
平成30年8月 加賀市 

平成29年度 水と森のふるさと資金 
（ふるさと納税）報告書 



はじめに 

 加賀市では「加賀市総合計画」に基づき、「水と森のふるさと」づくりを進めています。
大日山から日本海に至る、豊かな自然を守り育てるとともに、歴史、文化、伝統を継承し、
育んでいくことを目指しています。 
 
 この趣旨にご賛同くださる方からの、寄付金（ふるさと納税）を受け付けており、いただ
いた寄付金は「水と森のふるさと資金」として、寄付者の皆様のご意向に沿う形の事業に活
用させていただいております。 
 また、寄附をいただいた方には、加賀市の特産品などを返礼品としてお贈りしております。 
 
 これまで全国の皆さまからたくさんのご支援をいただいてまいりました。ここに感謝の気
持ちを込めて、平成29年度の寄附状況や活用状況についてご報告いたします。 
 今後も皆さまから寄せられた想いを大切にまちづくりに活かしてまいりますので、引き続
きご協力いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

2 

山中温泉こおろぎ橋 片山津温泉柴山潟 山代温泉古総湯 山中漆器 



平成29年度の寄付金 

寄付総額 1,770件 140,169,000円  

地方 件数 金額（円） 

北海道・東北 71 4,997,000    

関東 883 64,642,000 

中部（石川県を除く） 264 24,035,000 

石川県 84 8,930,000 

近畿 330 26,425,000 

中国・四国 62 5,120,000 

九州・沖縄 76 6,020,000 
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地方別内訳 



金額 件数 総額（円） 

50万円以上 28 17,060,000 

30万円以上50万円未満 101 35,500,000 

10万円以上30万円未満 326 46,872,000 

5万円以上10万円未満 283 18,570,000 

3万円以上5万円未満 393 12,600,000 

1万円以上3万円未満 636 9,552,000 

1万円未満 3 15,000 

寄付方法 件数 金額（円） 

JTBふるさとチョイス 1,263 113,954,000 

日本郵便ふるさとぷらす 133 4,800,000 

ANAのふるさと納税 364 20,910,000 

直接納付 10 505,000 

平成29年度の寄付金 

4 

方法別内訳 

金額別内訳 



寄付金の活用実績  

 分野 件数 金額（千円） 

 子育て・教育 421 20,567 

 観光・歴史・文化 456 21,034 

 ものづくり・伝統産業 150 4,008 

 保健・医療・福祉 161 4,957 

 人・まちづくり 29 1,067 

 環境・都市基盤 340 13,108 

 行財政 72 3,105 

 その他 141 4,221 

 合計 1,770 72,067 
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活用実績内訳 

ご寄附いただいた金額から返礼品費用を除いた額を各事業に活用させていただきました。 

ロボレーブ国際大会の開催 片野鴨池保全活動 東谷地区景観整備 



活用実績詳細 

分野 歳出項目名 主な事業 
活用額 
(千円) 

子
育
て
・
教
育 

学童保育助成費 
放課後児童クラブ運営委託費、ひとり親家庭・多子世帯
放課後児童クラブ利用助成費  

12,873  

子育て支援費 つどいの広場事業助成費、子育て短期支援事業委託費 2,013  

子育て応援プラン費 
ファミリーサポートセンター事業委託費不妊治療費助成
費、三世代ファミリー同居・近居促進助成費、チャイル
ドシート購入助成費、こども未来基金活用事業費 

1,565  

教育交流活動費 ロボレーブ国際大会参加事業費、台湾教育交流事業費 1,304 

学校教育研究費 
プログラミング教育推進事業費、学校教育推進事業費、 
小中学生補充学習推進事業費、英語力向上事業費 

1,141  

生涯学習推進費 
成人式開催費、市民文化講演会・市民芸能祭等開催費、 
加賀ふるさと検定・おもてなし講座開催助成費、かがや
き市民大学校事業費、ふるさと学習推進事業費 

1,441 

青少年健全育成奨励費 青少年健全育成事業費、家庭教育支援事業費 230 

子育て・教育 小計 20,567  

観
光
・
歴
史
・
文
化 

修景緑化整備費 ガーデンシティ構想推進費 2,620  

柴山潟周辺整備費 遊歩道整備及び修景緑化整備費 3,930  

文化振興推進費 北前船日本遺産推進事業費 3,250  

自然・文化遺産保存調査費 文化的景観保存調査事業費・日本遺産啓発・発信事業 1,700  

加賀橋立伝統的建造物群保存地区保存整備費 
保存修理事業助成費、加賀橋立まちなみ保存会活動助成
費 

3,310 

加賀東谷伝統的建造物群保存地区保存整備費 
保存修理事業助成費、旧曽良家住宅排水工事費、山中温
泉ひがしたに地区保存会保存活動事業助成費 

6,224 

観光・歴史・文化 小計 21,034  
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活用実績詳細 

分野 歳出項目名 主な事業 
活用額 
(千円) 

も
の
づ
く
り
・
伝
統
産
業 

農地・水・農村環境保全向上対策事業費 
多面的機能支払事業費、環境保全型農業直接支援対策事
業債 

1,400  

商業地域活性費 
まちなか店舗立地支援事業費、商店街賑わいイベント開
催助成費、商店街活性化調査事業費 

610 

商工業育成費 

地域おこし協力隊受入推進事業費、海外輸出促進事業費、
産学官連携体制構築事業費、産業人材育成事業助成費、
高校生人材育成支援事業助成費、新商品開発助成費、
IoT関連推進事業費 

