
≪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 青池　美枝子 神奈川県 石田　大 神奈川県 大久保　祐司 神奈川県

2 青木　和夫 茨城県 石原　知一 兵庫県 大越　正宣 埼玉県

3 青木　進一 埼玉県 石渕　清孝 京都府 太田　雅彦 埼玉県

4 青砥　孝治 北海道 石山　史花 愛知県 太田　正佳 大阪府

5 青野　啓資 大阪府 礒部　和孝 福岡県 太田　美佳 東京都

6 赤松　善弘 大阪府 市川　澄人 神奈川県 大野　晃 東京都

7 浅井　義之 神奈川県 伊東　佳織 埼玉県 大脇　博 愛知県

8 浅倉　孝介 福井県 伊藤　輝夫 大阪府 岡崎　嘉樹 静岡県

9 朝倉　良仁 福井県 伊藤　知晃 愛知県 緒方　慎一 福島県

10 浅田　まゆみ 大阪府 伊藤　裕之 神奈川県 岡本　圭三 大阪府

11 浅海　路史 埼玉県 伊藤　睦美 大阪府 岡本　祥治 東京都

12 芦野　雄介 愛知県 伊藤　康江 愛知県 岡本　正雄 茨城県

13 安達　哲雄 福井県 稲葉　忠喜 静岡県 小川　卓 岐阜県

14 安達　雅人 静岡県 井上　英明 東京都 小川　浩正 宮城県

15 足立　将也 愛知県 井上　正司 福岡県 奥村　修一郎 埼玉県

16 阿部　拓真 千葉県 伊庭　幸人 神奈川県 奥村　雄治 富山県

17 荒川　宏 京都府 今中　賢一 東京都 小倉　七海 愛知県

18 飯田　恵里 東京都 今村　久司 福井県 小椋　義明 大阪府

飯塚　綾 千葉県 岩辺　洋隆 神奈川県 桶川　治秀 東京都

21 井尾　匡志 群馬県 上坂　昌之 栃木県 尾崎　崇裕 東京都

22 五十嵐　夕紀 大阪府 植田　秀治 愛知県 長田　健太郎 神奈川県

23 生田　久乃 愛知県 内田　由美子 東京都 小田部　誠 埼玉県

池田　ゑり子 福井県 宇野　良達 東京都 小野　憲一 東京都

24 池田　嶺 大阪府 梅田　政裕 宮崎県 小野　真太郎 秋田県

26 池長　孝 埼玉県 梅原　浩二 千葉県 小野　高弘 埼玉県

27 石井　順 千葉県 浦　優美 大阪府 織戸　千明 大阪府

28 石井　広宣 東京都 浦田　弘子 静岡県 甲斐　正和 静岡県

29 石井　雅也 大阪府 江島　国彦 兵庫県 角田　昌昭 埼玉県

33 石井　三惠子 大阪府 遠藤　健一 神奈川県 笠原　章宏 神奈川県

33 石川　尚子 埼玉県 大井　貴正 愛知県 柏谷　圭 北海道
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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。

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 寄附件数 寄附金額

　　　　平成3年4月1日　～　　
　　　　　　　　令和4年3月31日　　 3,673件 80,188,000円

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８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



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 加藤　智子 愛知県 小松　純一朗 東京都 竹内　勝子 神奈川県

