
≪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。

　　　○　平成２８年度の主な活用事業
　　　　　　・　水への恩返しキャリング　ウォーター　プロジェクト
　　　　　　・　「まるごと道の駅」拠点整備事業
　　　　　　・　小水力発電施設整備事業

≪寄附をいただいた方のお名前及び都道府県名≫ （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 相澤　大輔 神奈川県 石井　美津江 東京都 上田　輝彦 東京都

2 會田　英明 千葉県 石川　賢一 埼玉県 植田　将一 東京都

3 青木　和夫 茨城県 石川　尚子 埼玉県 上田　元彦 東京都

4 青木　友伴 兵庫県 石川　ちよ子 大阪府 植村　俊昭 岐阜県

5 秋山　常樹 兵庫県 石川　亨 愛知県 牛尾　一康 大阪府

6 秋山　由美 東京都 石崎　慶太 福岡県 内田　由美子 東京都

7 浅井　尚志 大阪府 石田　和也 栃木県 内山　理勝 神奈川県

8 浅井　宣雄 東京都 石田　崇 静岡県 宇都野　正敏 埼玉県

9 浅田　まゆみ 大阪府 石田　祐一 東京都 宇野　総一郎 東京都

10 浅妻　敬 東京都 石水　竜司 東京都 馬越　晃一 岡山県

11 浅野　俊昭 大阪府 石山　泰二郎 神奈川県 浦島　隆 神奈川県

12 畔上　薫 長野県 石山　龍治 大阪府 江口　慎二 兵庫県

13 足立　光弘 神奈川県 泉山　朋政 宮城県 江口　輝 埼玉県

14 阿南　宏教 埼玉県 伊丹　正直 大阪府 江口　揚 福岡県

15 油谷　隆宏 石川県 市岡　博文 福井県 江良　稜太郎 東京都

16 阿部　健太郎 福島県 一杉　慎一 東京都 圓城寺　清美 神奈川県

17 阿部　聡 東京都 市橋　健司 東京都 大久保　和孝 東京都

18 安部　秀一 静岡県 井津井　一弘 兵庫県 大久保　雄三 東京都

19 阿部　知行 東京都 伊藤　京子 愛知県 大澤　いづみ 東京都

20 天野　正和 岡山県 伊藤　進 大阪府 大島　義則 埼玉県

21 綾部　純子 東京都 伊藤　忠弘 大阪府 大下　洋嗣 広島県

22 荒西　義高 静岡県 伊藤　輝夫 大阪府 太田　則一 愛知県

23 安藤　慎一 静岡県 伊藤　夫美 静岡県 大瀧　潤士 千葉県

24 安藤　正樹 神奈川県 伊藤　雅弘 北海道 大谷　慎吾 大阪府

25 安藤　譲 神奈川県 伊藤　勝 群馬県 大谷　幸大 東京都

26 飯塚　智行 東京都 伊藤　三子 愛知県 大塚　恒郎 東京都

27 飯塚　浩 鳥取県 稲葉　忠喜 静岡県 大友　靖広 宮城県

28 井尾　匡志 北海道 井上　喜仁 千葉県 大西　寛明 石川県

29 伊賀　真由子 愛知県 井上　里可 東京都 大西　洋 東京都

30 五十嵐　茂信 岩手県 今西　岳彦 兵庫県 大野　晃 東京都

31 池田　伸治 大阪府 岩永　純平 兵庫県 大野　清一 鹿児島県

32 池田　含 滋賀県 岩本　拓也 埼玉県 大野　和男 東京都

33 池脇　克則 東京都 岩本　真智子 神奈川県 大野　正徳 和歌山県

34 伊佐　真一郎 東京都 植木　常雄 愛知県 大原　秀俊 三重県

35 石井　透 東京都 植木　浩 埼玉県 大町　之夫 埼玉県

※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。

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28年4月1日　～
平成29年3月31日

寄附件数

1,222件

寄附金額

29,872,000円



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 大宮　はつゑ 東京都 亀川　幹弘 京都府 小勝　通光 神奈川県

