
「地域貢献活動応援プロジェクト」への寄附は，「かごしま応援寄附金申
込書」を使って，下記窓口へ郵送・FAXでお申込みください。

※「かごしま応援寄附金申込書」は県ホームページに掲載しています。
※ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」からも寄附申込みができます。

かごしま応援寄附金（ふるさと納税）

地域貢献活動応援プロジェクト
かごしま応援寄附金（ふるさと納税）

地域貢献活動応援プロジェクト

鹿児島県では，令和4年度に「かごしま応援寄附金（ふるさと納税）」
で「地域貢献活動応援プロジェクト」に寄せられる寄附金を活用して，
令和5年度に地域貢献活動を予定している団体の資金調達を応援します。

県庁財産活用対策室 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
行政庁舎５階

TEL 099-286-2169
FAX 099-286-5572

県東京事務所ふるさと交流課
（主に関東以北を担当）

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館12階

TEL 03-5212-9060
FAX 03-5212-9061

県大阪事務所ふるさと交流課
（主に関西・中京地区を担当）

〒530-0001
大阪市北区梅田一丁目3-1-900
大阪駅前第1ビル9階11号

TEL 06-6341-5618
FAX 06-6341-7210

県福岡事務所
（主に九州・中国地区を担当）

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街8番20号
第二博多相互ビル5階501号

TEL 092-441-2852
FAX 092-441-2863

令和４年12月まで募集

ふるさとチョイス

４
令和

年度

令和5年度に実施予定の取組番号１～８の事業から，
支援したい取組を指定して寄附をお願いします。

お問い合わせ先

１１

令和５年度実施予定の取組

１ 指宿観光ボランティアガイド育成
及び活動支援事業（指宿市）

２ あくね夢まちきらめき看板
プロジェクト（阿久根市）

３ コミュニティナースの地域拠点づく
りプロジェクト（姶良市）

４ 「商店街の賑わい×高齢者の居場所
づくり」プロジェクト（中種子町）

５ 限界集落からの再生プロジェクト
（屋久島町）

６ 離島集落の持続可能な仕組みづくり
事業（屋久島町）

７ 障害者（児）が地域活性化に貢献す
るフリーマーケット（天城町）

８
海を渡る音楽２０２３
～離島の子どもたちに生の音楽を～
（県内離島）
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阿久根市
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屋久島町

天城町

県内離島

中種子町



指宿観光ボランティアガイド育成及び活動支援事業

特定非営利活動法人指宿観光＆体験の会 団体ＨＰ

取組番号１

希望寄附額

５０万円

寄
附
金
の
使
途

あくね夢まちきらめき看板プロジェクト

観光案内看板作成事業
・伐採、運搬、製材作業費用
・作業道具購入（ペンなど筆記具・カーボン
紙・鉛筆・彫刻刀・塗料・刷毛・バケツ・マス
キングテープ・鉄ヤスリ・紙ヤスリ等）
・文字デザイン、木彫り指導講師招請費

●確かな未来は懐かしい過去にあります。東シナ海の宝
にスポットライトを当て次世代にバトンタッチします。
●地域の子どもたちと間伐した地元産木材を使って、肥
薩おれんじ鉄道の４つの駅（折口・阿久根・牛ノ浜・薩
摩大川）のエリアにある夫婦恵比寿様などのスポットを
紹介する木製観光案内看板を作成し、設置するプロジェ
クトです。
●2023年5〜6月、11〜2月に実施予定。看板の裏側
に寄附者名を彫刻。ＳＮＳやみどこいアプリにより定期
的に情報提供します。

団体ＨＰ

取組番号２

寄
附
金
の
使
途

Ｂ＆Ｇあくね夢まち海洋クラブ

海洋性レクリエーション事業
海洋ゴミ削減に向けた清掃活動等
（担当）安部 070-8403-3716               
E-mail：jun_abe@nifty.com

コミュニティナースの地域拠点づくりプロジェクト

団体ＨＰ

取組番号３

寄
附
金
の
使
途

北山校区コミュニティ協議会

事業実施地区

指宿市

希望寄附額

５０万円

事業実施地区

阿久根市

希望寄附額

５０万円

事業実施地区

姶良市

●私たちが活動する指宿は、農業と観光を基幹産業とす
る鹿児島県薩摩半島南端の町です。そして、指宿観光ボ
ランティアガイドによる、観光名所での案内や指宿駅構
内等での歓送迎のおもてなしは、指宿の風物詩でもあり
ます。
●コロナ禍の中、観光客とのふれあい活動が休止となり、
ガイドの大半が７０歳以上と高齢であることから、今後
の活動の再開は厳しい状況です。
●あらためてガイドの育成とその活動を支援し、指宿を
訪れる観光客を笑顔でお迎えしたいと思います。

