
≪寄附件数と寄附金額≫

≪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 上藤　正純 福井県 加藤　裕充 神奈川県

2 青山　英弘 福井県 江口　琢弥 愛知県 加藤　ゆり子 茨城県

3 赤塚　善一 東京都 江成　淳子 東京都 蟹江　賢治 愛知県

4 浅井　義之 神奈川県 大賀　肇 愛知県 金田　有紗 東京都

5 足立　真陽 東京都 大川　義弘 石川県 上窪　基郎 大阪府

6 渥美　絢 静岡県 大久保　敬一 福井県 川端　健太 東京都

7 天木　貴之 愛知県 大久保　祐司 神奈川県 川原田　宗市 大阪府

8 新井　潜 神奈川県 大里　学 東京都 河村　眞司 京都府

9 荒井　康成 石川県 大野　晃 東京都 菊元　栄治 栃木県

10 井尾　匡志 群馬県 大橋　由華 福井県 木島　隆俊 岐阜県

11 石川　尚子 埼玉県 大畑　幸史 千葉県 木勢　峰之 埼玉県

12 石川　智啓 北海道 大呂　康壽 愛知県 北川　康弘 東京都

13 石田　大 神奈川県 岡田　一平 東京都 北野　義孝 愛知県

14 石谷　優 千葉県 岡田　佳一 秋田県 喜多山　順 東京都

15 石原　知一 兵庫県 尾形　純 宮城県 喜多山　洋平 東京都

16 泉　治郎 神奈川県 岡本　圭三 大阪府 北山　吉彦 神奈川県

17 伊勢谷　直樹 東京都 岡本　正雄 茨城県 橘田　博 神奈川県

18 板倉　章 東京都 小川　光平 岐阜県 木下　和昌 大阪府

伊藤　貴司 京都府 小澤　由衣 東京都 木下　真之 京都府

21 伊藤　輝夫 大阪府 小田部　誠 埼玉県 日下　慶太 大阪府

22 伊東　文明 福岡県 尾花　朋之 東京都 久保　拓也 兵庫県

23 伊藤　康江 愛知県 小俣　健 東京都 久保　美穂 大阪府

稲葉　忠喜 静岡県 皆藤　昌利 大阪府 栗田　幸一 東京都

24 井上　正樹 滋賀県 角和　保明 愛知県 栗本　唯 大阪府

26 今村　久司 福井県 笠原　章宏 神奈川県 桑山　佳文 和歌山県

27 上杉　祐司 奈良県 片貝　英祐 神奈川県 纐纈　道雄 愛知県

28 植田　勝典 千葉県 片貝　和子 神奈川県 小島　敏宏 愛知県

29 内山　理勝 神奈川県 片渕　真樹 神奈川県 小林　千香子 神奈川県

33 宇野　良達 東京都 加藤　秀典 茨城県 近藤　翠 神奈川県

33 浦和　尚史 三重県 加藤　敬明 愛知県 西行　美咲 東京都
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。

いただいた寄附金は、寄附者の皆様の思いを反映し、以下の９つの使い道に関連する事業の財源として
大切に活用させていただきます。

　　　○　新型コロナウィルス対策
　　　〇　子育て支援・健康づくり・高齢者福祉の充実
　　　〇　農業・農山村の未来を守る
　　　〇　水を守り活かしたまちづくりの推進
　　　〇　特色ある地域づくりの推進
　　　〇　教育理念「明倫の心を重んじ　育てよう　大野人」の実現
　　　〇　商工業の活性化
　　　〇　文化・スポーツを通じて、将来の夢が持てるふるさとづくり
　　　〇　雪害対策

