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市外にお住まいの根室ゆかりの皆様、また、全国各地にお
住いの根室出身の皆様、日頃から「ふるさと根室」への温
かい応援に対しまして、心より感謝とお礼を申し上げます。

2020年度は、全国延べ72万人の皆様からたくさんの応援
メッセージとともに、125億円を超える、大変貴重なご寄附
をいただきました。

もとより根室にゆかりのある方々はもちろんのこと、ふ
るさと納税をきっかけに根室とつながりが生まれた皆様と、
今後も様々な交流を重ね、より深い関係性を築いて参りた
いと考えております。

1

子どもたちの希望を育み、『未来を拓く』。

昨年度は言うまでもなく、まさにコロナ禍一色の年でありました。根室市においてもその対応
に奔走した１年であり、前例もなく手探りの中ではありましたが、市民の健康と命、そして、地
域経済を守り抜くとの強い思い出駆け抜けた年でもありました。

そのような中にあり、寄附者の皆様からは、特にコロナ対策や地域医療、子育て支援、産業振
興対策に沢山の応援をいただきました。また寄附金の活用にあたっての市民提言もいただいてお
り、こうした点を十分配慮させていただき、これまで寄附金を活用して参りました。

2021年度予算では、安定的な医療供給体制の構築などの地域医療対策をはじめ、記録的な不漁
が続く水産業に対し、新たに漁業関係者への支援制度を創設するほか、子育て支援では子どもた
ちの遊び場としての「屋内遊戯施設」が年内のオープンを目指し工事を進めているところであり、
また、保護者の経済的負担の軽減と、子どもたちの健やかな成長のため、学校給食の完全無償化
と併せ、給食の充実も図ることとしました。そのため、「未来」と「希望」、そして、水産業を
中心に新しい視点で取り組み「未来を拓く」、そうした意味を込め、2021年度予算を「未来を拓
く希望の予算」と名付けたところであります。

これら主要施策に対しても、皆様からの大切な寄附金を活用させていただくこととしており、
地方にとってかけがえのない、この大切な「ふるさと納税」を守り、発展させていくため、引き
続き、尽力して参ります。

感謝の気持ちを込めて。

ふるさと納税で思いをつなぐ。
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１．ふるさと未来創生に関する事業

１．住み続けられる「安心」と「支え合
い」のまちづくりプロジェクト

１．住みたいと思える「ひと」と「しご
と」を呼び込むプロジェクト

１．みんなで実践する「市民協働」の推
進プロジェクト

１．北方領土問題等の解決の促進を図る
ため必要な事業

１．寄附者の意向を反映し住み良いまち
づくりのために市長が必要と認める事業

まちが持続的に発展していくうえで、特に市民からの要望が
高い施策の安定的な展開を図るため、寄附金を活用します。

市民が生きがいと誇りを持ちながら、互いにつながり支え合
うことで幸せを感じられるまちづくりを進めるとともに、子
どもたちの笑顔をまちの豊かさの象徴として市民が共有する
ために。

域外からの人、仕事、所得を獲得し、域内で循環させる仕組
みづくりを進めるとともに、たぐいまれな自然環境など魅力
ある地域資源を発信し、都市部との幅広い交流を図り、積極
的に人と仕事を呼び込むために。

経験豊かな人材、改革の志を持った人材など、誰もが主役と
なってまちを盛り立てて行くことが出来る「市民都市」を目
指し、更なる協働を推進するために活用します。

一日も早い北方領土の返還を願い、領土問題に対する国民世
論の更なる喚起や時代を担う後継者育成に加え、返還要求運
動を力強く推進するための地域振興の推進のために活用しま
す。

上記のほか、多様な人々の参加による個性豊かで活気あふれ
る住み良いまちづくりの推進のために、図書館の蔵書充実を
はじめ、総合体育館などスポーツ・レクリエーション施設の
整備充実や市役所庁舎の整備など、公共施設の維持補修と耐
震化の推進、自然環境と調和し安心かつ快適に自然と親しむ
ことができる基盤整備など、まちの将来都市像である“海と
大地に根ざす『生産・交流都市』ねむろ”を実現するための
事業に活用します。

ふるさと納税の使い道
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_新型コロナウイルス感染症対策（ふるさと応援・新型コロナウイルス感染症対策基金）

⚫ 医療施設等事業者臨時支援事業／出稼ぎ労働者等ＰＣＲ検査事業 7

⚫ インフルエンザ予防接種推進事業／医療従事者等ＰＣＲ検査事業 8

⚫ 生産者及び根室出身学生応援事業／市内消費喚起取組事業者応援助成金 9

⚫ 事業者感染予防対策等緊急支援事業助成金／飲食店等経営維持臨時支援助成金 10

⚫ 感染症対策事業／公共交通需要回復緊急支援事業 11

⚫ ＩＣＴ機器整備事業（小学校）／ＩＣＴ機器整備事業（中学校） 12

⚫ 学校臨時休業対策事業／適応指導教室ＩＣＴ環境整備事業 13

⚫ 青少年相談室ＩＣＴ環境整備事業／家読推進事業 14

ふるさと未来創生に関する事業②_子育て支援（ふるさと応援・子ども未来基金）

⚫ 子ども医療費給付事業／多子世帯保育料無料化等事業 17

⚫ 認可外保育施設等預かり保育利用料給付／多子世帯学校給食費無料化事業 18

⚫ 特定教育・保育施設等副食費無料化事業／乳児家庭全戸訪問事業経費 19

⚫ ひとり親生活支援事業／妊婦検診及び不妊・不育症治療費等助成事業 20

⚫ 出産支援助成及び産後ケア事業／幼児発達相談及び新生児聴覚検査等事業 21

⚫ 子どもの社会教育参加促進事業／子育て環境整備事業（公園施設） 22

⚫ 子育て環境整備事業（児童小公園）／みらいのアスリート応援事業 23

⚫ みらいのアーティスト応援事業／子どもブックライフ応援事業 24

ふるさと未来創生に関する事業④_人材確保対策（ふるさと応援・人材確保対策安定化基金）

⚫ 医師及び医療、介護従事者修学資金貸付事業／人材確保対策事業（子育て分野） 31

⚫ 人材確保対策事業（介護分野）／人材確保対策事業 32

⚫ みらいの活力応援事業／農畜産業活性化推進事業 33

⚫ 新規就農者確保対策事業／若年者等雇用促進支援事業 34

⚫ 根室なでしこ応援事業／救急救命士養成事業 35

⚫ 救急隊員養成事業 36

ふるさと未来創生に関する事業③_地域医療対策（ふるさと応援・地域医療安定化基金）

⚫ 地域医療対策推進事業／診療所整備事業 27

⚫ 周産期医療体制整備事業、地域医療安定化事業等 28

目次
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑥_交流人口（ふるさと応援・交流人口拡大促進基金）

⚫ バードウォッチング観光推進事業／通年型体験観光支援事業 43

⚫ 観光事業振興経費／定住移住促進事業 44

⚫ 地域おこし協力隊推進事業（文化継承）／春国岱原生野鳥公園管理運営に伴う会計年度任用職員給与費 45

⚫ 春国岱原生野鳥公園管理運営事業 46

ふるさと未来創生に関する事業⑦_屋内遊戯設備（ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金）

⚫ 子ども向け屋内遊戯施設「（仮称）ふるさと遊びの広場」整備事業 49

⚫ 学力向上対策事業／特別支援教育推進事業 59

⚫ 特別支援教育推進に伴う会計年度任用職員給与費／外国語指導助手配置事業 60

⚫ ふるさと給食事業／通級指導教室開設事業 61

⚫ 学校教育指導班専任に伴う職員給与費／学力向上対策等に伴う会計年度任用職員給与費 62

⚫ 情報教育整備推進事業（小学校）／小学校教育環境整備事業 63

⚫ 小学校教育環境整備事業（安全対策）／ICT教育環境整備事業（小学校） 64

⚫ 情報教育整備推進事業（中学校）／中学校教育環境整備事業 65

⚫ 中学校教育環境整備事業（安全対策）／ICT教育環境整備事業（中学校） 66

⚫ 校務用コンピュータ整備事業／学校統合推進事業 67

⚫ 落石ふるさと館整備事業（保育所）／既設公園整備に伴う会計年度任用職員給与費 68

⚫ 既設公園整備事業／難聴・中途失聴者支援事業 69

⚫ 未来応援学習サポート事業／除雪支援サービス事業 70

⚫ 外出支援サービス事業／高齢者バス優待乗車券等交付事業 71

⚫ 高齢者見守りボランティア事業／高齢者等緊急通報サービス事業 72

⚫ ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業／広域救急医療確保対策事業 73

⚫ 公衆浴場支援対策事業／大人の風しん予防接種助成事業 74

⚫ 伝統文化・郷土芸能体験プログラム事業／博物館活動推進事業 75

⚫ 史跡等文化財博物館活動推進事業／救急救命士活動高度化事業 76

⚫ 消防車輌整備事業 77

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_教育・福祉ほか（ふるさと応援基金）

ふるさと未来創生に関する事業⑤_公共交通（ふるさと応援・公共交通維持安定化基金）

⚫ 中標津空港利用促進事業／生活交通路線維持対策事業 39

⚫ 根室本線花咲線維持確保対策事業 40
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ふるさと未来創生に関する事業⑧_漁業資源増大（ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金）

⚫ 沿岸漁業振興対策事業／陸上養殖生産システム等研究設備導入事業 51

⚫ 栽培漁業研究センター管理運営経費／資源増大対策等事業 52

⚫ 産学官連携促進事業／沿岸漁業振興対策事業 53

⚫ 産学官連携研究開発事業／水産業振興構造改善事業 54

⚫ ベニザケ養殖技術開発事業／沿岸漁業資源利活用研究事業 55

⚫ 水産業強化対策事業 56



令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

⚫ 落石ふるさと館整備事業（地域会館）／（仮称）花咲港・厚床ふるさと館整備事業 91

⚫ 人づくり・まちづくり補助事業／まちづくり協働推進事業 92

⚫ グランドデザイン策定事業／ふるさと根室想々事業 93

⚫ 市民の森整備事業／自然の番人推進事業 94

⚫ 合併処理浄化槽設置補助事業／ごみ減量化・資源化対策事業 95

⚫ 循環型社会形成推進事業／廃棄物処理施設建設事業 96

⚫ 姉妹都市提携推進事業／根室市史編纂事業 97

⚫ 市民意識調査等 98

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_市民協働（ふるさと応援基金）

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_北方領土問題（ふるさと応援基金）

⚫ 北方領土返還運動経費／北方領土返還運動に伴う会計年度任用職員給与費 101

⚫ 北方領土隣接地域振興対策推進経費／北方領土資料館管理運営経費 102

⚫ 北方領土隣接地域振興等基金事業／北方四島交流事業 103

⚫ 北方領土対策連携強化事業／北方四島周辺海域操業等対策事業 104

⚫ 北方資料研究活用推進事業／北方領土対策の専任に伴う職員給与費 105

⚫ 北方領土資料館管理運営等に伴う会計年度任用職員給与費／観光客受入環境整備事業 106

⚫ 総合文化会館整備事業／歴史と自然の資料館整備事業 107

⚫ 防災対策経費／防災対策推進事業 108

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業_地域創生（ふるさと応援基金他）

⚫ 地域創生推進経費／ふるさと納税推進事業 111

⚫ ふるさと納税推進に伴う会計年度任用職員給与費／災害備蓄推進事業 112

⚫ 防災対策推進事業／自主防災組織活動活性化促進事業 113

⚫ こども防災・減災推進事業／新庁舎建設事業 114

⚫ 道路附帯施設補修事業／舗装新設事業 115

⚫ 河川改修事業／消防用ホース購入事業 116

⚫ 緊急通報システム整備事業／根室港海岸高潮対策事業 117

⚫ 図書館図書整備事業／じん芥焼却場整備事業 118

⚫ 通年雇用促進支援事業／商工業振興事業 79

⚫ 創業支援制度補助事業／商店街活性化支援、空き店舗出店支援、コミュニティサロン運営補助事業 80

⚫ 地域ポイントカード事業支援事業／ねむろ水産物普及推進事業 81

⚫ 外来漁船誘致経済効果誘発促進事業／さけ・ます再生産対策事業 82

⚫ ニシン種苗生産施設運営負担金事業／水産多面的機能発揮対策事業 83

⚫ 国際漁業対策経費／産学官連携研究開発事業（産業クラスター） 84

⚫ 産学官連携研究開発事業（食品開発）／企業誘致推進事業 85

⚫ 輸出促進支援事業／根室ベトナム交流協会補助事業 86

⚫ 障がい者就労支援事業／仕事・暮らしサポート事業 87

⚫ エゾシカ有害駆除事業／ヒグマ対策事業 88

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_地域・産業振興（ふるさと応援基金）
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ふるさと未来創生に関する事業①
【ふるさと応援・新型コロナウイルス感染症対策基金】

⚫ 医療施設等事業者臨時支援事業／出稼ぎ労働者等ＰＣＲ検査事業 7

⚫ インフルエンザ予防接種推進事業／医療従事者等ＰＣＲ検査事業 8

⚫ 生産者及び根室出身学生応援事業／市内消費喚起取組事業者応援助成金 9

⚫ 事業者感染予防対策等緊急支援事業助成金／飲食店等経営維持臨時支援助成金 10

⚫ 感染症対策事業／公共交通需要回復緊急支援事業 11

⚫ ＩＣＴ機器整備事業（小学校）／ＩＣＴ機器整備事業（中学校） 12

⚫ 学校臨時休業対策事業／適応指導教室ＩＣＴ環境整備事業 13

⚫ 青少年相談室ＩＣＴ環境整備事業／家読推進事業 14

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

令和2年度は41件の申請を受け、市内医療従事者等
の感染拡大防止等の一助となりました。

コロナウイルス感染症に従事される医療機関の皆様に感
謝の気持ちを込めて、この寄付金がお役に立てますよう
に！

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

継続的に本事業を実施し、人の移動に伴う感染症の拡
大防止に努めて参ります。

寄付金はコロナ対策に使っていただけると助かります。

voice 寄附者の声

感染リスクが高い最前線で医療等の業務に当たる市内の医療
施設等の従事者に対し、その労に報いるとともに、安心して業務
に従事することができるよう事業者に対して臨時助成金を支給
しました。

寄附金活用金額

3,500 千円

総事業費

4,100 千円

実施期間：令和2年6月19日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

根室市を離れて就労する出稼ぎ労働者や学生など帰省者を
対象に、帰省前に受検したＰＣＲ検査又は抗原検査の費用
の補助及び抗原検査キットを配付し、家族等の安心安全の確
保を図りました。

寄附金活用金額

751 千円

総事業費

15,206 千円

実施期間：令和3年3月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

令和2年度は延べ7,502件の助成を行い、市内におけ
るインフルエンザ発生数は0件であり、感染症予防に大き
な効果が得られました。

コロナで大変ですが、予防対策や医療関係者へのご支
援よろしくお願いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は医療従事者等に対して延べ3,974件実
施し、感染拡大防止の一助となりました。

