
大大野野市市へへののごご寄寄附附あありりががととううごござざいいままししたた  

～ ふるさと納税制度による寄附の状況をお知らせします ～ 

 

《寄附件数と寄附金額》                          

期間 寄附件数 寄附金額 

平成２７年４月１日～ 

平成２８年３月３１日 
４２０件 １２，４１３，０００円 

 

《寄附をいただいた方のお名前及び都道府県名》                （敬称略） 

寄付者のお名前 都道府県名 寄付者のお名前 都道府県名 

野村 博道 福井県 井尾 匡志 兵庫県 

北川 康弘 東京都 長田 雅一 東京都 

小田部 誠 埼玉県 日下 慶太 大阪府 

荒井 邦彦 東京都 石井 美津江 東京都 

山本 幸子 神奈川県 青木 薫 千葉県 

山田 雅之 東京都 神谷 明倫 神奈川県 

伊藤 輝夫 大阪府 林 直樹 大阪府 

小和田 浩 静岡県 宮城 保雄 大阪府 

朝日 照美 福井県 阿部 秀嗣 東京都 

三駄 寛之 東京都 望月 俊男 東京都 

中元 剛 大阪府 前田 和彦 神奈川県 

藤田 一仁 静岡県 桂 康茂 大阪府 

土田 玲子 神奈川県 石山 龍治 大阪府 

上久保 久美 東京都 斉藤 雅文 千葉県 

小島 好雅 東京都 片桐 登美 兵庫県 

西野 隆 石川県 森永 重徳 神奈川県 

宮岡 広英 福井県 村田 幸紀 愛知県 

山川 龍吾 大阪府 小椋 義明 大阪府 

山﨑 薫 愛知県 石川 尚子 埼玉県 

河野 恵子 東京都 本田 敬宜 福井県 

 



