
ふるさと納税を活用した事業をご報告します！ 
令和３年１月から令和３年１２月にいただいたふるさと納税を活用し、令和４年度に実施

する事業についてご報告いたします。 
※予算額は当初予算及び補正予算（第１号）を含んでいます。 

子どもたちの笑顔を育む事業             ４０，０００，０００円 
子ども医療費助成事業       30,000,000 円 
 
０歳から中学校３年生ま

での子どもにかかる医療

費（保険適用）から保険給

付の額および他の法令な

どにより負担される公費

負担額を控除した額につ

いて、その全部または一

部を助成します。  

読書活動推進事業            500,000 円 
 

幼児への読み聞かせと

出張貸出の実施や地区

施設等で開催している

おはなし会への協力や

活動の促進を行う事業

です。  

放課後児童健全育成事業     6,000,000 円 
 
働き世帯等の小学生のために放課後

や夏休みに過ごす遊びと生活の場を

提供するため、市内５か所に学童保

育所を設置し、外３か所の民間学童

クラブの運営を支援しています。 

拠点施設管理運営事業        3,000,000 円 
 

子育て支援センターを開設 

し、妊婦期から幼稚園入園 

前までの親子が利用できる 

子育て支援サービスを提供 

します。 

発育発達支援事業      500,000 円 
 

特別な支援が必要と思われる親子に寄り添って子どもの健やかな成長のために専門家から助言を受けられるよう

支援を行います。 

幼児相談や、言葉の相談など個別相談につなげていき、関係機関との連携を図ります。 

 

自然環境を活かした地域づくり事業          ２８，０００，０００円 
里山づくり拠点整備事業       2,000,000 円 
 
健全な森林形態を確保する

ことで、「人と自然の交流の

場」の保全・整備と、景観の

向上を目的とする事業で

す。  

公園・遊歩道管理事業        15,000,000 円 
 

観光振興及び来訪者の利便

性を図るため、自然を活用し

た、ゆっくりゆったり快適に

過ごせる空間づくりや健康

増進を目的に、29箇所の観光

公園と 23 箇所の遊歩道の維

持管理を行っています。  

森林環境保全直接支払事業                       1,000,000 円 
 
森林は木材等の林産物を生産するだけでなく、水資源の涵養、地球温暖化防止など様々

な機能を持っています。  
造林・間伐・下刈りを行い森林の環境保全に努めております。定期的な間伐を行うこと

により、良質な木材を生産できるよう努めています。  

環境衛生一般事業（河川水質検査業務委託） 

2,000,000 円 
市内の河川等の 68地点で採

水、検体の分析を行い水質

汚濁の状況を確認し、水質

保全対策を検討するうえで

の基礎データを収集してい

ます。 

 

 

雑排水処理施設維持管理事業   4,500,000 円 
 
家庭排水による水質汚濁

を抑制するために雑排水

処理施設を設けています。 
家庭からの雑排水を 24 時

間稼働で汲み上げ、施設で

浄化したのちに海に返す

施設です。  
 



不法投棄防止対策事業       3,000,000 円 
 
不法投棄監視員を設置し、監視区域内

のパトロールや不法投棄の通報を行

い、不法投棄の未然防止と、生活環境

の保全、美しいふるさとづくりに努め

ています。  
    

環境都市づくり推進事業         500,000 円 
 
南房総市の望ましい環境像

を実現するため、市の環境

基本計画に基づき、地球温

暖化対策、ごみの減量化・資

源化、  
環境学習など事業者及び市

民等と協働で取り組む施策

や事業を実施しています。  

 

市民が主役のまちづくり事業              ５，０００，０００円 
植栽管理委託料        500,000 円 
 

市道等の植栽管理を地域の市

民活動団体に委託し、年間を

通して道路美化や維持管理を

実施しています。 

環境衛生一般事業（環境美化活動推進事業） 

       1,000,000 円 
行政区等が行う地域の環

境美化活動（草刈りや道路

清掃、海岸清掃、花の植栽

など）に対して助成し、環

境保全と生活環境の向上

を目指します。 

災害対策費（自主防災組織補助金） 

   1,500,000 円  
 
災害発生に備え、自主防災組

織が行う活動費補助金とし

て活用します。備蓄倉庫の設

置、災害用備蓄品を購入し、

防災力の向上を目指します。 

観光総務費            200,000 円 
 
強風による人家への砂の吹

き付けを防ぐため、海岸に

設置する砂防ネット等の工

事材 料費と して活 用 しま

す。  

協働のまちづくり活動保険料  500,000 円 
 
市民が行う公益的な活動の中で起きた損害賠償責任事

故や傷害事故に対して、市と契約した保険会社から保

険料を負担します。市民に安心して協働のまちづくり

活動に取り組んでいただけます。 

産学協働地域活力創造事業   1,300,000 円 
 

大学生と大学教員が地域の住民や学校、NPO、企業、行政

とともに、地域の課題解決または地域づくりに継続的に

取り組み、地域の活性化及び地域の人材育成に資する活

動です。 

 