• コロナが速くなくなるよう、医療従事者の方のためにお使いく
ださい。

• コロナ禍の中、全力で感染者の対応に当たられている医療
従事者の方々、頑張って下さい。

voice 寄附者の声

季節性インフルエンザについて新型コロナウイルス感染症との同
時流行を抑え、インフルエンザの重症化と医療現場における負
担の軽減を図りました。

寄附金活用金額

15,190 千円

総事業費

15,190 千円

実施期間：令和2年10月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

感染症と隣り合わせで働いている、医療従事者、介護福祉施
設等従事者が安心して働ける環境を確保し、集団感染の未然
防止と、安心して利用できる施設提供を目的に実施しました。

寄附金活用金額

32,371 千円

総事業費

45,538 千円

実施期間：令和3年1月12日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

事業者及び学生の双方ともに賞賛の声が多く聞かれたほか、
事業所の側面支援を行うことで、生産体制が一定程度維持さ
れるとともに、原魚の需要拡大などから魚価の向上にも寄与す
ることができました。

コロナで困っている生産者の方々の助けになるなら、うれ
しいです。どうぞ、この危機を乗り越えて、これからもおいし
い海の幸を届けてくださるよう、願っています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

新たな顧客獲得や集客回復のため、市内131企業が広告宣
伝や粗品配布などを行い、市内消費喚起に取り組みました。

コロナ禍での販売活躍がままならない状況と察しますが，
「明けない夜はない」と踏ん張って下さい。
皆で頑張りましょう。

voice 寄附者の声

親元を離れ市外の大学等で学ぶ根室出身学生及び市内事
業者を応援し、漁業を始めとした水産業の生産体制の維持に
繋げるべく、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した市
内事業所の水産加工品を無料配布しました。

寄附金活用金額

5,440 千円

総事業費

5,440 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

売上減や集客低下に対し、新たに販路拡大、集客回復に資す
る取組を実施する市内中小企業者・小規模事業者へ費用の
一部助成を行いました。

寄附金活用金額

12,635 千円

総事業費

12,635 千円

実施期間：令和2年8月11日～令和3年2月12日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

計３団体に上乗せ助成を行い、感染予防対策や集客回復の
取組みに対し支援を行いました。

gotoキャンペーンで初めて訪れましたが、宿の方も飲食店の
方もとても親切で暖かく、食べ物が何でも美味しくて素晴ら
しい街でした！必ずまた訪れたいと思います。コロナで大変で
しょうが、頑張って街を盛り上げて下さい！

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

計95企業（市内飲食業91企業、関連業種4企業）
に対し、助成金を交付し、経営維持を図りました。

コロナで打撃を受けている飲食店さん、頑張って下さい！

voice 寄附者の声

北海道の「中小小規模事業者感染予防対策等緊急支援事
業」を活用して事業を行ったグループ（事業者主体）を対象に
して上乗せ助成を行いました。

寄附金活用金額

3,629 千円

総事業費

3,629 千円

実施期間：令和2年7月8日～令和3年3月10日 所管部署：水産経済部

緊急事態宣言の発出や集中対策期間の延長などの影響によ
り、厳しい経営環境に置かれている飲食店事業者及び飲食店
関連事業者に対し臨時的な支援を行うための助成金を交付し
ました。

寄附金活用金額

14,065 千円

総事業費

14,065 千円

実施期間：令和3年3月2日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

公共施設における非接触型赤外線体温計や医療従事
者の安全を守る呼吸用保護具を購入しました。

北海道も、コロナで大変でしょうけど、 みんなで感染予防
に努め、2021年良い年にしましょう。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

タクシー・バス事業者が発行するプレミアム付き乗車回数券等
の支援により利用回復につながりました。

地方の公共交通を守る事業に役立てていただけるとうれ
しいです。コロナに負けないで、ともにがんばりましょう。応
援しています。

voice 寄附者の声

新型コロナウイルス感染症の早期収束と市民生活の不安を解
消するため、感染拡大防止策の充実を図りました。

寄附金活用金額

8,862 千円

総事業費

31,800 千円

実施期間：令和2年4月22日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

コロナ禍により利用が低迷するタクシー・バスの事業者によるプレ
ミアム付き乗車回数券発行や感染症防止対策等の需要回復
の取組を支援することで、市内公共交通の早期回復を図りまし
た。

寄附金活用金額

26,577 千円

総事業費

26,577 千円

実施期間：令和2年6月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

児童用681台のiPadを整備し、学校の長期臨時休業
時に家庭での遠隔授業を実施するための体制を整備し
ました。

• 教育環境のデジタル化支援となるよう活用ください！
• ネットワーク教育設備であるPC等をこども教育に活か
して頂きたい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

生徒用408台のiPadを整備し、学校の長期臨時休業
時に家庭での遠隔授業を実施するための体制を整備し
ました。

子供たちの早期デジタル対応は必須です。ほんの少しで
すが、ツール類の導入にぜひお役立て下さい。

voice 寄附者の声

新型コロナウイルス感染症の拡大による学校の臨時休業の長
期化を受け、GIGAスクール構想による児童生徒一人１台の
端末整備計画を前倒しし、令和２年度中に全ての市内小学
校に端末の整備やその他必要なICT機器の整備を図りました。

寄附金活用金額

38,730 千円

総事業費

73,146 千円

実施期間：令和2年6月22日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

新型コロナウイルス感染症の拡大による学校の臨時休業の長
期化を受け、GIGAスクール構想による児童生徒一人１台の
端末整備計画を前倒しし、令和２年度中に全ての市内中学
校に端末の整備やその他必要なICT機器の整備を図りました。

寄附金活用金額

23,779 千円

総事業費

42,202 千円

実施期間：令和2年6月22日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

パン・米飯等の加工を含む学校給食関係事業者を支援
し、円滑な供給再開を図ることにより、４月以降の安定
的な学校給食の継続が図られました。

コロナで学校も休みが増えてしまい、授業時間はたらないわ、子
供の行き場も足りなかったわ(今後は学校休みになるような事
態が起こらないといいですが)で大変だと思います。少しでも足し
になれば、、、、と。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

本事業により、感染症対策に配慮するとともに、不登校
の児童生徒等へのICT教育体制の整備が図られました。

北海道もコロナ感染拡大で大変だと思っております。
コロナ渦で子ども達の、学校環境も変わってきている事と
思います。少しですが、この税金を使ってください。

voice 寄附者の声

新型コロナウイルス感染症の影響による学校給食の休止により、
これまで長期的・安定的な供給によって学校給食物資の安全・
安心や、コスト軽減に寄与してきた関係事業者に経済的影響
が生じていることから、学校の臨時休業期間に対応する食材納
入業者へ支援を行いました。

寄附金活用金額

270 千円

総事業費

1,076 千円

実施期間：令和2年9月23日～令和2年12月31日 所管部署：教育委員会

感染症対策に配慮した新しい生活様式に則した施設整備を目
的として、適応指導教室「ふれあいくらぶ弥生」における通信環
境を整備するとともに、PC・タブレット等、端末機器の整備を実
施しました。

寄附金活用金額

160 千円

総事業費

160 千円

実施期間：令和2年9月23日～令和2年12月10日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業①_ふるさと応援・新型コロナ感染症対策基金

check 取組みの効果

青少年相談室の相談形態は、電話、来室、訪問により
行っていましたが、新たにインターネット環境を整備したことに
よって電子メールによる相談窓口を開設し、相談業務の充
実が図られました。

子ども子育て政策や青少年健全育成政策を応援します。
コロナ禍ですが、工夫により取り組みを継続してください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

4歳時～6歳児については、司書が選定した図書の送付、
7歳～18歳の児童・生徒については、2,000円分の図書
引換券を送付し、当初の目的であるコロナ禍における家庭
学習の推進が図られました。

根室にリピートさせていただきました！
地域活性化、子供の家庭学習環境構築にお役立てくだ
さい。

voice 寄附者の声

新型コロナウイルス感染症防止対策として、青少年相談室に来
室をしなくても相談ができる環境の整備を図りました。

寄附金活用金額

116 千円

総事業費

116 千円

実施期間：令和2年11月17日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

コロナ禍における家庭学習の推進のため、年代に応じ、誕生月
での希望図書の郵送や、「バースデイブック券：2,000円分」を
配布しました。

寄附金活用金額

4,715 千円

総事業費

4,715 千円

実施期間：令和2年7月～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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ふるさと未来創生に関する事業①
【ふるさと応援・子ども未来基金】

⚫ 子ども医療費給付事業／多子世帯保育料無料化等事業 17

⚫ 認可外保育施設等預かり保育利用料給付／多子世帯学校給食費無料化事業 18

⚫ 特定教育・保育施設等副食費無料化事業／乳児家庭全戸訪問事業経費 19

⚫ ひとり親生活支援事業／妊婦検診及び不妊・不育症治療費等助成事業 20

⚫ 出産支援助成及び産後ケア事業／幼児発達相談及び新生児聴覚検査等事業 21

⚫ 子どもの社会教育参加促進事業／子育て環境整備事業（公園施設） 22

⚫ 子育て環境整備事業（児童小公園）／みらいのアスリート応援事業 23

⚫ みらいのアーティスト応援事業／子どもブックライフ応援事業 24

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度の中高生を対象とした入院医療費の助成は延
べ2,564件の実績となり、疾病の早期発見と早期治療によ
り健康の保持増進とともに、経済的な負担軽減がを図られ
ました。

是非、お子さんなどの医療費の負担軽減に使用する事を
希望します。

voice 寄附者の声

高校を卒業するまでのお子さんを対象に医療費の助成を行い、
疾病の早期発見と治療によるこどもの健康の増進を図りました。

寄附金活用金額

5,400 千円

総事業費

36,738 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

check 取組みの効果

令和2年度は計41世帯42名が無料化の対象となりました。
「子育てしやすいまち」の実現に向け、引き続き子育て世代への
支援充実を図って参ります。

保育料の負担など、子育て世帯が経済的な不安もなく、
将来への希望をもてるような用途に活用いただけると幸い
です。

voice 寄附者の声

国の保育料無償化の対象とならない３歳未満で保育所に通う
第３子目以降（所得制限なし）のお子さんの保育料、３歳
未満で第２子目のお子さんの保育料（所得制限あり）を無
料とし、子育て世帯の経済的負担の軽減を図りました。

寄附金活用金額

12,323 千円

総事業費

486,138 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和２年度は６世帯７名が無料化の対象となりました。引き
続き子育て世代のニーズの把握に努め、支援策の充実を図っ
て参ります。

働きながら子育てをしている家庭など、子育て世帯のニー
ズに合わせられる自治体になるように期待しております。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

「多子世帯無償化」の対象は、小学校134世帯・中学校
26世帯の計160世帯であり、「子育て応援事業」について
は、小中学校併せて305,607食分の給食費負担の軽減
を図りました。

給食など、成長期における食はとても重要です。一方で、
若い世代の皆様にとっては経済的な負担も大きいと思い
ます。そのような方々へ支援できる使い方を希望します。

voice 寄附者の声

国の保育料無償化の対象とならない認可外保育施設等での
預かり保育料について無料とし、子育て家庭の就労ニーズ等に
合わせた環境整備を図っています。

寄附金活用金額

486 千円

総事業費

14,247 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、多子世帯（第３子以降）
の給食費を無償化するとともに、食材費の高騰や流通コストの上昇等に
よる給食費の値上げを抑制するため、無償化対象となっていない児童生
徒１食あたり３０円分の支援を「子育て応援事業」として実施しました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響による学校の臨時休業期間の負
担軽減を図るため、２か月分の給食費を免除としました。

寄附金活用金額

17,781 千円

総事業費

124,101 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度は136世帯140名が無料化の対象となりま
した。

一度訪れてみたいです。
経済的に負担もなく、安心して保育所に子供を通わせら
れるように、子育て世帯に役立てて頂けるとうれしいです。

voice 寄附者の声

保育所等で国が無料としない世帯の副食費（おかず等）を無
料とし、子育て家庭の経済的な負担の軽減を図りました。

寄附金活用金額

7,334 千円

総事業費

7,334 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

check 取組みの効果

市内123戸を訪問し新生児の発育状況の確認や子育て支
援施設のご案内、育児中の疑問についての相談など、各家庭
のニーズに沿った支援を行いました。

寄付金の用途を、子育て関連と選択しました。辛い思いをしている子
供がこのコロナ自粛でさらに窮地に陥っていないか心配です。そんな子
供が一人でも減り、親、もしくは親に代わる存在に愛されて安全に生
活するが出来るよう、寄付金を有効活用して頂きたいです。

voice 寄附者の声

新生児が出生した家庭を保健師・保育士が訪問、親子の心身
状況や養育環境等を把握し、相談業務を通じ育児不安の解
消に努めています。

寄附金活用金額

2,944 千円

総事業費

3,455 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度は、13名13世帯に対し、延べ96件の育児用品
券を支給しました。

ひとり親家庭の生活を応援する事業を充実させていただ
きたいです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は、延べ11件に対し助成を行いました。助成
申請者からは、助成に対し喜びの声を頂いています。

国が実施している、不妊治療助成や子育て支援では足
りません。ぜひ活用してください。

voice 寄附者の声

児童扶養手当を受給し、満３歳までの乳幼児を養育している
ひとり親家庭に対し、育児用品を支給し経済的負担の軽減を
図っています。

寄附金活用金額

452 千円

総事業費

452 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るために、北
海道の特定不妊治療費助成金に上乗せして治療費の一部に
加え、治療に係る交通費や宿泊費の一部を助成しました。

寄附金活用金額

10,581 千円

総事業費

10,581 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度は、出産支援金については、84件の支援を
行い、乳房ケアについては、68回の利用があり保護者の
経済的負担の軽減を図ることができました。

地方では分娩体制が整わないところも多くあるとお聞きし
ます。出産後の不安解消なども含めて、誰もが安心して
出産できる町になって欲しいです。

voice 寄附者の声

市外での分娩時の入退院に伴う交通費等の経済的な負担軽
減を図るため、出産支援金として一律３万円を助成しています。
また、出産から6か月未満の産婦に対し、母乳についての不安
の軽減のために、乳房ケアに係る費用の助成をしています。

寄附金活用金額

2,657 千円

総事業費

2,657 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

check 取組みの効果

令和2年度は、93件の新生児聴覚検査に対し助成を行い
保護者の経済的負担の軽減を図り全ての新生児が検査で
きる体制づくりに効果がありました。

根室市に生まれ育つ子どもたちの健やかな成長と発達を
祈念しております。安心して子育てができる、安全な街で
あってください。

voice 寄附者の声

新生児期における先天性の聴覚障害は、早期に発見され適切
な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等
への影響が最小限に抑えられることから、受診率の向上を図る
ため検査にかかる費用について助成を行いました。

寄附金活用金額

4,756 千円

総事業費

4,756 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度は延べ7名に称号及び認定証を授与しました。今
後も子ども達が体験活動を通じて多くのことを学べるよう事業を
実施していきます。

子どもたちの好奇心を育て、健やかな成長に資する用途
に活用してください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

老朽化した部材の更新により、あそび場の環境改善が図
られました。

子ども達の笑い声が聞こえる楽しい街になることを願って
います。ぜひ、子ども達の遊び場は残してあげてください。

voice 寄附者の声

市内等で開催されているイベントや事業等を対象に、参加した
子ども達にスタンプによりポイントを付与し、ポイントに応じて、称
号と認定証を授与することで、学びの場への参加意欲の向上と
ともに、社会活動に対する意識の醸成を図りました。