36 加藤　尚嵩 青森県 齋藤　智恵 兵庫県 武内　秀樹 愛知県

37 加藤　裕充 神奈川県 齊藤　史幸 東京都 竹内　祐樹 京都府

1 加藤　都 愛知県 坂口　海雲 大阪府 武川　恵子 東京都

2 加藤　泰稔 愛知県 坂下　恭亮 福井県 竹澤　弘平 福井県

3 金森　志奈子 沖縄県 作田　英信 石川県 武澤　信夫 京都府

4 金森　修三 沖縄県 櫻井　誠 大阪府 武田　一也 東京都

5 蟹江　賢治 愛知県 櫻澤　和久 北海道 田島　文子 大分県

6 金光　穂夏 神奈川県 佐々木　映 茨城県 田島　潤 東京都

7 金谷　さとみ 栃木県 笹田　浩子 神奈川県 夛田　健人 千葉県

8 上東　純 東京都 佐宗　辰哉 岩手県 立川　知子 東京都

9 上東　茉弥 神奈川県 佐藤　慎一 京都府 龍川　優 東京都

11 佐藤　哲哉 新潟県 田中　昌治 東京都

12 佐藤　康恵 埼玉県 田中　真琴 千葉県

13 河合　俊岳 栃木県 佐野　万理 東京都 田中　慶成 神奈川県

14 河岡　大悟 福岡県 澤田　好見 東京都 谷田　健太郎 東京都

15 川島　美緒 神奈川県 三駄　寛之 東京都 田原　卓 京都府

16 川田　歩美 大阪府 塩田　周三 東京都 丹下　達也 愛知県

17 川原田　宗市 大阪府 科部　純 愛知県 地田　恵 東京都

18 川俣　龍司 大阪府 芝　邦子 兵庫県 辻　祥平 東京都

19 鬼界　政弘 兵庫県 島田　英子 福井県 辻川　起和 岐阜県

20 木川　剛志 和歌山県 嶋田　紘也 福井県 土下　美喜夫 大阪府

21 岸　潤一郎 東京都 清水　勉 東京都 土屋　貴義 愛知県

22 木勢　千代子 埼玉県 清水　万希子 大阪府 土屋　卓義 愛知県

23 木勢　峰之 埼玉県 焏徳　信康 神奈川県 筒井　俊行 広島県

24 喜多　優斗 静岡県 白井　裕子 東京都 出作　有麻 東京都

25 北川　康弘 東京都 城山　かおり 東京都 寺　朱実 山梨県

26 北嶋　彩加 大阪府 申　東奎 石川県 寺田　光政 千葉県

27 喜多山　順 東京都 杉田　大門 神奈川県 栃木　邦彦 東京都

28 北山　吉彦 神奈川県 杉山　聡司 神奈川県 冨岡　徹也 香川県

29 木下　真之 京都府 鈴木　敏雄 東京都 豊岡　愛理 東京都

30 木村　美也子 石川県 鈴木　英治 滋賀県 豊田　晶子 東京都

31 木村　優太 京都府 鈴木　衛 静岡県 中尾　英樹 大阪府

32 樟本　千里 岡山県 鈴木　由紀子 東京都 中垣　史哲 長野県

33 國枝　泰博 京都府 砂川　伸也 岡山県 中川　哲也 奈良県

34 國安　憲章 大阪府 関田　政弘マーク 東京都 中澤　良夫 千葉県

38 久保　美穂 大阪府 妹尾　和美 広島県 中島　則行 福岡県

39 久保田　敏人 静岡県 高田　康次 大阪府 中島　孝雄 大阪府

40 栗本　かおり 埼玉県 高野　雅枝 静岡県 中田　博一 兵庫県

41 黒田　奈奈 東京都 高橋　宏和 滋賀県 永田　俊裕 兵庫県

42 桑山　佳文 和歌山県 高橋　充 神奈川県 中谷　智洋 東京都

纐纈　道雄 愛知県 高畠　靖志 福井県 中西　正樹 岐阜県

小菅　達矢 神奈川県 高松　景子 神奈川県 中野　正彦 千葉県

小谷　壮史 東京都 高村　智 広島県 永野　孝明 神奈川県

小段　昌敦 兵庫県 高柳　昌博 愛知県 中村　清 千葉県

小林　諄也 神奈川県 高吉　純生 大阪府 中村　元太 東京都

43 駒井　博道 大阪府 宅間　紀子 東京都 中村　周司 東京都
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GAREL STEPHANE 
JEAN CLAUDE 
ROGER YVES

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 中村　翔 静岡県 平野　節子 和歌山県 松田　寛明 愛知県