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2年4月1日　～
　　　　　　　　令和3年3月31日

寄附件数

3,316件

寄附金額

72,698,892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

35 齊藤　鈴香 静岡県 辻村　好輝 大阪府 針木　和夫 富山県

36 齋藤　久典 静岡県 土下　美喜夫 大阪府 平川　和孝 東京都

37 阪本　安子 兵庫県 堤　秀樹 三重県 平木　誠 石川県

1 佐久山　健 東京都 坪内　暢輝 大阪府 平田　英嗣 富山県

2 櫻井　誠 大阪府 坪内　龍三 三重県 平野　潤 東京都

3 迫上　智博 大阪府 坪川　拓史 東京都 平林　俊 長野県

4 笹岡　理絵 埼玉県 寺田　光政 千葉県 廣瀬　鮎美 東京都

5 佐竹　雅央 神奈川県 徳山　裕介 神奈川県 廣瀬　大亮 愛知県

6 佐藤　浩司 静岡県 栃木　邦彦 東京都 深澤　亮二 静岡県

7 佐藤　辰雄 大阪府 殿村　直之 静岡県 福井　誠 兵庫県

8 佐藤　俊哉 神奈川県 仲　優 東京都 福田　貞雄 茨城県

9 佐藤　暢彦 京都府 中井　秀晴 滋賀県 福本　孝 福岡県

10 三駄　寛之 東京都 中澤　正彦 東京都 藤井　映美子 神奈川県

11 志村　心路 山梨県 長島　英樹 東京都 藤沢　貞夫 愛知県

12 下山　京一郎 東京都 中島　孝雄 大阪府 藤田　一仁 静岡県

13 焏徳　信康 神奈川県 中嶋　崇 千葉県 藤田　匡邦 東京都

14 白井　裕子 東京都 永野　俊竜 神奈川県 藤田　雄大 愛知県

15 白石　奏 大阪府 中野　博仁 大阪府 藤本　梨恵 埼玉県

16 城山　文彦 北海道 中場　英一 北海道 星野　ヒサ 神奈川県

17 申　東奎 石川県 中村　章宏 愛媛県 星野　幸博 福井県

18 杉山　聡司 神奈川県 中村　佐久治 大阪府 堀川　美和 愛知県

19 鈴木　淳三 愛知県 中村　直樹 愛知県 堀家　幹治 石川県

20 鈴木　達郎 東京都 中村　浩記 埼玉県 前川　貴子 大阪府

21 鈴木　衛 静岡県 中谷　彰宏 千葉県 前田　一博 兵庫県

22 須田　直子 神奈川県 中山　寛之 兵庫県 前田　彰子 大阪府

23 砂田　知恵 兵庫県 成田　渉 埼玉県 増田　圭祐 神奈川県

24 関口　一平 東京都 南部　直人 北海道 松井　直樹 東京都

25 関口　哲央 宮崎県 南部　直也 兵庫県 松井　舞里子 三重県

26 瀬下　智博 神奈川県 西田　佳史 東京都 松浦　弘樹 石川県

27 高岸　真一 奈良県 西原　佑輔 東京都 松岡　佑 兵庫県

28 高田　康次 大阪府 西村　剛 京都府 松下　弘太郎 埼玉県

29 高野　弘行 東京都 西村　昌憲 千葉県 松田　智彰 神奈川県

30 高橋　昭 東京都 丹羽　堅太郎 岐阜県 松本　剛 東京都

31 高畠　靖志 福井県 布山　雅敏 大阪府 松本　辰也 大阪府

32 高柳　昌博 愛知県 野原　愛美 大阪府 馬渕　由美子 愛知県

33 瀧本　光男 東京都 野村　浩司 東京都 水上　義博 大阪府

34 武澤　信夫 京都府 萩原　貴子 東京都 水谷　次仁 神奈川県

38 夛田　健人 東京都 橋元　丈典 福岡県 水野　雅之 愛知県

39 田中　亜沙美 神奈川県 長谷川　健吾 石川県 南川　卓 東京都

40 田中　和幸 兵庫県 長谷川　哲也 兵庫県 南出　大貴 埼玉県

41 田中　繁明 兵庫県 長谷川　恵 東京都 宮澤　太一 埼玉県

42 田中　俊哉 北海道 蜂谷　雅人 東京都 宮松　孝而 愛知県

田中　昌治 東京都 花房　倫和 兵庫県 宮本　泰治 愛知県

田中　博章 大阪府 馬場　伸一 東京都 宮脇　穂歌 東京都

谷　新吾 大阪府 早川　直樹 東京都 村松　外一 千葉県

谷　敏之 東京都 林　美希 愛知県 百田　初栄 埼玉県

谷口　英二 富山県 林　侑希 富山県 森岡　佳菜 埼玉県

43 丹後　ゆみ 福井県 原田　三枝 福井県 森永　重徳 神奈川県
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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。



寄附者のお名前 都道府県名

35 森谷　昭是 千葉県

36 安川　悟 東京都

37 安田　誠司 愛知県

1 矢部　健次 滋賀県

2 山極　健太郎 長野県

3 山口　茜 熊本県

4 山口　達郎 富山県

5 山口　敏和 愛知県

6 山腰　幸雄 石川県

7 山田　一規 愛知県

8 山田　法隆 千葉県

9 山田　博 神奈川県

10 山田　雄二 福岡県

11 山中　洋子 大阪府

12 山本　松平 東京都

13 山本　勇一 愛知県

14 山本　庸介 福井県

15 横井　敏弥 神奈川県

16 横山　孝一 東京都

17 吉田　邦勝 千葉県

18 脇本　康宣 千葉県

19 枠元　孝夫 千葉県

20 和田　啓史 栃木県

21 渡邉　英右 東京都

22 渡辺　桂介 東京都

23 渡邉　重雄 神奈川県

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

38

39

40

41

42

43
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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。

