
≪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２９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

　　　　　　・　天空の城誘客宣伝事業

≪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 相澤　大輔 神奈川県 石崎　慶太 福岡県 大石　明伸 北海道

2 相田　亮 神奈川県 石田　浩二 神奈川県 大川　和宏 千葉県

3 相茶　省三 北海道 石塚　宣道 東京都 大島　和行 愛知県

4 青木　和夫 茨城県 石塚　博一 福井県 太田　則一 愛知県

5 青木　晴美 福井県 石本　宏明 東京都 太田　義一 京都府

6 赤塚　善一 東京都 石山　龍治 大阪府 大瀧　修治 富山県

7 赤松　宏樹 東京都 市野　諮 神奈川県 大塚　恒郎 東京都

8 秋本　晋吾 神奈川県 市橋　健司 東京都 大月　英幸 京都府

9 浅田　まゆみ 大阪府 市村　啓介 神奈川県 大野　晃 東京都

10 浅野　陽一 神奈川県 伊藤　伸一 愛知県 大野　敏明 神奈川県

11 朝日　進 福井県 伊藤　輝夫 大阪府 大場　拓馬 静岡県

12 畦地　徹 愛知県 伊藤　寛之 東京都 大羽　里佳 愛知県

13 安達　孝男 愛知県 伊藤　文佳 東京都 岡垣　真里 京都府

14 足立　千尋 東京都 伊藤　洋祐 千葉県 岡﨑　一 神奈川県

15 足立　光弘 神奈川県 糸数　沙枝 愛知県 岡田　一夫 神奈川県

16 穴田　敬雪 埼玉県 伊奈山　厚 東京都 岡田　美治 石川県

17 阿部　正和 大阪府 井上　裕雄 東京都 岡本　正雄 茨城県

18 天谷　幸子 神奈川県 井上　陽子 茨城県 小川　広三 広島県

19 新井　永成 福岡県 井部　良江 東京都 小川　健之 千葉県

21 荒木　美奈子 神奈川県 岩永　純平 兵庫県 小川　学 東京都

22 荒西　義高 静岡県 岩本　亞里 東京都 沖　哲也 東京都

23 有坂　卓也 東京都 岩本　敬明 東京都 沖元　英格 兵庫県

24 蟻馬　浩史 京都府 植田　修 静岡県 奥田　彰洋 富山県

25 飯田　有沙 北海道 上野　裕樹 千葉県 小倉　哲雄 東京都

26 井尾　匡志 群馬県 魚津　知克 兵庫県 小椋　義明 大阪府

27 池田　潤 滋賀県 内田　潔 石川県 尾崎　元昭 愛知県

28 池田　友紀 兵庫県 内田　由美子 東京都 小田部　誠 埼玉県

29 生駒　俊行 東京都 内山　理勝 神奈川県 小野　茂 千葉県

30 生駒　尚久 愛知県 宇野　総一郎 東京都 小野　真裕美 東京都

31 伊佐　真一郎 東京都 梅沢　有希奈 北海道 小野寺　進 神奈川県

32 石井　正悦 大阪府 江川　剛 東京都 小針　隆幸 千葉県

33 石井　美津江 東京都 榎　真美子 秋田県 恩田　良貴 東京都

34 石川　賢一 埼玉県 江守　敏幸 埼玉県 柿本　理津子 兵庫県

35 石川　尚子 埼玉県 老田　武志 奈良県 笠原　章宏 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。

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29年4月1日　～
　　　　　　　　平成30年3月31日

寄附件数

1,104件

寄附金額

25,071,000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 楫野　知道 北海道 倉林　健二 千葉県 塩谷　弘毅 兵庫県