寄附金活用金額

47 千円

総事業費

47 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

令和2年度は、運動公園の大型コンビネーション遊具の部材を
更新し、公園施設の安全性や機能保全の確保を図り公園利
用者が安心して訪れることのできる遊びの環境を提供しました。

寄附金活用金額

2,770 千円

総事業費

2,770 千円

実施期間：令和2年10月22日～令和2年12月25日 所管部署：建設水道部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

新規遊具の設置及び老朽化した遊具の修繕と撤去によ
り、地域の児童小公園の安全確保と充実が図られました。

子どもたちが遊びながら生き生きのびのび育つ街づくりを進
めてください！

voice 寄附者の声

令和2年度は、根室市内の4箇所の児童小公園の新規遊具
の設置及び老朽化した遊具の修繕・撤去を実施し、地域児童
が安心して遊ぶことができる環境整備を行いました。

寄附金活用金額

6,435 千円

総事業費

6,435 千円

実施期間：令和2年7月31日～令和2年11月27日 所管部署：教育委員会

check 取組みの効果

令和2年度は、選手と引率者を合せて全国大会4件7名、
全道大会19件83名の支援を行いました。今後も子どもた
ちがのびのびとスポーツに打ち込めるよう支援して参ります。

未来を担う子供たちが、笑顔で、夢を持てる街づくりにお
役立てください。

voice 寄附者の声

みらいのアスリートを目指して活動する児童生徒の意識高揚や
地域で応援する機運の醸成を図るため、全道大会以上の大会
に係る交通費などの経費を助成し、小学生から高校生までのス
ポーツ活動を支援しました。

寄附金活用金額

1,433 千円

総事業費

1,433 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業②_ふるさと応援・子ども未来基金

check 取組みの効果

令和2年度は、漫画原画展・解説及び制作実演等の３事
業を実施し、627名が参加しました。また、全道大会等に
出場する助成金の交付も行いました。

出来れば将来を担うこどもたちに向け、音楽等芸術文化
の振興にお役立てくださいますと幸いです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

「子どもブックライフ応援事業講演会」では、人気絵本作
家さんをお招きし、本の読み聞かせ、子供たちに質問しな
がらオリジナルソングを作る等で会場が盛り上がりました。

子育てに注力ください。寄付金は子供の情操教育のため
図書充実にお使いいただけると幸甚です。

voice 寄附者の声

文化の分野において、日本国内や世界で活躍するみらいのアー
ティストを目指す根室市の児童・生徒の育成を図るため、芸術・
文化の鑑賞機会等の提供を実施しました。

寄附金活用金額

1,103 千円

総事業費

1,103 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

子ども達に絵本の楽しさを伝えるため、7ヵ月児健康相談参加
親子への絵本の贈呈や、新一年生全員に絵本を贈呈しました。
また、人形劇公演会や小学校・図書館において絵本作家によ
る講演会を実施しました。

寄附金活用金額

1,702 千円

総事業費

1,702 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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ふるさと未来創生に関する事業③
【ふるさと応援・地域医療安定化基金】

⚫ 地域医療対策推進事業／診療所整備事業 27

⚫ 周産期医療体制整備事業、地域医療安定化事業等 28

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業③_ふるさと応援・地域医療安定化基金

check 取組みの効果

地域医療の経営を安定化し、地域住民の健康管理の
ため良質な医療体制の構築を図りました。

根室は大きな病院は1つだけで、近隣の病院へのアクセス
が十分ではないと聞きました。地域医療の充実に向けて、
体制の整備などを推進していただければと思います。

voice 寄附者の声

医師や医療従事者を確保し、継続的な地域医療環境や救急
医療体制の構築を図りました。

寄附金活用金額

18,750 千円

総事業費

18,750 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

check 取組みの効果

令和2年度は、診療所と歯科診療所の古い診療機器を
更新し地域医療体制の安定化を図りました。

地域医療へ少しでも貢献できればと存じます。地方に住
む方々が満足な医療を受けられるよう、地域医療を守る
ために使ってください。

voice 寄附者の声

地域住民の方々に、よりよい医療を提供するため、診療所に配
置している医療機器等の購入・整備を行いました。

寄附金活用金額

28,425 千円

総事業費

28,425 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業③_ふるさと応援・地域医療安定化基金

check 取組みの効果

令和2年度には30名が無事に出産され、産後、母児と
もに元気に退院されました。

以前、観光に訪れた際に市立病院にお世話になりました。
地方の医療機関はどこも大変だと思います。ぜひ、病院
の維持、医療従事者の方のために使ってください。

voice 寄附者の声

周産期の母児の安全性と健康を確保するための医療提供の充
実を図りました。

寄附金活用金額

500,000 千円

総事業費

1,566,964 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市立根室病院

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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ふるさと未来創生に関する事業④
【ふるさと応援・人材確保対策安定化基金】

⚫ 医師及び医療、介護従事者修学資金貸付事業／人材確保対策事業（子育て分野） 31

⚫ 人材確保対策事業（介護分野）／人材確保対策事業 32

⚫ みらいの活力応援事業／農畜産業活性化推進事業 33

⚫ 新規就農者確保対策事業／若年者等雇用促進支援事業 34

⚫ 根室なでしこ応援事業／救急救命士養成事業 35

⚫ 救急隊員養成事業 36

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

令和2年度は46名（医師4名 医療従事者41名）の
医師や看護師などの医療従事者を目指す方々に貸付を
行い地域の医療従事者の確保につなげました。

医療職などの専門人材の安定確保、育成で地域の発
展に繋げてください。

voice 寄附者の声

地域医療を担う人材確保のために、将来根室市で医師または
医療従事者として従事しようとする方に、知識と技能の習得に
必要な資金を貸付しています。

寄附金活用金額

38,434 千円

総事業費

55,003 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

check 取組みの効果

幼稚園教諭・保育士等人材バンクの登録が合計３１
名、また、令和２年度までに卒業した修学資金貸付者
８名が市内に就職しました。

• 保育士も不足しています。地域での人材育成にご活
用ください。

• 良い人材を育てて下さい

voice 寄附者の声

子育て支援の仕事に関心を持ち、市内の幼稚園等で勤務を
希望する方を対象に、人材バンク制度の登録や、将来、市内
で幼稚園教諭や保育士として勤務を希望する学生に対し、修
学資金の貸付を実施しています。

寄附金活用金額

6,260 千円

総事業費

6,260 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

初任者研修で市内の介護事業所で働いている4名の方に
助成し、実務者研修では7名の方に助成しました。初任者
研修の受講者には高校生3名が含まれており、研修後、介
護事業所に就職し、申請があることを期待しています。

少子高齢化となり、医療・介護従事者は不足する一方
です。人材の育成、確保を応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

良質で安定的な正社員雇用の創出及び定着を目的に
経営者向けセミナーを開催しました。

地域の発展と人材の育成に努め、生き生きした街づくりを
して下さい。

voice 寄附者の声

市内の介護事業所で働く介護人材の確保や育成・定着支援
を行い、介護サービスの充実と質の高いサービスを提供すること
を目的に、介護職員初任者研修並びに介護職員実務者研修
に係る受講料の助成を行いました。

寄附金活用金額

986 千円

総事業費

986 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

市内における雇用環境の整備・改善、地域の発展を担う人材
の確保・育成・地元定着等を図ることを目的とした団体である、
「根室市雇用対策協議会」の運営に対する支援や研修会受
講料の費用助成を行い、人材確保を図りました。

寄附金活用金額

82 千円

総事業費

82 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

小型船舶操縦免許や海上無線通信士等の資格取得
者に対し、助成金を交付し、漁業就業者の自発的な資
格取得に寄与することができました。

根室というとやはり漁業のイメージがあります。後継者不
足などいろいろ問題も多いと思いますので、ふるさと納税で
少しでもお力になれればと思います。

voice 寄附者の声

「根室市沿岸漁業振興計画」に基づき、当市水産業を将来に
わたり維持・発展させるため「担い手育成・確保」「労働力の確
保」に資する取り組みを実施しました。

寄附金活用金額

650 千円

総事業費

650 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

都市部で開催された就農フェアに参加しPRを行い、5名
の方が根室市で酪農体験を行いました。また、根室ブラ
ンド確立に向けて先進地域を訪問し、見識を深めました。

農業、漁業などの生産者は私たちの食を支える重要な仕事だ
とおもいます。北海道、根室はそんな方々を多く抱える市町村
ですので、私達は一杯美味しく頂き、笑顔で自らの仕事を頑張
る事で応援したいと思います。

voice 寄附者の声

農業振興のため、後継者・担い手の確保に向けた取組や、根
室ブランド確立に向けた取組を行っております。

寄附金活用金額

1,500 千円

総事業費

1,500 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

別海町の酪農研修牧場において研修を行っていた方が、
令和2年4月1日より、根室市内において新規就農者と
して酪農業を始めました。

自然保護と農業、漁業の従事者へ支援を行い、未来に
残してください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度については、4名が介護職員初任者研修課
程を取得し、雇用促進に結びつきました。

北海道出身です。私は大学卒業後は就職氷河期だったため、
内地で働く選択しかありませんでした。是非地元の将来のため
に産業推進、雇用増に繋がる活動にいかしていただければ幸い
です。

voice 寄附者の声

旺盛な営農意欲と優れた経営管理技術を備えた新規就農希
望者の就農を奨励し、市の基幹産業の担い手として育成し、
農業の振興と地域の活性化に取り組んでいます。

寄附金活用金額

4,747 千円

総事業費

4,747 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

高校生や非正規雇用者等の若年者に対し、介護職員の資格
取得支援や、若年者等の正規雇用の促進に際する奨励金の
支給を行いました。

寄附金活用金額

724 千円

総事業費

1,897 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

令和2年度については、7件の資格取得支援を行い雇
用の促進を図りました。

女性が活躍しやすい街づくりを目指してください。

voice 寄附者の声

女性の活躍を推進することにより、雇用の創出や労働力の確保、
産業振興に繋げることを目的に、資格取得支援などの女性に
対する就労支援を行いました。

寄附金活用金額

928 千円

総事業費

928 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

今後も市民の生命を守るため、継続的に養成を進めて
行きます。

根室市の皆さんの生命と財産を守り、安心、安全に住み
続けられるよう故郷づくりにご尽力ください

voice 寄附者の声

救急現場で医師の指示の下、救急救命処置が行えるよう、救
急救命士の国家資格取得を目的に研修所へ職員派遣してい
ます。

寄附金活用金額

419 千円

総事業費

419 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：消防本部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業④_ふるさと応援・人材確保対策安定化基金

check 取組みの効果

消防職員71名中、救急隊員有資格者が65名(91.5％)
となり、救急事案に対応する体制が強化されました。

自然が豊かで羨ましいと思う反面、自然の厳しさと共存する
事は大変だろうなと思います。今年は新型コロナもありますし。
市民の皆様が安全に暮らせるよう応援しています。

voice 寄附者の声

増加傾向にある救急要請に加え、複雑多様化する救急事案
に対応できるよう、救急隊員資格を取得するための事業です。
資格取得後は救急車に乗車し、傷病者に対する応急処置を
行うとともに、救急救命士が行う救命処置のサポートを行います。

寄附金活用金額

328 千円

総事業費

328 千円

実施期間：令和2年9月8日～令和3年3月9日 所管部署：消防本部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

2020根室フォトコンテスト入賞作品_審査員特別賞
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ふるさと未来創生に関する事業⑤
【ふるさと応援・公共交通維持安定化基金】

⚫ 中標津空港利用促進事業／生活交通路線維持対策事業 39

⚫ 根室本線花咲線維持確保対策事業 40

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑤_ふるさと応援・公共交通維持安定化基金

check 取組みの効果

空港機能の一部である２次交通の充実を図り、公共交
通体系の維持確保と空港を拠点とした周遊観光ルート
を形成し観光客の誘致に取組みます。

かなり前ですが仕事で超ローカルな旅館に泊まった時、茹で花咲蟹が
ざるにてんこ盛りで出て来て大感激しまして、一生忘れられない思い
出になりました。 やっぱり根室は海鮮類。思いっきりまた食べに行きた
いです。 それにはやっぱり交通の便利さですね。 頑張って下さい。応
援しています。

voice 寄附者の声

根室市と管内唯一の空港「中標津空港」間の交通アクセスを
確保するため、バス事業者と沿線自治体（根室市、別海町、
中標津町）が連携し、バス路線の運行費を負担することで路
線の維持確保を図りました。

寄附金活用金額

13,952 千円

総事業費

13,952 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

check 取組みの効果

地域交通は、通院、通学、買い物等の日常生活における
「市民の足」として、また、子育て世代や高齢者が市民活動
を行ううえでの「地域の足」としての維持が求められています。

地方の公共交通を守る事業に役立てていただけるとうれ
しいです。コロナに負けないで、ともにがんばりましょう。応
援しています。

voice 寄附者の声

日常生活を営むうえで欠かせない公共交通を確保するため、バ
ス事業者に対する補助金の支援を行い、生活バス路線の維持
を図りました。

寄附金活用金額

37,001 千円

総事業費

37,001 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑤_ふるさと応援・公共交通維持安定化基金

check 取組みの効果

花咲線の持つ「絶景」と「食」をテーマとしたタブロイド紙の発行
やＷＥＢサイトによる情報発信など利用促進に向けた取組み
を実施したほか、市民活動１件に対し助成を行いました。

3年ほど前でしたか、霧多布の名前に惹かれて、花咲線に乗って、沿
線を旅しました。もちろん根室にも行きました。1両のかわいい電車、車
窓の美しい景色、人影がないのに、鳴らされる警笛は、飛び出してくる
野生動物のため。何とも素敵な路線でした。 是非守ってほしい、いつ
までも存在してほしい花咲線。このプロジェクトを応援したくて、ふるさと
納税させていただきます。

voice 寄附者の声

ＪＲ北海道による事業範囲見直しに係る動きに関し、花咲線
の魅力向上による利用促進ＰＲ事業や利用可能性調査の実
施、花咲線を支える機運醸成に繋がる市民活動助成金の交
付により利用客の増加を目指し、花咲線の維持・存続に向けた
活動を展開します。

寄附金活用金額

17,692 千円

総事業費

22,692 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

2020根室フォトコンテスト入賞作品_花咲線沿線部門
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ふるさと未来創生に関する事業⑥
【ふるさと応援・交流人口拡大促進基金】

⚫ バードウォッチング観光推進事業／通年型体験観光支援事業 43

⚫ 観光事業振興経費／定住移住促進事業 44

⚫ 地域おこし協力隊推進事業（文化継承）／春国岱原生野鳥公園管理運営に伴う会計年度任用職

員給与費 45

⚫ 春国岱原生野鳥公園管理運営事業 46

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑥_ふるさと応援・交流人口拡大促進基金

check 取組みの効果

バードランドフェスティバルでは、新型コロナウィルス感染対策
のため、オンライン講演会やイラストコンテストなど、コロナ禍に
おいても実施可能なイベントを実施し、野鳥観光の推進に
努めました。

