
≪寄附件数と寄附金額≫

いただいた寄附金は、地域振興基金に積み立てし、市のまちづくりに幅広く活用させていただきました。

　　　○　令和元年度の主な活用事業

　　　　　　・　結の故郷すこやか・ゆめみらい応援事業

　　　　　　・　結の故郷はたらく若者応援事業

≪寄附をいただいた方のお名前及び都道府県名≫ （五十音順・敬称略）

寄附者のお名前 都道府県名 寄附者のお名前 都道府県名 寄附者のお名前 都道府県名

1 青木　和夫 茨城県 小田部　誠 埼玉県 酒井　渉 愛知県

2 青山　信久 京都府 落合　達正 神奈川県 堺谷　ひさし 東京都

3 安黒　道晃 埼玉県 皆藤　昌利 大阪府 坂巻　宏亮 千葉県

4 麻田　祐介 東京都 柿本　克俊 東京都 櫻井　信一 東京都

5 朝日　進 福井県 笠原　章宏 神奈川県 佐々木　好文 大阪府

6 東　博暢 東京都 笠原　辰美 石川県 佐竹　雅央 神奈川県

7 飯田　恵里 東京都 加藤　崇 東京都 佐藤　千佳子 京都府

8 飯田　義樹 東京都 加藤　裕充 神奈川県 佐藤　佑都 愛知県

9 五十川　太郎 福岡県 金澤　毅 愛知県 眞田　素子 長崎県

10 池原　龍一郎 奈良県 神谷　明倫 神奈川県 澤田　剛一 愛知県

11 石川　尚子 埼玉県 亀井　洋介 北海道 三駄　寛之 東京都

12 石川　英司 兵庫県 川崎　雄大 東京都 篠地　隆男 石川県

13 石川　由美子 東京都 川端　健太 東京都 清水　三郎 兵庫県

14 石田　大 神奈川県 川辺　展子 愛知県 焏徳　信康 神奈川県

15 石原　知一 兵庫県 木島　隆俊 岐阜県 庄村　光彦 長野県

16 伊藤　輝夫 大阪府 木勢　峰之 埼玉県 白井　裕子 東京都

17 伊藤　秀毅 千葉県 北川　康弘 東京都 申　東奎 石川県

18 稲葉　忠喜 静岡県 北野　義孝 愛知県 杉　亮一 東京都

今枝　良三 東京都 喜多山　順 東京都 杉原　景子 千葉県

21 岩崎　晶子 東京都 木下　真之 京都府 杉山　聡司 神奈川県

22 岩本　文子 京都府 木下　吉数 奈良県 春原　亜矢子 東京都

23 植山　和正 青森県 瀬尾　幸矢 北海道

内山　理勝 神奈川県 関戸　悦男 愛知県

24 内海　萌弥 大阪府 金　一 大阪府 関本　強 東京都

25 江島　国彦 兵庫県 久保　美穂 大阪府 相馬　佳子 東京都

26 大里　学 東京都 栗田　幸一 東京都 高瀬　寛史 兵庫県

27 太田　雅彦 埼玉県 小池　俊光 栃木県 高田　康次 大阪府

28 大野　晃 東京都 小泉　菜生 神奈川県 高田　康平 福岡県

29 大藪　惠子 京都府 纐纈　道雄 愛知県 高田　正則 大阪府

30 岡　衆司 東京都 小林　孝 千葉県 高橋　久 千葉県

31 岡本　正雄 茨城県 小林　昌義 愛知県 高畠　靖志 福井県

32 沖代　直也 愛知県 三枝　美穂子 東京都 高村　宗太 神奈川県

33 尾崎　元昭 愛知県 酒井　啓恵 東京都 竹尾　公秀 大阪府
35

※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。

大野市へのご寄附ありがとうございました
～　ふるさと納税制度による寄附の状況をお知らせします　～

期間

　　　　平成31年4月1日　～
　　　　　　　　令和2年3月31日

寄附件数

2,340件

寄附金額

48,075,555円

Kathleen Ann
Kampa

東京都



寄附者のお名前 都道府県名 寄附者のお名前 都道府県名 寄附者のお名前 都道府県名

35 Takada　Ayuko 東京都 伴野　宏樹 神奈川県 山田　泰祐 愛知県