ガイド育成事業
・研修会開催のための資料印刷費
・研修会の講師招請費
ガイド活動支援事業
・修学旅行等でのガイド活動費
・ガイド散策マップ作成用印刷費
・指宿駅構内での歓迎旗振り活動費

砂むし温泉だけじゃない魅力的な指宿の観
光資源を、観光ガイドが案内することによ
り、指宿の観光を10倍楽しくなる旅へ誘
います。
（担当）今柳田 0993-23-8800

●北山校区は姶良市内でも人口減少と少子高齢化が進
行している中山間地域です。
●独居高齢者などが地域から孤立することのないよう
「心と身体の健康と安心」をケアする存在であるコミ
ュニティナースに取り組んでおり、今後は地域の憩い
の場も兼ねてコミュニティナースの拠点をつくります。
●コミュニティナースの志をもつ地域外の人材を支援
するための拠点としても活用していきます。

旧北山茶屋リノベーション事業
・空き店舗再生のための工事費用
・施設再利用に関する賃貸契約費用
コミュニティナース事業の拡充
・自宅・ｻﾛﾝ訪問時の健康ﾁｪｯｸ機器購入費用
・憩いの場設置のための家電購入費用

「支えあう思いやりと、共に生きる長寿
の里づくり」を目標とし、生きることへ
の不安解消に努め健康的な生活を送り安
心して暮らせる地域を目指しています。
（担当）山下 0995-68-0511

mailto:jun_abe@nifty.com


「商店街の賑わい×高齢者の居場所づくり」プロジェクト

コアストリートＩＮ中種子運営委員会
団体Instagram

取組番号４

寄
附
金
の
使
途

限界集落からの再生プロジェクト

①湯泊農産物の加工販売事業
・ジェラート製造機の購入
・調理用各種器具並びに食器購入
・案内チラシ
②活動拠点事業
・はまゆう施設の賃借料等

●屋久島町湯泊は温暖で自然豊かな屋久島最南端の場
所です。温泉も2箇所あり皆のんびり生活したため
か、気が付けば高齢者ばかりになっていました。高齢
者主体の集落に活気を取り戻し、UＩターンを増やし
て限界集落からの脱却を計画しています。
●たんかん農家が主体となり、湯泊集落の農産物や山
菜・野草をジェラート等に加工して、湯泊温泉にある
施設「はまゆう」で販売を行います。どうぞ湯泊にお
じゃんせ。

団体ＦＢ

取組番号５

寄
附
金
の
使
途

かせしょう会

「かせしょう会」は高齢者の自宅掃除等
ボランティアとして活動しております。
今回高齢者が材料加工等簡単な仕事を通
じ生きがいと笑顔をと企画しました。
（担当）立澤 090-6878-3740

離島集落の持続可能な仕組みづくり事業

団体ＦＢ

取組番号６

寄
附
金
の
使
途

認可地縁団体 平野区

希望寄附額

４９.２万円

事業実施地区

中種子町

希望寄附額

５０万円

事業実施地区

屋久島町

希望寄附額

５０万円

事業実施地区

屋久島町

●旭町商店街は、一時期は肩がぶつかるくらい人が歩
いていましたが、今は空き店舗が増えほとんどその様
子を見ることができません。そこで、買い物や病院に
近くまで寄った高齢者が足を運び、寄り集まれる場所
を作ることで、商店街への人の流れを創出します。
●空き店舗を活用した交流拠点「コアストリート」で
の①商店街の賑わいづくり事業（朝市の実施・お土産
品の販売）と②高齢者の居場所づくり事業（運営、
SNS発信）を行います。

①商店街の賑わいづくり事業
・お土産販売のための冷凍庫購入費用
・広報のためのチラシ作成、印刷費用
②高齢者の居場所づくり事業
・コアストリートＩＮ中種子の家賃費用
・SNS運用勉強会費用

