おかがき応援寄附事業一覧
（事業費単位：千円）
№

取組

1 岡垣サンリーアイの充実

2 岡垣町ＰＲグッズの作成

3 新婚世帯の応援

4

新たな観光商品や体験型観
光プログラムの開発

事業概要

8 障害児保育の推進

R4事業費

電子図書館のコンテンツの増加、住民が学
び・体験できる各種講座の開催、フィットネス
ジム利用による健康増進など、サンリーアイ
における機能を充実し、まちづくりの活性化に
繋げる。

30,000

ＰＲグッズを作成し、販売・配布する事で町のＰＲや郷土愛の
醸成を図ります。

町のイメージキャラクターである”びわりん＆
びわすけ”がデザインされたオリジナルポロ
シャツ、シール、缶バッジなどを作成し、町の
イメージアップに繋げる。

486

少子化対策として、新婚世帯に対し、結婚に伴う費用（引っ
越しや住宅賃借費用など）を支援することで、経済状況に関
わらず結婚を実現できる環境を整備し、出生数の増加を目
指します。
自然や食などの地域資源を活かした体験型観光やマリンス
ポーツやサイクリングなどのスポーツをターゲットにした観光
商品を開発することで、観光客を増やします。

5 定住対策の充実

7 保育士等への支援

主な事業

住民の学習（図書館機能等）・文化（いちご塾等）・スポーツ
（フィットネスジム等）・レクリエーションの拠点である岡垣サン
リーアイの機能を充実させることで、生涯学習の機会を広げ
ます。

中古住宅購入補助や東京圏からの移住支援金など、人口
減少に歯止めをかけるため、関係人口の拡大や定住の促
進に繋げます。

6 空き家の利活用や管理

SDGｓターゲット

空き家バンク制度の充実や老朽空き家等解体補助など、空
き家の利活用や予防を促進します。

保育所や認定こども園などに勤務する保育士等に対して、
奨学金返還支援などの経済的支援を行い、必要な保育士
等が安定的に配置されることにより保育所待機児童を解消
します。
障害児保育実施に必要な加配保育士の人件費に対する補
助を行い、障害児や配慮の必要な子ども達に対して適切に
保育サービスが提供される環境を整えます。

所管課

生涯学習課

おかがきＰＲ課

経済的な理由で、結婚ができない人たちを
応援するため、結婚に伴う引越し費用や住
宅賃借費用を補助し、少子化対策に繋げ
る。

3,000

こども未来課

・観光協会と連携を図り、サップやレンタサイ
クルなどの体験型観光の充実や新たな観光
商品を図り、観光客の増加を目指す。

16,000

おかがきＰＲ課

・子育て世帯や若年世帯を対象に中古住宅
の購入や中古住宅を解体し、新築する場合
に補助を行い、定住促進に繋げる。
・東京圏から岡垣町に移住する人を対象に、
福岡県が移住支援事業の対象とする中小
企業等に新規就業、また、起業をする人に
対して、補助を行い、定住促進に繋げる。
・子育て世帯や若年世帯を対象に、人口が
少ない内浦・戸切小学校区のアパートなどの
賃貸住宅に住む場合、家賃の一部を補助を
行い、定住促進に繋げる。

10,000

都市建設課

・老朽化した空き家の解体工事費を補助し、
安全安心な生活や良好な景観を保ち、町の
住みやすさに繋げる。

2,600

都市建設課

・保育士や幼稚園教諭などに奨学金の返還
に係る費用を支援や就職奨励金を交付する
ことで、保育士や幼稚園教諭の離職防止を
図り、待機児童の解消に繋げる。

2,040

こども未来課

障害児などを対応できる保育士を配置した
保育園等に補助を行い、町の障害児に対す
る保育サービスを充実させる。

4,536

こども未来課
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おかがき応援寄附事業一覧
（事業費単位：千円）
№