36 武田　博之 滋賀県 久恒　泰彦 兵庫県 山田　惠信 埼玉県

37 竹原　紘史 静岡県 飛弾　忠将 石川県 山中　大樹 青森県

1 田中　俊哉 北海道 平井　孝志 鳥取県 山本　松平 東京都

2 田中　昌治 東京都 廣瀬　鮎美 東京都 山本　菜摘 東京都

3 田中　大健 石川県 廣瀬　由美香 京都府 養田　靖 埼玉県

4 深谷　修一 東京都 吉井　章夫 東京都

5 福田　貞雄 茨城県 吉井　佳奈恵 神奈川県

6 谷口　英二 富山県 福留　和年 兵庫県 吉川　潤司 大阪府

7 藤田　一仁 静岡県 吉澤　しのぶ 埼玉県

8 藤田　正憲 大阪府 吉田　邦勝 千葉県

9 津田　貴志 愛知県 二見　充昭 兵庫県 吉田　幸司 青森県

10 土屋　卓義 愛知県 星野　美樹 福井県 吉田　秀一 新潟県

11 出口　忠明 埼玉県 星野　幸博 福井県 吉村　優 京都府

12 出村　龍夫 和歌山県 堀家　幹治 石川県 吉山　直政 福岡県

13 堂林　哲人 沖縄県 前野　正博 東京都

14 徳野　弥生 東京都 牧野　可苗 兵庫県

15 徳山　裕介 神奈川県 松岡　佑 兵庫県 盧　清貴 神奈川県

16 栃木　邦彦 東京都 松下　晴男 東京都 脇本　康宣 千葉県

17 冨澤　宏光 兵庫県 松田　英介 東京都 枠元　孝夫 千葉県

18 中島　靖人 兵庫県 松田　実太郎 徳島県 渡辺　桂介 神奈川県

19 中田　賢治 神奈川県 松田　智彰 神奈川県

20 中田　博一 兵庫県 松田　行弘 東京都

21 中西　政彦 千葉県 松永　秀夫 大阪府

22 永洞　翼 千葉県 松山　泰三 大阪府

23 中谷　彰宏 千葉県 水上　義博 大阪府

24 長家　由依 神奈川県 水林　優 千葉県

25 成川　寛 群馬県 南　祐臣 北海道

26 西田　智明 千葉県 宮澤　太一 埼玉県

27 西野　誠一 千葉県 宮田　洋輔 東京都

28 西村　武晃 東京都 森田　俊平 東京都

29 野村　浩司 東京都 森永　重徳 神奈川県

30 野村　博道 福井県 森谷　昭是 千葉県

31 萩原　隆史 東京都 門前　亮一 石川県

32 橋長　幸弘 大阪府 八木　俊太郎 神奈川県

33 橋本　晃 大阪府 柳生　行広 愛知県

34 長谷川　義人 福井県 安川　洋史 神奈川県

38 端野　秀紀 富山県 安田　隆士 千葉県

39 馬場　伸一 東京都 安本　幸祐 兵庫県

40 林　布実乃 愛知県 矢部　健次 滋賀県

41 林　侑希 富山県 山口　茜 熊本県

42 原田　寛子 愛知県 山腰　幸雄 石川県

43 半田　祥平 広島県 山田　法隆 千葉県
45

※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。

Richard Nathan
King

東京都

DANIEL GOZZO
CAMPANHA

東京都

THIHUONGGIANG
LE

東京都



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。

○ 日本一美味しいお蕎麦を作り続けてください。

○ 大野は小さいころスキーでよく訪れ、お世話になりました。澄んだ空気、冷たい水、新鮮な野菜が思い
浮かびます。帰省したらまた行きたいです。ずっと大野らしくいてほしいです。

○ 定年後の一人旅で大好きなお城を見学しました。水の町に誘われてお酒もたくさん買ってしまいまし
た。奇麗な街並みにも惹かれましたので次回は家族と一緒に泊りで行きます。奇麗な水や自然を
守ってください。応援しています。