バードウオッチング等で根室の厳しくも美しい大自然や、
暖かい人情に感動いたしました。はなはだ微力ながら応
援させていただきます！

voice 寄附者の声

全国で見られる野鳥630種のうち373種の観察可能な「野鳥
の楽園」として、野鳥愛好家等による体験交流人口の拡大、滞
在型観光客の増加など地域活性化につなげました。

寄附金活用金額

4,059 千円

総事業費

4,059 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

酪農体験やフットパスなど、たくさんの観光客が体験観光
を楽しまれました。

根室ファンです！複数回、家族で訪問して大好きになり
ました。 コロナ禍で観光業も打撃を受けていますが、ふる
さと納税で応援させてください！

voice 寄附者の声

通年型体験観光の振興につながる「新たな体験メニューの造
成」や「既存の体験メニューの強化及び充実化」に取り組む事
業者に対して、人件費の支援をしました。

寄附金活用金額

9,839 千円

総事業費

9,839 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑥_ふるさと応援・交流人口拡大促進基金

check 取組みの効果

「地球探索鉄道花咲線」で利用客が多い土日と祝日に
限る1日1往復の2両編成試行運転と「のさっぷ号」との
接続効果などにより578名の利用がありました。

今年9月根室観光でお伺いしました。（通算では3回目）美
味しいお寿司を頂いたり、根室市役所2階商工観光課で最東
端到達証明書も頂きました。市役所ご担当の方にも、当日と
てもご丁寧な対応いただき感謝しております。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

北海道が主催する「はじめの一歩！初心者のための北海
道移住オンラインセミナー・個別相談会」に参加し、23名
（関東圏10名、北海道7名、その他6名）の移住希望者
に根室の魅力の情報発信を行いました。

テレワーク充実で地方への移住を考える方が増えるかと思いま
すし、若い世代が故郷にいるまま大手の企業に就職できる時
代が近づいているのではないかと思います。住み続けたい田舎を
ぜひ実現してください。

voice 寄附者の声

北方領土問題啓発施設や景勝地を結ぶ定期巡回バスを運行
し、観光客へのアクセス面での利便性向上と北方領土問題の
学習機会を効果的に提供し、北方領土返還要求運動の推進
を図るとともに、観光客の誘致推進を図りました。

寄附金活用金額

16,137 千円

総事業費

17,797 千円

実施期間：令和2年7月18日～令和2年9月21日 所管部署：水産経済部

根室市移住交流促進協議会では、根室に移住を検討してい
ただくための相談窓口の設置や誘致・啓発活動など、移住に向
けたきっかけづくりを行っています。

寄附金活用金額

1,127 千円

総事業費

1,713 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑥_ふるさと応援・交流人口拡大促進基金

check 取組みの効果

地域おこし協力隊（ジャズの街PR推進員）2名を委嘱
し、移住者の新たな視点や発想による「ジャズの街・根
室」の文化的価値の情報発信を展開しています。

海産物の街、根室。文化的要素も満載で、ジャズバーの
後継者も見つかったそうでよかったです。頑張ってください。

voice 寄附者の声

地域おこし協力隊制度を活用し、ジャズ文化発信拠点の再興
を目指し、「ジャズの街・根室」を広く全国にPRすることにより、交
流人口の増加、地域活性化、都市部への発信力強化に取組
みました。

寄附金活用金額

6,292 千円

総事業費

6,292 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

check 取組みの効果

職員の常駐により、来館者への対応や、施設内の環境整
備体制が充実し、春国岱の豊かな自然や多種多様の野
鳥についての魅力発信を行うことが出来ました。引き続き、
来館者の利便性向上を図って参ります。

春国岱厳正野鳥公園ネイチャーセンターでは当時、中学
生の娘のシマフクロ保護活動調べ学習について教えて、
熱心に教えていただき、感謝しております。

voice 寄附者の声

春国岱原生野鳥公園ネイチャーセンターにおいて、専門知識を
有する職員を勤務させることで来館者の利便性の向上を図って
います。

寄附金活用金額

3,515 千円

総事業費

3,524 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑥_ふるさと応援・交流人口拡大促進基金

check 取組みの効果

自然教育の場としての施設利用のほか、野鳥観察の場
として多くの方にご利用頂いております。引き続き、自然
豊かな「春国岱」の魅力発信に取り組んで参ります。

以前根室に住んでいました。春国岱ネイチャーセンター、
花咲港の車石、明治公園など懐かしいです。変わらぬ自
然環境の保護を応援しています！

voice 寄附者の声

春国岱周辺の貴重な自然環境を保持し、自然保護思想の高
揚を図る自然教育の核となる施設として「春国岱原生野鳥公
園ネイチャーセンター」を管理運営しています。

寄附金活用金額

16,833 千円

総事業費

16,905 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

2020根室フォトコンテスト入賞作品_ネイチャー部門

46





ふるさと未来創生に関する事業⑦
【ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金】

⚫ 子ども向け屋内遊戯施設「（仮称）ふるさと遊びの広場」整備事業 49

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑦_ふるさと応援・屋内遊戯設備整備運営基金

check 取組みの効果

屋内遊戯場を整備することにより、天候に左右されること
なく、子どもたちが自由に遊ぶことができることや、子育て
世代の交流の拠点となります。

屋内遊戯施設ができるのがとっても楽しみにしております。
子供たちが自由に遊べる空間ができるのは素晴らしいで
すね。応援しています。

voice 寄附者の声

ふるさと遊びの広場屋内遊戯場については、令和3年12月の
供用開始を目標に工事を進めています。屋内遊具として、ネット
遊具等を整備し子どもたちに遊び場を提供します。

寄附金活用金額

9,817 千円

総事業費

19,617 千円

実施期間：令和3年2月15日～令和3年3月31日 所管部署：建設水道部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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ふるさと未来創生に関する事業⑧
【ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金】

⚫ 沿岸漁業振興対策事業／陸上養殖生産システム等研究設備導入事業 51

⚫ 栽培漁業研究センター管理運営経費／資源増大対策等事業 52

⚫ 産学官連携促進事業／沿岸漁業振興対策事業（ホタテ資源増大） 53

⚫ 産学官連携研究開発事業／水産業振興構造改善事業 54

⚫ ベニザケ養殖技術開発事業／沿岸漁業資源利活用研究事業 55

⚫ 水産業強化対策事業 56

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

資源量等の基礎データの蓄積により漁獲許容量等を算
出し、漁業者等へ情報提供を行っています。

花咲ガニの大ファンです。今後も安定的に供給されるよう、
沿岸漁業資源の増大に役立てて下さい。

voice 寄附者の声

ハナサキガニの積極的な資源管理型漁業の推進を目指すと共
に、資源の恒久的利用を図るため、根室半島沿岸でのハナサ
キガニ資源調査を実施しています。

寄附金活用金額

820 千円

総事業費

11,320 千円

実施期間：令和2年5月13日～令和2年7月1日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

多種魚類の陸上での飼育試験・検討が可能になり、その
技術を活用しての根室市の水産業振興に活かします。

サケマス、サンマなどの水産業が危機的状況ですね。養
殖など育てる漁業の振興や観光業にも力を注ぎ、乗り越
えて下さい。応援しています。

voice 寄附者の声

現在研究中のベニザケの陸上飼育による比較試験や遊泳力を
持つ魚種を飼育できる水槽・濾過機等を整備し、漁業価値の
ある魚種を幅広く飼育可能とするともに、これを活用した技術確
立を通じて地域水産業の安定化を目指します。

寄附金活用金額

2,930 千円

総事業費

5,830 千円

実施期間：令和3年3月9日～令和3年3月19日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

水産研究所と連携することにより、開発された生産技術を
最大限に活かしながら栽培漁業を積極的に展開し、当地
域の沿岸資源の増大に寄与する施設として期待されます。

• 花咲蟹が大好きです。養殖のはできないのでしょう
か？研究をすすめ、ぜひ実現してください。

• 育てる漁業の振興をお願いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

国の協力のもと、当市にとって伝統ある「北洋サケマス漁
業」の権益が確保され、ロシア200海里水域内で実施す
る試験操業の実現に結びつきました。

いつまでも豊かでおいしい海産物を楽しめるような、持続
可能性のある漁業の在り方、資源管理の在り方に取り
組んでいただきたく存じます。

voice 寄附者の声

地先水産資源の増大に向けた各種水産生物の種苗生産を行
うため、水産研究所で開発された種苗生産技術を活用し、ハナ
サキガニやホッカイエビの生産技術の向上を目指しながら、放流
用種苗の生産拡大に取組んでいます。

寄附金活用金額

13,257 千円

総事業費

13,723 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

平成28年1月からの「ロシア200海里内サケ・マス流し網漁業」
禁止を受け、中長期的な視点に立った対策の実現に向けた取
り組みを展開しました。

寄附金活用金額

348 千円

総事業費

348 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

研究活動の円滑な推進を図るため、研究者と官民の担
当職員等との情報交換会を実施し、共同研究活動の
活性化に寄与することができた。

世の中大変な状況ですが、健全面、経済面で早く復活するこ
とを願っています。また、根室市の海産物含めた豊富な地場産
業や市の明るい未来が続くことを願っています。市だけでは難し
くても、いろいろな方と協力し頑張っていただきたいです。

voice 寄附者の声

新産業創出を通じた地域振興等の分野での発展を図るため、
根室市と東海大学海洋学部の間において、相互協力協定を
締結し、産学官連携の促進のための普及啓蒙活動等や活発
な研究活動の推進を行いました。

寄附金活用金額

3,000 千円

総事業費

3,000 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

ホタテガイの種苗放流を実施し、ヒトデ駆除を併せて行う
ことで、根室市の漁業振興を図り、新鮮なホタテガイを安
定的に供給できるよう努めています。

お互いに頑張りましょう。育てる漁業を応援しています。将
来、ホタテの養殖のお手伝いに行きたいです。

voice 寄附者の声

ロシア200海里内サケ・マス流し網漁業の禁止を受け、沿岸資
源増大のため、平成29年度に新たに造成した「新ホタテガイ漁
場」にホタテガイの種苗放流を行いました。

寄附金活用金額

56,857 千円

総事業費

56,857 千円

実施期間：令和2年4月2日～令和2年6月15日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

ヤナギダコのふ化・飼育技術の向上により、安定的に種
苗生産ができるようになってきました。その成果を基に根
室半島沿岸における種苗放流試験を実施しています。

海産物は地域の立派な資源と考えます。
この先もそのような資源と人とが共生できるための研究を
続けていただく市であることを願います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室市の特産品である貝殻島産の棹前コンブを安定供
給できるよう、雑海藻の駆除を実施しています。

海洋資源の保護と漁業振興を両立しながら、根室の美
味しい魚介類を世界の人々に届けてください。

voice 寄附者の声

ヤナギダコの資源増大に向け、種苗生産技術の開発や効果的
な資源管理を行うための生態解明の研究を進めています。

寄附金活用金額

137 千円

総事業費

137 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

貝殻島周辺のコンブ漁場において、コンブ資源の増大を目指し
て雑海藻の駆除を行いました。

寄附金活用金額

3,588 千円

総事業費

38,232 千円

実施期間：令和2年5月13日～令和2年8月7日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

ベニザケの海面養殖に向け、引き続き淡水飼育による種
苗生産を行うとともに、根室地先に設置した生け簀での
海面養殖試験を実施しました。

鮭なら紅鮭と北海道に住んでいた時教えてもらいました。
養殖などでどんどん根室が発展してゆくよう祈ってます。

voice 寄附者の声

ロシア200海里内サケ・マス流し網漁業の禁止を受け、根室の
冷涼な海域の特性を利用したベニザケの海面養殖の事業化を
目指し、技術開発を進めています。

寄附金活用金額

400 千円

総事業費

400 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

check 取組みの効果

地元事業者と連携し、多様化する消費者ニーズに対応
した付加価値の高い根室産水産加工品の商品化が期
待されます。

根室は毎年応援しています。
魚介類の資源、加工は日本一、いいえ世界一です。こ
れからも高レベルな商品の開発を期待しています。

voice 寄附者の声

根室産水産物の付加価値向上を図るため、未利用・低利用
魚種を原料とした水産加工品の開発研究や、地元漁業者によ
る活〆鮮魚のブランド化に向けた取り組みを支援しています。

寄附金活用金額

760 千円

総事業費、

760 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

ふるさと未来創生に関する事業⑧_ふるさと応援・漁業資源増大対策強化基金

check 取組みの効果

資源管理・資源増大に向けた取組を行いうる体制が構
築され、将来的な漁業所得の向上に寄与することが出
来ました。

水産業は、日本の誇りです。 日々の作業が大変な皆
様の底力に感謝し、控除額を超えて寄付します。引き続
き、漁業関連事業者の皆様の支援をお願いします。

voice 寄附者の声

燃油、メンテナンス等の運用コストの削減を図るとともに、資源
管理・増大に向けた取組を行える体制の構築を図ることを目的
として、漁業協同組合所有の指導船を整備しました。

寄附金活用金額

3,750 千円

総事業費

366,105 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

2020根室フォトコンテスト入賞作品_産業景観部門
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住み続けられる「安心」と「支え合い」の住み続けられる「安心」と「支え合い」の 

まちづくりプロジェクト まちづくりプロジェクト

住み続けられる「安心」と「支え合い」の 

まちづくりプロジェクト 
【ふるさと応援基金】

⚫ 学力向上対策事業／特別支援教育推進事業 59

⚫ 特別支援教育推進に伴う会計年度任用職員給与費／外国語指導助手配置事業 60

⚫ ふるさと給食事業／通級指導教室開設事業 61

⚫ 学校教育指導班専任に伴う職員給与費／学力向上対策等に伴う会計年度任用職員給与費 62

⚫ 情報教育整備推進事業（小学校）／小学校教育環境整備事業 63

⚫ 小学校教育環境整備事業（安全対策）／ICT教育環境整備事業（小学校） 64

⚫ 情報教育整備推進事業（中学校）／中学校教育環境整備事業 65

⚫ 中学校教育環境整備事業（安全対策）／ICT教育環境整備事業（中学校） 66

⚫ 校務用コンピュータ整備事業／学校統合推進事業 67

⚫ 落石ふるさと館整備事業（保育所）／既設公園整備に伴う会計年度任用職員給与費 68

⚫ 既設公園整備事業／難聴・中途失聴者支援事業 69

⚫ 未来応援学習サポート事業／除雪支援サービス事業 70

⚫ 外出支援サービス事業／高齢者バス優待乗車券等交付事業 71

⚫ 高齢者見守りボランティア事業／高齢者等緊急通報サービス事業 72

⚫ ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業／広域救急医療確保対策事業 73

⚫ 公衆浴場支援対策事業／大人の風しん予防接種助成事業 74

⚫ 伝統文化・郷土芸能体験プログラム事業／博物館活動推進事業 75

⚫ 史跡等文化財博物館活動推進事業／救急救命士活動高度化事業 76

⚫ 消防車輌整備事業 77

目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

児童生徒個人や学年、学校ごとの学習状況を把握し、指
導改善・授業改善の資料として活用が図られるとともに、検
査結果に応じたフォローにより、基礎学力の底上げが図られ
ました。

子供の学力低下が気になりますので、学力向上に役立
ててください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