2 大矢　智博 神奈川県 加茂　力 東京都 小亀　雅広 徳島県

3 岡﨑　一 神奈川県 河合　健三 神奈川県 越澤　明 東京都

4 岡田　敏男 兵庫県 河上　真人 福岡県 小谷　眞智子 富山県

5 岡本　大介 静岡県 川北　季代子 石川県 木幡　和枝 東京都

6 岡本　倫明 兵庫県 川北　剛 石川県 小林　信一 東京都

7 岡本　久良 静岡県 川島　幸雄 福岡県 小林　義之 静岡県

8 小川　博 東京都 川島　哲也 北海道 小宮　章弘 東京都

9 沖　哲也 東京都 川瀬　章史 愛知県 菰田　勝 愛知県

10 沖代　奈央 大阪府 川西　圭介 神奈川県 小和田　浩　 静岡県

11 沖津　雅浩 大阪府 川西　英夫 大阪府 近藤　修 東京都

12 奥　章衞 埼玉県 河端　一雄 東京都 近藤　里枝子 東京都

13 奥田　綾野 大阪府 川村　崇文 静岡県 齊藤　哲 東京都

14 奥田　勇生 東京都 河村　康雄 愛知県 斉藤　哲彦 神奈川県

15 奥村　幸司 富山県 菊本　信治 千葉県 斉藤　範彦 愛知県

16 奥山　健太 東京都 岸　勝彦 兵庫県 齋藤　義修 大阪府

17 小倉　忠裕 富山県 岸山　修 東京都 酒井　義仁 東京都

18 小沢　健一 山梨県 木田　洋介 大阪府 坂尾　幸俊 静岡県

19 小澤　幸乃 埼玉県 北川　貴也 愛知県 坂巻　宏亮 千葉県

20 押田　亜紀子 東京都 北川　正弘 大阪府 笹川　哲 大阪府

21 小田部　誠 埼玉県 北川　康弘 東京都 笹川　裕介 神奈川県

22 越智　和彦 広島県 北中　進介 奈良県 佐々木　孔英 福井県

23 小野　絢子 奈良県 喜多山　順 東京都 佐藤　俊太 神奈川県

24 小野　純司 東京都 木戸　英貴 愛知県 佐藤　貴志 三重県

25 小野　宏 千葉県 木下　勝功 兵庫県 佐野　達哉 愛知県

26 小原　真一 大阪府 木村　眞一 東京都 佐野　寛貴 新潟県

27 恩田　康太郎 神奈川県 木村　正人 東京都 三駄　寛之 東京都

28 角田　亀春 山梨県 清川　正章 千葉県 塩見　洋作 兵庫県

29 樫尾　幸子 大阪府 金　美齢 東京都 重田　由美子 鳥取県

30 楫野　知道 北海道 日下部　和成 岐阜県 賎機　邦弘 静岡県

31 梶村　正彦 東京都 楠田　尚子 鹿児島県 柴田　直樹 大阪府

32 加藤　隆司 広島県 葛馬　卓也 東京都 嶋田　泰嗣 石川県

33 加藤　裕充 神奈川県 国本　英明 大阪府 清水　敬大 熊本県

34 角倉　正晃 神奈川県 久保　茂健 香川県 宿谷　明代 京都府

35 金井　泰貴 静岡県 久保　千尋 神奈川県 焏徳　信康 神奈川県

36 金指　信章 神奈川県 久保　美穂 大阪府 白鳥　隆 静岡県

37 金子　起一郎 神奈川県 久保田　泉 奈良県 申　東奎 石川県

38 金子　健二郎 東京都 熊川　敦子 東京都 菅田　直人 東京都

39 金子　卓也 東京都 栗原　良昭 群馬県 杉浦　啓一郎 愛知県

40 金田　眞紀子 大阪府 黒住　昌男 東京都 杉浦　雅彦 東京都

41 上條　恵子 長野県 黒田　智昭 愛知県 杉江　進 東京都

42 上野　正義 東京都 小泉　光 岐阜県 杉崎　友泰 神奈川県

43 上村　哲司 東京都 小泉　浩 東京都 杉本　明日香 兵庫県

44 神本　英徳 兵庫県 康　京一 大阪府 杉本　絵美 埼玉県

45 神谷　明倫 神奈川県 纐纈　道雄 愛知県 杉本　英昭 京都府

※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。



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 杉元　優之 大阪府 辻本　宗央 東京都 西村　一紀 愛知県

