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はじめに 
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、日頃より、鶴ヶ島市政

に格別の御支援、御協力を賜り、心から感謝を申し上げます。 

鶴ヶ島市寄附によるまちづくり基金は、寄附者の方々が事業メニューの中から寄附

金で充実を望む政策を選択し、市がその寄附金を財源に政策の実現を図るものです。 

いただきました寄附金は、寄附者の方々の意向が反映できる事業へ有効に活用させ

ていただきます。今後とも市内外の多くの皆様からの御支援を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。 

ここに令和２年度の鶴ヶ島市寄附によるまちづくり基金等の運用状況を報告いた

します。 

 

 令和３年５月  

 

 

鶴ヶ島市長 齊藤 芳久 
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１ 寄附の概況 

令和２年度（第１３期）は、総額 229,827,000円、5,754件の寄附がありました。 

 

【事業メニュー（大分類）別】 

事業メニュー 件数 寄附金額 

１ 未来を担う子どもたちを応援する事業 3,054件 123,645,000円 

２ 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 537件 18,065,000円 

３ 身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 879件 35,175,000円 

４ 文化・芸術活動を振興するための事業 458件 21,415,000円 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業 799件 27,537,000円 

６ 指定なし 27件 3,990,000円 

計 5,754件 229,827,000円 

※ ４のうち、「四年に一度の祈願！「脚折雨乞(すねおりあまごい)」の龍神に願う“地域の絆”、“交流の

輪”」への寄附 15件、1,350,000円 

【事業メニュー（大分類）別のうち、ふるさと納税分抜粋】 

事業メニュー 件数 寄附金額 

１ 未来を担う子どもたちを応援する事業 3,053件 123,545,000円 

２ 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 536件 18,035,000円 

３ 身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 879件 35,175,000円 

４ 文化・芸術活動を振興するための事業 458件 21,415,000円 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業 798件 27,525,000円 

６ 指定なし 26件 3,940,000円 

計 5,750件 229,635,000円 

※ ４のうち、「四年に一度の祈願！「脚折雨乞(すねおりあまごい)」の龍神に願う“地域の絆”、“交流の

輪”」への寄附 15件、1,350,000円 

【地域別】 

地域 件数 寄附金額  地域 件数 寄附金額 

鶴ヶ島市 4件 190,000円 鶴ヶ島市外 5,750件 229,637,000円 

 

【個人・団体別】 

区分 件数 寄附金額  区分 件数 寄附金額 

個人 5,753件 229,797,000円  団体・企業 1件 30,000円 
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２ 寄附メニューと寄附財源による事業化 

令和２年度において、寄附財源を有効に活用するため以下の寄附メニューに対して

174,940,000円を利用し事業を実施しました。 

なお、基金残金についても、今後有効に活用してまいります。 

事業メニュー別の活用額 

事業メニュー 寄附活用額 

１ 未来を担う子どもたちを応援する事業 101,500,000円 

２ 地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業 11,000,000円 

３ 身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業 33,000,000円 

４ 文化・芸術活動を振興するための事業 6,640,000円 

５ 活力に満ちたまちづくりのための事業 20,800,000円 

６ 指定なし 2,000,000円 

計 174,940,000円 

 

(１）事業メニュー名「未来を担う子どもたちを応援する事業」 

民間保育所・認定こども園等の運営支援、小・中学校のＩＣＴ環境の整備や国際教育 

の充実、中学校の部活動の支援などの事業に活用しました。 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

民間保育所運営支援事業 民間保育所の運営支援（市単独補助分） 122,665 29,000 

認定こども園等運営支援事業 認定こども園の運営支援（市単独補助分） 10,044 4,000 

地域型保育事業 地域型保育施設の運営支援（市単独補助分） 6,337 4,000 

小学校情報教育推進事業 小学校ＩＣＴ教育の支援 235,044 10,000 

小学校国際性を育む教育推進事業 小学校国際教育の支援 19,525 9,000 

中学校情報教育推進事業 中学校ＩＣＴ教育の支援 117,608 5,000 

中学校国際性を育む教育推進事業 中学校国際教育の支援 18,397 8,000 

がんばる部活動応援事業 中学校の部活動への支援 3,017 2,500 

いじめ対策・不登校支援等 

総合推進事業 

児童生徒の心のケア、保護者等に対する 

相談活動 
12,584 10,000 

特別支援教育推進事業 小・中学校の円滑な学級運営の支援 56,276 20,000 
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(２) 事業メニュー名「地域で支え合う健康・福祉のまちづくりのための事業」 

地域支え合い協議会の活動支援、地域での健康運動の支援などの事業に活用しました。 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

市民協働推進事業 
まちづくりポイント制度の運用による市民

協働の推進 
1,779 1,000 

地域支え合い推進事業 地域支え合い協議会の活動支援 8,195 4,000 

つるがしま中央交流センター 

運営支援事業 
つるがしま中央交流センターの運営支援 3,100 3,000 

健康長寿推進事業 健康づくり運動の普及 5,489 3,000 
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(３) 事業メニュー名「身近な緑の保全と地球温暖化防止のための事業」 

小・中学校の体育館のＬＥＤ化、公園遊具の整備、公園・緑地等の維持管理などの事

業に活用しました。 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

道水路維持修繕事業 街路樹の適切な維持管理 54,065 10,000 

公園管理事業 
公園遊具の整備・修繕及び公園・緑地等の

適切な維持管理 
108,121 13,000 

太田ヶ谷緑地保全事業 緑地の適切な維持管理 53,560 3,000 

小学校体育館ＬＥＤ照明導入事業 小学校体育館のＬＥＤ照明の導入 4,620 4,500 

中学校体育館ＬＥＤ照明導入事業 中学校体育館のＬＥＤ照明の導入 32,395 2,500 

  

 

(４) 事業メニュー名「文化・芸術活動を振興するための事業」 

図書館の運営の充実及び脚折雨乞の開催準備の事業に活用しました。 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

図書館運営事業 指定管理者による講座等の充実 174,279 6,600 

文化財保護保存事業 脚折雨乞の開催支援 40 40 
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（５）事業メニュー名「活力に満ちたまちづくりのための事業」 

自治会の運営支援、商工会の運営支援及びシルバー人材センターの運営支援の事業に

活用しました。 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

コミュニティ活動推進事業 自治会の運営支援 24,258 10,800 

商工団体運営支援事業 商工会の運営支援 11,000 5,000 

シルバー人材センター活動支援事業 シルバー人材センターの運営支援 10,641 5,000 

 

 

(６) 事業メニュー指定なし 

学校の相談等体制の整備及び中学生の英語技能検定取得推進事業に活用しました。 

 

 

事業名 充当目的 
事業費 

（千円） 

充当額 

（千円） 

学校法務相談等体制整備事業 いじめや不登校等のトラブルへの対応 600 600 

中学校英語技能検定取得推進事業 中学校国際教育の支援 2,052 1,400 
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