
令和２年度サポート寄附（ふるさと納税）等活用事業

Ｎｏ． 寄附の目的 事業名 事業概要 事業費
サポート寄附金

充当額
令和２年度実績

出合保育園にジャングルジムを１基、厚陽保育
園に避難車を１台購入しました。

2
公立保育所事
故防止推進事
業

公立保育所における事故防止対策を推進するた
め、必要な機器（乳幼児の午睡中の呼吸や心肺の
動きの低下、うつぶせ寝等を感知する、無呼吸ア
ラーム、午睡チェック等）を購入します。

2,706,000 2,706,000
公立保育園に乳幼児体動センサーを６個ずつ購
入しました。

3
子ども医療費
助成拡充事業

子育て世代の経済的負担軽減を目的として、平成
２８年８月から対象年齢を拡充し、小１～中３ま
での児童の保険適用医療費の自己負担分のうち１
割分を助成していますが、令和２年８月から制度
内容を拡充しました。（助成割合を自己負担額の
１割から２割へ拡大。ただし、子どもの父母の市
町村民税所得割の額が１３６，７００円を超える
世帯は対象外。）
よって、自己負担金拡充相当額を充当します。

24,216,164 24,216,164

小１～中３までの児童の保険適用医療費の自己
負担分を助成しました。
令和２年７月分までは自己負担のうち１割を、
８月以降は自己負担のうち２割を助成しまし
た。

4

成人健康診査
（女性のがん
検診普及啓発
事業）

女性のがん（子宮・乳）検診普及啓発をがん征圧
月間、ピンクリボン月間に合わせて９，１０月に
行い、正しい知識を広め、早期受診を勧めます。
①ショッピングモール等で啓発キャンペーン
②38歳女性を対象にお試し乳がん検診実施
③女性限定託児付の集団がん検診実施

453,382 453,382

①市役所ロビー及び保健センターにてキャン
ペーン活動実施し、ピンクリボン月間中にコン
ビニ等にポスター・チラシの設置しました。
②お試し乳がん検診を実施しました。受診者は
28人でした。
③女性限定託児付きの集団がん検診を1回実施し
ました。

子育て・福
祉・医療・健

康

公立保育所環
境整備事業

1 852,900852,900

公立保育所は老朽化が進んでいます。再編整備が
完了するまでの間、保護者が安心して児童を通わ
せることができるよう、緊急的に修繕が必要な箇
所について、所要の修繕等を行います。
また、遊具等の部品も老朽化が進んでいることか
ら、修繕又は買い替えを行います。



Ｎｏ． 寄附の目的 事業名 事業概要 事業費
サポート寄附金

充当額
令和２年度実績

5

地域医療整備
支援事業（准
看護学院運営
費の補助事業
追加）

市内医療機関における看護師不足を補うために、
准看護師を養成している厚狭郡医師会に対し准看
護学院の運営費を補助していますが、運営が厳し
いため追加で補助額を増額します。

690,000 690,000
厚狭准看護学院へ運営費を補助（補助額
1,500,000円の一部に充当）しました。

6
みつば園緊急
避難経路舗装
事業

火災時には屋外に避難することになりますが、避
難経路に舗装されていない箇所があり、入所者が
凹凸でつまずいたり、車椅子での移動がスムーズ
にできない状況となっています。入所者の高齢化
が進んでおり、避難に時間を要する入所者が増え
ていることから、避難経路をアスファルト舗装
し、避難時の安全性の向上を図ります。

770,000 770,000
避難時の安全性の向上を図るため、避難経路を
アスファルト舗装しました。

7
自主防災組織
等育成事業

自主防災組織の活動を活発かつ継続的なものにす
るため、防災資機材や訓練に要した経費の補助を
行います。

429,100 429,100 １５自治会に補助金を交付しました。

避難所で使用する簡易トイレ及び目隠し用テン
トを6セット購入しました。

9
避難所環境整
備事業（避難
マット整備）

平時からの避難所における生活環境の整備とし
て、「避難所全体の使い方」、「各自の避難ス
ペース・寝床」、「食料・飲料水等の物資」、
「トイレの確保」等があります。その中の「各自
の避難スペース・寝床」について、特に、学校施
設の場合は体育館が避難者の避難スペースとなっ
ており、床が固く、避難者が横になるにも支障が
あるため、マットを敷くことにより、固さを軽減
することができるため、避難マットを購入しま
す。

132,000 132,000 避難所で使用するマットを100枚購入しました。

子育て・福
祉・医療・健

康

市民生活・地
域づくり・環
境・防災

8
災害用避難所
トイレ整備事
業

災害時に断水となった場合、避難所施設の水洗ト
イレが使用できなくなるため、仮設トイレが設置
されるまでの間、避難者が使用する災害用トイレ
を整備します。

270,600 270,600



Ｎｏ． 寄附の目的 事業名 事業概要 事業費
サポート寄附金

充当額
令和２年度実績

10
本山岬公園
（くぐり岩）
整備事業

くぐり岩で注目を集めている本山岬公園につい
て、今後増加していくことが見込まれる観光客に
対応するため、トイレの更新、市道の拡幅等を計
画的に行います。

1,078,000 1,078,000
展望広場からの景観を確保するため、周辺の木
の伐採を行いました。

共和台子供広場に、滑り台1基、２連ブランコ1
基、ブランコ安全柵1基、3連鉄棒1基を設置しま
した。

12 産業・観光
観光パンフ
レット等作成
事業

観光マップを改訂･増刷、手さげ袋やノベルティ
グッズ等を作成することにより、観光情報の発信
強化を図ります。

495,000 495,000 観光マップを10,000部増刷しました。

13

レノファ山口
とのパート
ナーシップ事
業

スポーツによるまちづくりと市民の一体感醸成の
ため、山口県唯一のプロスポーツチームであるレ
ノファ山口の選手による小学生等とのスポーツ交
流事業などを実施します。選手やスタッフ等と市
民が交流する場を作ることにより、市民の一体感
の醸成を促し、地域活性化やスポーツによるまち
づくりを推進します。