2 鈴木　研 東京都 津田　和彦 滋賀県 西村　輝雄 福井県

3 鈴木　正子 愛知県 綱島　昌俊 東京都 仁平　孝佳 東京都

4 鈴木　衛 静岡県 出村　龍夫 和歌山県 丹羽　毅 愛知県

5 鈴木　由子 神奈川県 土蔵　千里 東京都 野上　真紀子 富山県

6 住友　博輝 神奈川県 戸嶋　和夫 福岡県 野﨑　順平 東京都

7 關　雅夫 東京都 栃木　邦彦 東京都 野瀬　宏平 東京都

8 関口　直隆 神奈川県 登美川　寿夫 兵庫県 野田　隆弘 神奈川県

9 関谷　芳正 愛知県 豊田　晶子 東京都 野村　博道 福井県

10 瀬戸山　梓 愛知県 鳥山　泰宏 栃木県 萩原　葉子 岐阜県

11 大黒　享子 三重県 鳥山　雄司 東京都 橋　敏夫 福井県

12 田尾　隆幸 東京都 内藤　勝利 千葉県 橋爪　功次 大阪府

13 高石　幸人 神奈川県 長岡　崇行 京都府 橋爪　徳和 大阪府

14 高木　信 東京都 長岡　司 東京都 橋野　真由美 沖縄県

15 高岸　尚子 大阪府 永岡　一 静岡県 橋本　潤一郎 神奈川県

16 高田　康次 大阪府 中川　賢一 熊本県 橋本　尚文 静岡県

17 高田　裕子 大阪府 中川　博行 奈良県 長谷川　薫 千葉県

18 高橋　淳郎 神奈川県 長澤　幸祐 愛知県 長谷川　奈苗 埼玉県

19 高橋　香織 東京都 中澤　博一 兵庫県 長谷川　守正 愛知県

20 高橋　桂子 東京都 中澤　正彦 東京都 長谷場　匡史 福岡県

21 髙橋　公一 埼玉県 永田　政人 東京都 畑　義和 千葉県

22 高橋　孝幸 福井県 中台　和昌 千葉県 籏野　洋 東京都

23 髙橋　伸育 宮崎県 中塚　旭 大阪府 服部　英司 奈良県

24 高橋　肇 東京都 中野　淳子 東京都 花岡　秀典 東京都

25 瀧波　伸匡 東京都 中野　鈴枝 兵庫県 花川　洋介 福井県

26 武川　和子 兵庫県 中野　敏彦 東京都 花澤　明洋 東京都

27 竹川　都之 奈良県 中道　尚子 神奈川県 羽生　隆英 大阪府

28 竹本　拓治 福井県 中村　彰将 千葉県 ハニグ　ケネスエヴァン 東京都

29 多田　雄一郎 東京都 中村　伸太郎 東京都 羽根田　洋 神奈川県

30 田中　秀明 千葉県 中本　嗣人 千葉県 馬場　完仁 埼玉県

31 田中　洋之 千葉県 永山　治 大阪府 馬塲　雄造 大阪府

32 田中　良武 東京都 中山　久子 岐阜県 濱井　彩乃 千葉県

33 田中　里枝 東京都 夏山　政巳 奈良県 浜渦　文彦 東京都

34 谷　明博 大阪府 成田　龍彦 東京都 濵田　真紀子 東京都

35 谷尾　久幸 神奈川県 成田　亮 神奈川県 林　譲也 京都府

36 玉置　浩一 愛知県 成田　倫子 愛知県 原　賢治 岡山県

37 田村　剛 大阪府 鳴川　貴司 静岡県 原田　裕之 滋賀県

38 田村　聡昭 埼玉県 南宅　裕一 千葉県 東　午郎 鹿児島県

39 丹野　克哉 東京都 南部　吉秀 石川県 平澤　達夫 東京都

40 千味　忠利 愛知県 西河　洋一 東京都 平野　芳昭 福岡県

41 塚原　敏江 大阪府 西口　貴憲 千葉県 平間　政輝 神奈川県

42 塚本　守之 石川県 西嶋　博司 石川県 平山　亘 滋賀県

43 佃　清佳 滋賀県 西沢　晃弘 東京都 廣瀬　朗充 愛知県

44 辻川　昭仁 埼玉県 西田　佳史 東京都 広脇　伸吾 愛知県

45 辻川　弘子 東京都 西野　誠一 千葉県 深井　善雄 神奈川県

※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 深谷　修一 東京都 三浦　雅美 東京都 矢次　勝 大阪府