36 中村　有紀 埼玉県 平野　豊 富山県 松戸　孝志 東京都

37 中村　祐子 東京都 平林　憲林 神奈川県 松本　暁典 東京都

1 中森　清孝 石川県 廣瀬　智子 千葉県 松本　一人 奈良県

2 中谷　彰宏 千葉県 広田　良一 富山県 間宮　正浩 福岡県

3 中山　聡 大阪府 廣山　勇太郎 愛知県 圓山　操 京都府

4 永山　理恵 栃木県 深井　慎一郎 大阪府 三浦　壮志 広島県

5 生井　怜 神奈川県 福田　貞雄 茨城県 三浦　律彦 東京都

6 南野　知也 大阪府 福地　美嘉 岐阜県 水上　義博 大阪府

7 西　有美 和歌山県 福本　孝 福岡県 水林　誠 茨城県

8 西田　佳史 東京都 藤井　映美子 神奈川県 三田　真輔 東京都

9 西野　進 石川県 藤井　勝彦 秋田県 南　忠晃 東京都

11 西野　誠一 千葉県 藤井　公之 大阪府 南　とも子 埼玉県

12 西村　英成 岐阜県 藤井　隆治 大阪府 宮越　進 大阪府

13 丹羽　厳一 愛知県 藤井　雅昭 東京都 宮崎　雅行 東京都

14 布山　雅敏 大阪府 藤澤　貞夫 愛知県 宮澤　太一 埼玉県

15 野口　幸宏 東京都 藤田　託也 福井県 宮本　一雄 福井県

16 乃村　敦子 茨城県 藤田　雄大 愛知県 村井　克行 愛知県

17 野村　和也 神奈川県 藤森　祥文 愛知県 村木　聖子 三重県

18 野村　万里子 愛知県 船坂　俊夫 静岡県 村中　誠 愛知県

19 萩原　貴子 東京都 古川　智洋 佐賀県 村松　弥生 東京都

20 萩原　隆史 東京都 古谷　七重 東京都 望月　聡之 福井県

21 梯谷　幸司 東京都 古屋　恵 山梨県 基山　和宏 大阪府

22 橋本　憲 島根県 平識　善大 沖縄県 百瀬　義幸 長野県

23 橋本　学 石川県 寳來　真子 静岡県 百田　初栄 埼玉県

24 長谷川　健吾 石川県 星野　恭子 東京都 森　未沙希 東京都

25 長谷川　純一 福井県 星野　幸博 福井県 森岡　佳菜 埼玉県

26 畑中　涼子 大阪府 堀川　峻司 愛知県 森田　浩史 東京都

27 羽根田　智子 神奈川県 堀家　幹治 石川県 森田　幸昇 愛知県

28 羽根田　洋 神奈川県 本田　葉子 東京都 森永　重徳 神奈川県

29 羽田　康孝 東京都 毎川　研吾 東京都 森永　隆行 愛知県

30 馬場　伸一 東京都 前川　貴子 大阪府 森鼻　純也 滋賀県

31 馬場　文悟 神奈川県 前底　浩喜 鹿児島県 門馬　真奈美 埼玉県

32 濱　孝明 大阪府 前田　一博 兵庫県 八木　裕司 千葉県

33 濱野　喜之 東京都 前田　修作 福井県 安川　泰樹 東京都

34 林　淳二 東京都 前田　隆裕 東京都 安川　俊輝 東京都

38 林　将 兵庫県 前田　秀典 大阪府 安田　隆士 千葉県

39 林　久栄 愛知県 前山　真希 千葉県 矢田　利雄 愛知県

40 林　侑希 富山県 真木　啓生 石川県 梁木　理史 福岡県

41 原田　康平 大阪府 政木　優我 東京都 矢野　英樹 兵庫県

42 日置　武男 岐阜県 益岡　純一 大阪府 矢部　健次 滋賀県

東　賢良 東京都 増田　麻里子 香川県 山内　秀樹 東京都

東方　一平 石川県 松井　豊美 埼玉県 山川　守 愛知県

樋口　宏子 新潟県 松浦　祥子 石川県 山口　功司 岐阜県

日高　幸治 広島県 松浦　弘樹 石川県 山腰　幸雄 石川県

平岩　昌樹 愛知県 松尾　ゆかり 大阪府 山下　英浩 神奈川県

43 平内　勝彦 福井県 松田　計正 愛知県 山下　裕子 兵庫県
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。