600,000 600,000

市民や市職員によるレノファ応援動画の作成、
サンクスデーにおけるスタジアムでの本市PR
ブース出展、特別練習見学会の開催、新成人向
けお祝い動画出演等を実施しました。

14
聖火リレー実
施事業

東京２０２０オリンピック聖火リレーに向けて、
ルート選定や諸準備、更には聖火ランナーの選
出、セレモニーの開催等聖火リレーを円滑に進め
ていくための県実行委員会の運営に対し、県及び
県内19市町で負担金を支払います。

536,200 536,200

東京２０２０オリンピックの延期に伴い、聖火
リレーも２０２１年度へ延期されましたが、開
催準備等に係る負担金を山口県実行委員会へ支
払いました。

教育・文化・
スポーツ

2,443,10011

都市基盤

遊戯施設改修
事業

都市公園内にある遊戯施設について、長寿命化を
図るための改修及び要望等のある遊戯施設の新規
設置を行います。

2,443,100



Ｎｏ． 寄附の目的 事業名 事業概要 事業費
サポート寄附金

充当額
令和２年度実績

国内外から82点の応募があり、1次審査を通過し
た入選作品38点の展示を不二輸送機ホールで行
いました。また表彰式に合わせ受賞作品13点の
作品展示も同時開催したました。これらの展示
期間中には市内外から合計400名を超える人が来
場され、創意あふれる作品の数々を鑑賞する機
会の提供につながりました。

16 高泊小学校に滑り台を１基設置しました。

17
小学校教育振
興事業（単
独）

教育基本法、学校教育法、学習指導要領に基づ
き、小学校に通う児童が授業を受けるために必要
な教材や図書等を整備し、教育の振興を図りま
す。(図書購入費分)

2,794,180 2,700,000
市内の小学校13校の図書購入費の一部に充てま
した。

18
中学校教育振
興事業（単
独）

教育基本法、学校教育法、学習指導要領に基づ
き、中学校に通う生徒が授業を受けるために必要
な教材や図書等を整備し、教育の振興を図りま
す。(図書購入費分)

2,414,977 2,300,000
市内の中学校7校の図書購入費の一部に充てまし
た。

小学校遊具補
修・更新事業

各小学校に共通して設置する必要がある遊具のう
ち、経年劣化により腐食している遊具を補修・更
新し、子どもたちの安全を確保します。また、小
学校による日常点検に加え専門業者により年１回
定期点検を実施し腐食等の異常を事前に察知し事
故防止を図ります。

975,700 975,700

教育・文化・
スポーツ

15
現代ガラス展
開催事業

本市のガラス文化の魅力を発信するため平成１３
年度から開催している現代ガラス展in山陽小野田
の第８回展を開催します。本市の特色を活かした
シティセールスの一環として、ガラス文化に触れ
る機会を設けることで、市の魅力の発信力を高
め、交流人口の増加を図ります。(新型コロナ
ウィルス感染症の影響により、市内商業施設及び
山口県立萩美術館・浦上記念館で予定の展覧会は
中止を決定しました。)

2,378,189 2,378,189



Ｎｏ． 寄附の目的 事業名 事業概要 事業費
サポート寄附金

充当額
令和２年度実績

19
歴史民俗資料
館管理運営事
業（企画展）

常設展示には無い、様々なテーマで企画展と講演
会を開催し、より多くの市民、県民、歴史愛好家
に郷土の歴史への興味を持ってもらうことを目的
とします。
企画展は、歴史学、民俗学、考古学の分野にわた
ります。講演会は、企画展と関連する内容で行う
など、企画展の来場者の増加に繋げます。

218,000 218,000

企画展「人々と寺社」
特設コーナー「ふるさと文化遺産「山陽道」」
ふるさと文化遺産「山陽道」登録記念講演会を
開催しました。

20
図書資料購入
事業（臨時
分）

近年、高度情報化等が急速に進む中で、地域課題
の増加や市民の学習意欲に対応した図書資料の充
実が求められています。このため、各分野の図書
資料を購入し、地域の情報拠点として整備しま
す。

4,723,769 4,000,000

21

図書資料購入
事業（経常
分）
（中央図書
館）

近年、高度情報化等が急速に進む中で、地域課題
の増加や市民の学習意欲に対応した図書資料の充
実が求められています。このため、各分野の図書
資料を購入し、地域の情報拠点として整備しま
す。

4,132,000 4,000,000

22

図書資料購入
事業（経常
分）
（厚狭図書
館）

近年、高度情報化等が急速に進む中で、地域課題
の増加や市民の学習意欲に対応した図書資料の充
実が求められています。このため、各分野の図書
資料を購入し、地域の情報拠点として整備しま
す。

2,604,861 2,000,000
1,758冊の図書資料と14点の視聴覚資料の購入費
用の一部に充当しました。

55,914,122 54,244,335

教育・文化・
スポーツ 5,940冊の図書資料と50点の視聴覚資料の購入費

用の一部に充当しました。


