








[ ]内は合併前の市町村名です。寄附金の使いみち一覧（平成22年度版）
※印のある市町村については，寄附金の使途も指定できますので，申込書に記号（あ～）もご記入ください。

[鹿児島市，吉田町，桜島町， [国分市，溝辺町，横川町，牧園町，※ ※１【鹿児島市】 12【霧島市】喜入町，松元町，郡山町] 霧島町，隼人町，福山町]
あ. 自然環境の保全 い. 子育て支援の充実あ. “新幹線・大交流時代”オリジナリティを生かした活力都市の創造
う. まちづくり支援 え. 観光の振興い. “地球環境時代をリード”みどり輝く共生都市の創造
お. 教育の振興 か. 市長が必要と認める施策う. “学ぶよろこび・育むぬくもり”心の豊かさ実感都市の創造

え. “みんなの笑顔を安心サポート”安全・快適都市の創造

[鹿屋市，輝北町，串良町，吾平町] [串木野市，市来町]２【鹿屋市】 13【いちき串木野市】※ ※
あ. 地域の資源を生かした「地域経済活性化事業」 あ. 産業振興，地域活性化に関する事業
い. 健康・福祉の充実による「すこやか・あんしん事業 い. 健康・福祉の充実に関する事業」
う. 教育・文化・スポーツの振興による 人材育成事業 う. 教育・文化・スポーツの振興に関する事業「 」
え. 豊かな自然を次代に引き継ぐ「環境保全事業」 え. 環境・景観の保全に関する事業

[加世田市，笠沙町，大浦町，※３【枕崎市】 14【南さつま市】※ 坊津町，金峰町]
あ. ふるさとの環境・景観保全のための事業あ. 瀬戸桜公園の整備などまちなみ景観の整備に関する事業 い. 風の芸術展の充

い. 高齢者等の安心・安全づくりのための事業実など文化・芸術の振興に関する事業 う. さつま黒潮きばらん海枕崎港まつりの

う. 少子化対策と明日を担う子供の育成のための事業充実など交流人口増・観光振興に関する事業 え. 河川浄化による生活環境整備な

え. ふるさとへの移住・定住応援のための事業ど自然環境保全に関する事業 お. その他、まちづくりに関する事業

[松山町，志布志町，有明町]４【阿久根市】 15【志布志市】※ ※
あ. 教育環境の充実及び子育て支援のための事業 あ. 観光及び生活環境に関する事業
い. 健康・福祉の充実のための事業 い. 福祉に関する事業
う. 自然環境及び地域景観の保全のための事業 う. 教育文化に関する事業
え. え. その他市長が必要と認める事業地域産業の振興及びその他地域の活性化のための事業

[出水市，野田町，高尾野町] [名瀬市，住用村，笠利町]５【出水市】 16【奄美市】※
○自然環境を守りはぐくむ事業 あ. 一集落１ブランド事業
○教育・文化の振興と未来を担う人づくり事業 い. 定住促進対策
○ツルや武家屋敷など地域資源の保全と活用事業 う. 人材育成
○その他地域の活性化などの事業 え. 地域文化の保存・継承

[指宿市，山川町，開聞町] [頴娃町，知覧町，川辺町]６【指宿市】 17【南九州市】※
あ. 平和に関する事業 い. 福祉の向上に関する事業「豊かな資源が織りなす 食と健康のまち」を実現する事
う. 地域の活性化に関する事業業に活用 ○美しい自然・環境保全に関する事業
え. 教育の推進及び文化の保全に関する事業○健康・福祉の増進に関する事業
お. その他市長がふるさとづくりのために必要と認める事業○人材育成及び文化・教育の推進に関する事業

[大口市，菱刈町]７【西之表市】 18【伊佐市】※ ※
あ. 子育て・高齢者対策事業 い. 青少年健全育成あ. 地元産業の育成・起業支援 い. 市外との交流推進 う. 子育て支援
事業 う. 魅力ある観光地づくりえ. 高齢者の生きがいづくり及び医療福祉 お. 学校教育の充実，人材
え. 商店街の活性化 お. 農林業の振興育成 か. 循環型地域づくり及び環境保全 き. 集落の維持・機能強化
か. コミュニティ活動の活性化く. その他目的達成のために市長が必要と認めるもの（指定なしの場合も含む）

[加治木町，姶良町，蒲生町]８【垂水市】 19【姶良市】※
○地域振興に関する事業あ. 自然環境や景観づくりに関する事業 い. 地域資源の活用に関する事業

事業う. 地域の活性化に関する事業 え. 安全に配慮した社会基盤整備に関する事業 ○保健・医療・福祉に関する
○環境保全に関する事業お. 将来を担う子どもたちの教育環境整備に関する事業 か. 生きがいが持てる健

○教育振興に関する事業康な暮らしに関する事業 き. その他目的達成のために市長が必要と認める事業

※ ※[川内市 樋脇町 入来町 東郷町， ， ， ， 20【三島村】９【薩摩川内市】祁答院町,里村,上甑村,下甑村,鹿島村]
あ. ジャンベの普及促進に関する事業あ. 子育ての支援に関する事業 い. 人材の育成に関する事業