寄附者のお名前 都道府県名

35 山田　絵莉 東京都

36 山田　一規 愛知県

37 山田　法隆 千葉県

1 山田　久司 愛知県

2 山田　佑梨花 東京都

3 山西　亮平 愛媛県

4 山本　勘太朗 三重県

5 山本　博明 静岡県

6 山本　浩司 大阪府

7 山本　裕太 滋賀県

8 横内　伸幸 大阪府

9 横田　京子 群馬県

11 横山　路留 神奈川県

12 吉池　郁 東京都

13 吉川　水釥 愛知県

14 吉澤　しのぶ 埼玉県

15 吉澤　進之介 東京都

16 吉田　和博 兵庫県

17 吉田　邦勝 千葉県

18 吉田　丈郎 東京都

19 吉田　有作 東京都

20 吉村　昭人 千葉県

21 吉本　風矢 京都府

22 米田　徳子 富山県

23 良知　義久 静岡県

24 脇本　康宣 千葉県

25 渡辺　桂介 東京都

26 渡邉　重雄 神奈川県

27 渡辺　瞬子 東京都

28 渡部　奈々江 大阪府

29

30

31

32

33

34

38

39

40

41

42

43
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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。

○ 関西から日帰りで遊べる距離なので、福井県内や大野市にはよく行っていました。毎年、ふるさと納
税も、必ず大野市を利用しております。現在は困難な状況ですが、また気軽に訪問できる日が1日も
早く来るように願っています。

○ 県内在住の者ですが、大野の自然の美しさには訪れるたびに心を豊かにしてもらっています。せめて
ものお礼にふるさと納税、これからも毎年させていただきます。九頭竜湖と石徹白ダムが大好き！

○ 大野出身者です。住んでいる人がわくわくするような街であり続けてほしいと応援しています。

○ 町中の賑わいを無くさないでください。美しい自然と整備された町を大切に。昔、大野城の城主が
作った町をいつまでも残して欲しいです。

○ おいしい上庄の里芋が若い世代に引き継がれるように頑張ってください。

○ 歴史あるまちづくりと新幹線開通による町の活性化を期待します。

○ 祖父母の家が御清水の近くにあり、小学生の頃は、夏休みの2、3週を大野で過ごしていました。自然
いっぱいの大野で過ごした思い出は、今も心の中できらきらと輝いています。いつまでも、美しい大野
で、市民の皆さんが幸せに暮らせるようにと願っています。

○ 大野の風景が大好きです。

○ 福井市出身で、小学生の頃によく大野に遊びにいっていました。一昨年、久々に訪問した際に、その
頃から廃れてしまった寂しい雰囲気も感じましたが、なにか突き抜けてクラシックな味のある街になっ
ていくような気がします。その中でも水資源は特に重要だと思います。これからも応援しています。

○ 毎年、大野市へふるさと納税しています。 自然も環境も美しいお城も、本当に素晴らしいです。 昨年
の秋にひさびさに訪問できましたが、今年の秋にはまた足を伸ばすことができればいいなと思ってい
ます。

○ コロナが収束したら美味しいおそばをまた食べに行きたい。

○ よくスキーに行きました。おおのらしい、ますます良いまちづくりをしてください。

○ 家内のふるさとが大野市で、家族共々応援しています。

○ 兄弟が学生時代に大野に住んでいたので、たまに遊びに行っていました。 豊かな自然と美味しい食
べ物、そして地域の人々の温かい人柄に、住んだ訳でなくともふるさとのような感じを抱いています。

○ 大野の里芋は最高です。届いたら近所の人に分けようと思います。この里芋をいつまでも守り続けて
下さい。

○ 大野は面白い人が多くて好きです。大野の米も美味しくて好きです。

○ 道の駅のご盛況心からお喜び申し上げます。 道の駅を起点に緑と豊かな水の故郷が発展すること
を祈っております。

○ 若い人が希望を持てる街づくりを願います。 九頭竜湖にまた行きます。

○ 上庄里芋、最高に美味しいです。作ってくれて有難うございます。

○ 大野市、大好きです。今度は荒島岳にも挑戦です。

○ 大野市は生まれ故郷で菩提寺もあり、ゆいびとファンクラブ会員です。いつまでも美しい故郷であり続
けるため応援します。

≪応援メッセージ≫



○ 大野市へは伺ったことがないのですが、この季節になり、以前都内のアンテナショップで購入した里
芋がとても美味しかったことを思い出しました。自分が知っていた里芋とは別物でした。 届くのを楽し
みに待っております。