新生児等の保護者184名に、子育て支援ファイルを配
布することにより、関係機関同士の連携が図られました。

特別な支援を必要とする子どもたちの未来のために、よろ
しくお願いいたします。コロナウイルスに負けないで下さ
い！

voice 寄附者の声

児童生徒一人ひとり、学年、学校、地域として、基礎的・基本
的な学習内容の定着状況を適切に把握するため、市内全校に
おいて、標準学力テストを実施し基礎学力の定着状況を合理
性と客観性を持って分析しました。

寄附金活用金額

1,926 千円

総事業費

1,926 千円

実施期間：令和2年12月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

障がいのある子どもの学習をサポートするための備品を整備した
ほか、保護者と関係者で情報を共有しながら乳幼児期から成
人まで一貫した支援を実現するため、子育て支援ファイル「りんく
す・ねむろ」の配布を行ないました。

寄附金活用金額

40,866 千円

総事業費

40,967 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指
導及び必要な支援を行なうことにより、生活や学習上の
困難の改善・克服が図られました。

将来の根室のため、子ども達をしっかり育てて下さい。
私は幼児教育に携わっています。子ども達の個性を育み
等しく教育が受けられるようおねがいします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は、年間延べ416日の外国語授業に参加し、
「聞くこと」「話すこと」を中心とした外国語活動を行なうことに
より、児童生徒のコミュニケーション意欲や学習意欲の向上
が図られました。

根室にリピートさせていただきました！
地域活性化、国際教育など、子供の学習環境構築にお
役立てください

voice 寄附者の声

特別な支援を必要とする児童生徒に対し必要な支援や介助を
行う特別支援教育支援員及び介助員の設置し、支援体制の
整備を行いました。

寄附金活用金額

4,187 千円

総事業費

4,198 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

教員を英語面でサポートするとともに、ネイティブスピーカーにより、
外国語の音声や表現などに慣れ親しませること及び国際感覚の
醸成等を目的として、市内小中学校に外国語指導助手3名を
派遣し、外国語活動を実施しました。

寄附金活用金額

9,127 千円

総事業費

9,145 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

ふるさと給食を通じて、児童生徒の地場産物への理解や関
心を深めるとともに、バランスのとれた栄養豊かなおいしい給
食の提供により、食に関する指導の充実が図られました。

日本の食を大切に丁寧に守ってくれる子供たちが、元気
に成長していける暮らしを応援したいです。食育を通して
地元を愛する子供たちに育ってほしいです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

新たに教室を開設することにより、普通学級において、何ら
かの支援を受けながら通常の授業を受けている児童生徒の
受入や、自校通級による特別支援教育の充実が図られま
した。

日本の未来を担う子供たちの教育支援を希望します。誰
も取り残される子供がでないよう、支援をお願いします。

voice 寄附者の声

地産地消及び学校における食育を推進することを目的として、
地場産物を積極的に活用した「ふるさと給食の日」を、年3回
（7月・9月・2月）市内全小中学校で実施しました。併せて、
使用された魚介類など、地元食材の紹介し、地場の魅力を知
る機会を提供しました。

寄附金活用金額

6,732 千円

総事業費

6,732 千円

実施期間：令和2年7月、9月、令和3年2月 所管部署：教育委員会

市内において、特別支援学級や通級指導教室で支援を受ける
子どもや、普通学級に在籍し、何らかの支援が必要な児童生
徒が増加傾向にある状況から、花咲小学校、成央小学校の２
校に加え、新たに北斗小学校に通級指導教室を開設するため
の整備工事や、必要な教材の整備を実施しました。

寄附金活用金額

2,921 千円

総事業費

2,921 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

市街地中学校の円滑な統合や小中一貫教育等の推進及
び、いじめや重大な生徒案件等の対応、また、教員研修等
を通じた授業力向上や学校経営指導等の支援を通し、教
育環境の更なる充実や活性化が図られました。

平等な教育機会実現のため、特にいじめなどのによる不
登校の未成年を支援する事業・NPO等への活用を期待
します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

教職員の負担を軽減し、学校の指導力向上を図るととも
に、教員体制の充実により、児童生徒一人ひとりに対し、
よりきめ細やかな指導が可能となった。

根室市の未来が明るいものとなりますよう願っております。
特に、義務教育以降の子どもたちが、よりよい教育を受け
られるように寄付金を使っていただけたら幸いです。

voice 寄附者の声

学校統合や、小中一貫教育の推進及びコミュニティスクール導
入の着実な推進、また、教員の指導力向上や増加する生徒指
導案件等、山積する学校教育に関する専門事項に対応するた
め、教育委員会に、専門的な知見を有した、学校教育指導室
長及び学校教育指導主幹を配置しています。

寄附金活用金額

18,346 千円

総事業費

18,346 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

市内7小中学校に学力向上等補助教員4名を配置し、チーム
ティーチング、少人数指導、習熟度別学習、放課後及び長期
休業中の補習指導のほか各種補助業務を担うことにより、学力
向上に向けた積極的な取組を行なうとともに、家庭での学習習
慣の確立をサポートする体制整備を図りました。

寄附金活用金額

14,640 千円

総事業費

14,678 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

令和２年度の調査で「ICT機器を利用した授業を週１
回以上実施した学校」は、91.1％で、昨年度と比べ、
35.4％上昇し、児童の情報教育が充実された。

ネットワーク教育設備であるPC等をこども教育に活かして
頂きたい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

児童用机等の補修や、遊具（鉄棒やジャングルジムなど
合計32基）を整備したことにより、児童の教育環境の改
善が図られました。

子供たちが安心して学校生活を送れるよう、教育環境の
整備と充実を希望します。

voice 寄附者の声

市内小学校のコンピュータ教室に189台のコンピュータを配備し、
小学校の情報教育の推進及びプログラミング学習の充実を図り
ました。

寄附金活用金額

14,438 千円

総事業費

14,438 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

老朽化し使用に耐えられなくなった児童用机等の整備や黒板リ
フェース、カーテンの設置など、児童が安心して学ぶことができる
良好な教育環境を確保しました。また、野外遊具を整備するこ
とで日常の遊びから児童の体力向上を図りました。

寄附金活用金額

9,375 千円

総事業費

9,375 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

児童に直接的な関わりが深く修繕が必要な箇所を整備
することにより、安全確保及び教育環境の改善が図られ
た。

極寒の地で頑張っている子どもたちがのびのびと過ごせま
すように。老朽化した学校の校舎の修繕、設備や施設が
充実できます様に。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

児童用340台、教員用115台のiPadを整備し、学校の
長期臨時休業時に家庭での遠隔授業を実施するための
体制整備が図られました。

子供たちの早期デジタル対応は必須です。ほんの少しで
すが、ツール類の導入にぜひお役立て下さい。

voice 寄附者の声

校舎の老朽化により修繕が必要な箇所のうち、校舎内の壁や
天井など子どもたちに直接的な関わりが深い場所を修繕し、早
期の安全確保及び良好な教育環境の整備を図りました。

寄附金活用金額

6,978 千円

総事業費

6,978 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

新型コロナウイルス感染症の拡大による学校の臨時休業の長
期化を受け、全ての市内小学校児童生徒に一人１台の端末
を整備するとともに、その他必要なICT機器の整備を行いました。

寄附金活用金額

25,400 千円

総事業費

35,698 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

令和２年度の調査で「授業でもっとコンピュータ等を活用し
たいと思った」と答えた生徒は84.5％で、昨年度と比べ、
3.1％上昇し、ＩＣＴ機器の積極的な利用に関して、生
徒の意識向上が図られました。

デジタル教育のための環境整備を希望します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

生徒用机等の補修や黒板リフェースを行ったことにより。
生徒の教育環境の改善が図られました。

学校施設など、子供たちの教育環境向上につながれば
良いなと思っています。

voice 寄附者の声

市内中学校のコンピュータ教室に181台のコンピュータを配備し、
中学校の情報教育の推進及びプログラミング学習の充実を図り
ました。

寄附金活用金額

15,427 千円

総事業費

15,427 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

授業を受けるために長時間使用するにもかかわらず、老朽化し
使用に耐えられなくなった生徒用机等の整備や黒板リフェース、
カーテンの設置など、生徒が安心で快適に学習するために必要
な教育環境の整備を行いました。

寄附金活用金額

1,315 千円

総事業費

1,315 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

生徒に直接的な関わりが深く修繕が必要な箇所を整備
することにより、安全確保及び教育環境の改善が図られ
ました。

子供たちがよりよい学校教育を受けられるように、学校施
設の整備をお願いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

生徒用203台、教員用86台のiPadを整備し、学校の
長期臨時休業時に家庭での遠隔授業を実施するための
体制整備が図られました。

デジタル社会に取り残されることがないよう、スキルの向上
とともに、SNSやインターネットなどを利用するときの正しい
理解ができるような教育をお願いします。

voice 寄附者の声

校舎の老朽化により修繕が必要な箇所のうち、校舎内の壁や
天井など子どもたちに直接的な関わりが深い場所を修繕し、早
期の安全確保及び良好な教育環境の整備を図りました。

寄附金活用金額

3,331 千円

総事業費

3,331 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

新型コロナウイルス感染症の拡大による学校の臨時休業の長
期化を受け、全ての市内中学校児童生徒に一人１台の端末
を整備するとともに、その他必要なICT機器の整備を行いまいし
た。

寄附金活用金額

22,440 千円

総事業費

32,271 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

245台の校務用コンピュータを整備し、市内全校へ校務
支援システムを導入したことにより、教職員の事務負担の
軽減、業務の効率化が図らました。

教育に役立てていただけるよう応援しています！デジタル
化に向けた学校の先生方の助けになればいいなと思いま
す。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

統合する光洋中学校と啓雲中学校の生徒が事前に交
流し親睦を深めることでスムーズな統合が図られました。

根室市の子どもたち（特に学生たち）が、快適な教育を
受けられることを願っています。子どもたちも少なくなってい
ると思います。効果的な学校運営を頑張ってください。

voice 寄附者の声

市内小中学校の教職員が校務を行うためのコンピュータ機器を
整備し、北海道教育委員会が推奨する校務支援システムを導
入することにより、教職員の事務負担の軽減や業務の効率化を
図りました。

寄附金活用金額

21,695 千円

総事業費

21,695 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

令和3年4月からの光洋中学校と啓雲中学校の統合にあたり、
啓雲中学校の閉校式を開催するほか、両校生徒の事前交流
行事の実施等により円滑な統合を推進しました。

寄附金活用金額

1,033 千円

総事業費

1,033 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

保護者が子供たちを車で送迎する際、安心して乗降でき
る環境が整備されました。

子供の教育や保育のために使ってください。保護者も子
供も安心できる保育施設が整備されるとうれしいです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

日常的な点検維持保全により、公園施設の安全性の確
保と機能回復により、安心・安全に利用できる環境づくり
の提供を図りました。

コロナ禍のせいでしょうか。最近は公園で遊ぶ子供が少な
くなっている気がします。公園がにぎやかになるよう寄付金
は子供たちのために使っていただきたい。

voice 寄附者の声

平成30年に完成した地域会館の「落石ふるさと館」に併設する
落石保育所について、地域会館とともに駐車場を舗装化しまし
た。

寄附金活用金額

3,323 千円

総事業費

3,323 千円

実施期間：令和2年5月～令和2年9月 所管部署：市民福祉部

市が管理している17公園のうち、遊具が設置されている14公
園の遊具の老朽化に伴う事故等を未然に防ぐため、定期点検
とともに日常の目視点検などで補修・修繕を実施しています。

寄附金活用金額

1,880 千円

総事業費

1,885 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：建設水道部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

公園施設を修繕することにより、公園利用者が安心して
訪れることのできる環境となります。

今月（2020年8月）に、北海道車中泊の旅をしていて、根室市の明治公
園も利用させていただきました。大変綺麗な公園で、設備もすごく充実しており、
有料のキャンプ場以上に快適に過ごすことができました。本当にありがとう
ございました。根室市の市民をはじめ、旅行者に対しても寛大な対応・提供が
成されていることに感動しました。「すべての国民はすべての地方自治体の住民
であって、その地方自治の発展がこの国の発展であり、国民の福利の増進であ
る。」という地方自治の本旨を体する素晴らしい自治体だと思いました。そこで、
少しでも根室市のお役に立てる方法は何かと考え、定期的にふるさと納税をさ
せていただこうと思います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

手話講習会を通じ、聴覚障がい者等に対する理解の広
がりに寄与できました。引き続き、だれもが住みよいまちづ
くりのため、継続的に事業展開していきます。

• 聴覚障がい者のために使ってほしいです。よろしくお願いしま
す。

• 当方、障がい者施設の職員です。ふるさと納税が根室市の
障がい者福祉に生かされましたら幸いです。

voice 寄附者の声

市内の都市公園17箇所の公園施設を修繕し、公園施設の安
全性や機能保全の確保を図り公園利用者が安心して訪れるこ
とのできる環境整備を推進しました。

寄附金活用金額

5,999 千円

総事業費

11,278 千円

実施期間：令和2年11月2日～令和3年1月29日 所管部署：建設水道部

聴覚に障がいのある人や、耳の聴こえに問題を抱えている人を
対象とした手話講習会を開催しました。

寄附金活用金額

35 千円

総事業費

35 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

事業に参加している子どもが自宅でも勉強する姿勢が定
着しつつあり、子どもの将来の夢や希望の実現に効果的
であると受け止めています。

貧困家庭の子供たちに十分な教育機会の提供をお願い
します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

既に実施されている除雪サービスに加え、13団体2個人
のボランティアに参加いただき、よりきめ細かい除雪体制が
整備されました。

高齢者に優しい、いつまでも住んでいたいと思える町づくり
を少しばかりですが応援させていただきます。

voice 寄附者の声

生活困窮世帯の子供に対して、自主的に学べる場を提供し、
高等学校進学に向けた継続的な学習支援を行いました。

寄附金活用金額

294 千円

総事業費

963 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

一人暮らしや高齢者のみの世帯など、除雪の体制が確保でき
ない世帯への除雪ボランティアの参加を募りました。

寄附金活用金額

1,100 千円

総事業費

136,456 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

通院などにかかる家族負担の軽減が図られました。
１年間の延べ利用者数 766名
１年間の延べ移送回数 1,365回

高齢者の方や体の不自由な方が暮らしやすいように少し
でもお役に立てればと思います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

日常生活（買い物・通院など）における移動手段確保の
一助となりました。
優待バス乗車券交付者数 2,346名
JR無料乗車券交付者数 67名

高齢者の方が、より生活しやすくなるよう、お役立てくださ
い。

voice 寄附者の声

外出の困難な寝たきり高齢者等に対し、リフト付きの移送用車
輌により居宅と医療機関等へドア・ツー・ドアの無料送迎を実施
しました。

寄附金活用金額

18,404 千円

総事業費

19,275 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

70歳以上の高齢者を対象として、1回につき100円で市内の
路線バスに乗車できる優待乗車券及び西和田～厚床間のJR
無料乗車券（最大24枚）を2,412名に交付しました。

寄附金活用金額

16,892 千円

総事業費

16,892 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

27団体がボランティアとして、一人暮らし世帯への戸別訪問
や電話確認などによる安否確認、地域活動への参加の呼
びかけなどにご協力いただきました。また個人ボランティアは
102名の方に協力をいただきました。

子どもから高齢者までが元気に笑顔で暮らせる取り組み、
期待しています。頑張って下さい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