2 片桐　とみえ 愛知県 栗原　晃一 神奈川県 重富　さおり 愛知県

3 勝川　恒平 東京都 黒羽　清美 埼玉県 嶋田　泰嗣 石川県

4 勝野　敬康 埼玉県 桑原　俊之 静岡県 清水　敬大 熊本県

5 加藤　裕充 神奈川県 桑山　佳文 和歌山県 清水　理和 大阪府

6 加藤　三紀彦 岐阜県 鯉江　好弘 愛知県 下中　秀二 兵庫県

7 金子　知弘 東京都 小泉　浩 東京都 焏徳　信康 神奈川県

8 金田　直樹 石川県 纐纈　道雄 愛知県 庄村　光彦 長野県

9 鎌田　正子 香川県 上月　雅友 大阪府 白井　裕子 東京都

10 上村　哲司 東京都 小木　崇永 福井県 城山　かおり 東京都

11 神谷　明倫 神奈川県 小暮　智 東京都 申　東奎 石川県

12 河合 良作 石川県 越塚　琢哉 東京都 新貝　元 兵庫県

13 川岸　一成 大阪府 越水　陽太郎 東京都 杉江　進 東京都

14 川口　行雄 神奈川県 小竹　俊郎 兵庫県 杉本　絵美 埼玉県

15 川島　幸雄 福岡県 古鉄　将裕 京都府 鈴木　博之 福井県

16 川瀬　智彦 岐阜県 小林　幸子 千葉県 鈴木　衛 静岡県

17 川本　成彦 東京都 小林　伸昭 埼玉県 住友　博輝 神奈川県

18 菊池　能理子 東京都 小宮　武 東京都 関井　肇 埼玉県

19 菊本　信治 千葉県 小和田　浩 静岡県 高尾　勝美 大阪府

20 菊谷　晋吾 千葉県 近藤　重幸 神奈川県 高木　直幸 兵庫県

21 岸山　修 東京都 齋藤　暖生 山梨県 高木　勝 東京都

22 北　公子 石川県 酒井　秀男 北海道 高嶋　俊雄 東京都

23 北尾　公一 大阪府 酒井　好夫 東京都 高田　康次 大阪府

24 北川　貴也 愛知県 酒井　良至 大阪府 高波　万里子 神奈川県

25 北川　康弘 東京都 坂尾　幸俊 静岡県 高野　博子 京都府

26 北島　正悟 神奈川県 榊原　千枝子 愛知県 髙橋　公一 埼玉県

27 北田　大悟 石川県 榊原　三七一 愛知県 高橋　正男 神奈川県

28 北野　義孝 愛知県 坂崎　絢子 東京都 高橋　洋一郎 東京都

29 喜多山　順 東京都 坂巻　宏亮 千葉県 武市　光博 神奈川県

30 北山　太市郎 福井県 作田　英信 石川県 竹腰　信人 和歌山県

31 北山　吉彦 神奈川県 櫻井　茂樹 東京都 武田　明久 愛知県

32 吉川　秀昭 北海道 笹川　裕介 神奈川県 田澤　元 神奈川県

33 木下　真之 京都府 佐々木　有美 大阪府 田嶋　晴樹 東京都

34 木下　正美 兵庫県 佐藤　篤 東京都 田代　美実 神奈川県

35 木村　彰宏 東京都 佐藤　恵次 大分県 多田　幸子 大阪府

36 木村　信二 千葉県 佐藤　俊 青森県 龍川　優 東京都

37 金　美齢 東京都 佐藤　隆裕 埼玉県 立平　良三 神奈川県

38 日下　慶太 大阪府 佐藤　時雄 埼玉県 田中　英治 兵庫県

39 楠　諭 神奈川県 佐藤　俊昭 神奈川県 田中　一博 広島県

40 楠部　裕子 和歌山県 佐藤　雅和 埼玉県 田中　淳 東京都

41 楠本　富士子 東京都 澤田　圭佑 東京都 田中　秀明 千葉県

42 工藤　英之 東京都 澤田　允宏 大阪府 田中　英樹 広島県

43 久野　裕規 岐阜県 澤部　鉄弥 滋賀県 田中　洋之 千葉県

44 久芳　靖 神奈川県 三駄　寛之 東京都 田中　祐吉 神奈川県

45 久保　伸夫 東京都 参鍋　光男 大阪府 田中　由里 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 田中　里枝 東京都 中村　公一 愛知県 原田　寛規 東京都