○ 友人が大野市在住で観光に行った際、大野の自然の恵みとまちなみに感銘を受けました。コロナが
収束したらぜひまた足を運びたいです。心ばかりですが市民の皆様の福祉にお役立てください。

○ 名水マラソンが好きですので、開催できる日を心待ちにしています。

○ 毎年の九頭竜紅葉祭りを楽しみにしていました。今年は中止とか、残念です。来年の開催を楽しみに
しています。

○ 訪れたことのない地なので、おそばのご縁でいつかお伺いしたいと思います。少しでも大野市様がよ
り良くなることに貢献出来れば幸いです。

○ 父方の田舎が大野にあるので子供のころから大野の里芋を食べて育ちました。今年は上庄以外の
土地を選べたので柔らかめが好きな家族のために選びます。楽しみにしています。

○ 父の出身市です。子供のころよく行きました。四方を雪山に囲まれたとても美しい町と印象に残ってい
ます。いつまでもそのままで残っていてくれたらと思います。

○ 発電所の仕事で大野市に愛着があります。美味しい里芋を北海道の両親に食べさせたく。大野市の
発展を願っております。

○ 中部縦貫自動車道が白鳥から大野まで開通する日を楽しみにしています。

○ 地元なので応援するために寄付します。今年はなかなか帰省できませんが、落ち着いたらまた帰ろう
と思います。頑張ってください！

○ 単身赴任で２年近くお世話になりました。当時住民登録を変更しないままでした。当時市民税を支払
わなかったので今回寄付します。有効にお使いください。

○ 越前大野城を訪れたことがあります。とても素晴らしいまちなみで、いいところです。豊かな自然に恵
まれた大野市が、住みよい地域になることを祈っております。

○ 大野市和泉地区出身者です。和泉地区を離れて55年になりますが、人口減少時代に頑張っている大
野市の取り組みを応援しています。

○ 大野市を転出して22年、サラリーマンの現役を引退したら必ず大野市に戻ります。何年たっても故
郷、大野の大ファンです。頑張れ大野市！

○ 大野、大好きです。道の駅の完成を楽しみにしています。

○ 大好きなふるさと大野。自信をもって大野らしさを突き進んでください。まずは、地元の人たちが誇りを
持てるような地域に。

≪応援メッセージ≫



○ 祖父母の故郷なので納税させてもらいました。大野の里芋はよく祖父母から送ってもらっていました。
日本一の里芋だと思っております。

○ 情緒あるまちなみと豊かな自然溢れる越前大野が全国に知れわたる事を願っております。東京では
ミズコトイベントにも参加して、活動を温かく見守っています。

○ 自転車で旅をし、美しい風景に癒されました。わずかばかりですが、まちづくりにお役立てください。

○ 昨年、大野市のお米を食べてあまりの美味しさに驚きました。お米の味から大野市について興味が
わき、新米の時期に合わせてお米を食べに大野市への旅行を考えましたが、東京からの移動のた
め、万が一の事を考えて今年は断念しました。色々と大変だと思いますがほっこり心が和むお米作り
頑張ってください。

○ 今年は大変雪も多く皆様御苦労されたと思います。テレビによく出ていて心配をしておりました。この
ような事でしか応援できない事を心苦しく思います。

○ 高校まで福井に住んでいました。家族もみんな大野のコシヒカリが大好きです。いつまでも綺麗なふ
るさとであってほしいと応援しています。

○ 高校までの18年間お世話になった地元です。恩返しです。

○ 一応定年となり比較的時間が取れるようになり、大野へ足を運ぶたびホッとした気持ちになります。
変わりつつも、いつまでもそんなふるさとで在ってください。

○ 以前訪れた大野は、清らかな水が豊富で、人情があり、のどかな時間が流れていました。心のふるさ
とです。また訪れる機会を作りたいです。

○ 以前、越前大野の清水再生の歴史と保全の取組み、そして水が若者のUターンや起業に繋がってい
ることについてのネットニュース記事を読みました。大変興味が湧き、実際に御市を訪れ、イトヨのこ
とや東ティモールとの水を通じた交流のことなどを知ることができました。町中にゆったりした時間が
流れていて、とても心地よかった。お水も本当においしかったです。また伺わせていただきます。

○ コロナ禍に負けず、故郷の大野市が元気でいられますように、応援しています。

○ 「大野へかえろう」の歌を知り、大野が好きになりました。おいしい里芋、待っています。

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、里芋やお米などの農産物を好んでくださる方、まち
なみや自然を褒めてくださる方、コロナ禍や大雪への応援の気持ちを寄せてくださる方、多く
の皆様から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。