2 福澤　加奈子 愛知県 三浦　陽介 東京都 柳　敏夫 愛知県

3 福田　貞雄 茨城県 三上　二郎 東京都 矢野　利章 静岡県

4 福田　健 福井県 三上　安雄 東京都 矢部　健次 滋賀県

5 福田　尚文 山口県 三上　佳子 東京都 山　勝彦 東京都

6 福田　秀明 大阪府 三栖　勝哉 東京都 山口　悠 千葉県

7 藤井　厚史 奈良県 水上　義博 大阪府 山﨑　薫 愛知県

8 藤井　邦治 石川県 三津橋　達也 北海道 山田　正弘 愛知県

9 藤井　博志 北海道 南出　裕美子 福井県 山田　雅之 東京都

10 藤井　基嗣 大阪府 峯　正志 奈良県 山田　善彦 東京都

11 藤井　好美 福井県 峰松　ユキヱ 兵庫県 山仲　孝則 埼玉県

12 藤川　剛正 東京都 宮内　宗頼 東京都 山内　久實 東京都

13 藤田　逸郎 東京都 宮岡　広英 福井県 山廣　純 大阪府

14 藤田　正樹 神奈川県 宮崎　祐貴 東京都 山村　知秀 東京都

15 藤田 一仁 静岡県 宮澤　信二郎 東京都 山本　敦 石川県

16 藤原　孝雄 静岡県 宮澤　勇気 石川県 山本　靖典 北海道

17 札場　博義 山口県 宮田　知 東京都 山本　庸介 群馬県

18 許　智栄 沖縄県 宮本　博之 兵庫県 横倉　久幸 愛知県

19 星　裕子 千葉県 妙願　雅俊 石川県 吉川　徹二 京都府

20 星野　美樹 福井県 三好　克明 兵庫県 吉崎　純一 大阪府

21 細川　修 東京都 武藤　雅夫 兵庫県 吉田　明 東京都

22 堀田　麻衣子 東京都 村上　昌也 大阪府 吉田　茂昭 福井県

23 堀　剛 千葉県 村川　泰徳 岩手県 吉田　史子 奈良県

24 堀川　勲 石川県 村山　英樹 栃木県 吉山　直政 沖縄県

25 本田　裕二 神奈川県 望月　宏樹 大阪府 淀川　祐紀 千葉県

26 毎川　研吾 神奈川県 モヒブ　ヤズダニ　シクダル 東京都 米村　幸城 大阪府

27 前田　直子 東京都 百田　初栄 埼玉県 脇　千春 北海道

28 前畑　清一 福井県 森　一浩 愛媛県 枠元　孝夫 千葉県

29 眞柄　正敏 大阪府 森　敬弘 兵庫県 和田　喜多朗 東京都

30 牧　隆 愛知県 森岡　泰裕 神奈川県 和田　容直 大阪府

31 牧野　沙織 千葉県 森迫　伴信 神奈川県 渡辺　桂介 神奈川県

32 増子　清 長野県 森田　敦 三重県

33 増田　高行 宮城県 森永　重徳 神奈川県

34 増田　雅洋 東京都 森本　竜司 神奈川県

35 増田　祐司 東京都 守屋　貴史 東京都

36 町田　律子 高知県 諸橋　俊幸 東京都

37 松井　五月 長野県 門前　秀幸 埼玉県

38 マッケンジー　イアン 北海道 八木　あゆみ 東京都

39 松田　和成 広島県 八木　昌実 東京都

40 松永　道治 愛知県 谷口　雄介 埼玉県

41 松原　永和 神奈川県 矢沢　千春 東京都

42 松峯　宏人 東京都 矢島　久恵 東京都

43 松村　英二 兵庫県 安井　三枝子 東京都

44 松村　哲好 宮城県 安田　隆士 千葉県

45 松本　恵美 石川県 安田　吉伸 東京都