市長におまかせ                     ８０，０００，０００円 
農地・農業用施設維持管理事業 

8,000,000 円 
用水路やフェンスの修

繕に活用します。農地の

高度利用を促進し、農業

経営基盤の整備や維持

管理に役立てています。 

観光ＰＲ事業                 10,000,000 円 
 

通年型、滞在型、体験型観光を推進するため観光

イベントの開催等を行い、地域のファンづくりを

目指します。また、インターネットや、テレビな

どを活用し、南房総市の魅力を PR し、観光客の

誘致を行います。 

観光トイレ管理事業          20,000,000 円
 

来訪者に開放しているト

イレの清掃作業や浄化槽

の検査、施設の改修を行

い、魅力ある観光地づく

りを推進します。 

海水浴場安全対策事業       32,000,000 円 
 

ライフセーバーの配置や海 

岸整地などの海水浴場環境 

整備を行い、観光客の皆様 

に安全で快適な海水浴場を 

楽しんでいただきます。 

道の駅総務費                                              10,000,000 円 

 
道の駅を通じて周辺地域の観光情報の収集発信や周辺施設との連携により地域全体の経済活性化を目指します。観

光ホームページ・ライブカメラの管理運営、道の駅の施設改修工事・修繕工事を行います。 



「花摘み観光」を途絶えさせたくない！ 

花であふれる魅力ある南房総の復興          ９，０００，０００円 

長年多くの観光客が訪れている露地の花畑は、令和元年房総半島台風等による被害や、現在も続くコロナ禍によ

る来場者の減少に加え、作付面積の縮小も重なり、負のスパイラルに陥っています。 

市では、特徴ある地域産業の継続的な発展のため、花の販売で

の土台作りと、南房総市に来てもらえるような仕組みづくりが必

要であると考え、ふるさと納税のクラウドファンディングによ

り、多くの方からご賛同いただきました。 いただいたご寄附は、

農地の再整備による花畑の再生に加え、多くの人が訪れ、また訪

れたくなる観光地としての復興のための費用として活用します。 

260 年続くびわ栽培の歴史をここで途絶えさせる訳にはいかない！ 

台風被害に遭った枇杷山の再生            ３，３００，０００円 

令和元年台風 15 号により甚大な被害を被った枇杷山。栽培する

山へ続く農道が、多くのびわの倒木で遮断されてしまいました。 

市では枇杷山を復興・再生させるため、将来の産地維持には若い

担い手へ園地を集約することが重要と捉え、ふるさと納税のクラウ

ドファンディングにより、多くの方からご賛同いただきました。 

いただいたご寄附は、枇杷園地内の倒木撤去費用及び枇杷山への

進入路整備費用として活用します 

アワビ漁を未来に残す！漁獲を安定させ全国の食卓に届けたい！ 

          １，１７５，０００円 

奈良時代から続くアワビ漁。明治３０年代から昭和１０年代には

南房総市からカリフォルニア州に渡りアワビの食文化を広めたり

もしました。歴史があり、世界の食文化を彩ってきた「アワビ漁」

が水揚げ高の減少、従事者の減少や高齢化により危機を迎えていま

す。 

漁獲を安定させ、未来にアワビを残すために漁業協同組合が取

り組む事業が「栽培漁業の推進」です。千葉県が推奨する”獲る漁

業”から”育てる漁業”への転換により産業を安定化させ、活気の

ある、賑わいのある港町を蘇らせるため取り組んでいます。 

 

  

地域の資源を復活させ産業振興を図ります 

稚貝（左）を育て、皆様の食卓にお届けします 



生産事業者から感謝の声をお届けします 
ハクダイ食品 大川 浩司 亀や和草 網代 和恵 利左エ門 大川 葉子 

   

   

   

ハクダイ食品  
江戸時代から続く食文化“鯨”を護

り続けています。  
鯨だけではなく、水産加工全般に加

工技術を活かし全国の皆様に”おい

しい”をお届けします。  
 
ハクダイ食品が  
お届けするお礼の品  
 

亀や和草（かめやなぐさ）  
素材、日本の四季、そして保存料を

使わない「安全なお菓子を」の思い

にこだわりを持ち、地元で取れた野

菜や果物をなるべく取り入れたお菓

子を作っています。  
 
亀や和草が  
お届けするお礼の品  

利左エ門  
この地域で水揚げされた良質な“地

魚”に脂の乗り、大きさなどにより

塩度を調節した絶品干物を取り扱っ

ています。目利きと燻製技術は千葉

県下随一。  
 
利左エ門が  
お届けするお礼の品  

うなぎ新都 長島 富郎 ZUKOUSHITU 戸田 肇 らんぷや 川名 京子 
   

   

   

うなぎ新都  
創業（昭和１０年代後期）以降継ぎ

足しをしている秘伝のタレを守る３

代目。甘すぎず、飽きない味が好評

をいただいています。  
 
 
うなぎ 新都が  
お届けするお礼の品  
 

ZUKOUSHITU 
オーダー製の木工製品を作る木工エ

ンジニアです。「つかいつづけたい」

「ありそうでない」をキーワードに、

思い描いている理想を、クッキリ精

巧に具現化致します。  
 
ZUKOUSHITU が  
お届けするお礼の品  

らんぷや  
直焼きするので、袋を開けると収獲

したままの風味が広がります。  
徹底して鮮度にこだわり、納得でき

る海苔が手に入ったときにしか製造

しないこだわりの海苔です。  
 
らんぷやが  
お届けするお礼の品  


