
≪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30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

　　　　　　・　大野へかえろう事業

　　　　　　・　水への恩返し（Carrying Water Project）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 川西　英樹 東京都 高田　正則 大阪府

2 浅田　まゆみ 大阪府 岸 佐知子 東京都 田沢　健次 東京都

3 朝日　進 福井県 北川　康弘 東京都 田中　一光 群馬県

4 北野　義孝 愛知県 田中　俊也 愛知県

5 喜多山　順 東京都 田中　昌治 東京都

6 飯田　賢治 愛知県 木下　真之 京都府 田中　大健 石川県

7 井尾　匡志 群馬県 日下　慶太 大阪府 田中　裕康 愛知県

8 五十川　太郎 福岡県 久保　伸夫 東京都 田中　洋之 千葉県

9 池田　友紀 兵庫県 久保　美穂 大阪府

10 石川　尚子 埼玉県 桑山　佳文 和歌山県

11 井田　元治 埼玉県 纐纈　道雄 愛知県 津田　貴志 愛知県

12 伊藤　輝夫 大阪府 小木　光世 福井県 土屋　卓義 愛知県

13 伊藤　由美 東京都 小島　誠一 愛知県

14 稲葉　忠喜 静岡県 小島　秀規 大阪府

15 植山　和正 青森県 小竹　一己 東京都 出村　龍夫 和歌山県

16 内山　理勝 神奈川県 小林　孝 千葉県 土井　利紀 神奈川県

17 江田　加奈 埼玉県 古室　浩明 群馬県 栃木　邦彦 東京都

18 大井田　隆 東京都 榊原　三七一 愛知県 長田　弘二 神奈川県

19 大谷　喜代子 愛知県 佐藤　篤 東京都 中森　健二 埼玉県

21 大西 裕介 京都府 佐藤　隼輔 静岡県 中谷　彰宏 千葉県

22 岡村　泰秀 京都府 三駄　寛之 東京都 永山　治 大阪府

23 岡本　圭三 大阪府 塩澤　涼子 神奈川県 那須野　玲奈 埼玉県

24 岡本　正雄 茨城県 焏徳　信康 神奈川県 南部　吉秀 石川県

25 小椋　義明 大阪府 庄村　光彦 長野県 西野 誠一 千葉県

26 尾㟢　清和 大阪府 白井　裕子 東京都 西村　一紀 愛知県

27 尾崎　伸宏 埼玉県 申  東奎 石川県 野村　博道 福井県

28 笠原　章宏 神奈川県 新屋敷　博之 愛知県 長谷川　薫 千葉県

29 片渕　真樹 神奈川県 鈴木 浩道 埼玉県 花野　哲也 京都府

30 加藤　裕充 神奈川県 鈴木　康紘 福井県 羽生　隆英 大阪府

31 金田　正男 新潟県 関戸　悦男 愛知県 馬場　伸一 東京都

32 神谷　明倫 神奈川県 Song Xuan 東京都 濱田　良司 三重県

33 川田　恵嗣 福井県 髙岸　尚子 大阪府 林　侑希 新潟県

34 川戸　耕佑 京都府 高田　秀子 神奈川県 平内　勝彦 福井県
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。

David Andrew
Elligott

東京都

Daniel Gozzo
Campanha

東京都

Alexander Motoyoshi
Taniyama Bull 東京都

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30年4月1日　～
　　　　　　　　平成31年3月31日

寄附件数

1,489件

寄附金額

31,613,000円



寄附者のお名前 都道府県名

35 広瀬　淳雄 栃木県

36 福田　貞雄 茨城県

37 藤井　昭 京都府

1 藤沢　貞夫 愛知県

2 藤田　一仁 静岡県

3 星野　美樹 福井県

4 本多　博一 福岡県

5 前田　直子 東京都

6 牧元　正 大阪府

7 松原　啓治 東京都

8 松村　武利 東京都

9 水上　義博 大阪府

10 宮澤　信二郎 千葉県

11 村岡 浩紀 東京都

12 村上　昌也 大阪府

13 村下　侚刑 岐阜県

14 森田　俊平 東京都

15 森永　重徳 神奈川県

16 安田　隆士 千葉県

17 矢部　健次 滋賀県

18 山内  寛紀 神奈川県

19 山内　寛紀 神奈川県

20 山際　昭雄 滋賀県

21 山口　茜 熊本県

22 山崎　薫 愛知県

23 山﨑 雄次 京都府

24 山下　義智 東京都

25 山田　茂 福岡県

26 山村　寛 埼玉県

27 与口　英明 神奈川県

28 吉澤　しのぶ 埼玉県

29 吉田　智洋 大阪府

30 芳野　真理 東京都

31 若杉　謙一 福井県

32 枠元　孝夫 千葉県

33 和田　龍善 東京都

34 渡辺　聡 愛知県
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※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。