2 田部　庄栄 大阪府 中村　譲 福岡県 日高　弘毅 千葉県

3 玉井　信光 東京都 中村　領 北海道 日野　和好 大阪府

4 玉川　真 兵庫県 中谷　彰宏 千葉県 日野　淳照 石川県

5 玉村　雄次 愛知県 永山　治 大阪府 平澤　達夫 東京都

6 田宮　弘志 東京都 中山　博志 埼玉県 平野　哲司 大阪府

7 田村　美津雄 福井県 夏山　政巳 奈良県 平野　雅敏 愛知県

8 塚本　民雄 大阪府 納谷　良介 東京都 広瀬　淳雄 栃木県

9 塚本　守之 石川県 奈良　くるみ 兵庫県 廣瀬　鮎美 東京都

10 辻　寛和 京都府 成島　慶美 東京都 福井　啓之 東京都

11 辻　博文 大阪府 南部　尚史 大阪府 福澤　良彦 愛知県

12 辻本　宗央 東京都 西沢　拓也 沖縄県 福田　恵子 兵庫県

13 津田　学洋 千葉県 西嶋　博司 石川県 福田　貞雄 茨城県

14 土屋　卓義 愛知県 西野　誠一 千葉県 福田　裕之 埼玉県

15 筒井　隆代 大阪府 西村　一紀 愛知県 福本　英利 大阪府

16 積田　俊雄 東京都 西村　圭史 秋田県 藤井　好美 福井県

17 出口　学 大阪府 布川　朝雄 東京都 藤浦　達弥 兵庫県

18 出村　龍夫 和歌山県 野﨑　順平 東京都 藤田　篤 京都府

19 寺本　嵩 京都府 野澤　明弘 長野県 藤田　逸郎 東京都

20 天井　周 東京都 野住　幸広 埼玉県 藤田　一仁 静岡県

21 堂　奈美子 東京都 野田　浩人 東京都 藤山　昇 神奈川県

22 徳山　孝仁 香川県 野村　博道 福井県 藤原　律子 大阪府

23 土蔵　千里 東京都 野村　和生 神奈川県 古川　理恵子 栃木県

24 栃木　邦彦 東京都 萩原　貴子 東京都 古橋　真美 東京都

25 登美川　寿夫 兵庫県 橋爪　徳和 大阪府 許　智栄 沖縄県

26 富田　浩司 東京都 橋本　哲夫 石川県 星野　美樹 福井県

27 富山　郁代 東京都 長谷川　洋一 兵庫県 星野　幸博 福井県

28 富山　雅樹 東京都 長谷部　大地 新潟県 前田　一博 福井県

29 鳥海　哲郎 東京都 長谷部　濤 東京都 前田　悟 京都府

30 鳥山　正樹 東京都 畑辺　祐之 神奈川県 前田　直子 東京都

31 鳥山　泰宏 新潟県 服部　直幸 滋賀県 牧野　恵実 千葉県

32 中井　悟 埼玉県 服部　英司 奈良県 槇納　一博 大阪府

33 中川　直樹 神奈川県 羽生　隆英 大阪府 牧野　一馬 兵庫県

34 中川　博行 奈良県 羽根田　洋 神奈川県 真実　修 大阪府

35 中川　亮 東京都 馬場　伸一 東京都 松岡　優 大阪府

36 中澤　博一 兵庫県 馬場　泰行 東京都 松島　宏和 東京都

37 中澤　正彦 東京都 馬塲　雄造 大阪府 松田　健太郎 富山県

38 中島　孝雄 大阪府 濱田　良司 三重県 松田　紗代 三重県

39 長嶋　隆一 和歌山県 林　一樹 京都府 松田　徹 大阪府

40 長田　弘二 神奈川県 林　和也 兵庫県 松村　武利 東京都

41 中田　博一 兵庫県 林　星児 岩手県 松村　哲好 宮城県

42 中西　重裕 大阪府 林　侑希 新潟県 松村　有紀子 東京都

43 中村　彰将 千葉県 原　慧多 兵庫県 松本　慎也 石川県

44 中村　絵理子 兵庫県 原　孝一 東京都 松本　貴弘 大阪府

45 中村　健 神奈川県 原田　英典 千葉県 松本　将也 兵庫県

※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

1 松山　明美 神奈川県 山本　雅巳 山梨県

2 三浦　とみよ 神奈川県 山本　庸介 福井県

3 三浦　祐理子 神奈川県 湯川　正頼 大阪府

4 三浦　陽介 静岡県 与口　英明 神奈川県

5 三上　二郎 東京都 横島　桃子 神奈川県

6 三品　鉄路 神奈川県 吉江　正隆 富山県

7 水上　義博 大阪府 吉岡　晃 奈良県

8 峰松　ユキヱ 兵庫県 吉川　徹二 京都府

9 美濃島　秀美 愛知県 吉川　弘一 東京都