主に、中種子町内在住の元気な女性で運
営しています！中種子町の商店街を中心
とした町内商工業の発展や時代に応じた
地域づくりを目指しています。
（担当）村尾 090-2502-0322

●平野区は世界自然遺産の島“屋久島”にある2６集
落のうちの１つです。
●島全体で少子高齢化が年々進むだけでなく、人口が
減少している中、集落行事を次世代へ引き継ぐため、
集落（地域自治）のあり方（持続可能性）を検討して
いきます。
●この取組を通じて、平野区内だけでなく、島外を含
めた、他の地域（集落）や多世代間との交流、情報交
換をしていきたいです。

集落行事マニュアル化事業
・マニュアル作成に係る活動費（報酬等）
・マニュアル印刷製本費（カラー50Ｐ/200部）
・会議通信費（オンライン会議利用料）

住民相互の親睦と融和を図り、豊かな自然
を守り育て生活環境保護に努めるとともに、
良好な地域社会の維持改善により、住みよ
いむらづくりを図ることを目指します。
（担当）岩本 0997-46-3377



障害者（児）が地域活性化に貢献するフリーマーケット

特定非営利活動法人ジパング
フリーマーケット開催事業
・会場使用料
・設営備品購入
・報告書作成費用
・感染症対費用

●身体障害者、知的障害者（児）及び発達障害者
（児）が中心となり、地域での地産地消のフリーマ
ケットを開催します。出店業者は、おもちゃ屋、古本
屋、釣具屋、菓子屋などです。障害者（児）約10名
が各店を手伝います。
●障害者が、働く喜びをもって地域の人々と触れ合
い、自立支援と天城町の地域活性化に貢献したいと
願っています。

高齢者・障害者（児）が地域で生活してい
く上で自分たちの力だけではどうにもでき
ない手の届かないところをサポートし、こ
の方達が暮らしやすいまちづくりを提供し
地域密着を主に考え活動しています。
（担当）春山 090-4513-0600

団体ＨＰ

取組番号７

寄
附
金
の
使
途

海を渡る音楽２０２３ ～離島の子どもたちに生の音楽を～

団体ＨＰ

取組番号８

寄
附
金
の
使
途

特定非営利活動法人
かごしまアートネットワーク

○「取組番号１～８」にいただいた寄附金は，団体へ直接送金されるものではありません。
寄附された方の希望（取組指定）を踏まえて県から各事業への助成を実施しますが，希望どおりに
助成されない場合がありますので，ご了承ください。

○寄附額の５％は，県の事務手数料として取り扱います。
○寄附額の一部は「取組番号９（一般寄附）」として活用されることがあります。
○寄附額が各団体の事業計画に基づく希望寄附額を超えた場合は「取組番号９（一般寄附）」として

受け入れます。

（一般寄附）
県で行う「共生・協働の地域社会づくり」に関する事業に充当します。

＜個人情報の取扱について＞
寄附申込に関する個人情報については，鹿児島県個人情報保護条例に基づき適正に管理し，案内状の送付など「かごしま応援寄

附金」に関する事務以外には使用しません。
（注）寄附申込の際に，「団体への情報提供（氏名・住所・電話番号）の可否」を「可」とされた方については，取組指定された

事業の実施団体へ，ご連絡先の情報を提供しますので，あらかじめご了承ください。

取組番号９

希望寄附額

２０万円

事業実施地区

天城町

希望寄附額

４２万円

事業実施地区

県内離島

●生の音楽に触れる機会の少ない離島の子どもたちの
もとへ、第一線で活躍している演奏家が生の音楽を届
ける事業です。子どもたちの目前での演奏は音楽の楽
しさ、すばらしさを伝え、音楽がより身近なものとし
て感じることができます。
●演奏家が自身と音楽とのかかわりを語ることで、子
どもたちに自分の夢を見つけること、持ち続けること
の大切さを伝えられたらと願っています。

いただいた寄付金はこの事業を実施するため
に必要な以下の経費として大切に使わせてい
ただきます。
〇演奏家・スタッフへの謝金 〇旅費交通費
〇公演諸経費 〇各種印刷費 〇通信運搬費
など

多彩な芸術文化が花開く社会を目指し、
芸術家と市民を、芸術と社会を繋ぐ様々
な事業を行っているアートNPOです。
Tel・Fax：099-248-7780
E-mail：info@k-art-net.org

mailto:info@k-art-net.org

