
【ふるさと応援基金】

○ ふるさと納税受納事務経費

○ 関係人口創出・拡大促進事業

○ 根室市史編纂事業

○ ふるさと根室想々事業

○ 既設公園整備事業（さくら移植）

○ 消防車両整備事業

【総合体育館建設基金】

○ 総合体育館建設基金積立事業

【公共施設等維持補修基金】

○ じん芥焼却場整備事業

○ 蒼香苑整備事業

○ 小学校校舎整備事業

○ 温水プール整備事業

○ 総合文化会館整備事業

○ 消防庁舎整備事業

【防災対策基金】

○ 災害備蓄推進事業

○ 防災対策推進事業

○ 自主防災組織活動活性化促進事業

○ 全国瞬時警報システム新型受信機

整備事業

○ 道路排水管整備事業

○ ハッタリ川高潮対策河川改修事業

○ 消防団員活動安全化事業

【図書館図書充実基金】

○ 図書館図書整備事業

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】
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寄附金活用金額

千円2,501,637

総事業費

千円2,501,676

所管部署

総合政策部実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度は、延べ31万
人余りの方へ、贈答用記
念品として根室産品をお
贈りいたしました。
SNS等で受け取った記念
品のレビューについて発
信いただき、日々感謝し
ております。

担当者

【寄附者の声】
・根室ブランド、食と観光を大いにＰＲしてください。
・これからも根室市というブランド名大切に頑張ってくだ
さい。

【ふるさと応援基金】

ふるさと納税者に贈答用記念品を送付し、根室産品をPRする
とともに、根室ブランドの向上を図りました。

寄附金活用金額

千円31,071

総事業費

千円31,071

所管部署

総合政策部実施期間：平成31年2月17日

平成31年2月17日に、東
京都新宿区にて寄附者
2,500名を招待し、関係人
口の創出・拡大に向けた
交流イベントを開催しま
した。より多くの方とつ
ながりが持てるよう、引
き続き魅力発信を行って
参ります。

担当者

【寄附者の声】
東京でのイベントにも参加させていただきました。根室の
美味しい食材を堪能できてとても嬉しかったです。これか
らも根室を応援していきます！

【ふるさと応援基金】

ふるさと納税者を中心とした関係人口のさらなる創出・拡大
に向け、都市部で交流イベントを開催しました。
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寄附金活用金額

千円31

総事業費

千円31

所管部署

市民福祉部

根室を離れ生活している方で、遠くてお墓参りに行くことが
できない方々の代わりにお墓の清掃などを行いました。

実施期間：平成30年6月1日～平成30年9月30日

平成30年度は7件のお申
込みをいただき、お墓の
清掃や献花などを行いま
した。

担当者

【寄附者の声】
根室には祖父の墓があるので毎年墓参りに行かせてもらっ
てます。市がより活性化することを応援しています。

【ふるさと応援基金】

寄附金活用金額

千円11,245

総事業費

千円11,245

所管部署

総務部

昭和43年に根室市史を発刊して以降、市の歴史を記述した書
物等がないことから、現行の市史の続編を編纂し、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、平成32年度に新しい市史を発刊をします。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

内容の充実とともに、親
しみやすく、読みやすい
市史となるよう、市史編
纂委員会を組織しました。
市民の皆様に愛され、多
くの人に活用される市史
にすることを目指し取り
組みます。

担当者

【寄附者の声】
観光で行ってみたいです。
幕末にロシア人が来た歴史的な街だと思いますので、歴史
も発信してください。応援しています。

【ふるさと応援基金】
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寄附金活用金額

千円5,075

総事業費

千円82,545

所管部署

消防本部

消防車両の整備は、老朽化した消防車両の更新として、省力
化と機動力を兼ね備え、救助資機材も搭載した災害対応の車
両整備を行いました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

市内の火災発生の際に最
優先で出動するほか、他
市町村などで大規模な災
害が発生した際の緊急消
防援助隊車両として、3台
目の登録をしております。
今後も市民の皆様の安心
安全を守るため、整備事
業を進めていきます。

