
件 （平成26年度　39件）

○ 円 （平成26年度　62,565,000円）

○ 活用メニュー

平成27年度「ふるさと納税」実績

　平成27年度中（平成27年4月1日～平成28年3月31日）に皆様からお寄せいただいたふるさと

納税の状況を応援メッセージとともにお知らせします。

　ふるさとを応援したいというご厚意を多数の方から賜りましたこと、厚くお礼申し上げます。

件数 132

金額 92,104,111

金額（円）件数

美術館ミュージアムパートナー寄附

ふくちやまふるさと創生寄附

55福知山市千年の森ふるさと寄附

佐藤八重子記念こども読書活動振興寄附

合計 132

16

25

6

■ ふるさと納税の受納状況（平成27年度）

目的別（使いみち）

三段池公園カルチャーパーク寄附

92,104,111

17

1

12

1,038,000

265,000

191,111

240,000

240,000

10,000

90,120,000

丹波福知山城一口城主寄附

私のふるさと地域振興文化伝承寄附



○ 寄附をいただいた方

（公表に同意をいただいた方のみ掲載しております。敬称略） 　

［平成27年度］ 単位：円

非公表

渡辺　彰 山ノ内町 11,111

福井　雅之 函南町 50,000

松本　圭司 非公表

10,000豊川市小林 千秋

小林 章

町田市岡本泰徳安達 丈泰

岡本忍 高槻市

非公表 10,000

30,000

河口　恵介 日進市 非公表

和田　良彦 非公表 20,000

上原　守

安達広明 千葉市 非公表

10,000

山本　浩之 非公表 10,000

五屋義次 京都市 10,000

宇治市 20,000

今井　　誠 非公表 20,000

若杉　　剛 兵庫県

千葉市 10,000

非公表 非公表

尼崎市 10,000

京都市 10,000

非公表 10,000

大阪市 非公表

大阪市 非公表

泉南市 20,000

城島　千鶴

三井　保典

井上　優子

井上　淳史

岸部　輝一

宮内　信人

小寺　洋司

田村　一裕

亀井　励

10,000

10,000

非公表

非公表

10,000

10,000

非公表

12,000

30,000

50,000

20,000

非公表

非公表

10,000

10,000

非公表

10,000

10,000

30,000

非公表

非公表

非公表

6,000

20,000

10,000

非公表

10,000

非公表

非公表

豊中市

非公表

非公表

島本町

小田原市

丹波市

杉並区

京都市

流山市

非公表

非公表

非公表

吹田市

豊橋市

非公表

西宮市

非公表

正木 麻美

非公表

非公表

伊勢原市

白岡市

丹波市

松戸市

鳥巣　良一

植木　正文

西本　勝子

大成　妙

川口　哲人

中島　清

太田　昌幸

尾松　義孝

小西　良子

橋本　憲子

松山　惇夫

塩見　淑

武田　早苗

田中　三左代

山口　耕二

大場　正広

岡田　博

徳田　潔

田村　一

長谷川　真生

長田　佳巳

吉井　房雄

若杉　剛

松本　昌晴 非公表 100,000 磯部　泰弘 京都市

寄附金 お名前 ご住所 寄附金

10,000

お名前 ご住所

100,000

古根村　史夫 沼津市 10,000

足立　弘喜 非公表 非公表

10,000

岡田　博 丹波市 非公表

高下　泰幸 港区



原文を掲載しています。

・大好きな故郷福知山への感謝の気持ちと今後の発展への願いを込めて寄附させて頂きます。

・福知山市の明るい未来を期待しています。

・私のふるさと福知山市の益々の発展を願い、心ばかりの寄附をさせていただきます。

・福知山マラソンでお世話になりました。

・ふるさと納税に対し、広報のやり方が非常に消極的。やる気あるのですか？と問いたい！！

・故郷とは、縁が薄くなりましたが、いつまでもつながっていたいです。

・亡父が生まれ育った大江町の文化振興に活用してください。

・両親の出身地です。微力ですが、お役に立てれば幸いです。

・福知山の発展のために寄付させていただきます。

・大切なふるさと福知山の発展を願い、寄附させていただきます。これからも応援しています。

・両親がお世話になりました。ありがとうございました。

・幼いころ、親に連れられ、三段池の動物園、児童科学館によく通いました。動物園はテレビで

取り上げられたこともあり、何年か前に、子供を連れて、久しぶりに訪れました。科学館は行け

ませんでしたが、思い出すと、懐かしいです。ボンチフェスタも。

・福知山市長様、ふるさと納税にもう少し力を入れて下さい。（1）福知山市役所内に専門の部