※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。

○ 大野高校を卒業以来３０年以上、お盆と正月に帰省する以外は故郷を離れて暮らしています。長期
的な人口減少や市内中心部の空洞化を見るたび、何か故郷の役に立てないかと思っておりました。
ささやかな金額ですが少しでも大野市に役立てていただければと思います。
最近は大野城が「天空の城」としてもテレビで取り上げられているのを拝見し喜んでおります。

○ 自分が生まれ育った大野に何か出来ないかと思い、ふるさと納税を申し込みました。大野の活性化
に役立ててもらえればと思います。

○ 福井のお酒が大好きです。今後も素晴らしい生産者が事業活動を続けられるよう期待しております。

○ 大野市大好きです！美しい風景や美味しい食べ物などの大野の魅力を沢山の人に知ってもらいたい
です。応援してます！

○ 上庄の里芋も今は全国的な有名ブランドです。美味しくて大好きです。ふるさと応援しています。

○ 朝市に寄らせてもらっています。いつまでも良い町を守って下さい。

○ 自然豊かな大野市が、このまま維持されることを願っています。

○ 大野は亡くなった母の出身地です。発展を祈ります。

○ 妻が出身で、妻の両親は今も大野に居住しています。
年に1回は娘を連れて帰省していますが、そのたびに心身リフレッシュさせていただいています。ささ
やかながら遠方よりお役立ちできればと思います。よろしくお願いいたします。

○ 大野市は、水清ら山も清ら
豊かな自然にはぐくまれた人情あふれる大野市
いつまでも応援しています。

○ 大野を離れて４０年以上たちますが、いつまでも福井県人、大野の人間というで思いで生きていま
す。ほんの少しでも大野の役に立てばうれしいです。

○ 自然豊かで、食べ物もお酒も美味しい大野市を応援しています！

○ 義父は福井県大野市生まれでした。私も何度か福井に行きました。
行く度に美味しい地元の食を楽しみ、感激しました。越前そば、お米、大野のおいも、どれもまた味わ
いたいです。

○ 以前訪れたとき、秋の越前大野城が印象的でした。お蕎麦も里芋も美味しいです。これからも行って
良かったと思うまちづくりをお願いします。

○ 大野市を応援しています。頑張って下さい。

○ 亡くなった母の出身地です。応援します。

○ 以前福井に住んでおり、大野の里芋のファンです。これからもよろしくお願いします。

○ なお一層の住みよい町づくりを目指して官民一体となって頑張って頂きたい。

○ 大野市へ観光で何度か行ったことがあり、また自身の出生地が北陸であり、北陸を応援したい気持
ちが大きく、ふるさと納税しようと考えました。中部縦貫自動車道早くできたらいいですね。

○ 大野市をより良い町にしていく為に、少しですがお役立ていただければ幸いです。

○ 祖父母、今は伯父伯母が上庄で兼業農家をしています。夏休みには一か月くらいどっぷりと遊びに
行き、駆けずり回ったのは懐かしい思い出です。
今でも何年かに一度、娘たちを連れて墓参りに行きます。大野良いとこ見せたいところ、いつまでもそ
うあることを願っています。