緊急通報装置のボタンを押すことにより、コールセンターと
の通話が可能となることから、迅速な対応が期待されます。

高齢者で一人暮らしであっても、経済的、精神的、体力
的に、先に希望が持てる町作りをして下さることを願ってい
ます。

voice 寄附者の声

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられ
る体制の構築を目的として、近隣に住む見守りが必要な高齢
者に声かけや安否確認を行っていただける見守りボランティアを
育成しています。

寄附金活用金額

1,083 千円

総事業費

1,083 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

一人暮らしの高齢者を対象に、急病や事故などの緊急事態が
発生した際の、迅速な救援活動や日常生活の安全確保並び
に不安解消を目的とした「緊急通報装置」を貸与しました。

寄附金活用金額

653 千円

総事業費

653 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

車いす利用者等が利用しやすいユニバーサルデザインタク
シーが2台が整備されました。

高齢者、お体の不自由の方が安心して生活が出来る街
作りを応援いたします

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

昨年はドクター・ヘリで22件の搬送実績があり、救急医
療での傷病者の救命や後遺症の軽減に果たす役割に
効果がありました。

コロナ感染が拡大している中、医療体制の整備に役立て
て頂ければと思い、寄付させて頂きました。

voice 寄附者の声

市内のタクシー事業者によるユニバーサルデザインタクシーの導入
を補助し、どなたでも利用しやすい移動環境を確保します。
※ユニバーサルデザインタクシー・・・足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベ
ビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい“みんなにや
さしい新しいタクシー車両”のこと。

寄附金活用金額

300 千円

総事業費

300 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

釧路根室管内における重症救急患者の医療を円滑に行うこと
を目的とし３次医療圏の管内の全市町村による広域医療体
制を構築しています。

寄附金活用金額

2,889 千円

総事業費

2,889 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

地域の公衆浴場の経営安定化を図り、市民の衛生・健
康増進に寄与しました。

厳しい環境と思いますが、健康で明るい暮らしができます
よう応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

15名の方に接種費用の一部を助成し、対象の方の経
済的負担の軽減と、妊婦さんへの風しん感染予防対策
が図られました。

安心して子どもを産み、育てられる環境の整備をお願いし
ます。

voice 寄附者の声

市内3公衆浴場の燃料費、修繕費等の補助及び、市内3公
衆浴場を循環するジャンボタクシー事業について補助を行ってい
ます。

寄附金活用金額

5,880 千円

総事業費

5,880 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

妊娠を希望する19歳以上49歳以下の女性と妊婦さんの夫
（胎児の父親）に対し、麻しん風しん予防接種費用の一部を
助成しました。

寄附金活用金額

144 千円

総事業費

144 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

日本の伝統文化の大切さを体験できる事業のため、今
後も多くの機会を提供して参ります。

今までの良き伝統を次世代でも引き継ぐべくよろしくお願
いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

カラフトルリシジミの貴重なデータを得ることができ、また、
紀要は市民向けや全国の博物館等に配布をするなど、
博物館活動の情報提供することができました。

いつか訪れたい場所です。そのときまで魅力的な自然や
産物が保たれ、様々な情報発信していただけるよう寄付
をお役立てください。

voice 寄附者の声

市内全小学6年生を対象に、日本の伝統文化である「茶道」の
歴史・作法・お点前について学習しました。

寄附金活用金額

233 千円

総事業費

233 千円

実施期間：令和2年8月～令和3年3月 所管部署：教育委員会

国指定天然記念物である「カラフトルリシジミ」の生息する高層
湿原の保全・管理の為のモニタリング調査の実施や、博物館活
動として紀要の発行・配布、加えて、歴史と自然の資料館のパ
ンフレットを印刷しました。

寄附金活用金額

885 千円

総事業費

885 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

チャシ跡及び西月ヶ岡遺跡の景観の向上が図られました。

日本100名城スタンプラリーの根室半島チャシ跡群を訪れた際
に、素晴らしい自然とおいしい花咲ガニに魅了されました。 多く
の人に根室市の魅力を伝える為に、活用いただければ嬉しいで
す。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

このたびの事業によって新規資格認定2名及び再認定3名
の認定を行い、現在の認定者は12名になりました。今後も
認定者数の増加を図り、活動の高度化を進めて行きます。

皆さん、命第一で活動して下さい。応援しています。

voice 寄附者の声

近年観光客等の見学が増えているアイヌの遺跡「チャシ跡」及び
「西月ヶ岡遺跡」の環境整備を行いました。

寄附金活用金額

431 千円

総事業費

431 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

高度な救急救命処置を実施し救命率の向上を図るため、資
格認定者の増加を目的に、医療機関での実習や講習の受講
に職員を派遣いたしました。

寄附金活用金額

547 千円

総事業費

561 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：消防本部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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住み続けられる「安心」と「支え合い」のまちづくりプロジェクト_ふるさと応援基金

check 取組みの効果

このたびの事業によって、現在保有している救急自動車3
台のうち、老朽化した1台の更新がされました。今後も市
民の皆様の安心安全を守るため、事業を進めていきます。

• 市民の命を守る政策を行ってください。
• コロナに負けず、人命も経済も守り抜いていきましょう

voice 寄附者の声

各種災害等に迅速に対応するため、老朽化した消防車輌の更
新を目的として、最新の救急資機材を搭載した救急自動車の
整備を行いました。

寄附金活用金額

36,880 千円

総事業費

73,180 千円

実施期間：令和2年6月22日～令和3年1月26日 所管部署：消防本部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

2020根室フォトコンテスト入賞作品_街並み部門
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住みたいと思える「ひと」と「しごと」
呼び込むプロジェクト

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を 

呼び込むプロジェクト 
【ふるさと応援基金】

目次(〇P)へ戻る
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事業 80
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check 取組みの効果

季節労働者に対する資格取得支援や市内事業者向け
セミナーを開催した結果、令和2年度は7名が通年雇用
化されました。

水産物に富み、いつか訪れたいです。不安定な情勢続い
ていますが、だからこそ雇用に役立てて頂ければ幸いです。
応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室産アサリ、ホッキ貝を用いた3D冷凍品や根室らしい
図案を使ったトートバッグ、Tシャツなど、地場産品を有効
活用した製品の開発が行われました。

コロナが収まったらまた足を運びたいと思っています。新しい
産業で地域が振興することを願っています。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

季節労働者の通年雇用の促進を図ることを目的に活動を行っ
ている「根室市通年雇用促進協議会」の運営に対する支援を
行いました。

寄附金活用金額

380 千円

総事業費

380 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

商工業振興による地域産業の活性化に結び付けるため、新製
品の開発などを行う中小企業等に対する支援や市民が制作し
た域内循環啓発を行いました。

寄附金活用金額

1,912 千円

総事業費

1,912 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部
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check 取組みの効果

令和２年度では８名の方が市内において創業を行いま
した。

大変な時期ですが、こんな時だからこそ、チャレンジする人
を支援し、地域経済発展のために頑張ってください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

まちなかサロンを活用した土曜市の開催や、加盟店によるレ
シートラリーなどが開催されました。また、市内空き店舗に1
件が出店したほか、市民団体による販売会や、写真展の開
催などが開催され、多くの市民で賑わいました。

コロナに負けず、観光が再開され街に賑わいが戻ってくる
事をお祈り申し上げます。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

市内で創業をする方向けの支援資金借受時の支援や、ＵＩ
ターン者が市内で創業する際の開業準備費などの支援を行い
ました。

寄附金活用金額

8,360 千円

総事業費

8,360 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

商店街に多くの人を呼び込んで賑わいをつくり、商店街の活性
化につながるよう、商店街振興組合などが実施する賑わいを創
出するイベントを支援したほか、市内の空き店舗を利用して出
店する方に対し、店舗改修費などの支援を行い、地域産業の
活性化を図りました。

寄附金活用金額

6,716 千円

総事業費

6,716 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

各加盟店で使うことができる市行政ポイントの付与により、
域内循環に寄与しました。

これからも地域の特産を活かし地域循環型経済活性を
応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

昨年10月に、ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた対策を万全に講
じた上で、北海道庁赤れんが庁舎前庭において「まるごと根室直送
市」を開催しました。出店した事業者数が過去最高となり、コロナ禍で
過剰在庫を抱える事業所の支援につながりました。

水産物品質の素晴らしい根室市、これからも『やっぱり北
海道の水産物は根室産だな！』と思える品質を期待して
います。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

購買力の流出防止・域内循環を目指すことを目的に根室市商
店連合会ねむろポイントカード会が実施する地域ポイントカード
事業において、市内各行事において市行政ポイントの付与を行
い、域内循環に寄与しました。

寄附金活用金額

1,663 千円

総事業費

1,663 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

根室の新鮮で良質な水産物の販路拡大及び地域経済活性
化を図ため、根室ブランドのPR活動や流通促進活動を通して
広く普及・宣伝を行いました。

寄附金活用金額

7,500 千円

総事業費

7,500 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

81



check 取組みの効果

花咲港へ新規で9隻の外来漁船が入港しました。また、銭
湯無料入浴券及びお食事券等の利用実績については、約
2,800人の利用となり、外来漁船員の皆様から大変喜ば
れ、今後の継続を望む声が多く寄せられました。

北海道の漁業・海鮮の素晴らしさを維持できるよう、漁
師さんや市場の皆さんを支援できればと思います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室市のさけ・ます資源増大の為、ふ化事業の推進に
協力することを目的としています。

海産物の宝庫、資源を大事に育て、今後も変わらない
自然豊かな根室市であってほしいです。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

道内外の船主に対し、花咲港への陸揚げ要請活動を行いまし
た。また、外来漁船員に対し、「銭湯入浴券」「お食事サービス
券」等を配布し、外来漁船員に対する福利厚生の充実及び地
域活性化に資する取り組みを展開しました。

寄附金活用金額

22,338 千円

総事業費

22,338 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

根室市のさけ・ますふ化事業の重要河川である別当賀川を中
心に他４カ所において、ふ化放流を実施しています。

寄附金活用金額

900 千円

総事業費

900 千円

実施期間：令和2年4月20日～令和2年11月27日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

恒久的な根室管内ニシン漁業の存続を目指し、ニシン
資源増大・安定供給にかかわる本事業に協力しています。

環境保護、資源保護に努め、いつまでも地元漁業の維
持にご尽力下さい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

対象水域での生物量を20％増加を目標とし、環境と生
態系の維持回復を目指しています。

自然と海洋資源豊かな特色を生かした持続的な発展に
期待しています。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

根室管内のニシン資源増大のため、管内のニシン種苗生産セ
ンターの種苗生産・放流を支援しています。

寄附金活用金額

1,300 千円

総事業費

1,300 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

漁業者等が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する、
藻場や干潟等の保全活動を支援しています。

寄附金活用金額

2,746 千円

総事業費

3,046 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

強力な漁業外交が展開されたことにより、漁業交渉の円
滑化が図られ、漁業者にとって、適切な操業条件が確保
されました。

漁業発展のため、頑張って下さい。 漁船関連業界の者
として、漁業者が安心して操業ができるよう、心から応援
しております。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

「根室産業クラスター創造研究会」では、6次化産業の推
進のため、5団体がワーキンググループごとに事業化に向け
様々な研究活動を展開しています。

仕事の関係で根室とご縁があります。
今後も地域の方と連携し、素晴らしい町づくりに努めてく
ださい。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

日ロ漁業関係の構築と、コンブ漁業の維持発展を図るため、強
力な漁業外交の推進や、輸入割当制度の堅持と分野別関税
撤廃の阻止、無秩序な水産物輸入自由化防止と現行関税
率等の堅持に向けた取り組みを行いました。

寄附金活用金額

7 千円

総事業費

7 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

根室市の産業の発展と経済基盤の強化を図るため、大学、企
業、行政等による産学官連携のもと、新産業の創出や新商品
の開発などに取組みました。

寄附金活用金額

800 千円

総事業費

800 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

大学、市、地元事業者との連携が強化され、花咲ガニや
ヤナギダコなどの地域特産種を活かした特色ある根室産
水産加工品の商品化が期待されます。

コロナで都会の外食産業が厳しく、そちらの水産加工業
も大変でしょうが踏ん張って下さい。また旅行に伺います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

地域産業の振興のため、継続的に企業誘致活動を実
施します。

雄大な自然環境を守りながら、高級ホテルの誘致など観
光振興をさらに促進することで、世界に開かれた根室を
目指してください！

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

大学との共同研究により、地域の水産資源を活用した水産加
工食品の開発研究を行いながら、地元事業者との連携による
新しい水産加工品の商品化に向けた取り組みを推進していま
す。

寄附金活用金額

3,302 千円

総事業費

4,802 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

産業振興及び雇用機会の確保のため、企業等の誘致促進及
び立地の推進活動を行いました。

寄附金活用金額

165 千円

総事業費

165 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

85



check 取組みの効果

根室水産物に対する認知度や信頼性の向上を図るため、
「地域密着型商社」と「民間企業」との連携を強化・促
進するなど、経済・人的交流の取組を進めました。

すばらしい水産資源を有効に活用して食の発信強化をし
てください。益々の発展を応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和２年度は、ベトナムの旧正月テトを祝うため、市内のベ
トナム実習生に対し、市内菓子店が作成したテトロール
（ロールケーキ）の配布を行い、多文化共生を図りました。

地域の伝統と今後の国際交流の発展を応援しています。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

アジア圏に向けて高品質で安全な水産物の輸出を促進するた
め、情報収集及び調査分析、海外販売促進活動によるPRイ
ベントを実施し、根室産水産物の認知度向上と人的交流の促
進を図ります。

寄附金活用金額

750 千円

総事業費

750 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

日本とベトナムの親善交流を通じ相互理解を深め、協力関係
の維持促進と互いの地域振興を図るため、ベトナム実習生への
支援協力や市民との交流機会の創出を行いました。

寄附金活用金額

416 千円

総事業費

416 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

令和2年度は延べ20名の利用、21件の相談があり、相
談を通じて職場実習へとつながったケースが2件あり、実
習先と実習先以外に各々就労されました。

福祉に力を入れて障がい者がすみやすい街にしてください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度の新規相談受付は61件であり、内、支援決
定は17件、就労支援10件などとなり、着実に支援が行
われている。

生活困窮者に支援が行き渡りますように、宜しくお願いし
ます。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

障がいのある人の就労に関するご相談・お悩みに応えるため、障
がい者就業相談窓口を開設いたしました。

寄附金活用金額

515 千円

総事業費

515 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮
者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、
就労その他の支援体制を整備することにより、生活困窮者の自
立の促進を図る。

寄附金活用金額

2,552 千円

総事業費

10,298 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

87



check 取組みの効果

エゾシカによる農林水産物への被害や、交通事故の誘
発を防止するため、猟銃及び囲いわなにより、合計502
頭のエゾシカを捕獲しました。

未来も水産資源が豊富であるように、自然保護等を期
待します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

ヒグマにおける人身事故はありませんでしたが、郊外だけで
なく、市街地での出没情報も寄せられたことを受け、パト
ロールや看板設置等、注意喚起を実施しました。

くまによる動物被害対策の徹底をお願いします。

voice 寄附者の声

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

住みたいと思える「ひと」と「しごと」を呼び込むプロジェクト_ふるさと応援基金

エゾシカによる農林水産物に対する深刻な被害や交通事故の
誘発を防止するため、「根室市鳥獣被害防止計画」に基づき、
猟銃や囲い罠による有害駆除を実施し個体数の減少を図るよ
う取り組んでいます。