取組

9 こども未来館の充実

10 ブックスタート事業

11 英語教育の推進

事業概要
こども未来館では、乳児・幼児・就学児を対象とした各種イ
ベントや子育てサークルへの支援など、子育て世代の交流
を提供し、児童の健全育成を図ります。

「絵本」と赤ちゃんと絵本を楽しむ「体験」とをセットでプレゼン
トする活動を通して、親子の愛着形成や赤ちゃんの健やか
な成長を促進します。
学校では、グローバル化に対応するため、外部講師を招き、
英語教育の推進を図り、国際能力を養います。

SDGｓターゲット

主な事業
乳幼児世帯を対象とした子育て支援イベント
や小学生を対象とした体験型イベントの充実
など、こども未来館の事業運営の支援や遊
具等の館内設備を充実することで、子育て
世代の交流を図る。
７か月児健診対象者に絵本の配付や配付
時に読み聞かせ教室を実施するなど、赤
ちゃんの健やかな成長を促進させる。

R4事業費

所管課

6,315

子育てあんしん課

138

子育てあんしん課

ＡＬＴ２名を各小中学校に配置し、ネイティブ
な音声に触れる機会を提供し、英語力の向
上を図る。

9,768

教育総務課

ＩＣＴ支援員２名を各小中学校に配置し、タブ
レット学習など、生徒をはじめ、教職員などの
スキルを向上し、学校現場でのＩＣＴを充実さ
せる。

14,000

教育総務課

学級担任に加え、補助員を配置することで、
障害がある子どもたちの成長に繋げる。

11,336

教育総務課

12 学校ICT教育の推進

学校では、タブレット学習が本格化しています。それに伴う
ICTにおける環境整備やICT支援員の配置など、ICT教育の
充実を図ります。

13 特別支援学級への支援

視覚・聴覚・知的障害のほか、学習障害や自閉症など障害
がある子どもたちが自立して社会参加できるよう、適切な指
導や支援を行います。

14 通学合宿「夢の体験塾」

小学校に通学しながら、施設で共同生活を送ることで、生活
習慣や自主性を伸ばします。また自然に触れる機会をつく
り、故郷を想う郷土愛を高めます。

宿泊施設で３泊４日、小学校に通学しなが
ら、共同生活を送り、生活習慣や協調性など
を育む。また海などで様々な体験をすること
で、町の魅力を感じてもらう。

1,000

生涯学習課

15 国内短期留学

異なる地域の文化・環境・生活習慣を学び、子どもたちの自
主性や郷土愛を高めるため、長野県上田市と相互ホームス
テイなどの交流を図ります。

Ｒ4年度は、長野県上田市真田町の小学生
を岡垣町に４泊５日で受け入れ、サップ等の
体験活動などを通じて町の特色を感じてもら
い、人間形成を図る。

700

生涯学習課

16 えびつホタルの夕べ

商工会が中心となり、ホタルが鑑賞できる時期に１週間まつ
りを開催し、露店出店など商業の振興やまちづくりの活性化
に繋げます。

実施主体である商工会に補助を行い、駅周
辺を中心とし、露店販売やホタル観賞などが
でき、賑わいのある夏祭りを開催する。

2,000

おかがきＰＲ課

17 波津漁港の利活用

倉庫を水産加工場へ変更し、鮮度の高い状態で加工調理
や出荷し、新たな特産品の開発等を行い、漁業振興や観光
振興を図ります。

水産加工場を整備し、鮮度の良い魚などを
加工調理するなかで、新たな特産品を開発
するとともに、ふるさと納税の返礼品とする。

3,500

農林水産課

18 地産地消の推進

農業巡りツアーや枝豆狩りなどを実施するなど、地域の特色
を生かした食生活や地元農産物についての関心を高めま
す。

299

農林水産課

４月に農業巡りツアー、１０月に枝豆狩りな
ど、様々なイベントを通じて、地元農産物につ
いて知ってもらう。
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おかがき応援寄附事業一覧
（事業費単位：千円）
№