担当者

【寄附者の声】
住民のみなさんが安心して住める素敵な街を作って下さい。

【ふるさと応援基金】

寄附金活用金額

千円1,134

総事業費

千円1,134

所管部署

建設水道部

これまで取り組んできた「根室さくらの森づくり事業」を踏
まえ、桜前線の終着点として、”日本で一番遅く開花する桜”
の鑑賞を楽しんでいただくこと目的としています。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

将来、明治公園のシンボ
ル的な千島桜になるよう
に育成するため、潮風が
当たりにくい、育成条件
の良い場所に4本移植し
ました。

担当者

【寄附者の声】
豊かな自然環境の保護や地元の発展のためにお使いください。

【ふるさと応援基金】
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【寄附者の声】
各地方の格差が進むなか、住民の住みやすい魅力的な町造
りを期待します。

寄附金活用金額

千円143,300

総事業費

千円192,165

所管部署

市民福祉部

老朽化の著しいじん芥焼却場について、ごみ焼却炉等の維持
補修を実施し、施設整備を図りました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

ごみ焼却炉などの補修を
行い、可燃ごみを安定し
て処理することができま
した。

担当者

【公共施設等維持補修基金】

寄附金活用金額

千円100,000

総事業費

千円100,000

所管部署

教育委員会

根室市初の「総合体育館」建設を目指し、建設に関わる将来
負担への備えや施設整備に向けた機運を高めるため基金の積
立てを行ないました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成27年度から毎年度1
億円ずつ積立て、総額４
億円の積立てとなりまし
た。

担当者

【寄附者の声】
子供達が安心して楽しく過ごせる環境作りをして頂きたい
です。頑張って下さい。

【総合体育館建設基金】
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寄附金活用金額

千円13,300

総事業費

千円13,338

所管部署

教育委員会

老朽化し腐食の進んだ小学校の避難階段などの改修を行いまし
た。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

改修により児童の安全確
保を図ることができまし
た。

担当者

【寄附者の声】
・小学生や小さな子供達が楽しく学校に通える環境を整え
てください。

・子どもたちの未来が明るくなるように教育の充実をお願
いします。

【公共施設等維持補修基金】

寄附金活用金額

千円18,600

総事業費

千円18,684

所管部署

市民福祉部

蒼香苑において火葬業務を円滑に行うため、火葬炉等の設備
について維持補修を実施し、施設整備を図りました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

火葬設備の定期的な維持
補修を行うことにより、
火葬業務を円滑に行うこ
とができました。

担当者

【寄附者の声】
・豊かな自然を守りつつ、生活する地域の方々の利便性を
高められるように頑張ってください。

・市民の方の為に有意義に使用されることをねがっています。

【公共施設等維持補修基金】
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寄附金活用金額

千円24,900

総事業費

千円59,496

所管部署

消防本部

女性専用の仮眠室・浴室・休憩室を整備することで、女性が安
心して働ける施設を整えました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

平成30年度に女性消防職
員１名を採用しました。
今後、女性消防職員が増
えても対応できるよう、
環境の整備を進めていき
ます。

担当者

【寄附者の声】
・みんなが安心してくらせる街づくりに役立ててください。
・根室は、大きな地震が危惧されている地域でもあります。
経済も大事ですが、災害対策にも是非力を入れていって
ください。

【公共施設等維持補修基金】

寄附金活用金額

千円34,500

総事業費

千円36,469

所管部署

教育委員会

開館以来３０年が経過し、温水プールの温水設備等に関する
暖房用配管及び関係機器の改修を昨年に引き続き行い、市民
がより使用しやすいよう施設の充実を図りました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

昨年に引き続き暖房用配
管及び関係機器の改修を
行ったことにより、温水
プール内の環境を改善す
ることができました。

担当者

【寄附者の声】
子どもたちが楽しくスポーツできるような環境を整えてく
ださい。

【公共施設等維持補修基金】
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寄附金活用金額

千円2,035

総事業費

千円3,854

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ました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

「高校生防災会議」では、
根室高等学校の全校生徒
と各防災機関の担当者が
参加し、胆振東部地震に
よるブラックアウトを踏
まえ、高校生にできる防
災・減災対策について考
えました。

担当者

【寄附者の声】
返礼品を送って下さった業者さんの誠実で親切な対応に接
し、海岸沿岸に住まいの方やお仕事をされている方々の地
震などの防災についても準備していただければなと思いま
した。根室のみなさん頑張って下さい！