○ 美しい水、田園、古民家などかけがえのない「財産」を大切に維持してください。

○ 大野市の里芋のファンです。おいしい里芋をずっと作って出荷していただけるよう、市の繁栄を祈りつ
つ寄付をいたします。

○ 母の実家で、小さい頃大野の里芋を食べていました。少しでも、お役にたてればと思います。

○ 主人が北陸の出身なので大野のさといもは家族全員が好きです。子供達も小さい頃から食べている
ので大好物です。日本の伝統の味をしっかりと次世代に伝えていきたいと思います。

《応援メッセージ》



○ 父母が大野市の出身です。子どもの頃から、祖父母が送ってくれる大野の里芋が大好きで、母がお
鍋いっぱいに煮てくれたのを兄弟３人で1日でからっぽにしていたものでした。最近では大野市の里
芋がブランドになってスーパーとかで見かけるとうれしく、誇らしく思っています。今では、娘たちの家
族も美味しいとファンになっています。これからもずっとよろしくお願いします。

○ 他にない沢山の魅力があるので、もっとアピールして沢山の観光客を呼び込めるよう、施設の充実や
観光地の開拓などしていっていただきたいと思います。

○ 大野は魅力ある街だと思います。応援しています。

○ 冬は雪深くて大変ですが、山に囲まれ空気と水がきれいで、たまに訪れると、とても癒されます。

○ 数年前に、越前大野名水マラソンに参加させていただきました。
温かみのある応援が良かったので、今回寄付させていただきます。また機会があれば寄らせていた
だきます。

○ 入社してすぐに転勤して5年間住んだ土地で実際の地元よりも詳しくなりました。いつまでも第二の故
郷です。

○ 昔、上庄の里芋を頂戴して別格の美味しさに目覚めました。以来上庄の里芋の大ファンです。
農業振興と自然保護のために僅かですがお役立てください。

○ 大野市の平和、発展のために使っていただけたらと存じます。

○ 父親の実家があり、幼少の頃は年に一回訪れていました。最近は行ってないのですが、水のきれい
な街だったことを覚えています。時間があったらまた行ってみたいです。地域活性化にお役立てくださ
い。

○ 安心・安全な米作りに期待しています。

○ 11/20に戌山より越前大野城を見に行きました。
雲海に浮かぶ越前大野城の姿はとても美しく感動しました。偶然隣にいた役所の方も親切に色々と
教えていただき感謝しております。また、越前大野城にも訪れましたが紅葉が綺麗で城下町も比較的
統一感があり、観光地としても優秀だったと思います。これらの環境を整えていくことは決して簡単な
ことではないと思いますが、頑張ってください。

○ 私の父方は、大野市出身で、いまでもお墓も大野市にあり、親戚もおられます。
私自身も、縁あって福井大学の出身で、在学中はよく遊びに行ったものです。昨年家族で、スキー
ジャム勝山にスキーに行ってその足で大野市内の観光もしました。
大野は素敵な街ですので、これからもがんばってください。

○ 娘の主人が福井県出身で何時も応援しております。冬場は大変でしょうが、頑張ってください。

○ 私を育ててくれた町、大野。帰省するたび、大野の温かさに癒されます。これからもずっと温かいふる
さとであってほしいと願っています。

○ 地元（大野市）が『ふるさと納税』を１つのきっかけとして、大野のすばらしい歴史や自然、食の魅力が
ますます全国に知れ渡っていくことを期待しております。ガンバレ、おおの！！

