
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

平成２５年度 

喜多方市ふるさと納税 

報告書（詳細版 ） 
 

喜多方市 



～ふるさと喜多方への想い 

ありがとうございました～ 

 

 平成２５年度も多くの皆様から「ふるさと喜多方に貢献したい」「喜多方のまちづくり

を応援したい」という想いとともに、多額のご寄付をいただきました。 

ここに、その状況をご報告させていただくとともに改めて御礼申し上げます。 

 

さて、当市は「蔵のまち」「ラーメンのまち」として全国に知られていますが、福寿草

や桜、花しょうぶ、コスモスなどの花を地域資源として活かす「花でもてなす喜多方」に

取り組んでいます。 

なかでも、冬期間「日本一“好いてる”」スキー場として利用している“三ノ倉高原”

のオフシーズンの利活用として、平成２４年度からヒマワリ畑をオープンしました。 

会津盆地や青空を背景にした黄色い海の眺望は素晴らしく、昨年度は 5 万人を超える方

が当地へお越しになりました。 

今年度は規模を拡大し、東北最大級となる６．５ｈａの敷地に２００万本のヒマワリが

咲き誇ります。８月中旬から見頃を迎えますので、ぜひ、当地へ足を運んでいただき、喜

多方の夏を感じてください。 

 

また、全国的に注目を集めている「ふるさと納税」でありますが、本年７月から記念品

を一新し、豊かな自然が育んだ農産物をはじめ、喜多方が誇る数々の特産品を盛り込みま

した。この機会に、喜多方の特産品を味わい、触れていただければと思います。 

 

最後に、今後も“ふるさと喜多方”を応援くださる皆様の変わらぬご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

平成２６年８月 

 

喜多方市長               

 



Ⅰ 寄付金の受入状況 
 １ 寄付の概要 

   平成 25年度は、「ふるさと喜多方」への応援として、5,659,000円のご寄付をお寄せいただ

きました。このうち、約４割の方は前年度に引き続き“ふるさと喜多方”を応援いただいた

方となっています。 

  

２ 地域別データ 

なお、寄付者の居住地別では、東京を含む関東圏にお住まいの方からのご寄付が全体の８

割（64件）と最も多くなっています。 

 

 【都道府県別の状況】 

都道府県名 人数 金 額（円） 都道府県名 人数 金 額（円） 

北海道 １ １０，０００ 神奈川県 １８ ７３４，０００ 

岩手県 １ ５，０００ 岐阜県 １ １００，０００ 

山形県 １ ５，０００ 静岡県 ３ ８５，０００ 

福島県 ３ １６０，０００ 愛知県 １ ５，０００ 

茨城県 ２ ２５，０００ 京都府 ３ ３５，０００ 

埼玉県 ７ ５５，０００ 兵庫県 １ ５，０００ 

千葉県 ９ ４７５，０００ 福岡県 １ １０，０００ 

東京都 ２８ ４，０４０，０００ 計 ８０ ５，６５９，０００ 

 
 【事業別の状況】 

事  業  名 件数 金額（円） 

１.豊かな心を育むひとづくり 

 

 喜多方市美術館収蔵作品の充実 ― ― 

 各種スポーツの振興 ５ １９２，０００ 

 小学校農業科の充実 ４ ４０，５００ 

 学校図書の整備充実 ５ １３５，０００ 

 食育教育の充実 ５ ４０，５００ 

２.地域の特色を活かした産業づくり 

 

 定住・交流・グリーンツーリズムの推進 １ １，０００ 

 夏まつり・冬まつりや各種イベントの充実 ２ ４０，０００ 

 観光推進のための地域の宝発掘事業 １ ５０，０００ 

３.市民の知恵と地域資源を活かした地域社会づくり 

 

 蔵の保存・整備・活用事業 ２ １０５，０００ 

 産業遺産の保存・整備・活用事業 ２ １２，０００ 

 景観の保存・整備・活用事業 ５ ３５，０００ 

４.健康で安全にかつ安心して生活できる暮らしづくり 

 

 夜間救急医療など地域医療の充実 １６ ２００，０００ 

 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） 
― ― 

  



５.自然と共生する美しく快適なふるさとづくり 

 