【防災対策基金】

寄附金活用金額

千円5,246

総事業費

千円7,746

所管部署

総務部

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、
避難所用備蓄品や防災倉庫を整備しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

各避難所の備蓄食料（野
菜スープ）の整備や、高
台の津波緊急避難場所に
防災倉庫を設置し、発電
機や投光器、アルミブラ
ンケット、カイロなどを
備蓄しています。

担当者

【寄附者の声】
・災害などで大変かと思いますが、寄付金を有効活用いた
だけたら幸いです。頑張ってください！

・市民の皆様が安全に暮らせるように頑張ってください。

【防災対策基金】
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寄附金活用金額

千円1,500

総事業費

千円1,500

所管部署

総務部

津波警報や弾道ミサイルなどの国からの緊急情報を瞬時に伝
達し、迅速な避難体制の確保を図るため、Ｊアラート新型受
信機を整備しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

市民の安全を守るため、
国からの緊急情報を迅速
に伝えるためにアンテナ
の整備を行いました。

担当者

【寄附者の声】
災害の多い年でしたが、安心して住めるまちづくりを応援
しています。

【防災対策基金】

寄附金活用金額

千円1,414

総事業費

千円1,414

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を育成し
ました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

自主防災組織や町会が主
体となり、市の防災担当
や消防本部、警察、海上
保安部、気象台などの防
災機関と連携し、防災講
座や津波避難訓練、救急
救命ＡＥＤ講習、初期消
火訓練などを実施してい
ます。

担当者

【寄附者の声】
住民の為の、そして災害に負けない街づくりを是非実現し
て頂きたいと思います。

【防災対策基金】
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寄附金活用金額

千円66,852

総事業費

千円66,852

所管部署

建設水道部

平成２６年１２月と平成２７年１０月に甚大な高潮によりハッ
タリ川の河口から約３５０mの区間が越水し、家屋に浸水被害
を及ぼしたことから同規模の災害に対応するため、平成２９年
度より高潮対策として河川築堤の嵩上げによる恒久的な防災対
策を２か年計画で整備しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

ハッタリ川の河口より約
400m区間の河川築堤を、
プレロード工法による盛
土嵩上げ方式で、恒久的
な高潮防災対策を図りま
した。

担当者

【寄附者の声】
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられる環境に役
立てて頂けたら嬉しいです。

【防災対策基金】

寄附金活用金額

千円9,126

総事業費

千円9,126

所管部署

建設水道部

大雨が降ると雨水が道路上を流れ、民地に流れ込むため、雨
水排水施設を設置し、市民が安心して暮らせる環境整備を図
りました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

雨水排水施設を設置し、
大雨が降って雨水が道路
上を流れることを解消し
ました。

担当者

【寄附者の声】
・安全、安心で住みやい街づくりを目指して頑張ってくだ
さい。

・住みやすい良い街になれるよう応援します。

【防災対策基金】
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寄附金活用金額

千円7,000

総事業費

千円7,000

所管部署

教育委員会

市民の本棚として、心豊かな読書生活と生涯学習に役立つ資
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。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

子どもから大人まで、生
涯読書を楽しめるよう資
料提供を行っています。
今後も市民に役立つ蔵書
の構成に努めていきます。

担当者

【寄附者の声】
図書の充実など、子どもたちが住みやすく、学べる環境、
そして街の発展を願っております。
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【図書館図書充実基金】

寄附金活用金額

千円2,224

総事業費

千円2,224

所管部署

消防本部

平成２５年度に整備した消防団員用デジタルトランシーバー
７１台のバッテリーが耐用年数（５年）を経過したため、予
備を含め１４２個を更新しました。

実施期間：平成30年4月1日～平成31年3月31日

デジタルトランシーバー
は、東日本大震災を教訓
に消防団員の命を津波か
ら守ることを目的として
整備されました。経年劣
化したバッテリーを交換
することにより、良好な
通信が保たれ、消防団員
が安全に活動を行うこと
ができます。担当者

【寄附者の声】
・防災に関する事業を推進してください。
・色々対策にもお金がかかるかと思いますのでその一助に
なれれば嬉しいです。

【防災対策基金】