1,120 

特産品振興事業費 
加賀特産品販売促進活動助成費、能美山中広域物産交流
事業助成費、いしかわ地域おこしご当地グルメ推進協議
会負担金、食のブランド化事業費 

240 

スマート加賀ＩｏＴ推進事業費 
協議会運営費、IoT人材育成事業費、IoT導入実証事業費、
ロボレーブジャパン国際ロボット大会推進事業費 

30  

工業生産振興費 
中小企業設備投資促進助成費、ロボット研究支援事業費、
中小企業都市連絡協議会参加費 

150 

伝統工芸産業費 
九谷焼振興推進費、伝統工芸等担い手育成費、山中漆器
振興推進費、山中漆器産業技術センター費 

458 

ものづくり・伝統産業 小計 4,008  

保
健
・
医
療
・
福
祉 

健康づくり事業費 
健康のまちづくり推進事業費、ウォーキング・ラジオ体
操推進事業費、健康に関する啓発イベント開催費、健康
プログラム事業費 

987  

シルバー人材センター運営費 運営助成費、地域就業機会創出・拡大事業補助事業費 3,267  

老人クラブ育成費 老人クラブ運営助成費 470 

地域医療推進費 救急医療体制推進事業費、地域医療推進事業費 233  

保健・医療・福祉 小計 4,957  
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活用実績詳細 

分野 歳出項目名 主な事業 
活用額 
(千円) 

人
・
ま
ち
づ
く
り 

縁結び支援事業費 
結婚・子育て情報発信事業費、結婚支援事業助成費、
「かが縁結びさん」養成事業費 

40 

まちづくり運動助成費 
まちづくり事務局助成費、まちづくり活動助成費、コ
ミュニティ助成事業費 

750 

生活環境対策費 空家等立入調査費、空家等対応推進事業費 277 

人・まちづくり 小計 1,067  

環
境
・
都
市
基
盤 

環境美化推進費 
クリーンビーチ・インかが開催費、不法投棄監視・回収
業務委託費、動物死体処理業務委託費、地域・河川清掃
助成費、海岸清掃助成費、ごみステーション設置助成費 

1,640  

地球温暖化対策費 
エコライフポイント推進プロジェクト事業費、エコフェ
スタinかが・キャンドルナイト開催費、住宅用太陽光発
電システム設置助成費 

390  

湿地保全対策費 
片野鴨池保全事業委託費、ラムサール条約登録湿地市町
村会議費、片野鴨池陸地化抑制事業費※、坂網猟師の後
継者育成事業費 

740 

国定公園管理費 
光熱水費、管理委託費、維持補修費、国定公園園地整備
費 

3,680 

鴨池観察館費 指定管理委託費、維持補修費 3,950 

加賀温泉駅前活性化対策費 
加賀温泉駅舎デザイン選定事業費、加賀温泉駅都市施設
運営等検討費、加賀温泉駅仮駅舎音声案内装置設置費 

2,580 

景観整備事業助成費 景観整備地区助成費、景観セミナー開催事業助成費 628 

環境・都市基盤 小計 13,608  
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※企業版ふるさと納税寄附金（500千円）含む 



活用実績詳細 

分野 歳出項目名 主な事業 
活用額 
(千円) 

行
財
政 

オープンデータ活用推進費 オープンデータカタログサイト構築リース料 240 

企画振興費 
「総合戦略検討会議」開催費、行政評価「公開外部評価
会」開催費、新規政策課題対応関係費 

1,190 

電子市役所推進費 RPAパイロット版導入効果検証業務委託費 1,675 

行財政 小計 3,105 

そ
の
他 

消防車両整備費 
広報兼資機材搬送車整備事業費、南郷分団ポンプ車整備
事業費、救急自動車整備事業費事務費、査察広報車整備
事業費、動橋分団ポンプ車整備事業費 

3,700  

防災訓練費 総合防災訓練開催費 140  

防災活動推進費 
防災士養成事業費、防災備蓄倉庫備蓄資機材等購入費、
加賀市防災協議会活動助成費、災害対応経費 

381 

その他 小計 4,221 

合 計 72,567 
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返礼品ランキング 
１． JTBふるさとチョイス 

順位 品名 件数 

1 加賀市橋立港産 宝勝丸水揚げ 子持ち甘えび 50匹 153 

2 こしひかり10㎏ 104 

3 娘娘万頭9個入 88 

3 加賀市・橋立港産 香箱かに 中5匹詰合せ 88 

5 瑠璃光 特撰「加賀温泉おせち」 84 

 
２． 

 
日本郵便ふるさとぷらす 

順位 品名 件数 

1 加賀市橋立港産 香箱がに(雌ズワイガニ）5匹 33 

2 常きげん 純米大吟醸 ＫＩＳＳ ｏｆ ＦＩＲＥ 13 

3 加賀市橋立港産 加能がに（雄ズワイガニ）大 10 

4 清翠米（加賀市三谷地区産こしひかり） 9 

5 季節の「加賀九谷野菜」詰合せ 8 

 
３． 

 
ANAのふるさと納税 

順位 品名 件数 

1 加賀梨 ５㎏ 46 

2 常きげん 純米大吟醸 ＫＩＳＳ ｏｆ ＦＩＲＥ 36 

3 特選ゆで加能ガニ（メス） 29 

4 常きげん 山廃純米吟醸 16 

4 べにや 無何有 １泊夕朝食付ペア宿泊券 16 
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