○ 花垣のお酒で大野市を知りました。おいしいお酒を造っていただき、地元の皆さんのご協力に感謝い
たします。

○ 上庄の里いもはすごくおいしいです。他の物はもう食べられません。

○ 母の故郷です。小さい頃は夏休みによく行っていました。夏蝉取り、カブトムシ狩り、そうめん流しが
記憶に残っています。いつも応援しています。

○ 大野の子供たちのために豊かな「水」を大切に守っていってください。

○ いまちょうど「わが殿」を読んでおります。わが故郷のますますの発展を離れた地より祈っておりま
す。

○ 無農薬、無肥料の貴重な玄米を作ってくださってありがとうございます。農家の方々や自然に感謝し
ていただきます。

○ 仕事の関係で大野市を出てしまいましたが、豊かな自然、温かな人のぬくもりがそのまま残っていて
ほしいと願います。

○ ホタルの住む田んぼの米作りは大変だと思いますが、続けて頂けるように少しですが寄付させていた
だきます。昨年届いたお米がとてもおいしかったです。特定栽培で安心して孫にも食べさせれます。

○ 父親の故郷になります。この秋に久しぶりに訪れてみましたが、だいぶ様子が変わっていたので驚き
ました。これからも街づくりがんばってください。

○ 大野らしく、子供がのびのび暮らせるまちであってほしい。

○ 我が家のお墓は大野にあります。これから寒い冬ですが、里芋と杓子菜を楽しめる時期なので少し
嬉しく思います。また、墓参りに大野に行きたいと思っています。

○ 自然豊かで人が温かい地元大野が大好きです。地域活性化に役立ててください。

○ 「天空の城」や「水」関係でテレビにも時々出ていますので、本当に親しみをもって見ています。大野
の益々のご発展を願っています。

≪応援メッセージ≫



○ 大野に宿泊したときのお米の美味しさが忘れられません。

○ お世話になった街・大野の絶妙な銘酒を楽しみつつ、ささやかながらも今後も大野を応援させていた
だきます。

○ 知人から頂戴した上庄の里芋を知ってから苦手だった里芋が大好物になりました。貴重な地域の産
物をこれからも大切に育てて下さい。

○ 大野市の下半原の出身です。（ゆいびとファンクラブ会員です）毎月1回大野まで、サバ、みそ、アゲ
等買い物に出掛ています。大野の応援団です。

○ 「美味しい里芋のふるさと」大野市ですね！今年は上庄の逸品をクリスマスシーズンのお福分けや、
お正月料理に使いたく思います。

○ 福井のお酒は好きなものが多いです。今回は大野市に。自然と住みやすさのバランスが取れた街づ
くりを応援します。

○ 小学生の頃、50年前に2年間住んでいいました。大野城、六呂師スキー場、真名川ダム、懐かしいで
す。

○ 義理の父の故郷なのでいつも応援しております。水が綺麗で自然豊か、祭りの活気など魅力いっぱ
いで素晴らしいです。これからも支援させていただきます！

○ 大野市は福井市から車で行ってトンネルを出ると目下に広がる景色が素晴らしいです。もっとPRして
下さい。

○ 大野には名産品がいっぱいです。大野人として誇りです。

○ こちらの椎茸大変気に入っています。先日初めて福井県へ旅行に行く機会があったのですが、魚介
も美味しくて、色々素敵な食材があるところなんだな、と改めて思いました。生産者の方々に感謝して
おります。

○ 中部縦貫自動車道の開通控え、益々大野市が元気になることを祈っています。大野市を離れ既に30
年以上が経ちましたが、いつも心は大野市民。大野市の情報を楽しみにしています。

○ 私の母親のふるさとです。上若生子の生まれです。私も高校まで行っていました。真名川で良く泳い
だものです。今も現地には碑が立っております。懐かしい所です。

○ 毎年春にうかがっています。静かで雰囲気のある町並みや風景、大好きです。素敵な町づくりを応援
しています。

大野市ふるさと納税事務局

～～たくさんのメッセージありがとうございました～～

　ふるさと大野を懐かしんでくださる方、お米や里芋などの農産物を好んでくださる方、街並
みや自然を褒めてくださる方、多くの皆様からの心温まる応援メッセージを賜り、誠に有難う
ございました。
　皆様からの応援を受けまして、大野市は、先人から受け継いできた「結（ゆい）の心」を大
切にして、お互いを思いやり、助け合いながら、まちづくりを進めてまいります。
　これからも大野市へのご支援をお願い申し上げますとともに、皆様方の益々のご健勝をお
祈り申し上げます。