寄付者のお名前  都道府県名  寄付者のお名前  都道府県名  

阪下 春夫 福井県 谷口 堅一 神奈川県 

広瀬 淳雄 栃木県 青山 知裕 滋賀県 

林 清志 茨城県 杉村 翔 静岡県 

杉本 英昭 京都府 角 優和 福井県 

大野 晃 東京都 西村 高志 群馬県 

千味 忠利 愛知県 小沢 健一 山梨県 

小林 峰男 神奈川県 山田 彰宏 千葉県 

伊藤 文夫 東京都 枠元 孝夫 千葉県 

尾崎 元昭 愛知県 小高 綾子 埼玉県 

青木 和夫 茨城県 湊谷 浩 青森県 

明石 章則 大阪府 岩本 博 京都府 

河内 正二 群馬県 中澤 博一 兵庫県 

小林 弘明 東京都 黒川 淳一 岐阜県 

松本 悟司 兵庫県 井津井 一弘 兵庫県 

佐藤 昌弘 東京都 加茂 重裕 滋賀県 

金巻 侑子 京都府 爲近 周一郎 兵庫県 

杉田 昌隆 神奈川県 森本 竜司 神奈川県 

松村 英二 兵庫県 中澤 正彦 東京都 

松永 裕子 愛知県 植野 明 茨城県 

齋藤 晃 神奈川県 申 東奎 石川県 

丹治 正哉 愛知県 平井 ひろ子 大阪府 

木村 尚大 東京都 喜多山 順 東京都 

松村 明和 千葉県 三田村 和枝 神奈川県 

木島 隆俊 岐阜県 小川 佳子 大阪府 

福田 貞雄 茨城県 髙橋 公一 埼玉県 

内山 理勝 神奈川県 宇野 総一郎 東京都 

今井 悦代 神奈川県 竹内 規夫 大阪府 

江口 英和 静岡県 辻 治和 京都府 

増田 昭信 京都府 中江 清司 滋賀県 

松山 七郎 東京都 谷口 直樹 千葉県 

※ 寄附申出書において、ご氏名等の公表をご承諾いただいた方々を掲載しております。 



寄付者のお名前  都道府県名  寄付者のお名前  都道府県名  

澤田 裕二 神奈川県 片山 外大 京都府 

塚原 敏江 大阪府 村田 はる奈 東京都 

後藤 和由 千葉県 中川 秀晃 埼玉県 

加藤 美鶴 広島県 鈴木 衛 静岡県 

三鍋 匡史 滋賀県 嶋田 泰嗣 石川県 

木下 陽介 東京都 中嶋 慶之 東京都 

龍 倫之助 東京都 土蔵 千里 東京都 

長沼 誠二 高知県 大村 真二 滋賀県 

植木 常雄 愛知県 川端 定則 東京都 

中村 洋 大阪府 塚本 民雄 大阪府 

高田 康次 大阪府 杉原 景子 東京都 

高田 裕子 大阪府 大森 信哉 神奈川県 

竹田 美由紀 東京都 蛭田 敦也 東京都 

福田 健 福井県 西村 聡 東京都 

村上 一明 大阪府 岩岡 聡 兵庫県 

宮澤 勇気 石川県 葛葉 由美 東京都 

黒瀬 豊敏 愛知県 安土 勝義 大阪府 

金井 由紀子 大阪府 大野 清一 鹿児島県 

田中 里枝 東京都 阪田 秀彦 大阪府 

藤井 順次郎 神奈川県 上田 輝彦 東京都 

加藤 裕充 神奈川県 吉田 広人 東京都 

小倉 智代 東京都 須藤 光司 静岡県 

辻 秀憲 兵庫県 室屋 誠 大阪府 

※ 寄附申出書において、ご氏名等の公表をご承諾いただいた方々を掲載しております。 

 



《応援メッセージ》 
 

寄附をいただいた方から、あたたかい応援メッセージをいただいておりますので、一部です

がご紹介させていただきます。 

 

