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平成 20 年度ふるさと納税（ご寄附）のご報告 

 ふるさとへの思い ありがとうございました 
 

 ふるさとへの思いを具体化するふるさと納税が昨年４月の税制改正により導

入され、本市においても同年７月から受け付けを開始いたしました。 

 本市では、重点的に取り組んでいる事業を中心にご寄附の募集を行いました

ところ、多くの皆様からふるさと喜多方を思われるお気持ちとたくさんのご寄

附をいただきました。 

 この度、平成20年度にいただいたご寄附についてのご報告をさせていただく

とともに、あらためてお礼を申し上げます。 

 地方自治を取り巻く環境は、ますます厳しいものとなってきておりますが、

「自立」と「手づくり」によるまちづくりを目指している本市にとって、皆様

のふるさとを思うお気持ちは、大切な支えとなるものであります。 

 本市といたしましても引き続き皆様にご支援いただけるようなまちづくりに

努めてまいりますので、ふるさとの未来のためにこれからも多くの皆様からの

ご支援をいただきますようお願い申し上げます。 
 

平成２１年６月吉日 

                    喜多方市長 白 井 英 男 
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Ⅰ 寄附の受入れ状況 

 

 １ 寄附の概況（総額 4,792,000 円） 

   平成 20 年度は、７月から受け付けを開始しましたが、21 年３月までに

77 名の方から、総額 4,792,000 円の寄附がありました。 

   寄附者の住所の都道府県別では、東京都が 25 件で 1,416,001 円、神奈川

県が 16 件で 2,005,100 円、埼玉県が６件で 70,000 円、千葉県が７件で

301,000 円、愛知県が２件で 110,000 円、静岡県が１件で 6,000 円、岩手県

が２件で 20,000 円、茨城県が２件で 40,000 円、大阪府が１件で 10,000 円、

兵庫県が２件で60,000円、栃木県が１件で60,000円、京都府が１件で5,001

円、福井県が１件で 6,000 円、福島県内が 10 件で 682,898 円となっていま

す。 

   首都圏が多いのは、喜多方市出身者による各「ふるさと会」にご協力を

いただいた成果であると思われます。 

 

 ２ 寄附のデータ 

  ①寄附者住所別 

 

都道府県名 人数 金額 都道府県名 人数 金額 

福島県 10 682,898 岩手県 2 20,000 

東京都 25 1,416,001 茨城県 2 40,000 

神奈川県 16 2,005,100 大阪府 1 10,000 

埼玉県 6 70,000 兵庫県 2 60,000 

千葉県 7 301,000 栃木県 1 60,000 

愛知県 2 110,000 京都府 1 5,001 

静岡県 1 6,000 福井県 1 6,000 

   計 77 4,792,000 
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  ②事業別 

 

  事業名 件数 金額 

1-① 喜多方プラザの施設改善・増設工事事業 4 366,000 

1-② 喜多方市美術館収蔵作品の充実 2 20,000 

1-③ 各種スポーツの振興 3 120,000 

1-④ 小学校農業科の充実 5 51,100 

1-⑤ 学校図書の整備充実 2 80,000 

1-⑥ 飯豊山チャレンジの実施 0 0 

2-① 定住・交流・グリーンツーリズムの推進 5 90,001 

2-② 夏まつり・冬まつりや各種イベントの充実 1 50,000 

3-① 蔵の保存・整備・活用事業 3 40,000 

3-② 産業遺産の保存・整備・活用事業 0 0 

3-③ 景観の保存・整備・活用事業 4 31,000 

4-① 夜間救急医療など地域医療の充実 9 260,002 

4-② 太極拳の普及事業 2 29,998 

5-① 花のまちづくり事業  2 60,000 

5-② 
飯豊山や雄国沼等の自然環境の保全と

自然とのふれあいの推進 
5 81,000 

5-③ 自然にやさしい新エネルギーの導入 0 0 

5-④ 公園等の整備事業 1 10,000 

6-① 市長が決定する事業 32 1,467,897 

6-② 寄附者の指定事業 12 2,035,002 

  計 92 4,792,000 
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※6-② 寄附者の指定事業については以下のとおりです。 

 

寄附者指定 

事業 件数 金額 

喜多方の水の販売促進事業 1 10,000 

アジアへの情報発信（喜多方ブランド） 1 5,001 

交通安全に関する教育の推進 1 50,000 

高郷町の観光の振興 1 300,000 

熱塩加納町のために 2 1,500,000 

山都町特例区事業 1 15,000 

スポーツ振興（塩川中学校） 1 40,000 

備蓄米制度（醸造バンク、農協との連携・自

立可能な稲作 
1 100,000 

松山町公民館建設 3 15,001 

計 12 2,035,002 
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  ③寄附者からのメッセージ 