○ ふるさと大野市、帰るたびに癒やされます。 いつか必ず夫婦でＵターンします。 気取らず背伸びせず
大野の魅力を大野らしく維持してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

○ 子どもたちが心豊かに育って明るい町になりますよう応援しています。

○ 自然豊かな癒しの里が変わらず続きますように。

○ 大野に訪れた時の宿の里芋に感動して以来、この時期になると思い出します。大野はあちらこちらに
流れる綺麗な水に心洗われる町でした。

○ 大野の歴史や地域の特徴を大切にして下さい。住む人々、大野に生きる人々が誇れる郷であってほ
しい。

○ 大野を出て６０年以上たつのに、常に大野の事が気になります。故郷があって幸せです。

○ 大野市のことは「水」「天空の城」等で時々テレビに出て来ますので、楽しく見ています。 大野市の
益々のご発展を願っています。

○ 畠山恵著「わが殿」にあるような”七郎右衛門”、知恵と勇気、そして未来にはばたくそんなふるさとづ
くりに頑張ってください。

○ 発電所関係の仕事で何度も訪問しています。水が豊かで山々が美しい私の好きな町であり、里芋の
美味しさもあって、今年も応援させてもらいます。

○ 母の故郷であり、私にとってもとても大切で大好きな町です。これからも大野の魅力をいっぱい発信
して、盛り上げていってください。

○ 免許返納したので、これからは公共交通で大野市の観光に行きます。美味しい里芋これからも頑
張ってください。

○ 以前に大野市を訪れて町並みが素敵だと思いました。城下町の町並みや雰囲気、農家さんが永く続
くことを願っています。

○ 四季折々の自然が美しい大野市が好きで、しょっちゅう訪れています。これからも貴市を応援してい
きます。

○ 自然あふれる大野のまちが大好きです。遠い地から応援しています。

○ 福井には先の大戦中、疎開先としてお世話になりました。亡き母の故郷でもあります。 大野は当時
から京福電鉄の終点駅として馴染み深く、また最近は特色を活かして、発展中と聞いています。僅か
ですがお役に立てれば幸いです。

○ 自然栽培や無農薬栽培されている農家の皆さまを、微力ながら応援しています！

○ 水と暮らす大野の街が末永く続きますように。

○ 大野市、とりわけ和泉地区は、僕の心のふるさとです。 皆さん元気で優しくてフレンドリーで、いつ
行っても温かく迎え入れてくれる。こんなに素晴らしい地域は他に無いと思います ^^

○ 朝市にまた行きたいと思っていますが、なかなか叶いません。皆様のご健康とご発展を祈っておりま
す。

○ 普段から大野市には大変お世話になっております。これからも大野市の発展のために、特に人の育
成に寄与していただくことを願って、微力ではありますが寄付を行うことといたしました。これからも大
野の発展を祈念しております。

○ 福井が大好きです。福井の未来を担う子どもたちが、充実した学びや多種多様な文化芸術に触れる
ことができるよう、微力ながら応援しています。

○ 福井は大学で二男がお世話になり、卒業間際に、大学見がてら、 訪れた町が大野市でした。落ち着
いた風情のたたずまいの民家が印象的でした。環境に優しい街づくりを目指してください。



○ 就職のため、両親を残して大野を離れましたが、今でも福井県民、大野市民のつもりでいます。 東京
出身の妻が「定年後は大野に」というのを納得してくれるような、より良い地域にしてください！！

○ 日本で一番水道水が美味しい街と知り、憧れの街です。残留塩素濃度が低いのでしょうか…？ 数ヶ
月滞在してみたいです。

○ 昨年いただいたお酒がとても美味しかったです。これからも素敵な街づくり頑張ってください。

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、誠にありがとうございました。
　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。


