
上峰町　令和元年度（平成31年度）ふるさと納税寄附金　使い道

取組内容 活用額（円）

☆　防犯灯の点灯により、通行者の安全を図りました！

夜間における犯罪の防止及び通行者の安全の確保を図る
3,500,000

☆　防犯灯の修繕をしました！

不具合で点灯しなくなった防犯灯の修繕

549,400

☆　町の魅力発信のためのイベントや映像配信を行いました！

王将戦、つばきの森トレイル等の町外の人を呼び込むイベントを実施

49,500,000

☆　移住定住促進のため、町の魅力をPRしました！

前年度に作成した町のPR動画「あたらしいふるさと」を継続使用、動画を使用した年賀状の作成・送付

8,000,000

☆　議会動画を配信しました！

議会を撮影・編集し配信した

4,000,000

☆　次期総合計画策定のための支援業務を委託しました！

次期総合計画を策定するため、基礎資料等収集業務を委託

3,300,000

☆　地域づくりを支援するため、補助を行いまいした！

地域で活動される団体などに対して、事業の補助

4,000,000

☆　町を経由・運行する民間のバス事業者へ運行補助を実施しました！

西鉄バス佐賀の鳥栖～神埼線運行沿線自治体として、人件費、燃料費、車両維持費等の運行経費補助を実施

1,200,000

☆　町の事業についてまとめた冊子を作成しました！

町の歴史、財政、施策、取り組み等を紹介する冊子を作成

2,800,000

ずっと住みたいまちづくりプロジェクト



☆　すぱーく上峰駐車場の区画線補修を行いました！

すぱーく上峰駐車場の区画線補修及びカラー舗装を実施

756,000

☆　前牟田学習等供用施設の空調機設置工事を行いました！

前牟田学習等の学習室・集会室に空調機を設置することで施設利用者の利便性向上を図る

900,000

☆　町社会福祉協議会の運営に対する補助を行いました！

社会福祉協議会への運営補助の実施

47,500,000

☆　コミュニティバス「のらんかい」を運行しました！

通学バス、巡回バス、乗合タクシーを運営

32,500,000

☆　基幹相談支援センターの相談支援事業を委託しました！

障害者（児）に関する総合的な相談業務を行う基幹相談支援センターの相談支援業務を委託

1,432,372

☆　障害サービス費用の給付を行いました！

障害者（児）に関するサービス費用を給付

45,151,000

☆　重度心身障害者（児）の医療費を助成しました！

重度心身障害者（児）の医療費を助成

4,200,000

☆　障害者医療費の給付を行いました！

更生医療、育成医療、療養介護費用の給付

3,796,906

☆　障害者（児）の補装具費用の給付を行いました！

障害者（児）の補装具の購入、修理費用の給付

400,000

☆　障害者（児）の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援しました！

日常生活用具費用の給付、基幹相談支援センター等機能強化事業、等

300,000



☆　緊急通報システムに関する業務を委託しました！

在宅高齢者の緊急通報システム（自宅に設置）に関する業務を委託

836,660

☆　敬老会で公演の委託をしました！

敬老会で芸能人による公演会

950,000

☆　上峰町老人クラブ連合会が行う事業に対する補助を行いました！

上峰町老人クラブ連合会が行う事業に対する補助の実施

2,300,000

☆　高齢者の保護措置に関する費用を支出しました！

施設入所等必要と認められた高齢者の保護措置に関する費用を支出

5,200,000

☆　長寿のお祝いに長寿祝金をお配りしました！

長寿祝金（70歳、77歳、88歳、99歳）支給の実施

3,000,000

☆　健康づくりを支援するための取組に関する業務を委託しました！

健康づくりを支援するための取組に関する業務を委託

304,128

☆　多様な保育ニーズに対応をしました！

病気回復期の園児の保育を実施。

481,000

☆　多様な保育ニーズに対応をしました！

延長保育を実施する町内の園に対し、補助金を交付。

330,700

☆　ひとり親家庭に医療費を助成しました！

母子・父子家庭に対する医療費の補助を実施。

1,925,147

☆　こどもと高齢者の予防接種を行いました！

ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、不活化ポリオ、４種混合、２種混合、ＢＣＧ、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎及び子宮頸
がんなどのこどもの予防接種並びにインフルエンザ・肺炎球菌といった６５歳以上を対象とした予防接種に要する委託料

22,520,842



☆　若年者の健康診断を行いました！

乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診及び30歳～39歳の国保加入者に対する若年者健診に要する委託料

7,683,289

☆　未熟児に養育に必要な医療費を助成しました！

未熟児の養育に係る医療費の補助を実施。

52,808

☆　不妊治療費の助成を行いました！

女性と男性の不妊治療にかかる費用の一部助成

975,777

☆　がんや結核等の検診を行いました！

胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮がん及び乳がんの各種がん検診並びに結核検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイ
ルス検診、歯周疾患検診に要する委託料