10 三原　拓也 千葉県 吉澤　伸夫 東京都

11 宮岡　広英 福井県 吉田　明 東京都

12 宮越　利之 岡山県 吉田　英次 北海道

13 宮崎　浩平 京都府 吉田　照雄 東京都

14 宮澤　信二郎 東京都 吉田　智美 東京都

15 宮元　康一 東京都 淀川　祐紀 千葉県

16 妙願　雅俊 石川県 米津　千尋 東京都

17 三好　順子 兵庫県 若杉　謙一 福井県

18 三好　正二 宮崎県 枠元　孝夫 千葉県

19 向井　晴昭 神奈川県 和田　喜多朗 東京都

20 村上　昌也 大阪府 和田　耕一 大阪府

21 村瀬　政彦 愛知県 和田　龍善 東京都

22 村田　憲司 埼玉県 和田　吉晴 東京都

23 村田　幹雄 福井県 渡辺　桂介 神奈川県

24 村山　英樹 栃木県 渡邊　章範 大阪府

25 村山　龍一郎 神奈川県 渡邊　由香利 愛知県

26 目黒　淳一 神奈川県

27 森下　慎也 東京都

28 森永　重徳 神奈川県

29 門前　亮一 石川県

30 八重本　幸三 広島県

31 安川　武志 東京都

32 安川　直樹 京都府

33 安田　隆士 千葉県

34 八代　和彦 愛知県

35 柳川　薰子 東京都

36 矢部　健次 滋賀県

37 山川　龍吾 大阪府

38 山口　悠 茨城県

39 山崎　薫 愛知県

40 山下　幹雄 愛知県

41 山田　昌宏 兵庫県

42 山田　惠信 埼玉県

43 山中　章貴 東京都

44 山本　薫 京都府

45 山本　貴史 愛知県

※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。

○ 以前勤務していた大野市には特別な思いがあります。
いつまでも暖かな人情ある奥越情緒を残していただけたらと思っています。

○ 1960年に中竜で生まれました。1歳の時から大阪に引っ越し、すっかり関西の人間ですが、親せきが
ずっと大野市内に住んでおり、子供の頃には毎年夏休みになると祖父のところへ帰省して真名川で
遊んでいました。
少しでも大野市のお役に立つことがないかと思い、ふるさと納税をさせていただきました。

○ 大雪で大変ですが、春はすぐそこですので、厳しい冬を乗り越えて下さい。

○ 一昨年ですが、越前大野城を訪れた際本当に親切にして頂きました。
城山の登り口がわからず、介護の仕事をされていた女性の方に道を尋ねた所、車で送って頂き、又、
市内を観光していた時駅まで送りましょうと車を止めて訪ねて頂きました。お店の方や道を尋ねた方
全ての方が本当に親切で旅行した中で１番の思い出の地となりました。ほんの少しですが大雪で大
変と聞き送らせて頂きます。 有難うございました。
後少しで春がやってきます。頑張って下さい。

○ 水をいつまでも大切に守ってください。

○ 今年は豪雪でみなさま大変な思いをされていると思います。少しでも応援できればと思っております。

○ 坂井市の親戚から、上庄の里芋を何十年も送ってもらっています。
雪の被害の一助になれば、と願っています。

○ ふるさと納税を通じて、福井県大野市にすばらしい里芋があることを知りました。
昨年度に続いて、今回はまた違う農家さんの里芋を選びました。
ふるさと納税はこのような特産品を広く知ってもらう機会にもなっていると思います。
地域産業の活性化にお役立ていただければ幸いです。

○ 昔、祖母が大野におり、遊びに行っていました。大野の里芋は日本一ですね。

○ 水のきれいな大野市、いつか訪れたいと思っています。
環境の良さを保って頂きたい。

○ 大野市ではありませんが、母のさとが福井県で、よく里芋や塩ウニ、焼き鯖をいただいていました。
母も高齢となり、さとの親戚も代替わりし、上庄里芋食べたいと思ってもかなわず。ふるさと納税万歳
です。

○ 昔の風情を忘れない魅力あるまちづくりを期待します。

○ 今年Uターンで大野にもどってきた者です。収入が少なく、住民税の納付を通じて大野市に貢献でき
ないので、ふるさと納税を使って少額ですが寄付いたします（返礼品は不要です）。頑張れ大野！俺
も頑張る！！