寄附金活用金額

1,542 千円

総事業費

1,542 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

ヒグマによる人身事故の未然防止に向け、市民の方にヒグマ目
撃情報の発信や地域パトロール、箱わなのメンテナンス等対策
を実施すると共に、猟友会と連携し、ヒグマとの共存を目指して
います。

寄附金活用金額

373 千円

総事業費

373 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る
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みんなで実践する「市民協働」のみんなで実践する「市民協働」の 

推進プロジェクト 推進プロジェクト

みんなで実践する「市民協働」の 

推進プロジェクト 
【ふるさと応援基金】

⚫ 落石ふるさと館整備事業（地域会館）／（仮称）花咲港・厚床ふるさと館整備事業 91
⚫ 人づくり・まちづくり補助事業／まちづくり協働推進事業 92
⚫ グランドデザイン策定事業／ふるさと根室想々事業 93
⚫ 市民の森整備事業／自然の番人推進事業 94
⚫ 合併処理浄化槽設置補助事業／ごみ減量化・資源化対策事業 95
⚫ 循環型社会形成推進事業／廃棄物処理施設建設事業 96
⚫ 姉妹都市提携推進事業／根室市史編纂事業 97
⚫ 市民意識調査等 98

目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

落石ふるさと館整備についての工事が全て完了し、地域
の方々がより利用しやすい施設となりました。

地域のコミュニティを維持し、住民の皆様が住みやすく活
気のある町になることを願っています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

地域会館に対する地域の方々の様々なご意見を伺うこ
とができ、各地域に合わせた施設設計に活かすことができ
ると考えています。

北国ではコミュニティの支え合いがとても大切だと思います。
少しでも、根室の方々にとってより住みよい町になるお役
に立てれば幸いです。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

平成30年度に供用開始した落石ふるさと館について、駐車場
のアスファルト舗装を実施し、施設整備を図りました。

寄附金活用金額

10,758 千円

総事業費

10,758 千円

実施期間：令和2年5月29日～令和2年9月15日 所管部署：市民福祉部

老朽化の著しい花咲港会館・厚床会館の再整備について、基
本的な考え方や施設規模・建設場所等を地域の方々とともに
検討し、設計等の要件となる事項を整理した基本構想を策定
しました。

寄附金活用金額

2,860 千円

総事業費

2,860 千円

実施期間：令和2年6月1日～令和3年3月12日 所管部署：市民福祉部
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check 取組みの効果

令和２年度は市内外の人が交流することができる「活動の
場整備事業」の１件と、ユルリ島を中心としたブランド化を
図る「地域の魅力向上チャレンジ型プロジェクト事業」の１
件に対し助成を行い、市民活動の活性化が図られました。

成長、発展、安定のためには人づくりが一番だと思います。過
疎化が進んでいるとは思いますが、これをはねのける人材の育
成をお願いいたします。コロナ禍では、場所、地域のハンディ
キャップが減少し発展の可能性があると思います。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は1件の申請があり、バス停に待合のためのベ
ンチを設置する「ふれあいベンチ事業」を実施しました。

市民の方々が住みやすい街づくりを期待しております。市
民の方々とともになって、がんばってください。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

人材育成、団体活動の活性化を図り、地域の活性化を推進
する活動等に要する経費を助成することにより、健康で文化的
な市民生活の向上と活力あふれる地域づくりを支援します。

寄附金活用金額

10,000 千円

総事業費

10,000 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

豊かな住み良いまちづくりを実現するために、市民の多様なニー
ズを市民とともに考え、自らが参画するまちづくりを展開し、パート
ナーシップによる市民協働のまちづくりを推進します。

寄附金活用金額

370 千円

総事業費

370 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部
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check 取組みの効果

市民目線の根室市の現状や課題を情報共有するため、
ワークショップを開催し、20代から50代までの市民34名に
参加いただきました。今後はまちづくり通信として市民皆様
絵の情報発信を行います。

些少ですが、貴市の将来だけでなく日本や世界の将来を
考えてくれるような人材の育成に充ててください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

9件の申込があり、お盆時期に墓石の清掃、墓碑周りの除
草を行い、寄付者に対して写真を添えて報告いたしました。
寄付者より感謝のお言葉をいただきました。

遠方のため、なかなかお墓参りに伺えませんでした。また、
今年はコロナの影響もあり、お墓の清掃サービスは大変あ
りがたかったです。ありがとうございました。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

地域課題を解決し、まちの価値を高めるため、市民、事業者、
行政など、まちづくりに関わる多様な主体が連携し、将来都市
像の実現のための方針や公共施設の配置のあり方などの方向
性を示す、グランドデザインの策定に着手しました。

寄附金活用金額

5,005 千円

総事業費

5,005 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

遠方者によるふるさと納税記念品の一つとして、市内にあるお墓
の清掃代行を行いました。

寄附金活用金額

49 千円

総事業費

49 千円

実施期間：令和2年7月1日～令和2年9月30日 所管部署：市民福祉部
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check 取組みの効果

樹木の保護や整備等を実施し、利用者の方々が安心し
て利用できる環境を整備したことで、森林保護の大切さ
や緑化思想の高揚を図ることが出来ました。

水源・森林の保護と、環境と共生してきた歴史のある町
作りを応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

市内に啓発看板を16枚設置したほか、2団体が不法投
棄・ポイ捨て防止の取り組みに賛同いただきました。

環境破壊を防止するなどの自然保護に使ってほしいです。
よろしくお願い申し上げます。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

市民参加の森づくりを基本とした森林整備を推進するとともに、
野鳥観察や森林浴が楽しめる憩いの場としての環境づくりの実
施など、市民が森と触れ親しむ機会の向上を図っています。

寄附金活用金額

2,448 千円

総事業費

2,448 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

市内の不法投棄やポイ捨てを未然に防ぐため、啓発看板の設
置や、事業賛同団体の拡大に取り組みました。

寄附金活用金額

63 千円

総事業費

63 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部
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check 取組みの効果

令和2年度は9基の申込があり、合併処理浄化槽を設
置することで、生活排水による水質汚濁を防止し、環境
保全の向上が図られました。

今根室市にお住まいの皆様が不便なくより良い生活を送
られますように。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は65団体のご協力により、435回の資源回
収が実施され、約40トンの資源物の回収が行われました。

応援してます。 昨今、プラゴミなどによる海洋汚染も世
界的に問題になってきています。自然環境の保護にも力
を入れて頂けると嬉しいです。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

公共下水道認可区域外に合併処理浄化槽を設置した際に、
設置費用の一部を支援しました。

寄附金活用金額

7,290 千円

総事業費

8,406 千円

実施期間：令和2年5月～令和3年3月 所管部署：市民福祉部

廃品回収などの資源物回収を行った町内会組織などに対して、
その行動に対する奨励金を支給しました。

寄附金活用金額

1,079 千円

総事業費

1,079 千円

実施期間：令和2年4月～令和3年1月 所管部署：市民福祉部
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check 取組みの効果

施設の整備についての考え方、施設規模、処理方式及
び建設場所等の基本的事項をとりまとめました。

• 人がより良く住める環境作り、応援します。
• 環境に配慮した町作りを期待します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

施設の整備についての考え方、施設規模、処理方式及
び建設場所等の基本的事項をとりまとめました。

公共施設の充実等、市民のためにお使いいただけますと
幸いです。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

3R（ごみの発生抑制・再使用・再資源化）の促進など、廃棄
物に対する循環型社会の推進を行いました。

寄附金活用金額

151 千円

総事業費

151 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

根室市じん芥焼却場は、昭和56年3月に竣工した施設で老
朽化が著しく、これまで施設延命化について検討を行ってきまし
たが、ごみ処理の安定性及び経済性等を勘案し、新たな施設
を整備することとしました。

寄附金活用金額

11,880 千円

総事業費

11,880 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部
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check 取組みの効果

スポーツ交歓団事業では、ニュースポーツを競技とし、黒部
市へ総勢17名の交観団を派遣しました。また、文化作品
交流事業では、根室市から絵画25点などを貸与し、黒部
市国際文化センター・コラーレにて展示を行いました。

姉妹都市である貴市へ黒部から寄付いたします。ひきつ
づき市民・行政一体となり地域の活性化に頑張ってくださ
い。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

市民の皆様に愛され、多くの人に活用され、親しみやすく、
読みやすい市史となるよう市史編さん委員会の開催や
様々な資料収集に取り組んでいます。

• 北海道の歴史ある都市として、是非とも再発展をして頂き
たい。

• 根室は歴史的にも重要なところですので、益々の発展を祈
願しています。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

根室市姉妹都市提携市民会議に対する補助金であり、市民
会議では、友好親善交流として、スポーツ交歓団派遣事業、
文化作品交流事業等を実施しています。

寄附金活用金額

894 千円

総事業費

894 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

根室市の歩みを振り返り、先人が築き発展させてきた思いと歴
史を永く後世に伝えるため、新しい市史を発刊をします。

寄附金活用金額

4,451 千円

総事業費

4,459 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部
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check 取組みの効果

市民意識調査を行い、929名からいただいた回答と有識者
の皆さんからのご意見をもとに根室市の取り組みを検証し、
「子育て」「少子化対策」は「概ね順調」との評価をいただき
ました。

• 根室市民の声をきき、市民の方のためになる政策をお
願いします。

• 住民ファースト。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

みんなで実践する「市民協働」の推進プロジェクト_ふるさと応援基金

地方創生の推進を図るため、市民アンケートを実施するほか、
外部委員で構成する根室市創生有識者会議を開催するなど、
「子どもたちに誇れる まち・ひと・しごと」に向けて様々な取り組み
を行います。

寄附金活用金額

2,858 千円

総事業費

4,415 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

2020根室フォトコンテスト入賞作品_野鳥部門
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北方領土問題等の解決の促進を図
ため必要な事業

【ふるさと応援基金】

⚫ 北方領土返還運動経費／北方領土返還運動に伴う会計年度任用職員給与費 101
⚫ 北方領土隣接地域振興対策推進経費／北方領土資料館管理運営経費 102
⚫ 北方領土隣接地域振興等基金事業／北方四島交流事業 103
⚫ 北方領土対策連携強化事業／北方四島周辺海域操業等対策事業 104
⚫ 北方資料研究活用推進事業／北方領土対策の専任に伴う職員給与費 105
⚫ 北方領土資料館管理運営等に伴う会計年度任用職員給与費／観光客受入環境整備事業 106
⚫ 総合文化会館整備事業／歴史と自然の資料館整備事業 107
⚫ 防災対策経費／防災対策推進事業 108

目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

北方領土問題解決に向けた国民世論の喚起はもちろん、
返還要求運動の中心を担ってきた元島民の高齢化が進
んでいる現状を踏まえ、次世代を担う後継者育成にも力
を入れ取り組んでまいります。

以前、納沙布岬から訪れた時に、北方領土を見ました。
一日でも早く北方領土問題が解決すること願っています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

北方領土現地視察事業などの受け入れを通じて、全国か
ら訪れる青少年などに北方領土を身近に感じてもらうことで、
理解と認識をさらに深めていただき、国民世論の高揚へとつ
なげて参ります。

最も北方領土に近い都市である根室から北方領土返還
の声をさらにあげていただき、私も共に頑張っていきたいで
す。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

北方領土返還要求運動関係団体への事業補助のほか、北方
領土返還祈念シンボル像の維持管理を行い、国民世論の更
なる喚起・高揚を図りました。

寄附金活用金額

4,852 千円

総事業費

7,202 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部

北方領土啓発推進員を配置し、北方領土返還要求運動滋
賀県民会議と当市との交流事業や、北方領土青少年現地視
察事業の受け入れなどを行い、北方領土問題啓発活動を推
進しています。

寄附金活用金額

2,025 千円

総事業費

3,610 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部
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check 取組みの効果

国等に対して、北方領土問題の早期解決や隣接地域
の振興に関する要請等を行いました。

某団体の北方領土返還集会に何度も参加しています。島民の皆さ
んがご高齢になる中で北方領土問題の解決は待った無しだと思ってい
ます。政府レベルの交渉も大事ですが、地元の草の根活動も極めて
重要だと思います。遠くからですが応援しています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

戦前の北方領土の生活にスポットを当て、島での「衣食住」
を中心とした資料を展示し、「北方領土は日本の領土であ
る」ことを広く国民に周知するため、展示品の更なる充実を
図ってまいります。

6月に釧路、根室を旅しました。根室市は是非とも応援
したいです。北方領土資料館は大変勉強になりました。
国民として早い返還を望みます。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

根室管内一市四町で組織される北方領土隣接地域振興対
策根室管内市町連絡協議会に対する陳情活動等を行ってい
ます。

寄附金活用金額

184 千円

総事業費

184 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部

「根室市北方領土資料館」では、北方領土に関する貴重な資
料を展示しており、北方領土問題の啓発と返還運動の促進を
図っています。根室にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

寄附金活用金額

2,627 千円

総事業費

2,627 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部
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check 取組みの効果

北方領土問題解決に向けた国民世論の喚起はもちろん、
返還要求運動の中心を担ってきた元島民の高齢化が進ん
でいる現状を踏まえ、次世代を担う後継者育成にも力を入
れ取り組んでまいります。

北方領土は我が国固有の領土です。引き続き、返還運
動への強いご支援や国への働きかけ等をよろしくお願いい
たします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

平成４年度から行われている北方四島交流事業により、
四島在住のロシア人と相互交流が行われ、日本人や日
本に対する四島側の理解も深まってきております。

2021年が北方領土問題が少しづつ進展ありますようにと
切に祈っています。頑張ってくださいね、いつも
応援しています。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

北方領土返還要求運動関係団体への事業補助や負担金の
他、市等で実施する北方領土返還要求根室市民大会開催
事業、四島の声啓発事業を行い、国民世論の更なる喚起高
揚を図りました。

寄附金活用金額

285 千円

総事業費

4,045 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部

北方四島在住ロシア人と返還運動関係者や元島民、専門家
などの方々との相互交流事業を実施しました。

寄附金活用金額

225 千円

総事業費

225 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部
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check 取組みの効果

北方領土問題に関する他団体との連携強化を図り、北
方四島との新たな地域間交流の推進をいたします。

北方領土問題解決には時間がかかりますが、返還運動
を展開されている皆さんのご努力に敬意を表します。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

北方四島周辺海域における安全操業に係る具体的な
対応を協議し、中央要請活動等が行われ、適正な操業
期間や割当量が確保されました。

北方領土が戻ってきて根室の漁師の皆様が安全に操業
できる日が来ることを祈っております。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

北方領土問題に関する他団体等との連携強化や北方領土問
題に関する情報収集や分析などの調査を行いました。

寄附金活用金額

47 千円

総事業費

47 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部

北方四島周辺海域における安全操業に係る具体的な対応策
を協議し、円滑な操業の実現に向け、事業管理業務を行いま
した。

寄附金活用金額

2,518 千円

総事業費

2,518 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

104



check 取組みの効果

特別展示には、519名が来場し、北構保男氏が取り組ん
でこられた代表的な遺跡調査や研究業績を広く市民に紹
介することができました。また、アイヌ文化について多くの来館
者に伝えることができました。