取組

事業概要
年１回、住民・企業・各種団体など様々な団体が参加し、海
岸清掃活動を実施することで、まちの自然環境を守ります。

SDGｓターゲット

主な事業

R4事業費

所管課

毎年６月に海岸清掃活動「ラブアース・クリー
ンアップ」を住民・企業・様々な団体と協力し
て実施し、三里松原の保全に繋げる。

676

住民環境課

岡垣ウミガメ俱楽部と連携し、アカウミガメの
産卵・孵化状況を調査することで、町のシン
ボルを守る。

461

住民環境課

・町内にある５つの小学校の４年生を対象に
矢矧川の水質を調べるなどの自然体験学習
を実施し、環境保全の意識を高める。
・全住民を対象とした環境に講演会を実施
し、環境意識を高め、自然環境保全に努め
る。

1,474

住民環境課

22 金毘羅山の千本桜

県の森林公園の指定され、住民の憩いの場となっている金
毘羅山の維持管理を行うことで、まちの魅力向上や自然環
境を守ります。

海老津駅のすぐそばにあり、高さ約140メート
ルある桜のスポットである金毘羅山の管理を
することで、観光客の増加や住民の癒しに繋
げる。

650

農林水産課

安心して生活できる住宅の整
23
備

耐震基準を満たしていない木造戸建て住宅の耐震改修や
避難路等に面した危険なブロック塀の撤去を促進し、災害
に強いまちづくりを推進します。

耐震基準に満たない木造戸建ての耐震改
修工事や道路に面する危険なブロック塀の
撤去工事等に補助をすることで、災害に強い
基盤をつくり、住みやすい住環境をつくる。

1,336

都市建設課

経年劣化している公園の外灯更新、防犯対
策、遊具の新設や管理、緑地管理をすること
で、安心して子育てができる環境を整える。

28,851

都市建設課

西鉄バスの路線廃止等に伴い、コミュニティ
バス（ポンチョ）を１台購入、またデマンドエリ
アの拡大、デマンドタクシーにオンデマンドシ
ステムの導入など、公共交通の利用促進を
図る。

96,495

都市建設課

実施主体である大学生等で構成する海老津
駅前イルミネーション実行委員会に補助を行
い、イルミネーションの企画から飾り付けまで
することで、町のイメージアップに繋げる。

1,010

産業振興課

156,100

都市建設課

19 ラブアースクリーアップ

20 ウミガメ保護活動

絶滅危惧種であり、町のシンボルとなっているアカウミガメの
産卵・孵化状況などを調査し、希少生物を保全します。

環境講演会や町内の小学生を対象とした自然環境学習を
実施することで、環境保全の意識を高め、豊かな自然を守り
自然環境を守るための人材育 ます。
21
成

24

安心して利用できる公園の整
備

25 公共交通体系の維持

子育て世帯の定住につながる「子供の遊び場」としての公園
で、老朽化した遊具を更新し、安心して利用できる公園の整
備を目指します。
利用促進に向け、コミュニティバスの路線の再編やオンデマ
ンドシステムを導入したデマンドタクシーの拡大など、公共交
通の充実を図ります。

町の玄関口であるJR海老津駅を、大学生や様々な団体と
海老津駅前イルミネーションの 連携して、イルミネーションを飾り付けすることで、まちのイ
26
メージアップと交流人口の増加を図ります。
充実
「交通拠点の強化」「まちなか居住の促進」「回遊・交流・集
民間活力を活かした海老津駅 いの場づくり」をテーマに町の玄関口である海老津駅周辺を
27
民間活力を活かし、整備することで、まちづくりの活性化を図
周辺の整備
ります。

開発予定エリア（南街区・北街区）の土地を
買い付けし、民間事業者が進出しやすい環
境を整備する。
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おかがき応援寄附事業一覧
（事業費単位：千円）
№

取組

事業概要

SDGｓターゲット

主な事業

R4事業費

所管課

住民自治を基本とした各自治区が取り組む防災・防犯・健
康づくり・見守りなどの地域コミュニティ活動を促進させ、サ
ポートすることで、協働によるまちづくりを推進します。

・地域コミュニティ活動の基盤となる自治区
に活動支援することで、防災・防犯・健康づく
りなどの取組を強化する。
・また、コミュニティ活動災害補償保険に加
入し、自治区などで活発にコミュニティ活動
に取り組んでもらう。