○ 大野の外に出て、大野のよさを改めて感じます。大野へ帰ろうプロジェクトなど、新しい取り組みが始
まっているのをみてとても嬉しく思います。

○ お盆やお正月には、大野でお世話になっています。
色々なイベントに参加させてもらっています。
大野、頑張れ！

○ 父親が大野市の出身で、何回か訪れたことがありあす。
とても良いところで、応援したいと思います。

○ 大野市の「御清水」がおいしくて印象的でした。ペットボトルに入れて少し持ち帰ったくらいです。また，
大野城や街並みも素敵でした。遠くてなかなか再訪できませんが，街の発展を応援いたします。

○ 大野は以前仕事でよく訪れていました。とても自然の美しい大好きな場所です。もっと県外の人にも
訪れてほしいと思います。

≪応援メッセージ≫



○ 大野市のサイトの写真がとても綺麗で、職場の人にも見せました。すごくきれい、良いところだねと熱
心に写真を見る職場の人を見て、地元を誇らしく思いました。
大野市がこれからも自然豊かで、穏やかな所であれば嬉しいです。

○ 大野市を離れて30年になります。綺麗な自然と美味しい空気と水をいつも恋しく思っています。これか
らも活気のあるまちづくりが続くよう遠くからですが応援しております。

○ 日ごろから、大野の日本酒を好んで飲んでいます。これからも、美味しいお酒を造り続けて下さい。

○ 自然豊かな山々を楽しませていただいています。
これからも自然を大切にする地域でいてください。

○ 離れていても応援しています。頑張ってください。

○ 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。

○ 懐かしい大野です。いつまでも美しいふるさとであってほしい。

○ 大野市に今年初めて伺いました。街並みがきれいでゆっくりしていて、良かったです。
里芋を友人から、最近は毎年いただきます。里芋の美味しさに感動しました。周りの友人に配り少なく
なったので、購入したいと思いました。

○ 友人が御市ではありませんが福井に住んでおり、何かと気になる場所です。いつか行ってみたいと思
います。ふるさと納税も何かのご縁、どうぞ頑張ってください。

○ 大野市の美しい自然が大好きです。
今は仕事の関係で離れてしまいましたが、帰省して四季折々の風景をみるのがいつも楽しみです。
そんな自然を守るために少しでもお役立ていただければ幸いです。

○ 自然豊かな大野の良さを多くの人に知っていただけるよう、これからもがんばってほしいと思います。

○ 幼少のころから大野の上庄里芋のファンです。これからも食べたい味の１つです。応援しています。

○ 大野の静かなのんびりしたよさが、いつまでも残っていますように。
いつまでもこころのふるさとです。

○ 石川県に帰省する際、大野市の朝市に立ち寄るのを楽しみにしています。朝から活気のある町こそ
が、その地域が輝いているのだと実感しています。これからも、町全体が活気づいていくことを楽しみ
に、立ち寄らせていただきます。

○ 昨年、知人から、美味しい里芋を箱で頂き、大野市を知りました。
感激するほど、美味！
いっぺんにファンになりました。

○ 昨年いただいた里芋がとてもおいしくて、またお願いしたいと思い、寄附させていただきます。
今後も、おいしい里芋づくりをがんばってください。

○ 上庄の里芋は、本当に特別に美味しいと思います。
農家の方々には、いつまでも変わらない味を守り続けていただきたいです。

○ 旅行中飲んだ源平がとても美味しかったです。
醤油や酒の醸造所が後世に続いてほしいと思います。

○ 父が福井市出身で、いつも大野市を通って帰省しています。
美味しいお水、お酒、お蕎麦となんでも美味しいですし、七間朝市のおばあちゃんたちの笑顔が素敵
ですし、何度行っても新たな魅力溢れる町です。

○ 今週、何年振りかで大野に行ってきました。トンネルを抜け、杉木立を過ぎるとなんと！雪景色でし
た。一気に平野が広がり、大きく右にカーブしながらお城が近づく風景が夢に見るほど好きです。
いつまでも、観光地ずれしない大野でいてほしいです。

○ 大野の友達に送ってもらった里芋のおいしさにはまりました。

○ 父が、大野市の出身で、昨年から寄付をしています。ここのホルモンは父の大好物です。

○ 偶然食べた大野市のコシヒカリがとっても美味しく、また食べたいと思い選びました。



○ 先日大野を初めて訪れました。とても素敵な場所でした。特に里芋に感動しました。もっと沢山買えば
よかったと後悔していたので、このふるさと納税を思いつきました。知り合いにおすそ分けしようと思っ
ています。