7,000,000

☆　新規に太陽光発電システムを設置された方に設置費用の一部補助を行いました！

環境負荷の少ないクリーンエネルギーの導入を推進

1,114,000

☆　ごみの収集・運搬を行いました！

可燃ごみ、資源ごみ、不燃・粗大ごみの効率的な収集・運搬を実施

26,500,000

☆　農業用水路の保全活動を支援しました！

圃場の水門、ポンプ場などの補修に対する支援

4,600,000

☆　町道の補修を行いました！

町道の舗装補修・側溝改修を行い、利便性の向上と円滑な交通の確保

46,914,000

☆　町道の調査を行いました！

町道改良・拡幅のための調査・設計

22,374,000

☆　町道のための用地を取得しました！

町道改良・拡幅のための用地収用

911,943



☆　町道のための用地取得に伴う補償を行いました！

町道改良・拡幅のための用地収用に伴う補償費

2,472,179

☆　河川の浚渫を行いました！

準用河川の浚渫

800,000

☆　水路の改修を行いました！

水路の法面保護・改修

4,084,400

☆　町営住宅等長寿命化計画の改定を行いました！

町営住宅等長寿命化計画の改定

2,737,000

☆　町営住宅火災報知器の取替を行いました！

切通北団地、西峰団地の火災警報器取替

1,053,000

☆　坊所団地駐車場の整備を行いました！

坊所団地駐車場の整備

4,000,000

☆　防災行政無線施設の保守点検をしました！

住民の生命及び財産の安全確保するための防災行政無線を常時活用できるように、保守点検を実施

2,800,000

☆　防災行政無線の戸別受信機を購入しました！

住民への迅速な伝達を確実に行い住民の生命及び財産の安全確保のために、戸別受信機を必要とする世帯へ無償貸し出
しを行った。

972,000

☆　消火栓を増設しました！

消火栓の新設

3,300,000

☆　都市公園事業の事業評価を実施しました！

鎮西山いこいの森再整備に向けた費用対効果を算出

3,900,600



☆　上峰町中心市街地活性化事業に係る用地を購入しました！

本事業に係る事業用地を購入

200,513,000

☆　町道の排水路の蓋掛けを行いました！

町道の排水路の蓋掛けを行い、歩行者等の安全確保

14,392,400

☆　上峰町中心市街地活性化事業に体育館等の整備を追加設定することによる導入施設の可能
性及び最適なスキームの構築を検討しました！

整備のための実施方針を策定

5,060,000

☆　用地交渉に行きました！

上峰町中心市街地活性化事業に係る用地取得にむけ、地権者との交渉を実施

78,860

まちづくりプロジェクト　計 615,923,411



取組内容 活用額（円）

☆　学童保育を実施しました！

小学生が放課後に安心してを過ごせる場の提供。

3,800,000

☆　子育てに関する支援計画書を策定しました！

子どもの成長や子育てを支援するための計画を策定。

2,800,000

☆　小学校に入学する児童の保護者に入学祝金を支給しました！

保護者の経済的負担を軽減

1,500,000

☆　小・中学校にALTを配置しました！

ALT（１名）を確保し、小・中学校の英語教育の充実を図る

3,657,530

☆　中学校で放課後補充学習を実施しました！

学校外教育サービス（塾や習い事等）で使用できるスタディクーポンを上峰中学校の１年生と３年生の保護者へ交付し、生徒
の基礎学力の定着と苦手分野の克服、学習意欲の向上、個性は才能を伸ばす機会を提供