 ○ 毎朝、新聞で喜多方の記事をさがすのが楽しみです。明るい話題でよく

登場していて、うれしい限りです。 

 ○ 喜多方市の「水」など、新しい事業が成長するように期待しております。 

 ○ ｆメールをいつも拝見しています。市民の活躍を楽しみにしています。

兄弟や親戚が大勢居り、又、同級生が年令とともに老いてきているので、

医療体制の充実に活用して頂ければと思います。 

 ○ 喜多方におります時は皆様方にお世話になりました。日本でも住みよい

ところの上位になっているそうですね。どうか皆様方御多幸でいらっしゃ

いますようにお祈り致します。 

 ○ 少子高齢化の状況がどんどん進んで行くのを目のあたりに、自分の故郷

が活性化するような手立てを皆さんの知恵で歯止めをかけていかなければ

と考える今日この頃です。 

 ○ 中国、台湾、香港等アジアへ喜多方の情報を積極的に発信し、海外との

交流を活発にして下さい。喜多方は世界に通用するブランドです。 

 ○ ふるさと喜多方をはなれて、丁度 50 年になりました。伝統ある街、そし

て美しい街造りをご期待申し上げます。 

 ○ 喜多方市万歳、ふるさと万歳、会津万歳を申し上げ、我が喜多方市の御

繁栄の程お祈り申し上げます。 

 ○ 父が戦後から何十年かお世話になり今があります。出来るうちは寄附を

させていただきます。 

 ○ 会津喜多方は学生時代に旅行で回って以来、思い出深い町です。 

 ○ 市民の方々が幸せを感じて生きられる街づくりを期待します。 

 ○ 地域産業の振興と活力あるまちづくりを期待しております。 

 ○ 喜多方市の景観整備に役立てば幸いです。 

 ○ これからの次代を担う子供達のために故郷への思いを込めて寄附します。 

 ○ 明るいまちづくりをお願いします。 

 ○ 地方から主権在民の安心して生活の出来る政治を目指してほしいです。 

 ○ 喜多方市が、農と醸造文化の街として多くの人々に注目されるよう、一

歩踏み込んだ取り組みを期待致しております。 

 ○ 小学校の図書購入に充てていただきたく、宜しくお願い申し上げます。 
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Ⅱ 寄附による事業の実施状況 

 １ 平成２０年度の事業 

   いただいた寄附を充てて平成２０年度中に実施した事業は次の通りです。 

 

  ○各種スポーツの振興に関する事業 

   ①事業内容   スポーツ事業・イベント等で使用する、ポータブル型

ワイヤレスアンプ購入 

   ②寄附金充当額 120,000円 

 

  ○小学校農業科の充実に関する事業 

   ①事業内容   新たに農業科に取り組む小学校５校に参考図書を配布 

   ②寄附金充当額 47,250円 

 

  ○学校図書の整備充実に関する事業 

   ①事業内容   市内中学校７校に、須磨章氏（喜多方市ふるさと大使）

の著書「日本一の蔵めぐり」を配布 

   ②寄附金充当額 49,980円 

 

  ○寄附者指定事業 

   ①事業内容   スポーツ振興：塩川中学校の体育備品の購入 

   ②寄附金充当額 40,000円 

 

  以上、平成２０年度は合計２５７，２３０円を活用させていただきました。 

 

２ 平成２１年度の事業予定 

   いただいた寄附を充てて平成２１年度中に実施を予定している事業は次

の通りです。 

 

  ○喜多方市美術館収蔵作品の充実に関する事業 

   ①事業内容      酒井三良画巻の購入代金の一部に充当 

   ②寄附金充当予定額  10,000円 

 

  ○定住・交流・グリーンツーリズムの推進に関する事業 

   ①事業内容      ホームページ空家情報の充実 

   ②寄附金充当予定額  90,000円 

 

  ○夏まつり・冬まつりや各種イベントの充実に関する事業 

   ①事業内容      夏まつり事業補助金の一部に充当 

   ②寄附金充当予定額  50,000円 

 

   ○寄附者指定事業 

    ①事業内容      喜多方の水の販売促進：「喜多方の水」PR 用

ポスター・チラシ作製経費の一部に充 

    ②寄附金充当予定額  10,000 円 
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Ⅲ 受入寄附の今後の活用について 

  平成 20 年度中のご寄附の内、平成 21 年度に繰越した額は 4,534,770 円と

なっておりますが、その内 2,539,768 円は市が募集した事業、1,995,002 円に

ついては市が募集した事業以外の寄附者指定事業への寄附となっております。 
  ご寄附につきましては、受入の都度一旦基金に積み立て、該当事業の実施

に合わせて活用させていただくこととしておりますが、事業によっては、数

年分の寄附をまとめて活用を図る方が効果的であったり、寄附の趣旨に沿っ

て新たな事業計画を立てた後に活用するものもありますので、活用時期につ

いて、ご理解を賜わりたいと思います。 

 

Ⅳ ２１年度の取組み 

   平成２１年度においても、引き続き「ふるさと納税制度」を利用した寄

附を受け付け、本市が重点的に取り組んでいる事業の充実のために使わせ

ていただきます。申込方法等は平成２０年度と同じです。 

   寄附を充てる事業は、２０年度の事業をほぼ継続しています。具体的に

は次の通りです。 

 

 ふるさと納税(寄附金） 平成２１年度募集事業  

 