○ これからも、天空の城をはじめとした観光とうまいもんを中心に”ええとこやざ大野”をＰＲして下さい。
大野は、自慢のふるさとです。これからも応援します。

○ 以前食べた大野のコシヒカリが大変おいしかったです。

○ 父の出生地、大野市の益々のご発展を祈念しております。

○ 自然と食べ物と人柄が魅力的な大野、頑張ってください。

○ 大野市出身の父が大好きなホルモンです。足が悪くなりなかなか実家に帰れなくなった父に食べさせ
たいです！

○ 自然が豊かで食べ物も美味しかったです。とても安らげる土地でした。より素敵な地域になるよう応
援しています。

○ 大野の特産を活かして頑張ってください。

○ 以前、大野の朝市で里芋を買い、すごく美味しかったので是非応援したいと思い申し込みました。

○ 自転車の旅で訪れました。御清水や越前大野城からの風景など、とても素敵な街で、また行きたいと
思っています。町おこし、頑張ってください。

○ 越前大野は以前に訪問したことがあり、静かで落ち着いた素晴らしいところだと印象深い想い出が
残っています。もう一度訪ねたいと思っております。

○ 特色のある、素晴らしい産物をこれからも作っていってください。



○ 仕事などの関係で地元を離れてしまいましたが、やはり出身地に貢献したい想いはあります。過疎化
や人口減少など難しいことも多いとは思いますが、頑張ってほしいです。

○ これからも美味しいお米と里芋、お願いします。

○ 大野は親の出身地で私自身の出生の地でもあり成人するまでは頻繁に親の帰省で、今は1年に1度
程度墓参り等で訪れておりますので、自分自身にとっても故郷のように懐かしい土地です。その場所
が自然豊かに安泰の場所であることは、大野市外で生活している者にとっても大きく見守らているよ
うな心強さにつながっていると思います。この寄附が大野市のお役にたてば幸いです。

○ 福井県に仕事でよく出張します。昨年初めて、大野市に寄付をさせていただきました。
最初はお礼の品で選んだのですが、送られてきた、地域の紹介などを見て、一度訪れてみたいと思う
ようになりました。
ふるさと納税には賛否両論ありますが、私のように寄付を通じて地方のおかれている状況や、その地
域に興味を持つ人も多くいると思います。都市と地方の交流のきっかけにもなると思います。これか
らも、頑張ってください。

○ 両親の故郷で、何度も訪れています。
行くたびに日本の古きよき文化を感じさせていただくとても大好きな場所です。

○ 大好きな故郷なので応援してます！

○ 25年ほど前に学生で丸岡町に住んでいました。大学の実習で大野市にお世話になりました。その時
の地域の皆様には大変温かくしていただき、心より感謝しています。現在は愛知県で仕事をしていま
すが、大学を卒業した後も何度も大野市に訪れています。いつまでも応援しています。

○ 僕の家内が、大野市出身です。
大野市は、僕の第2の故郷ですので、素晴らしい街づくりを今後もよろしくお願いいたします。

○ わずかな額ですが、お役に立てばと思っています。
里芋は、福井のアンテナショップで購入したことがあります。大変おいしかったので、こちらに納税す
ることにしました。おいしい里芋、楽しみにしています。

○ 以前城祭りで伺ったときに、　お清水のお水が冷たくとても美味しくて感動しました。

○ 昨年夏に訪れ、きれいな水を大切に保存している様子に感銘を受けました！

○ 大野に住んでいる方々、頑張って素敵な町にして下さい。
少額ではありますが、ふるさと納税にて、地元への貢献をさせて頂きます。

○ 福井和泉スキー場は大好きなスキー場のひとつで、毎年通っています。昨年は雪不足で大変だった
でしょうが、これからも頑張ってください。

○ 人も水も食べ物も、とても素敵な大野市、また遊びにまいります。

○ ふるさと納税の返礼品（地域の商品やサービス）を受け取ることで、地域の企業を応援できるのでは
ないかと考え、少額ですが寄付させていただきました。
大野市さんの返礼品は地域の商品等がとても充実していると思いました。
今後も、魅力的な商品等を増やしていただくことで地域にお金が回る仕組み作りを進めていただけれ
ばと思います。

○ ご縁をうれしく思います。大野市の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

○ 大野の水が大好きです。ずっと守ってほしいです。

○ 生まれ育った大野の地、自然も人の心も豊かな大野が大好きです。今は京都から応援しています。

○ 大野市のご発展を願います。微力ながらこれからも応援したいと思います。

～～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、お米や里芋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。