○ 今年の大雪は大変でしたね。毎年里芋を楽しみにしております。

○ 生まれ故郷に少しでも役立ててほしいです。
大雪で大変でしたね。遅くなってすみません。

○ 大野市出身です。いつも帰るのを楽しみにしています。

○ 今年の冬は大変でしたね！
皆さんの結の心でこれからも頑張ってください！！
応援しております！！

○ 水が綺麗な大野市。いつまでもその綺麗さを保って、美味しいものを作ってください。

○ 夏休みに大野のまちを通過するだけのことが多いのですが、きれいな良いまちと思います。
雪が多く大変でしょうが頑張ってください。

○ お隣の勝山出身ですが、細かいことはともかく、頑張れ大野、頑張れ勝山！です。
京福電車（当時）が勝山で止まって大野まで行かなくなったのがいまだに寂しいです。

○ たくさんの子供たちが、元気に成長できる環境に、微力ながら応援させてください。

○ 福井市出身ですが、大野へは子供のころ親とよく山登りに行きました。
大野の取組みを応援しています！がんばってください。

○ この冬の大雪には本当に心が痛みました。
私の両親、親せきは大野出身で私も小３までは横町に住んでいました。
雪の経験をしていますが今、大阪はぜんぜん雪がみられまん。どうしてこうも違うのか。
申し訳ないのですが雪景色がなつかしく、見たいと思うことがあります。
子供の頃から、焼きサバが大好きでした。

○ 大野市のおそばやさんのレベルが高い。
またおそばを食べに行きたいです。

○ ５月に初めて訪れました。とても素敵な水のまちでした。
ほんの少しばかりですが、よりよいまちづくりにお役立てください。

○ 大野の美味しい里芋、楽しみにしています。
いろんな形で、福井を応援しています。

○ 母のふるさとの近くで、生前は大野の里芋を楽しみにしていました。
またこの味を頂けるのが嬉しいです。

○ 今年の２月の大雪被害の地に心ばかり納税しようと思っていました。
里芋の産地ということを今回知りました。親しみを持って応援できたらいいなと思います。

○ 大野市の出身です。毎年墓参りに行ってます。
水がおいしく、お米もおいしく大好きです。

○ これまでも頑張っておられますが、さらに地下水保全活動に努めてください。

○ 最近よくテレビで大野が紹介されており、大野の皆さんの努力に感心しています。

○ 大野市出身です。大野市を離れて何年もたってしまいましたが、米と醤油だけはいつも送ってもらっ
ています。
人口減少で市政も大変だと思いますが、頑張ってください。

○ 今度、観光で訪れてみたいです。

○ 高校まで大野市にお世話になりました。大野市の発展に期待しています。

≪応援メッセージ≫



○ 父親の実家がある街です。伝統も大切にしつつ住みよいまちづくりをがんばってください。

○ 自然災害の頻発や天候不順でご苦労なさることもあると思います。頑張ってください。

○ 初めて申し込みます。ピロール農法は初めて知りました。楽しみです。
これからも頑張ってください！

○ 子どもの頃、福井市に住んでいた時期があり、福井県は第二の故郷のように感じています。
大野へは、スキーなどで複数回訪ねたことがあります。まちづくりに役立ててください。

○ 親戚が福井県在住で、里芋のおいしさは知っています。
頑張ってください。

○ 女性市長ガンバレ！！

○ 美しい自然と美味しい水、お酒、食べ物をいつまでも提供できる大野市であってほしい。

○ なんだか大野市の里芋がとても食べたくなり申し込みました。
里芋、楽しみです。これからも頑張ってください。

○ 山歩きや町歩きに時々訪れます。しっとりとしたよいまちです。
まちづくりに役立てばと思います。

○ 以前に知人からいただいてとてもおいしい里芋でしたので、寄付させていただきました。

○ 上庄の里芋を贈って頂いてからのファンです。
市域も広がったので、ドライブ旅行で大野市のいろんな所を訪ね、美味しい物を頂きたいと思ってい
ます。

○ 豊かな自然、いつまでも守り続けてほしいです。

○ 大野のおいしい水と空気で育った里芋　毎年楽しみにしています。

○ 昨年に引き続き寄付させていただきます。
わずかではありますが、何かのお役に立てれば幸いです。

○ 大野市には年１〜２回お世話になっています。行くとホッとします！

○ 人の流入が増えるような、魅力的な街であってください！

○ 中京大野会会員からの応援です。
大野の農産業振興に少しでもお役に立てますよう！

○ 大野市の良さをいつまでも！

○ ふるさとがただの観光地にならないような、素敵なまちになることを願っています。

○ 地元大野を離れ京都に暮らして随分となります。
実家に帰省した際スーパーで購入した商品が、あまりに香り良く美味しかったのでお土産にさせて頂
いたところ、大変好評でした。誇れる地元の一品です。
これからも大野の素晴らしい大自然を生かし、真面目に美味しい物作りをされる事を期待しておりま
す。

○ 福井県には、学生時代お世話になりました。
上庄の里芋は、本当に大好きです。

○ 大野市出身です。今年も寄付いたします！

○ 大野市に生まれ育ち東京に出てもう50年が経ちますが、冬の大雪に商店の前が雪で二階まであり店
に入るのに雪の階段を下りた事が思い出に鮮明に残っています。
この冬の大雪をテレビで見て懐かしく感じました。
頑張れ大野市。