 花のまちづくり事業 １ １００，０００ 

 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 ４２，０００ 

 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） 
２ １１，０００ 

 公園等の整備事業 ２ １１０，０００ 

６.その他 

 
 市長が決定する事業 ３７ １，３６４，０００ 

 寄附者の指定事業（内訳は以下に掲載） ９ ３，２８１，０００ 

計 １０４ ５，６５９，０００ 

  ※同一寄附者が複数事業を選択される場合もあり、都道府県別と事業別の件数は一致しません。 

 
【参考】６－② 寄付者の指定事業の内訳 

事   業   内   容 件数 金額（円） 

熱塩加納町のために １ ２０，０００ 

塩川町の農業振興 １ ３０，０００ 

塩川中学校図書の充実 １ ５０，０００ 

在宅健康管理システム事業 １ ３，０００，０００ 

文化財の保護・保全・保持 ２ ５１，０００ 

文化課へ １ ２０，０００ 

道路の整備 １ ５０，０００ 

豊川幼稚園備品 １ ６０，０００ 

計 ９ ３，２８１，０００ 

 
③ 寄付者の皆様からいただいた温かいメッセージの一部をご紹介します。 

昨年に続き些少ですが、ふるさと納税をいたします。今年は娘も寄付させてもらいました。未だ厳しい状況で

しょうが頑張ってください。 

歴史上の偉人をもっと宣伝してください。ドラマ「八重桜の桜」の八重さんより、瓜生岩子女史のほうが喜多方

では有名ですが、同女子の詳しい伝記が喜多方図書館にもわずかしかないことを知りました。 

ふるさと（喜多方市内）を出て 55年。今まで健康に恵まれて今年 8月で 75才になりました。 

喜多方も蔵の街、ラーメンの街として、ますます発展しますよう、ほんの気持ちですが、寄付させて頂きたいと

思います。 

帰省するたびに磐梯山をみて、ホッとし、又、帰りはその姿に頑張ろうと思いながら地元の皆様の頑張りに感

謝しておりました。70才を過ぎ、地元のためチョットだけ協力させて下さい。 

平成 25年 9月 21日に喜多方市を訪問させていただきました。個人のお宅や酒蔵を丁寧に案内していただ

きありがとうございます。お礼をしたかったのですが、下戸でお酒が購入出来ませんでしたし、旅先で野菜も

買うことが出来ませんでした。日常生活の中に観光が入り込むのは、きっと、嫌なことも、おありかと思います

が、親切にしていただき感謝いたします。良い「まちづくり」を祈念いたします。 

生まれ故郷のまちづくりにほんの少しでもお役に立てればうれしいです。 

喜多方市をたいへん愛しています。どうぞ頑張って下さい。 

祖母が生まれ育った地、ご先祖様もいらっしゃいます。 

大切な土地のお手伝いが少しでもできたら嬉しいです。 

引揚げで小学 2年から上京する中学 2年までお世話になりました。今も旧友との付き合いが続いています。 

  



Ⅱ 事業の実施状況 

 １ 充当事業 

  平成 25年度は、13,869,828円を活用し、次の事業を実施しました。 

 

 

（充当額：100,000 円） 

「喜多方市スポーツ交流都市宣言推進事業」として、新潟アルビレ

ックスバスケットボールチームの選手を講師に迎え、市内の小中学生

約 170 名がプロの技術を学ぶとともに、選手との交流を深めました。 

 

 

 

（充当額：132,000） 

蔵のまち喜多方冬まつり実行委員会が開催するイベントの運営費に

充当しました。 

 

 

 

（充当額：20,000 円） 

地域の観光資源を活用し観光振興を図るとともに、全国へ向けて喜

多方の観光情報を発信する事業に充当しました。 

 

 

 

 

 

（充当額：41,275 円） 

地域の景観資源を保全、活用することを目的とし、良好な景観を形成

する建築物等を整備する活動に要する経費に対して、喜多方市まちな

み景観形成事業費補助金に充当しました。 

 

 

 

（充当額：277,000 円） 

家庭医により市民の健康保持に必要な医療を提供し、地域医療の向

上に資する「喜多方市地域・家庭医療センター（“ほっと☆きらり）」

の診療体制を強化するため、電子カルテを導入しました。 

 

 

 

（充当額：68,998 円） 

太極拳のまち宣言１０周年を記念する事業として、「第 10回太極拳

フェスティバル」を開催し、今までの功労者への表彰、老師・現役選手

による模範演武を含む従来のフェスティバル及び愛好者同志の交流の

場づくりをしました。 

 

 

 

（充当額：168,555 円） 

雄国沼等の自然環境の保全のために雄国沼へのシャトルバス運行事

業を行う雄国沼施設等管理運営協議会負担金に充当しました。 

 

 

 

 

  

夏まつり・冬まつりや各種イベントの充実 

観光推進のための地域の宝発掘事業 

景観の保存・整備・活用事業 

夜間救急医療など地域医療の充実 

太極拳のまちづくり事業（ゆったり体操の普及など） 

各種スポーツの振興 

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 



 

 

（充当額：210,000 円） 

高齢者等要援護世帯の除雪作業を支援し、日常生活の維持確保と経

済的負担の軽減を図る「高齢者世帯等除雪支援事業」を実施しました。 

 

 

 

（充当額：20,000 円） 

冬期間の積雪により、ひめさゆりの丘にある遊歩道及びロープ柵が

損傷したため、「ひめさゆり祭り」の開催に備えひめさゆり保護生育

のため遊歩道の補修業務（支柱・ロープ柵の再設置）を行いました。 

 

 

 

（充当額：500,000 円） 

昨年度に大規模改修を行った新生喜多方プラザオープン記念公演に充当しました。 

 