25,946

地域づくり課

29 校区コミュニティの充実

校区の実情にあわせ、自治区単位では解決しづらい課題に
対し、解決に向けた取組を行う校区コミュニティをサポートし
ます。

・校区コミュニティ運営協議会に交付金を補
助し、自治区では取り組めない課題を関係
団体と話し合いし共有するなど、解決に向け
た取組を行う。

5,985

地域づくり課

提案公募型事業の促進
30 （協働のまちづくり・花いっぱい
など）

住民が企画するまちを元気にするためのイベント（観光協会
と連携したワーケーションプランの創設、歴史探索を目的とし
たウォーキング大会等）やボランティア団体等が地域を明る
くするための花植え運動などをサポートします。

協働のまちづくり部門・花いっぱい部門など、
部門別に住民や団体が企画するまちを元気
にする提案を選定し、補助金を交付すること
で、まちづくりの活性化に繋げる。

1,800

地域づくり課

31 ボランティアの充実

ボランティアセンターを中心に、ボランティア人材の育成、各
種ボラティア団体の交流会やフリーマーケットなどのイベント
開催、またボランティアをしたい人と団体とのマッチングな
ど、協働の輪を広げます。

ボランティアセンターを運営することで、各種
ボランティア団体の交流会やフリーマーケッ
ト、ボラティア養成講座などのイベントを開催
し、住民のボランティアへの関心を高める。

8,577

福祉課

実施主体であるまつり岡垣実行委員会に補
助を行い、住民が楽しめるまつりの企画から
開催までを運営し、にぎわいをつくる。

6,400

おかがきＰＲ課

・岡垣町に転入してきた世帯にでんたつくん
（戸別受信機）を設置、老朽化した緊急防災
無線子局の改修や保守などを行い、災害時
等に備える。
・自治区が設置する消防資機材や防災資機
材に対し、補助を行い、自治区の防災力を
高める。

13,405

地域づくり課

・自治区が設置する防犯カメラに対し、補助
を行い、地域の安全を守る。
・公用車の青パト化や防犯パトロール体制を
整備することで、地域の防犯力を高める。

1,953

地域づくり課

・町が管理する防犯灯の新設・ＬＥＤ化・維持
管理を計画的に進め、犯罪防止や安心して
生活できるまちをつくる。
・自治区が設置する防犯灯に対し、補助を行
い、地域の防犯力を高める。

15,857

地域づくり課

28 自治区活動の促進

32 まつり岡垣による地域振興

33

自助・共助による防災活動の
促進

34 防犯パトロール等の強化

毎年１０月に、約２万人が来場している岡垣最大級のイベン
トとして、住民主体によるまつり岡垣を開催し、住民同士の
交流やまちの賑わいを創出します。
住民が適切な避難行動をとれるよう情報伝達手段となる地
域情報伝達無線システムや緊急防災無線システムを適切
に運用し、また、各自治区における自主防災組織の活性化
を図り、地域の防災力を強化します。
※地域情報伝達無線システム：各世帯や事業所等に設置
した戸別受信機から防災情報を発信
※緊急防災無線システム：町内86箇所に設置したスピー
カー（子局）から防災情報を発信
各団体が取り組んでいる防犯パトロールの強化や防犯カメラ
の整備することで、安全安心なまちづくりを推進します。

夜間の犯罪抑止を目的として、防犯灯の整備やLED化な
ど、安心して暮らせるまちづくりを推進します。
35 防犯灯等の整備・LED化
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（事業費単位：千円）
№

取組

36 町長おまかせ事業

事業概要
上記で示す町長が特に力を入れたい取組を実現するため
の取組を支援します。

SDGｓターゲット

主な事業

R4事業費

所管課

-

上記以外の自然環境を守るための取組
37

ふるさとの自然環境保全に関
する事業

上記以外の教育環境を向上するための取組

38

ふるさとの教育環境向上に関
する事業

上記以外の地域を活性化するための取組

39

ふるさとの地域づくりに関する
事業

上記以外の健康・福祉を向上するための取組

40

ふるさとの健康・福祉に関する
事業

-
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