○ 大野ののんびりした雰囲気よかったです。
人も食べ物も最高。

○ 夏に観光で初めて訪れ、越前大野城や街の雰囲気がとても気に入りました。秋にもう一度伺った時
には朝市物産まつりが開催され、楽しかったです。これからもずっと活気ある朝市を続けてください。
応援しています。

○ 焼きサバの存在は福井県の親戚を通じて昔知りました。あのおいいしい味を守ってください。本物の
味は地域を活性化します。

○ 農家の方のご苦労を感じながら頂いています。
これからも昨今の気候の変化もあり、大変でしょうが頑張ってください。
毎年、楽しみにしています。

○ 今年初めて大野を訪れて、父の言っていた里の良さを感じました。お醤油とお味噌が特に懐かしい味
です。ほんの少しですが、お役立ていただければ嬉しいです。

○ 美しい町ですね。朝市もよし、城もよし、そばもおいしい。これからもまちづくりがんばってください。

○ 大野市は7年前まで曾祖母が亡くなるまで住んでいました。とてものどかで良い町だと思います。少子
高齢化で大変かと思いますが、これからも住みやすい、良い町を保ち続けてください！

○ 昔、大野市在住の知り合いが毎年里芋を暮れに届けて下さっていたのですが、その方も亡くなって、
でも、あの里芋の味が忘れられなくて、、、、、。母が大変恋しがっていたので　このサイトで見つけて
大変嬉しく思いました。

○ 亡くなった祖父母の出身地で、何度かお墓参りで訪れたことがあり、大好きな場所です。遠くてなかな
か行けませんが、素敵な町であり続けますよう応援しています。

○ 子供が生まれる少し前に訪問しました。水がきれいで、食べ物が美味しく、歴史を感じさせる街でし
た。子供が成長したら再訪したいと思います。ささやかではありますが、観光振興・水環境保全にお
使いください。

○ 大野市の雰囲気が大好きです。益々良さを育てて下さい。

○ 大野の特産物を県外の人に食べてもらって、高評価をもらっています。今後も大野の良さを十分にア
ピールしてもらいたいと思います。ガンバって下さい。

○ 大野市出身の親戚がいます。きれいな水、きれいな空気、田舎のない私には故郷のような場所でし
た。いつまでも変わらずにいてほしいです。

○ 福井出身です。星山のホルモン大好きです！全国に広めてください！

○ 観光で訪れて昔ながらの日本の里山風景に癒されました。また行きたい土地です。自宅で郷土料理
作りに挑戦して旅行中を思い出したいです。

○ 大野市を第２の故郷の様に感じています。
御清水や天空の城など、風光明媚で観光資源が豊富な大野市を応援しています。

○ 昨年お米を申し込み大変美味しかったので、また申し込みました。

○ 故郷を離れて30年以上になりますが、歴史があり自然もすばらしい故郷を誇りに思っています。これ
からも大野市が発展できるよう頑張って下さい。

○ 大野市へは今年２度目の寄付をさせていただきます。
舞茸がとっても美味しかったです。

○ 大野の澄んだ空気と水のもとで育った九頭竜マイタケを楽しみにしております。福井県の他の市の出
身ですが、大野市を応援しております。いつも里芋をふるさと納税で選択しておりますが、九頭竜マイ
タケにちょっと魅力を感じて初めて申し込みいたしました。
僅かな寄付ですが少しでもお役にたてていただけたらと思います。



○ 去年は味噌とホルモンを頂きました。
大変おいしかったです。
醤油が気になっていたので今年はこちらを選択しました。

○ 毎年里芋を楽しみにしています。日本の誇る味だと思います。これからもおいしい里芋づくりお願いし
ますね。

○ 先月15年ぶりで大野を訪問しました。変わらず素晴らしい町でした。第二の故郷と勝手に思っており
ます。友人達の変わらない笑顔。また来年も戻りたいと思ってます。

○ 福井県には日帰り、泊まり合わせて何度も訪れたことがあり、今夏も永平寺には行ったのですが、大
野市や勝山市周辺には残念なことにまだ訪れたことがありません。でも周りで大野市を訪れたことが
ある友人や福井県出身の友人から水がとてもきれいなところだと聞いていつか行ってみたいと思って
います。
最近は越前大野城がテレビで取り上げられていたのを目にして興味を持っています。
わずかではありますがなにかのお役に立てれば幸いです。