 

 

（充当額：3,000,000 円） 

喜多方市立第一小学校の児童用図書、図書室用書架、プロジェクタ

ーほか、喜多方第一小学校の教育環境の整備に活用しました。 

 

 

 

 

（充当額：3,000,000 円） 

高齢者の健康維持熱塩加納町で合併前から運用している在宅健康管理システムを運用する基

金に充当しました。 

 

 

① 電気自動車用急速充填機導入事業 

（充当額：1,100,000円） 

「道の駅喜多の郷」内に充電器を設置しました 

 
② インフルエンザワクチン接種助成事業 

（充当額：2,000,000円） 

 中学生以下の子ども及び妊婦を対象としたインフルエンザ予防接種に充当し、子育て支援を

充実しました。 

③ 雄国山麓地区営農確立園芸モデル実証事業 

（充当額：1,000,000円） 

雄国山麓地区の適作物として、収益性の高い葉菜類等（ホウレン草等）

の輪作体系の実証を行い、畑作営農の振興を図りました。 

 

 

 

 

④ ものづくり企業等経営基盤強化支援事業 

（充当額：2,000,000 円） 

ものづくり企業等研究開発促進事業（補助金）やものづくり企業リ

ーン生産方式実践支援事業など、市の産業育成に関する事業に充当

しました。 

 

 

老人福祉のために 

ひめさゆり祭り 

喜多方第一小学校の教育事業 

市長が決定する事業 

喜多方プラザ自主文化事業・推進協議会事業費として 

在宅健康管理システム事業 



 

 

⑤ 外国人観光客受入体制整備推進事業 

  ※（重複）アジアへの情報発信、外国人観光客の誘致と外国語での情報発信・案内 

 （充当額：232,000 円） 

  先進事例の研究調査等を進め、受入体制整備に向けての研究を進めています。 

 

 

Ⅲ 受入寄附の今後の活用について 
 これまでいただいたご寄附のうち、21,485,897円は平成 26年度に繰越させていただきました。 

 ご寄附につきましては、一旦基金に積立て、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度分をまとめて活用させていただくことが効果的であ

る場合や、ご寄附の趣旨に沿って新たな事業計画を立てた後に活用させていただく場合もありま

すので、活用時期についてご理解を賜りたいと思います。 

 

【平成 26年度の充当予定事業】 

事  業  名 事 業 内 容 
充   当 

予定額（円） 

各種スポーツの振興 スポーツ交流都市宣言推進事業 100,000 

定住・交流・グリーンツーリズムの推進 定住・二地域居住推進事業 1,000 

夏まつり・冬まつりや各種イベントの充

実 
蔵のまち喜多方夏まつり補助金 50,000 

観光推進のための地域の宝発掘事業 喜楽里（きらり）博運営委員会補助金 55,000 

蔵の保存・整備・活用事業 まちなみ景観形成事業費補助金 486,250 

景観の保存・整備・活用事業 まちなみ景観形成事業費補助金 15,000 

花のまちづくり事業 花でもてなす観光喜多方推進事業 210,000 

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 

雄国沼オーバーユース対策 

（シャトルバス運行） 
37,000 

公園等の整備事業 公園遊具の修繕 11,000 

震災復興一般 蓮による憩いの広場づくり事業 155,000 

本庁舎建設 新本庁舎建設事業（備品整備） 500,000 

塩川中学校図書の充実 塩川中学校図書購入 50,000 

観光の発展 観光誘客対策 10,000 

喜多方第一小学校の教育事業 第一小学校図書及び教材等備品整備 2,000,000 

市長が決定する事業 蓮による憩いの広場づくり事業 550,298 

 

  

市長が決定する事業（続き） 



Ⅳ 平成２６年度の募集事業について 

 

 平成２６年度より募集項目の見直しを行い、次の事業へのご寄附を募集いたします。 

寄附募集事業 

１.豊かな心を育むひとづくり 

２.地域の特色を活かした産業づくり 

３.市民の知恵と地域資源を活かした地域社会づくり 

４.健康で安全にかつ安心して生活できる暮らしづくり 

５.自然と共生する美しく快適なふるさとづくり 

６.その他 

７.寄附者の指定事業 

 

 

 

 

 

～最後に～ 

“ふるさと喜多方”へ、引き続き多くの皆様からの 

ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

なお、本年７月からご寄附いただきました皆様へ 

の記念品をリニューアルし、喜多方の特産品等を 

お贈りすることといたしました。 

 ぜひ、この機会に“ふるさと喜多方”の特産品に 

触れてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申し込み・お問い合わせ 

 喜多方市 総合政策部 企画政策課（過疎地域集落対策室） 

〒９６６－８６０１ 福島県喜多方市字御清水東７２４４番地２ 

     ＴＥＬ：０２４１－２４－５２０９ ＦＡＸ：０２４１－２５－７０７３ 

     ＭＡＩＬ：f-nouzei@city.kitakata.fukushima.jp 

 


