
平成 28 年度｢岸和田市ふるさと寄附｣実績報告書 

  

 岸和田市に貴重なご寄附を賜り、こころより感謝いたします。  

 平成 28 年度は、全国から前年度を上回る金額のご寄附をいただき、厚く御

礼申し上げます。「ふるさと寄附」の制度を通じ、岸和田市の魅力に触れ関心を

持っていただく機会になったことを嬉しく存じます。 

岸和田の自然環境、文化や伝統を守り、市民ひとりひとりがいきいきと暮ら

せるように、本市ではいただいた寄附金を基金に積立て、翌年度以降の事業に

活用させていただいております。平成 27 年度までにいただいた寄附金の使い

道と平成 28 年度にいただきましたご寄附の実績及びその活用予定を報告いた

します。 

 本市を応援してくださる皆様の想いを大切にし、魅力ある個性豊かなまちづ

くりを推進いたします。今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 平成 29 年 7 月 

                      岸和田市長 信貴 芳則 



Ⅰ 寄附金を活用して平成 28 年度に実施した事業  

1.だんじり祭の振興  活用金額 23,067,460 円 

だんじり会館の整備  

 老朽化していただんじり会館前の提灯掛け替え工事を行いました。

また、迫力あるだんじりの３D 立体シアター用のメガネを購入しま

した。 

だんじり祭の支援 

           約300年の歴史をもつだんじり祭の運営に対する支援をしました。 

 

2.子育て支援  活用金額 42,238,470 円 

放課後の児童健全育成 

学童保育の充実に向け、新条第 1・第２チビッコホームを整備し、山直北第 2 チビッコ

ホームの空調機の取替えを行いました。 

保育所施設整備 

保育環境の向上のために、旭保育所の沐浴室・乳児用トイレの全面改

修、修斉保育所の保育室６部屋の全面改修及び山直北保育所の外壁塗り

替え・保育室２部屋の全面改修を行いました。                 

 

母子保健 

経過観察教室（のびのび教室）に参加される子どもたちのために、

保健センター2 階屋外に大型遊具を購入しました。 

 

 

3.スポーツの普及・振興  活用金額 2,836,600 円 

運動施設の整備 

スポーツ活動が安全で快適に行えるように、野田テニスコートの人工芝を張り替え、サ

ッカーゴール等のスポーツ器具を購入しました。 

 

4.産業の普及・振興  活用金額 10,815,850 円 

商工業の振興ほか 

地域の商工業や製品への理解を深めていただくことが目的の「産業

フェア」の開催や、これから開業する事業者を対象として創業支援、

異業種交流会の開催の支援、岸和田ブランドの認定等を行いました。 

 

 



5.市民活動  活用金額 3,902,000 円 

自治基本条例の推進 

自治基本条例をより幅広い方に知っていただくため、デジタル教材等作成しました。 

今後、学校現場等で活用していきます。 

防災福祉コミュニティ活動支援 

地域防災の中心となる防災福祉コミュニティが、円滑な運営及び自主的な防災活動をし 

ていくため、防災資機材等の整備費用を助成しました。 

 

6.環境保全  活用金額 10,695,356 円 

里山の保全や丘陵地区整備 

 里山ボランティアの育成に向けた講座の開催や、神於山園路を修繕し 

ました。 

 また、お茶畑の再生を通じて地域の文化と絆を次世代に継承していく 

ため、民間企業や地域の小学生による「よみがえれお茶プロジェクト」を実施しました。 

公園施設改修・緑化推進 

宮の池公園・ときわ公園のソーラー照明の修繕を行いました。リサイクル事業として公

園樹木剪定枝をチップ化し、堆肥等にして緑化推進に活用しました。 

地域の美化活動支援 

 快適な生活環境の向上させるため、市民や市民団体等による地域の美化活動の支援をし

ました。 

 

７．文化振興  活用金額 3,031,487 円 

文化会館の整備 

文化活動の拠点となる文化会館の整備として、展示場のローリン 

グタワー修繕を行い、視聴覚室に新たに可動式長机を導入しました。 

芸術文化の普及 

市民の自主的な文化活動の推進と、地域文化の向上を図るため、

文化祭を実施しました。また、子どもから大人まで芸術文化にふれあう機会を提供するア

ートマルシェを開催しました。 

 

８.教育振興  活用金額 15,138,000 円 

小中学校の図書購入 

未来の岸和田をつくる子どもたちの学びの充実のため、小中学校の図書を購入しました。 

 

 

 



９.保健福祉増進  活用金額 14,939,073 円 

地域支え合い体制づくり 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう「高齢者きんきゅうカード」を購入し、

救命活動が迅速に行えるようにしました。 

障害者等助成事業 

重度障害者等がタクシーを利用する際の乗車基本料金や障害者等の調髪料金の一部を助

成しました。 

 