5,800,000

☆　小学校でオンライン英会話授業を実施しました！

グローバル化に対応した教育環境づくりを進めるため、小学５、６年生にマンツーマンによるオンライン英会話を実施

4,800,000

☆　小・中学校にICT推進員を配置しました！

教職員や児童、生徒が安心して学習活動に集中できるよう、サポート体制を構築

3,200,000

☆　小学校において特別に支援の必要な生徒のための支援員を配置しました！

小学校において特別に支援の必要な児童に対し、支援員を配置し教職員を補佐する

8,400,000

☆　小学校において学校事務を円滑に遂行するための事務補助員等を配置しました！

小学校において事務担当職員の負担軽減や学校施設の維持管理を図るため、事務補助員、司書補助職員及び用務技士を
配置しました

4,000,000

☆　小学校において、空調設備の電気料に充当しました！

小学校において、児童が安全で健康的な学校生活を送れるよう、普通教室・特別教室の全てに空調設備を整備しています。

8,500,000

ひかり輝く人づくりプロジェクト



☆　小学校に電子黒板を設置しました！

小学校に電子黒板２４台を整備し、ICTの利活用により授業の効率化を図る

4,000,000

☆　経済的にお困りの小学生の保護者に対して、援助を行いました！

小学校において経済的理由によって就学困難とみられる児童の保護者に対して、必要な援助を行う

3,700,000

☆　中学校において特別に支援の必要な生徒のための支援員を配置しました！

中学校において特別に支援の必要な生徒に対し、支援員を配置し教職員を補佐する

4,400,000

☆　中学校において学校事務を円滑に遂行するための事務補助員等を配置しました！

中学校において事務担当職員の負担軽減や学校施設の維持管理を図るため、事務補助員、司書補助職員及び用務員を配
置しました

4,000,000

☆　中学校において、空調設備の電気料に充当しました！

中学校において、生徒が安全で健康的な学校生活を送れるよう、普通教室・特別教室の全てに空調設備を整備しています。

6,100,000

☆　経済的にお困りの中学生の保護者に対して、援助を行いました！

中学校において経済的理由によって就学困難とみられる児童の保護者に対して、必要な援助を行う

2,623,863

☆　町民センターの電気料に充当しました！

文化交流拠点として学習にご利用いただく町民センターの冷暖房等電気料に充当

5,600,000

☆　町民センターの管理を委託しました！

平日の夜間と休日における町民ｾﾝﾀｰの使用許可申請受付、施設使用料金の取り扱い、施設使用者への対応、施設管理を
委託

2,300,000

☆　町民センターホールの舞台操作を委託しました！

町民センターホールの、照明や音響に係る舞台操作を委託

3,900,000

☆　町史編さん委員会及び編集部会（執筆委員会）を開催しました！

委員会・編集部会出席の謝金、原稿作成に係る調査費及び原稿料

2,500,000



☆　上峰町史編さん業務を委託しました！

上峰町史の編さんにあたり、進捗状況の確認、資料の調査・収集・整理、委員会・部会の資料・議事録作成、原稿内容精査、
図版挿入等編集補助、著作権発生時の申請などを委託

6,600,000

☆　町立図書館の図書を購入しました！

新刊図書や、利用者からリクエストがあった図書の購入

2,100,000

☆　社会体育施設の管理を委託しました！

武道館・体育館・ﾃﾆｽｺｰﾄ等の施設の使用許可申請受付、施設使用料金の取り扱い、施設使用者への用具の貸し出し、施設
の清掃・除草作業等を委託

6,000,000

☆　町民プールの監視管理を行いました！

屋外町民プールを夏休み期間に開場し、遊泳者の安全指導や施設の維持管理を委託

3,000,000

☆　都市公園「中央公園」の管理を委託しました！

中央公園の芝・遊具・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の維持管理及び施設利用者への用具の貸し出し、施設の清掃・除草作業等を委託

1,900,000

☆　テニスコート夜間照明設備を更新しました！

テニスコートの夜間照明設備72灯のうち、36灯をテニス競技に適した照明へ改修

8,200,000

☆　中央公園に設置しているベンチを増設しました！

中央公園グラウンド内に設置している屋根付きベンチを2基増設しました。

1,200,000

☆　学校給食調理業務を委託しました！

自校式給食に係る調理業務を委託し、安全安心な給食を提供する

23,900,000

☆　スマート農業の取組を支援しました！

防除組合に対する、住宅近接地や山際での防除作業の効率化や省力化のための支援

2,300,000

☆　保育所のＩＣＴ化を導入しました！

町内の保育所に保育士の業務軽減のため、タブレット端末等を整備する補助金を交付。

250,000



☆　小学校正門周辺を改修するための設計を行いました！

児童が安全に登下校できるよう、小学校正門周辺の改修工事のための測量・設計を実施

1,683,000

☆　建物の移転補償費の算定を行いました！

児童が安全に登下校できるよう、小学校正門周辺の改修工事に伴う民有地購入にあたり、建物の補償費を算定

1,712,700

☆　上峰町子ども支援センターを開設するための設計を行いました！

ふるさと学館２階に上峰町子ども支援センターを開設するための設計を実施

440,000

人づくりプロジェクト　計 144,867,093



取組内容 活用額（円）

☆　上峰町中心市街地活性化事業について専門的な知見を取り入れながら進めました！

本事業の推進や用地購入などに関して専門的な知見を取り入れながら事業を実施
13,200,000

☆　町の農産物や加工品等の販路拡大にチャレンジする企業を支援しました！

上峰町のアンテナショップを東京都内におき、販路拡大のチャレンジの場として町内の農産物や加工品を販売

4,000,000

☆　商工会の運営を支援しました！

町商工会の運営に対する支援

10,400,000

☆　地域発展・活性化のイベントを支援しました！

イベントをとおして、町民及び各種団体の交流及び町の地域発展、活性化への支援

5,200,000

☆　都市公園「鎮西山いこいの森」の樹木伐採・剪定をおこないました！

住民の憩いの場となっている都市公園「鎮西山いこいの森」において、車道沿いの樹木伐採、樹木剪定、遊歩道伐採等を実
施

8,000,000

しごとづくりプロジェクト　計 40,800,000

宝を磨き活かすしごとづくりプロジェクト



取組内容 活用額（円）

☆　被災した林道・農業用水路を復旧しました！

被災した林道・農業用水路等の災害復旧

1,249,000

災害支援　計 1,249,000

災害支援