○ 今年も雪の季節ですね。沢山降りすぎませんように…
小額ですが、まちの環境を守るために役立ててもらえたらうれしいです。



○ 福井県出身ですが、大野へは数回しか行ったことがありません。
来年は遊びに行きたいと思います。

○ 美しい自然と街並みを維持してください。

○ 大野で大きく育ててもらいました。今は老後の生活を楽しんでいます。
天空の大野城は見たことがないですが、亀山のふもとの高校では青春時代を送りました。
時々放映される大野の様子に懐かしさを感じています。
人口減少の時代ですが、頑張ってください。いつも応援しています。

○ 大野で産まれ育ち、離れました今も自然豊かな大野が大好きです。
子育てがしやすいまちになるよう役立ててください。

○ 大切なふるさとの皆さんが幸せに暮らせますように願っています。

○ いつもおいしい里芋をありがとうございます。
農家の方にがんばっていただきたいと思います。

○ 福井市出身ですが、母方の実家がある大野にはとても馴染みがあり、大好きなまちです。
昔ながらの良いところを残しつつ活気のあるまち作りのために役立ててください。

○ 私の妻が大野市出身です。がんばってください。
美味しいお米が食べたいです。

○ 子供達が生き生きと育つ大野にしてください。

○ こちらの里芋は最高です。

○ 昨年の今頃、久々に訪問しました。トンネルを抜けると越前大野城が！
懐かしいまちです。いつまでも、観光地ずれしない大野でいてほしいです。

○ 昨年、大野市へふるさと納税をさせていただき、里芋を送ってもらいました。
その里芋が今まで食べたことのないくらい大変おいしかったです。
ですから今年もよろしくお願いします。
大野市はきっと自然豊かなところで、生産者の方も愛情をこめて育てておられるので、このようなおい
しい里芋ができるのだろうと思います。
これからも、頑張ってください。

○ 応援しています。帰りたいです。

○ 荒島岳の整備有難うございます。今後も大自然の管理をお願いします。

○ 大野を離れて45年以上たちますが、いつまでたっても大野の人間だと思っています。

○ 娘が、里芋が大好きで毎年申し込んでいるようですが、今年は使い果たしたと頼んできました。
そんなに美味しいならと大切な方へもプレゼントしようと思いお願いしました。

○ 気持ちばかりの寄付ですが、役立ててください。

○ 一度旅行で訪れとてもいいところだと思いました。
知り合いが作ってくれた上庄の里芋煮が美味しかったので自宅でも作ってみたいと思います。

○ 特産品を送って頂きありがとうございます。おせちに使えたらうれしいです。
一段と寒くなりました。大野市の皆さん、風邪などひきませんよう、お体をご自愛ください。

○ 大野市の自然、歴史、様々な資産を観光や産業に活用し、まちが活性化していくことを願っていま
す。

○ 生まれ育った大野のことをいつも想っています。

○ 高校卒業してちょうど５０年になります。
遠くに離れていても、荒島岳と飯降山がまぶたに浮かびます。

○ まちづくり頑張ってください。
高校までお世話になった大野に少しでも貢献できればと思っています。



○ 大野市出身です。もっともっと大野市が発展しますように。

○ 帰省するとホッとします。
都会には無い良さを活かしてがんばれ大野市！

○ 私の産まれた故郷です。祖父母、両親の故郷です。姉も小学校に通っていました。
大野城下の街は様変わりしてしまいましたが、いつまでもあの当時の風景は忘れません。間違いなく
故郷です。

○ 雑誌「ソトコト」の「みずコト」アカデミーで、大野市湧水再生対策室と恩返し財団の方々のお世話にな
りました。
この寄付が大野のお役に立てば幸いです。

○ 母の生まれ故郷で何度も訪れています。
食べ物もおいしく、景色のきれいな大野をこれからも応援しています。

○ いい作物を作り続けてください。

○ 義母が大野市出身です。
今は大阪在住ですが、大野愛は健在です。

○ 花垣の大ファンです。2回目の申し込みですが、とても楽しみにしています。

○ 城下町として、益々の素晴らしいまちづくりを願っています。

○ おばあちゃんが住んでいましたが、今はお墓参りにしか行けていません。
小さいころに食べさせてもらった上庄里芋、井戸水、まっかうりの美味しさが忘れられません。

○ ゆっくりした時間が流れる地元大野に、帰省のたびに癒されています。

○ 干し椎茸本当に美味しいです！
これからも素敵な特産品を作っていただけたらと思います。
福井は寒そうですので、どうぞご自愛ください。

○ いつか行ってみたいです。応援しています。

○ 大野市出身です。できるだけ大野市にふるさと納税するようにしています！

○ 先日伺ってから大野がとても好きになりました。
人も優しく、土地も美しく、大切にしていってほしい日本の風景です。

○ 以前旅行で買った肩たたき棒が大野市のものをあとで知り、愛用しつつ親しみを感じています。

○ 昨年訪れました。とても印象に残る素敵なまちでした。

○ ５月の連休に帰ります。水も食べ物も美味しくて、最高のふるさとです！

～～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。