○ 越前大野城、里芋、お酒、おそば、きんつばなど大野が大好きです。
いつまでも古き良き日本の風景残る大野であってほしいです。

○ 父の出身地の福井が元気であるといいです。
大野のお米を、何十年も取り寄せていますが、同郷の方から、里芋は美味しいと聞いているので、申
し込みました。

○ 新米の季節になると、故郷の大野のお米が食べたくてうずうずします。
大野がんばって！

○ 福井県の方から頂戴して美味しさと芋の質に驚きました。貴市上庄の里芋は日本一だと思っていま
す。些少ですが農業振興のお役に立ちますように。

○ 妻が大野市出身だったので応募しました！
毎年帰省の度に美味しい水とお米とそばと里芋を食べさせていただいております。僕は東京の生ま
れですが、大野が大好きになりました。
応援してます！

○ 大野の里芋を超える里芋には出会ったことがありません。毎年、お取り寄せしてます。
大野市には１０年ほど足を運んでませんが、おそらく記憶通りの風景なんだろうと思います（良い意味
で）。

○ いつまでも、おいしい空気、おいしい水、そして、おいしい野菜が食べられる場所でいてほしいです。

○ 自転車で旅して、楽しい思い出ができました。
御清水のお水、とても美味しかったです。
まちづくり、応援しています。

○ ふるさと納税をするようになって、大野市をよく知るようになりました。
是非訪れてみたいと思います。

○ 福井出身(鯖江市)です。こしひかりの中でも、大野のこしひかりは美味しいと思います。
大野市は、とんちゃんまつりや天空の城など話題が増えましたね。福井県民としてはうれしいです。

○ 大野市の自然に惹かれています。また秋に訪れたいです。

○ これからも清らかな水と空、そして緑豊かなふるさとを守っていって下さい。

○ 父親の実家があり、時々遊びに行っていました。朝市などに行くのが楽しみでした。

○ 8月1日水の日の日経新聞見ました。ちょっと感動しました。大野のお水は本当に美味しくて自慢です
から！

○ 今回で二度目になります。
水の綺麗な素敵な所のようですね。
いつか訪れてみたいです。

○ 福井を旅行して本当にお米とお味噌がおいしかったです。
自然豊かなところで、また訪れたいと思っています。



○ たまには、帰ります。大野の魅力を大事にしてください。

○ 同県民ですが、大野市は何よりも人柄が素晴らしいと思います。結の心でこれからもがんばってくだ
さい。

○ 大野を訪問させて頂き、とても良い印象を受けました。
真面目にここで暮しておられる方々の息遣いが感じられました。
そして食べ物も美味しかったです。

○ 貴市のご発展を祈ります。道路もきれいになり、昔とすっかり様変りしたようですね。
夫が大野市出身です。最近テレビでよく大野の事が放映され、喜んでます。

○ 昨年も上庄の里芋を暮れに戴きお正月のおせち料理に使った処とても好評で感謝しております。
冬場の厳しい寒さを乗り越え農作物も製作者の情熱も感じ美味しいものが出来ると思います。
気候に左右され御苦労も多いと思います。
これからは暑さに負けぬよう頑張ってください。

○ 農産物がとても美味しく、これも制作者の方のたゆまぬ努力あっての事と感謝です。

○ 近くに住む親戚に案内され、大野城と街並みを見学して帰ったところです。
とてもいいところでした。モダンな小学校も見学させて頂きました。お土産に里芋煮を買いましたが、と
ても美味しいので早速ネットでさがしました。
又お邪魔したいです。

○ 父方の祖母が大野市出身で以前訪れたことがあり、ボランティアガイドさんがとてもよくしてくれた。
ユニセフの冊子に大野市が東ティモールに水を提供との記事に感銘しました。

○ とてもおいしく楽しみにしています。この味を知ったらほかの里芋がたべられません。

○ 何かイベントがあるたびに大野市を訪れていますが、観光客が訪れやすいように、さまざまなイベント
を企画して大野市の観光を盛り上げてください。

○ ２０年前、福井市に住んでいました。６月の夜は週に何度も大野のやや山深くに蛍を見にいったもの
です。小さな川沿いに光のシャワーの如く蛍が乱舞する光景が忘れられません。
あの、蛍が生息できる環境をいつまでも継続してください。
私はもう一度あの蛍を絶対に見に行こうと思っています。

～～たくさんのメッセージありがとうございました～～

　このたびはあたた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いただくとともに、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。