事              業 
施策名 

事業名 事  業  内  容 

喜多方プラザの施設改

善・増設工事事業 

喜多方プラザの施設改善・増設工事を行い、 

施設設備の更新充実を図る。 

喜多方市美術館収蔵作品

の充実 
喜多方市美術館の収蔵作品の充実を図る。 

各種スポーツの振興 
ボートやその他各種スポーツ行事、教室等の充実及び 

振興を図るとともに、スポーツ少年団を育成する。 

小学校農業科の充実 

農業活動を通して自然や食について自ら考え、命や環境を 

大切にする児童の育成を図るため小学校の教科に農業科を 

設置し、内容の充実を図る。 

学校図書の整備充実 
小中学校図書の整備・充実を図り、併せてふるさと納税の 

制度や背景等を児童生徒に学ばせ、社会科教育の一環とする。  

豊かな心

を育む 

人づくり 

飯豊山チャレンジの実施

及び飯豊の山の案内人養

成事業 

2,000ｍ級以上の山として、飯豊山は世界有数の多雪地であり、飯

豊山の世界遺産を目指し、飯豊の山岳信仰の歴史や素晴らしい自

然に触れてもらうための「全国中学生交流飯豊山チャレンジ事業」

や飯豊の魅力をガイドできる「飯豊の山の案内人養成塾」などの

事業を実施します。 
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事              業 
施策名 

事業名 事  業  内  容 

定住・交流・グリーンツ

ーリズムの推進 

グリーンツーリズム等の内容充実を図り、市出身者を含めた市外

の方々との交流の機会を設け、定住・交流人口の拡大を図る。 

地域の特

色を活か

した産業

づくり 
夏まつり・冬まつりや各

種イベントの充実 

夏まつり・冬まつりやバルーンフェスティバル等の各種イベント

を充実し、観光振興にも資する。 

蔵の保存・整備・活用事

業 

維持保全に多額の経費を要するため取り壊される蔵も出てきてい

ることから、蔵保存の補助制度の拡充を図り、一層の保全に努め、

一般公開などにより観光振興にも資する。 

喜多方の産業遺産群（三

津谷の登り窯、煉瓦蔵、

日中線記念館など）の保

存・整備・活用事業 

経済産業省に認定された喜多方の産業遺産群（三津谷の登り窯、

煉瓦蔵、日中線記念館など）の保存と案内板等の整備を図り、産

業観光資源の有効活用を図ります。 

市民の知

恵と地域

資源を活

かした地

域社会づ

くり 
景観の保存・整備・活用

事業 

喜多方らしい魅力ある景観（街並景観・集落景観・自然景観等）

の形成のため、整備に要する費用の助成を行い、観光振興に資す

る。 

夜間救急医療など地域医

療の充実 
夜間救急診療体制の整備など地域医療の充実を図る。 健康で安全

にかつ安心

して生活で

きる暮らし

づくり 

太極拳のまちづくり事業

（ゆったり体操の普及、

モニュメントの設置な

ど） 

太極拳のまちづくりのため、介護予防のための太極拳ゆったり体

操の普及、太極拳関連イベントの実施及び太極拳モニュメントの

設置を行います。 

花のまちづくり事業  

熱塩加納町のひめさゆり、塩川町の花しょうぶ、山都町の福寿草 

及び高郷町のカタクリや市内に点在している桜の名所地を保全

し、観光資源として活用する。 

飯豊山や雄国沼等の自然

環境の保全と自然とのふ

れあいの推進 

世界的にも貴重な飯豊連峰や雄国沼等の自然環境を保全しつつ、 

自然に親しむ環境を整備する。 

新エネルギーの導入普及

による自然にやさしいま

ちづくり事業（公共施設

への新エネルギー設備の

導入） 

太陽光発電など新エネルギー設備の公共施設への率先導入を図

り、環境先進都市を目指した自然にやさしいまちづくりを促進し

ます。 

自然と共

生する美

しく快適

なふるさ

とづくり 

公園等の整備事業 
各地の公園等を整備し、市民の憩いの場とするとともに観光振興 

に資する。 

市長が決定する事業 寄附者の事業指定のない場合、市長が事業を決定する 
その他目

的達成の

ため市長

が認める

事業 

寄附者の指定事業 上記の事業以外で寄附者が希望する事業 
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～最後に～ 

 

 ふるさと喜多方の未来のために、これからも多くの皆様からのご支援を、引

き続きよろしくお願い申し上げます。 

 なお、平成２１年度におきましても5,000円を超えるご寄附をいただきました

際には、平成２０年度同様に御礼の品として、「喜多方の水・きたかたの幸水

の詰め合わせ」をお贈りさせていただきます。 

  

 

 

 

◆お問い合せ先◆ 

 

              喜多方市総合政策部企画政策課政策企画班 

 

              〒966-8601 福島県喜多方市字御清水東7244-2 

             ＴＥＬ 0241-24-5207 ＦＡＸ 0241-25-7073 

             Ｅ-mail：seisaku@city.kitakata.fukushima.jp 

             ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.city.kitakata.fukushima.jp/ 

 


