて、図書資料・郷土
資料の購入に活用。

16,557 13,800未来創造センター

28 ブックスタート事業
0歳～１歳半の乳・幼児を対象に、絵本に触れる楽しさと大切さを伝え、心
触れあうひとときを持つきっかけづくりとして、検診時において絵本と図
書バッグの配布費用に活用。

1,168 1,000未来創造センター

29 企画展事業 総合博物館において実施される各種企画展の費用に活用。 2,102 2,000 総合博物館

アートツーリズム等のテーマ型観光、文化交流の推進を図る「NPO法人ガ
イアアート協会」への活動支援に活用。

2,680 2,000 観光商工課

コース別取崩基金額合計 31,600

31 敬老祝い金

「高齢者にやさしいまちづくり」の推進やこれまで市の発展を支えてき
た高齢者の皆様への感謝の意として、満７０歳～９９歳までの方を対象に
３，０００円、１００歳以上の方に対し１０，０００円の敬老祝い金を支給するとと
もに、新８８歳、新１００歳の方へは記念品の贈呈に活用。

30,989 19,500 高齢者支援課

32
離島患者等支援事業（子宮頸
がん予防ワクチン接種後の症
状に対する支援補助）

子宮頸がんワクチンの副反応の被害者支援として、治療に係る渡航費等
の支援費用に活用。

3,782 3,000 健康増進課

33 法人保育所給食費等助成金
乳幼児の福祉向上を図るため、市内の法人保育所に対して、検診費、保
険料、教材費、検便代、研修費、給食費にかかる費用の支援に活用。

13,709 10,000 児童家庭課

34 生活バス路線学生割引補助金
地域格差の是正及び保護者の負担軽減、並びにバス利用者の向上を図
るため、学生バス利用の回数券購入支援に活用。

560 500
伊・地域づくり課
地域振興課

30 ガイアアート補助金
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35 宮古島市夢実現助成金
児童・生徒の人材育成及び教育指導者等の資質向上を図る事を目的とし
て、宮古島市教育の日表彰規程に基づき表彰された方を対象に、視察、
研修事業等の費用に活用。

398 300 教育総務課

36 選手派遣費補助金
保護者の負担軽減を図り、児童生徒の健全なる育成を図る為、スポーツ、
文化活動の地区選抜代表選手として、県大会や全国大会へ本市児童生
徒を派遣する旅費の一部に活用。

3,427 2,000 学校教育課

37
魅力ある学校づくり推進事業

補助金

児童・生徒の学力向上や体力向上、豊かな心を育む取り組み等を目的と
して、市立幼稚園、小学校、中学校が独自に企画・運営する魅力ある学校
づくりの取り組みを支援する費用に活用。

6,758 2,000 学校教育課

38 総合学習支援補助金
児童・生徒の確かな学力の定着、豊かな人生の育成、健康・体力の育成に
つながる取り組みとして、各学校が進める総合学習支援に活用。

2,002 2,000 学校教育課

39 子育て支援対策学校給食費扶助
子育て支援を推進するため、市内小中学校の児童・生徒を対象に給食費
の半額助成に活用。

95,220 69,000 給食センター

戦後70年余が経過し、各地区で実施してきた慰霊祭を一同に介した「宮
古島市合同慰霊祭」の開催に活用。

2,057 1,000 福祉政策課

コース別取崩基金額合計 109,300

市長お任せコース

40
合同慰霊祭実行委員会

補助金