こころ癒される三島村の豊かな自然環境を守る事業う. 各地区におけるコミュニティ活動の支援に関する事業 い.
う. 歴史的史跡や伝承芸能等の歴史と文化を守る事業え. 観光・交流の促進に関する事業
え. 活気あふれる個性的な村づくりのための事業お. その他（市長が適当と認める事業）

※10 日置市 21【十島村】【 】 [東市来町 伊集院町 日吉町 吹上町]， ， ，

あ. 環境・自然・伝統芸能，民俗等の保護事業○環境の保護及び整備に関する事業 ○保健，医療及び福祉
い. トカラ列島島めぐりマラソン事業の増進に関する事業 ○観光及び産業経済の振興に関する事
う. ふるさとづくり推進事業業 ○教育，文化及びスポーツの振興に関する事業

○市民との協働によるまちづくりの推進に関する事業

[大隅町，財部町，末吉町] [宮之城町，鶴田町，薩摩町]11【曽於市】 22【さつま町】※
あ. 活力あふれるふるさとづくりに関する事業 い. 少子高齢化及び ふるさとの自然環境の保全及び景観の維持，再生に関する事業○

○町民との協働によるまちづくりに関する事業定住対策に関する事業 う. 福祉及び医療に関する事業
○次代のさつまを担う子供たちの教育に関する事業え. 教育，文化及びスポーツの振興に関する事業 お. 地場産業の振
○町民の生きがいづくりに関する事業興に関する事業 か. 環境の整備に関する事業



※23【長島町】 34【宇検村】[東町，長島町]

○ふるさと長島の景観づくりに関する事業 あ. 福祉に関する事業
○その他地域活性化に関する事業 い. 地域活性化に関する事業

24【湧水町】 35【瀬戸内町】※ [栗野町，吉松町]

○地域の活性化に資する事業の一般財源として活用あ. 未来を担う子どもたちの健やかな育成に関する事業 い. 高齢者
が安心して暮らせるまちづくりに関する事業 う. ふるさとの景観の
維持及び再生に関する事業 え. 芸術及び文化のまちづくりに関する
事業 お. その他町長がふるさとづくりに必要と認める事業

25【大崎町】 36【龍郷町】
○菜の花エコプロジェクト等環境施策に活用 ○教育・文化
○白砂青松を活かしたスポーツ観光施策に活用 ○農林水産
○未来を担う子どもの教育環境の充実に活用 ○子育て

※26【東串良町】 37【喜界町】
東串良町ふるさと応援基金として受け入れ あ. 喜界町の環境の保全に関する事業
○町の歴史と文化の伝承に関する事業 い. 喜界町の振興に関する事業
○町の自然と環境に関する事業
○町民の健康と福祉に関する事業 他

※27【錦江町】 38【徳之島町】[大根占町，田代町]

あ. 特産品の研究開発に関する事業 い. 高齢者，障害者の健康増○少子化対策事業
進・福祉に関する事業 う. 徳之島の環境・保全等に関する事業○高齢者福祉事業
え. 伝統文化の保存・継承に関する事業 お. 子供たちの教育，
読書活動推進に関する事業 か. 観光及び定住促進に関する事業

28【南大隅町】 39【天城町】※ [根占町，佐多町]

あ. 産業振興，元気な地域づくり，教育文化の町づくり ○観光振興
等に関する事業 い. ふるさとの自然，環境保全等に ○教育・文化・スポーツの振興
関する事業 う. 高齢者支援等に関する事業 ○高齢者対策事業
え. 観光振興等に関する事業 ○子育て支援事業

※ ※29【肝付町】 40【伊仙町】[内之浦町，高山町]

あ. 特産品開発に関する事業 い. 健康増進に関する事業あ. ふるさとの自然，歴史，文化を守り育てる事業
う. 環境保全等に関する事業 え. 文化の保存継承に関すい. 地域の産業を守り育てる事業
る事業 お. 子育て支援に関する事業 か. 青少年育成う. みんなで築く安心・安全なまちづくり事業
に関する事業 き. 観光及び定住促進に関する事業

※ ※30【中種子町】 41【和泊町】
あ. 教育環境の充実及び子育て支援・ふるさとを担う人 あ. 花と緑と海を守り育てる事業
材の育成 い. 環境保全及び観光，産業等の振興 い. 和泊の子どもたちを育む事業
う. 地域福祉の充実 う. いきいき健康づくり事業
え. 歴史，文化その他の地域資源の保存及び活用 え. 元気なまち和泊をつくる事業

※31【南種子町】 42【知名町】
あ. 地域活性化に関する事業 い. 環境保全及び整備に○宇宙のまちづくりのための事業
関する事業 う. 保健・福祉に関する事業○観光交流拡大のための事業
え. 未来を担う人材育成に関する事業 お. その他条例○環境保全に関する事業
の目的達成に必要な事業

※ ※32【屋久島町】 43【与論町】[上屋久町，屋久町]

あ. 環境保全対策事業 あ. サンゴ礁と共生する環境の保全に関する事業
い. 地域活性化事業 い. ヨロンマラソン大会の運営に関する事業

う. 与論十五夜踊りの保存に関する事業
え. 離島の振興に関する事業

※33【大和村】
【鹿児島県】あ. 住民福祉の向上に関する事業

い. 教育の振興に関する事業 う. 産業の振興に関
する事業 え. 定住の促進に関する事業 ○人材育成
お. その他一般の事業 ○医療・福祉

○環境

（平成22年4月1日現在）