10.岸和田城周辺整備  活用金額 2,156,840 円 

岸和田城の整備  

約 400 年の歴史を持つ岸和田城の整備として、岸和田城の塀の補

修工事や天守閣トイレの洋式化を行いました。 

 

 

11.歴史的まちなみ  活用金額 100,000 円 

歴史的まちなみの保全支援 

歴史的まちなみの保全と魅力あるまちづくりを目指す市民活動を

支援しました。 

 

 

 

Ⅱ 平成２８年度にいただいたご寄附を活用して実施予定の事業 

 

○だんじり祭を観光客の方にも楽しんでいただけるよう、祭礼の当日の運

営支援やだんじり会館の管理等を実施。 

 

 

○安心して出産、子育てができるように助産師による妊産婦や新生児に対

する相談対応や訪問指導、乳幼児健診未受診児の安否確認のための訪問指

導を実施。また、子どもたちの健全育成のため、児童遊園等の維持管理や

野外キャンプ等を実施。 

 

 

○202１年ワールドマスターズゲームズ開催に向けた取組や、スポーツの

振興に向けバレーボール支柱等器具を購入。 

だんじり 

子育て 

スポーツ 



○岸和田の産業に活力を注入し、まちの新たな魅力創造につなげるため、

市内中小企業の支援等を実施。 

 

  

○地域防災の要となる防災福祉コミュニティの助成や、市民のボランティ

ア活動や市民団体活動の支援を実施。また、公民館活動の備品購入。 

 

 

○豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため里山再生への支援や市域の地球

温暖化対策等を実施。また、地域美化活動を支援。 

 

  

○豊かな芸術・文化に触れることのできる環境づくりのためのアートマル

シェや育成団体の指導者謝礼等の事業実施やリハーサル室グランドピアノ

の購入。 

 

 

○岸和田の未来を担う子どもたちのため、幼稚園の施設整備や小学校図書

コーディネーターの充実を図る。障害のある子どもたちの学校生活の支援

や人権教育の実施。 

 

  

○高齢者や障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続け

られるよう、市民の健康維持のためがん検診個別受診勧奨の実施、図書館

のトイレの改修、軽度難聴児に補聴器購入助成や生活困窮者への学習支援

や養育支援等を実施。 

 

  

○岸和田城を訪れる方が安全に快適に楽しんでいただけるように、城周辺

道路整備や千亀利公園防犯カメラを設置。 

 

 

 

○歴史ある岸和田の町並みを守るための市民活動のへの助成や景観樹木診

断・標識設置等を実施 
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Ⅲ．平成 28 年度「岸和田市ふるさと寄附」の状況について 

寄附件数合計       3,244    件      寄附額合計   147,911,093   円 

(1) 事業種類別内訳 

 事業の種類 件数 寄附額（円） 

1 岸和田だんじり祭の振興に関する事業 595 21,133,000 

2 子育て支援及び青少年の健全育成に関する事業 1,315 55,363,283 

3 スポーツの普及及び振興に関する事業 116 2,962,000 

4 産業の普及及び振興に関する事業 217 9,888,500 

5 
市民活動の普及及び振興並びにコミュニティ活動の推

進に関する事業 
82 2,161,100 

6 良好な環境の保全及び創造に関する事業 253 8,406,500 

7 文化振興に関する事業 80 3,975,000 

8 教育の振興に関する事業 697 20,450,500 

9 高齢者等の保健福祉の増進を図るための事業 317 11,176,500 

10 岸和田城周辺整備に関する事業 90 2,706,500 

11 歴史的町並み及び歴史的建造物の保全に関する事業 253 9,688,210 

合   計 4,015 147,911,093 

※1 件で複数の事業種別を選択されることがあるため、件数に差が生じています。 

（2）地域別内訳 

 

 件数 寄附額（円） 備 考 

北海道地方 61 1,630,000  

＜主な都道府県＞ 

・東京都：  956 件、42,830,000 円 

・大阪府：  467 件、18,708,193 円 

・神奈川県：301 件、15,261,000 円 

・兵庫県：  193 件、 7,750,190 円 

 

＜岸和田市＞ 55 件  2,053,193 円 

東北地方 102 7,810,000 

関東地方 1,561 68,031,000 

中部地方 417 26,070,000 

近畿地方 842 33,568,383 

中国地方 93 3,630,000 

四国地方 45 1,550,000 

九州・沖縄地方 123 5,621,710 

合計 3,244 147,911,093  

【岸和田市ふるさと寄附に関するお問合せ・お申込み】 

〒596－8510 大阪府岸和田市岸城町 7－1 

岸和田市役所 企画調整部企画課 

T E L：072－423－9493 

F A X：072－423－6749 

E－mail：kikaku@city.kishiwada.osaka.jp 

 