歴史を守り続けることは大変なことですが、未来の子供た
ちのためにも頑張ってください！

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

北方領土問題に関する他団体との連携強化を図り、北
方四島との新たな地域間交流の推進をいたします。

数年に１回根室を訪れています。納沙布岬から北方領
土を見るたびに、「こんなに近いのに…」と思います。
一日も早く、北方領土が戻ってくることを願っています。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

北構保男氏の研究業績について広く普及、継承することを目的
とした特別展示を開催しました。また、アイヌ関係展示改修を行
いました。

寄附金活用金額

8,473 千円

総事業費

14,261 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部

令和元年度より北方領土対策監配置しており、北方領土に関
する日ロ間における共同経済活動の実現に向けた取り組みなど、
根室市や隣接地域が果たすべき役割について専門的に検討し
ています。

寄附金活用金額

7,303 千円

総事業費

7,303 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：北方領土対策部
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check 取組みの効果

北方領土の現地視察などで納沙布岬を訪れる人々に、北
方領土の一層の理解と認識を深めてもらうための資料を展
示する北方領土資料館の管理運営を円滑に実施すること
により、同館の利用者の利便性向上に期待しています。

初めて根室に観光で訪れて、資料館等で北方領土問
題のことを詳しく知りました。返還の主張は粘り強くするし
かないと思います。頑張ってください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

納沙布岬トイレの洋式化等の受入環境整備を行い、観
光客をはじめとした利用者の利便性を図りました。

日本最東端の駅、納沙布岬、本当に素晴らしい根室で
した。また訪れたいです。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

北方領土問題について啓発を行う北方領土資料館の管理運
営に係る人員の配置により、施設運営の円滑化とともに、利用
者の利便性の向上を図っています。

寄附金活用金額

10,828 千円

総事業費

10,856 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

納沙布岬の周辺施設について、一部老朽化が進んでいることか
ら、岬を訪れる方々が快適に利用できる施設を目指し、整備を
進めています。

寄附金活用金額

14,420 千円

総事業費

26,180 千円

実施期間：令和2年6月2日～令和3年2月15日 所管部署：水産経済部
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check 取組みの効果

大ホールの舞台吊物機構改修及び冷温水発生機入替
を行ったことにより、施設の利便性・機能性が向上し、長
寿命化が図られました。

市民活動を応援し、健康で文化的な街作りにご活用くだ
さい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

収蔵品管理システムの導入により、データの安全性が向
上し、また、問合せや登録の対応が円滑になりました。

歴史が好きなので文化財やその保存に使ってください。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

開館以来２８年が経過し、施設の大規模改修や整備が急務
であることから、施設の機能性維持及び長寿命化を図るため、
緊急性の高いものから順次整備を行いました。

寄附金活用金額

20,580 千円

総事業費

59,180 千円

実施期間：令和2年5月19日～令和2年10月21日 所管部署：教育委員会

４万件を超える資料データをクラウド化し、安全性が高い収蔵
品管理システムを導入しました。

寄附金活用金額

396 千円

総事業費

396 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

107



check 取組みの効果

「根室市総合防災訓練」では、32機関、総勢2,460人
が参加、「防災啓発放送」は年間573回、防災啓発番
組は年間53回放送しました。

最近地震が目立つので、インフラ整備、防災対策などに
使っていただけたら嬉しいです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

地域防災訓練や出前講座に加え、「根室市総合防災訓
練」のDVD作成やYoutubeを活用した防災動画の作成、
コロナ禍での避難方法についてのチラシ作成及び配布等、
更なる防災・減災対策の推進に取組みました。

地震や津波に備え、市民を守る防災に役立てて欲しいで
す。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な事業_ふるさと応援基金

市と防災関係機関で構成される「根室市防災会議」の運営や
「根室市総合防災訓練」の実施、また、沿岸地域を中心に設
置している「津波情報システム」の管理や、FMねむろによる「防
災啓発放送」や「防災啓発番組」の制作などを実施しています。

寄附金活用金額

8,497 千円

総事業費

10,937 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

地域における防災訓練や防災出前講座、幼児から高校生まで
の防災教育など、防災・減災啓発事業を実施しています。

寄附金活用金額

274 千円

総事業費

394 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部
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寄附者の意向を反映し住み良いま
づくりのために市長が必要と認める事業他

【ふるさと応援基金、総合体育館建設基金、公共施設等維持補修基金、防災対策基金、図書館図書充実基金】

⚫ 地域創生推進経費／ふるさと納税推進事業 111
⚫ ふるさと納税推進に伴う会計年度任用職員給与費／災害備蓄推進事業 112
⚫ 防災対策推進事業／自主防災組織活動活性化促進事業 113
⚫ こども防災・減災推進事業／新庁舎建設事業 114
⚫ 道路附帯施設補修事業／舗装新設事業 115
⚫ 河川改修事業／消防用ホース購入事業 116
⚫ 緊急通報システム整備事業／根室港海岸高潮対策事業 117
⚫ 図書館図書整備事業／じん芥焼却場整備事業 118

目次(〇P)へ戻る
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check 取組みの効果

ふるさと納税制度の意義・理念に基づき、寄附金の受け入
れ状況や活用実績を公表することで、寄附文化の醸成を
図るとともに、制度の裾野拡大に寄与することを期待してい
ます。

寄付金の用途を選べるのが素敵だなと思いました！
寄付金は色んな人が生活しやすい町になりますよう活用
してください。応援しています！

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室産品等を直接かつ安定的に域外へ供給できる機会
を提供することにより、域外からの外貨の獲得とともに、地
域産業の活性化が期待されます。

根室市に一度も伺った事がないのですが、ふるさと納税を通して、
毎年繋がっている気がしています。日常の中でも「根室」の文字
が目に入ると反応して、応援したくなります！。コロナに負ける
な！根室市！

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

第9期根室市総合計画、根室市創生総合戦略の着実な施
策展開による持続性を確保するため、ふるさと応援寄付条例に
定める各基金の計画的な積み増しと活用を行うとともに、ふるさ
と納税の趣旨を鑑み、活用実績の公表を行っています。

寄附金活用金額

4,002 千円

総事業費

4,002 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

当市へのふるさと納税にあたり、収納方法の多様化など、利便
性の向上による寄附の促進を図るとともに、寄附者への根室産
品の贈呈を行うことでの認知度向上及び販路拡大を推進し、
市内産業活性化を図りました。

寄附金活用金額

6,611,313 千円

総事業費

6,611,313 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

（根室市ふるさと応援基金）

（根室市ふるさと応援基金）
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check 取組みの効果

迅速な寄附者への各種書類の発行や的確なオペレーション
による寄附者対応により、当市へのふるさと納税者からの市
に対する信頼感を得るとともに、リピーターの確保が期待され
ます。

テレビなどで放映されてかなりの数で大変なはずなのに、返礼品もそう
ですが、ワンストップの書類発送や確認メールなど対応が早く丁寧で驚
きました。何年もの間ふるさと納税を幾つもの自治体にしてきましたが
一番素晴らしです。優秀な人材が揃ってるので心配ないと思いますが、
これからも頑張って下さい。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

各避難所の備蓄食料（保存水・アルファ米・粉ミルク・液
体ミルク）を整備しました。

大きな災害に備えて、お役立てください。避難場所や備
品などの整備にお使いください。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

ふるさと納税推進事業の実施にあたり、寄附の受け入れにあたっ
ての問い合わせ等のオペレーション対応や、寄附者管理上の各
種システム対応などの情報処理にかかる人員を配置し、円滑か
つ確実な寄附の受領に努めています。

寄附金活用金額

22,951 千円

総事業費

23,012 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総合政策部

大規模災害時の道路寸断やライフラインの途絶などに備え、各
地域の避難所用備蓄食料や備品等を整備しています。

寄附金活用金額

786 千円

総事業費

1,486 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

（根室市ふるさと応援基金）

（根室市防災対策基金）
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check 取組みの効果

北海道総合行政情報ネットワークシステムを更新しました。

道東の地は生活が大変なこともあると思いますが、災害
がなく穏やかな日が続くことを願っています。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

新型コロナウイルスの影響により、出前講座の実施回数は
昨年より減少しましたが、防災パンフレットや防災バッグの配
布等、コロナ禍においても、自主防災組織や町会が主体と
なり、地域防災力の向上に取り組みました。

住み良い街づくりを応援しています。みんな安心して暮ら
せる災害に強い街づくりを‥。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

平成8年に整備した災害発生時の緊急情報伝達手段である
「北海道行政情報ネットワークシステム」について、整備から15
年が経過しており、経年劣化等が進んでいることから、新たなシ
ステムを整備しました。

寄附金活用金額

3,647 千円

総事業費

3,647 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

自主防災組織や町会が主体となった地域の防災活動を活性
化させるため、活動助成金の交付や地域防災リーダーの育成に
取り組んでいます。

寄附金活用金額

1,138 千円

総事業費

1,138 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

（根室市防災対策基金）

（根室市防災対策基金）

113



check 取組みの効果

市内小・中学校で防災教室や防災クイズ、防災学習、
避難訓練、津波実験装置の体験等を実施しました。

最近少し大きな地震が続いているようですが、特に子供
たちへの防災教育に力を入れ、自然災害に負けずにがん
ばってください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室市新庁舎建設基本計画及び基本設計書を策定
するほか、現庁舎の書類量の調査を実施するなど、新庁
舎の移転に向けた整備を行いました。

根室庁舎新築楽しみにしています。災害に強いまちづくり
を応援しています。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

「災害時に命をまもる」「助けることができるようになる」「防災文
化の継承」などを目的として、市内小・中学校全校生徒を対象
とし、防災教育の取組みを推進しています。

寄附金活用金額

869 千円

総事業費

869 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

昭和48年に建設された根室市庁舎は、耐震性や災害対応機
能が不足しており、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見
舞われる可能性が高いことから、建替えにより耐震性や災害対
応機能の強化を図ります。

寄附金活用金額

49,288 千円

総事業費

62,088 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：総務部

（根室市防災対策基金）

（根室市防災対策基金）
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check 取組みの効果

雨水排水施設を増設し雨水排水能力を高めることで、
道路上が冠水することを解消し、恒久的な防災対策を
実施しました。

北海道の地は自然環境が大変だと思います。安全な道
路整備をお願いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

令和2年度は、工事延長233.89mの道路改良を実施
しました。引続き安心・安全な道路整備を推進します。

この間初めて根室を訪問させていただきました。納沙布岬から北方領
土を見て日本人として返還運動の大事さを痛感しました。またそこにい
くまでの道路が綺麗に舗装されていてとても便利でしたので、交通の大
事さも感じました。少しはお役に立てると嬉しいです。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

大雨が降ると局部的に道路が冠水し、民地に水が流れ込むこと
や車両の通行に支障が出ているため、恒久的な防災対策を図
りました。

寄附金活用金額

21,208 千円

総事業費

21,208 千円

実施期間：令和2年5月29日～令和2年12月14日 所管部署：建設水道部

市道花咲港会館線の道路整備をすることにより、冬期の安全
で円滑な通行が確保されるとともに災害時の防災拠点へのアク
セス強化が図られることを目的とし、令和2年度より2カ年で整
備します。

寄附金活用金額

55,330 千円

総事業費

131,086 千円

実施期間：令和2年4月20日～令和3年3月22日 所管部署：建設水道部

（根室市防災対策基金）

（根室市防災対策基金）
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check 取組みの効果

令和2年度は、河口から左岸側71本のH形鋼の打込み
を実施しました。引続き高潮防災対策の完成を目指しま
す。

森や川、山の自然の形をとどめつつも快適な暮らしができ
るよう自然災害への対策にお役立てください。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

差し込み式ホースが整備されたことにより、消火戦術が拡
充され、迅速な災害対応力の向上が図られました。

市の発展とともに災害対応など市民が安全、安心できる
町づくりに期待し、必要な整備をお願いします。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

高潮により河口から100mの区間が越水し、周辺の建物等に
被害を及ぼしていることから、令和2年度より2カ年で高潮防災
対策を実施します。

寄附金活用金額

19,096 千円

総事業費

19,096 千円

実施期間：令和2年4月20日～令和3年2月22日 所管部署：建設水道部

耐用年数が経過する消防用ホースの更新に伴い、従来のネジ
式ホースから差し込み式ホースへ移行を進めて装備を計画的に
更新し、災害活動を円滑に遂行するために購入しました。

寄附金活用金額

3,296 千円

総事業費

3,296 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：消防本部

（根室市防災対策基金）

（根室市防災対策基金）
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check 取組みの効果

聴覚・言語機能障がい者が、スマートフォン等を利用し簡
単な操作で素早く緊急通報をすることが可能となります。

以前、家族旅行で伺いました。ここに住むすべての方々が
安心安全に暮らせるような事業、整備をお願いします。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

根室港（岬町地区）海岸の護岸未整備区間において、
令和元年度32.1ｍ、令和2年度で33.6ｍを2か年で
整備を実施しました。

海の近くのまちなので、津波や高潮などの被害といつも隣
り合わせだとおもいます。自然災害から市民を守っていた
だけるような取り組みをお願いします。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

聴覚・言語機能障がいのある方が円滑に緊急通報を行うシステ
ム（Net119）です。総務省消防庁より令和2年度までに全
国の消防本部で導入することが目標となっており、当消防本部
では令和2年11月に導入し、運用を開始しています。

寄附金活用金額

715 千円

総事業費

715 千円

実施期間：令和2年11月1日～令和3年3月31日 所管部署：消防本部

根室港（岬町地区）海岸で、陸地（崖地）の浸食による背
後地に暮らす住民の命と生活の保護対策として、護岸の未整
備区間での整備を行いました。

寄附金活用金額

652 千円

総事業費

56,265 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：水産経済部

（根室市防災対策基金）

（根室市防災対策基金）
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check 取組みの効果

市民の読書環境充実のため、絵本・児童書から一般書、
北海道・根室・北方領土の関わる郷土資料の収集も行
い、幅広いジャンルの資料提供に努めています。

読書は重要です。図書館蔵書充実にお役立ていただき
たいです。

voice 寄附者の声

check 取組みの効果

老朽化が進むじん芥焼却場の燃焼設備などを整備出来
たことにより、燃焼設備の延命化が図られました。

公共施設の維持など、市民の皆様の生活がよくなるため
にお使いください。

voice 寄附者の声

項目の先頭へ戻る目次(〇P)へ戻る

令和２年度（2020年度） 根室市ふるさと応援寄附金活用事業

寄附者の意向を反映し住み良いまちづくりのために市長が必要と認める事業他

市民の本棚として、心豊かな読書生活と生涯学習役立つ資料
提供のため、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年齢層に対応し
た資料の充実を図っています。

寄附金活用金額

7,000 千円

総事業費

7,000 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：教育委員会

じん芥焼却場の焼却炉の燃焼設備・排ガス処理設備及び操
作盤計器などの整備を行いました。

寄附金活用金額

268,700 千円

総事業費

277,409 千円

実施期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日 所管部署：市民福祉部

（根室市図書館図書充実基金）

（根室市公共施設等維持補修基金）
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