○ 大野出身者です。長く離れて生活しておりますが、私の原点はやはり、福井県大野市です。どうぞがん

ばってください。 

○ 越前大野は僕の絶対的ふるさと。遠く離れても、いつも思い続けています。亀山から望む荒島岳と大野

盆地が好きです。帰省するたびに登っては元気をもらっています。大野の代名詞、「緑と名水」をいつま

でも大切にしていきたいですね。 

○ 大野市いつも応援しています。 

○ 大野市は環境も良く、食べ物も美味しくて大好きです。これからも素敵なまちづくりをして下さい。 

○ 東京大野会総会で市長様の大野市の近況を毎年伺っており頑張っておられて何よりです。市の益々

の御発展を祈ります。 

○ 私は和泉村下半原の出身です。大野市「元気出して行こうぜ！！」。 

○ 結の故郷越前おおの元気なまちに頑張って下さい。大野をはなれて４０数年、遠くから応援していま

す。 

○ やっぱ大野の人は良い人ばっかやでぇ～、好きやさけぇ～、今回も応援するでのぅ～、がんばっておっ

けのぅ～。 

○ 父のふるさとが大野市です。夏に行くのを、楽しみにしていました。そんな思い出の場所に、少しでも貢

献できたら嬉しいです。 

○ いつまでも自然と共存できる大野であります様に願ってます。 

○ 豊かな自然環境を保って美味しいお米とお酒を作ってください。 

○ 大野の里芋、トマトとても美味しく、帰省の際には必ず持ち帰ります。苦労もあるでしょうが、頑張ってく

ださい。 

○ 数年前まで、月１、２回ですが仕事で大野に行っていました。その頃はよく大野の米を買っていて、とて

もおいしかったのが印象に残っています。また食べたくなりました。 

○ 棚田応援します。 

○ 学生時代お世話になりました。豊かな自然をいつまでも守り続けてください。 

○ 「大野へかえろう」応援します。 

○ 父方の故郷が大野市で、幼い頃はよく行っていました。今でも親類が住んでいて、いつかまた行きたい

街です。今後のますますのご発展をお祈り申し上げます。 

○ 大野市の豊かな自然が大好きです。最近はなかなか行く機会がないのですが、いつまでも自然豊かな

大野市を維持して下さい。 

○ 大野は歴史もあり、自然も豊かで水もおいしいいいところです。このまま守り続けてほしいです。 

○ 家内の実家が旧和泉村です。 

○ 出身地ですので今後の発展を期待しております。 

○ 大野市出身です。 

○ 大野出身です。故郷が暮らしやすく活気のある街であり続けますよう願っています。 



○ 祖母が大野の絹問屋の娘でした。子供の時には毎年遊びに行きました。懐かしいです。大野市応援嬉

しいです。 

○ １０年くらい前から、仕事で年に１、２回大野市に伺っています。仕事で伺う以外のご縁はありませんで

したが、毎年のように大野に行くと、豊かな水や大野の方の人柄に触れる機会ができました。歴史ある

落ち着いたよい街だと思います。プレゼントがもらえるとかそういう理由だけで、縁もゆかりもないところ

にふるさと納税するよりも、何人かでも、住民の方を存じ上げている自治体に納税したいと思い、貧者

の一灯ですが、今回初めてさせていただきました。 

○ 気持ちです。 

○ 大野市を盛り上げるために役立ててください。 

○ 父が大野の出身でした。いつか、訪れたいと思っています。 

○ 庁舎もキレイになり、天空の城のＰＲ等、今後とも大野がますます元気になるようお役立て下さい。 

○ 大阪で４７年になります。年に３～５回帰っています。 

○ 市民の皆様、大野市の益々の発展を祈念申し上げます。 

○ 大野の街がまずは地元の人々で賑わい、市民が暗い表情にならず生き生き生活できる方向に、市役

所、市長、市議会とも努力していただきたい。 

○ 7/2日の夜のＮＨＫニュースを見ていたら、お天気コーナーで今日の話題で「半夏生」のことがあり、大

野の焼きサバのことが全国に向けて放送されるのを見て、故郷のことをまた思い出されました。「天空

の城」や「とんちゃん祭り」など、いろいろとがんばっておられること喜んでいます。 

○ 福井市の出身ですが、大野の小芋が大好きです。毎年この季節になるのを、楽しみにしています。ふ

るさと納税でもらえれば嬉しいです。大野の小芋最高。大野城にいきました。ボランティアの人がとって

も優しくて感激しました。（孫より） 

○ 天空の城、素晴らしいですね。応援していますので頑張って下さい。 

○ 先日、数十年振りに中学のクラス会に参加しふるさと大野を応援したくなり申し出を致します。 

○ 大野市出身ですが、現在は首都圏で暮らしております。少しでも地元のお役にたてれば有り難いです。 

○ 里芋最高ですね。 

○ 私は福井のお米を食べて育ちました。 

○ 結の故郷の役に立ててほしい。美川町に妻と住んでいた。 

○ 有効に活用ください。 

○ 九頭竜ハナモモ回廊プロジェクトに大きな関心をもっています。 

○ 福井県出身です。大野は自然が豊かで食べ物とお酒がおいしい素晴らしいところですね。 

○ 大野市生まれで今でも、いとことか親類の多くが大野に在住しています。今年新幹線が開通しましたの

で、一度新幹線を使って大野に行きたいです。 

○ 昔ながらの郷土料理も良いですが、特産品や地の物、名水を使用した、新しい創作料理を作って売り

出すのも面白いと思います。 

○ 美しい自然を大切に、皆が支えあって安心して楽しんで生きれる故郷に。（大野高校昭和４０年３月卒） 

○ 両親のふるさとです。 

○ 福井県産のお米大好きです(^.^)これからもおいしいお米作ってください(^.^) 

○ 大野の名水もぜひ選択肢に入れて欲しいです。 

○ 温泉施設利用券や地元の施設の割引券等を今後お礼の品として検討してほしいです。 



○ Ｈ２５年度以来、大野市へ訪れるきっかけがなくなりましたが、電線を地中埋設して、景観が変わったで

しょうね。 

○ お酒が美味しいと評判です。 

○ 高校まで大野市でお世話になりました。観光に力を入れているのはわかりますが、中身がなければ難

しいものとなります。実家も繊維工場を経営していましたが、今は跡形もなく残っていません。かつての

工場の風景が脳裏に焼き付いています。微力ですが、かつての繊維産業の工場などを保存するなど

古い産業を大事に残すために使っていただければと思います。 

○ 母の出身地で、とても良いところだから。 

○ ふるさとです。いつも広報を送ってくださりありがとうございます。 

○ ワイン期待してます。 

○ 母の実家が福井で福井の美味しいもので育ちました。大野の里芋、大好きです。これからも美味しくて

美しい大野でありますように、応援しています。 

○ 妻の故郷が大野で、墓参りなどで年に１回は訪れます。 

○ 生まれ故郷です。 

○ 大野はいいところだなあと思います。ふるさとを離れて暮らしていますが、ふるさとが元気でいてくれる

と、うれしいものです。 

○ 私は大野出身ですが、今は東京で働いています。大好きな地元のためにささやかですが納税できれば

嬉しいです。 

○ 気持ちだけお受け取り下さいませ。 

○ 今度のＧＷに福井県に遊びに行く予定です。その時に大野市へも行きます☆ 

○ 大野市のご発展をお祈りします。 

 

～～たくさんのメッセージありがとうございました～～ 

 このたびは暖かいメッセージをありがとうございました。大野市出身で故郷を応援してくださっている

方、大野市にご縁のある方、お米やさといもなどの農産物を応援してくださる方、大野市の街並みや風

景を応援してくださっている方。みなさまの応援を受けまして、大野市はさらなる発展に向け、古き良き

伝統を守りながら日々前進し続けております。 

 ぜひ今後の大野市の動向にご注目くださいますとともに、大野市へ足をお運びください。みなさまの

ご来訪を心よりお待ち申し上げております。 


