
354,300 （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。

3,208 3,200 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。

1,193 1,100
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。

2,000 2,000
エコアイランド推

進課

5 固有種保全外来種対策事業
本市の固有種・希少種（ミヤコカナヘビ、ミヤオサワガニ、ヤシガニ等）の
保全や外来種対策費用に活用。

10,321 9,200 環境衛生課

6
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。

5,541 5,500 環境衛生課

7 地下水利用計画
宮古島市地下水保全条例第10条に基づき策定された｢第3次宮古島市地
下水利用基本計画｣が、令和2年度までの期限となっているため、令和3
年度以降10年間にわたる第4次計画を策定する費用に活用。

182 100 環境衛生課

8 有機質肥料購入補助金
　本市の基幹作物であるさとうきびの増産に向け、有機質肥料による土
作りを推進する為、肥料を購入する農家への補助金交付に活用。

10,669 10,600 農政課

9 農業用廃プラスチック処理補助金
　施設園芸等の生産性向上や農村環境の保全を進めるため、農業用廃
プラスチックの処理を行う農家への補助金交付に活用。

3,691 3,600 農政課

令和２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
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10
有機質肥料購入補助金（園芸

用）
　園芸作物の増産に向け、有機質肥料による土作りを推進する為、肥料
を購入する農家への補助金交付に活用。

1,590 1,500 農政課

11
さとうきび地力増進対策事業補

助金
　本市の基幹作物であるさとうきびの増産に向け、さとうきび収穫後のト
ラッシュを各農家の農地に還元する運搬経費の補助金交付に活用。

5,050 5,000 農政課

12 堆肥盤設置補助金(畜産)
　家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物の適正管理対策として、堆肥盤
の設置を行う農家への補助金交付に活用。

250 200 畜産課

13
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。

51,668 37,200 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。 18,466 10,000 道路建設課

コース別取崩基金額合計 89,200

15 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。

15,680 15,600 児童家庭課

16 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。

32,184 32,100 児童家庭課

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
全額無償化の費用に活用。

149,863 37,200
学校給食共同調

理場

14
道路維持費委託及び
道路清掃等業務

宮古島の子育て応援
コース

17
賄材料費（学校給食無償化に

伴うもの）
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コース別取崩基金額合計 84,900

18 人材育成特別推進事業
魅力ある学校づくりを推進するため、各学校が独自に取り組む事業に活
用。

4,003 4,000 学校教育課

児童生徒の学力向上に向け、各種検定料の助成に活用。 337 300 学校教育課

コース別取崩基金額合計 4,300

「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３，０
００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。

33,799 7,400 高齢者支援課

コース別取崩基金額合計 7,400

21 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。

2,726 2,700 生涯学習振興課

22 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。 8,397 6,500 生涯学習振興課

23 文化財保護活動事業費
指定文化財の適正管理と保存を図るため、資料整理や各文化財施設の
清掃費用等に活用。

5,418 5,400 生涯学習振興課

24
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。

975 900 生涯学習振興課

25
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。

502 500 生涯学習振興課

宮古島の人材育成応
援コース

19
学力向上対策補助金
（検定料補助）

がんずう（健康）
コース

20 敬老祝い金

芸術・文化振興コース
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26 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。 2,429 2,400 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。

2,183 2,100 観光商工課

コース別取崩基金額合計 20,500

28 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。 3,962 3,900 観光課

29 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３，０
００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。

33,799 26,300 高齢者支援課

30 畜産物出荷奨励補助金
　畜産物（豚・山羊）の地産地消を推進するため、宮古食肉センターでと
畜する費用助成に活用。

1,546 1,500 畜産課

31
肉用牛監視システム導入補助

金
　本市の畜産振興を図るため、畜産の分娩監視システムを導入する農家
に対し補助金を交付する費用に活用。

3,797 3,700 畜産課

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
全額無償化の費用に活用。

149,863 112,600
学校給食共同調

理場

コース別取崩基金額合計 148,000

市長お任せコース

32
賄材料費（学校給食無償化に

伴うもの）

27 ガイアアート補助金