署を設置、（2）寄付に対する御礼をもう少し豪華にする、（3）ホームページを充実させる、

（4）他のふるさと納税のサイトからも寄付を可能にするなど、お願いします。

・ふるさと納税制度に、福知山市としてもう少し力を入れて下さい！

・妻の故郷福知山の発展のために寄附させていただきます。

・故郷を離れて５０年余りが過ぎます。四年前一人暮らしの母も亡くなり、今は空き家にしてお

ります。年に何回か帰郷しておりますが、その度毎にお世話になっている地域の方々に感謝して

います。ご先祖様のねむる故郷へ、ささやかな気持ちを届けたいと思います。

・森作りにボランティアで参加したい

・大江町の出身なので二瀬川渓流や美しい大江山の景色等を多くの方々に知って欲しいと思いま

す。京阪神からの近郊の距離で便利と思いますが、知られていないのが残念です。「ふるさと

チョイス」などインターネットで寄附を募られたら如何でしょうか。宜しくお願いします。

・一層豊かな森や清らかな流れに育まれたふるさととなりますように。

・すばらしい福知山の自然を残すために、風景、生物を保護して環境に役立ててほしい。

・森林資源を守り人と森との共生を図り後世に伝えるという事業はすばらしいと思います。大江

町出身者として微力ながら応援させていただきます。

・自然を大切に守って下さい

・豊かな自然を次世代に残しましょう。

・ふるさと納税初心者です。来年は行って見たいです。

・少しでも役立つことが出来れば幸いです。

・福知山の子どもたちが読書を多くすることで豊かな心をもった大人になっていただけることを

願っています。

・生まれ故郷の福知山市の子供達の未来のために寄附致します。

■ 寄附をいただいた方からのメッセージ



【日向水木植樹場所(河守鉱山跡地)】 【植樹作業】

【集合写真】 【植樹祭開式】

－お問い合わせ－

福知山市農林商工部農林管理課

電話　0773-24-7041　 ファックス　0773-23-6537

E-mail noukan@city.fukuchiyama.lg.jp

○福知山市千年の森ふるさと寄附

　平成24年度から、大江山のふもとに位置する「河守鉱山跡地」を自生するヒュウガミズキ

で緑化することを目的に「日向水木育苗隊」を結成し、挿し木用の枝の採取・育苗をおこな

い、緑化に向けた取り組みを進めています。

   平成27年度は、平成24年度から育苗していた苗を、鉱山跡地に植樹するための「日向水

木植樹祭」を平成27年10月31日に実施しました。当日は、「日向水木育苗隊」をはじめ、

多くの方々が植樹作業に参加されました。

　河守鉱山が閉山してから41年が経過していますが、緑に覆われた状態に戻すには、まだ長

い時間を必要とします。今後とも、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

◎基金を活用した主な内容

・日向水木植樹祭に係るイベント等開催経費

・日向水木植樹地維持管理経費

■ 寄附金により行った事業

 福知山市千年の森ふるさと基金へ、1,038,000円積立を行いました。また、同基金から829,962

円を取り崩し、次の事業に使用しました。



－お問い合わせ－

福知山市教育委員会図書館中央館

電話　0773-22-3225　 ファックス　0773-22-7118

E-mail toshokan@city.fukuchiyama.lg.jp

  平成２７年度は「佐藤八重子記念子ども読書活動振興基金」から、２０，９９５，０００円取

り崩し次の事業に使用しました。

 また同基金へ、２６５，０００円積み立てを行いました。

　平成２７年度は市内図書館４館に児童書５，０２７冊を購入したほか、小中学校図書室の

図書も購入しました。

　また、事業としましては、７月１１日に新図書館１周年記念として絵本作家の石井聖岳先

生を講師にお迎えして読みきかせとワークショップを開催し、７６名の方が参加されまし

た。また、８月２２日には絵本作家のさいとうしのぶ先生による絵本ライブ＆ワークショッ

プを開催し、７２名の参加がありました。どちらも「絵本づくり」をテーマにしたワーク

ショップで、世界で１冊だけの絵本づくりに熱心に取り組んでいただきました。

　また１１月２８日には読書ボランティア養成講座として、人形劇団クラルテの元代表松本

則子先生をお迎えして「気持ちが伝わる読みきかせ」をテーマに講演いただきました。２２

名の参加者は、ボイストレーニングやグループに分かれての読みきかせなどに挑戦し、「相

手の心に響く読みきかせ」の大切さを実感されていました。

　この他にも学校の先生を対象にした「ｉＰａｄ活用講習会」や工作教室など、将来を担う

子どもたちの読書活動の推進に役立てるための事業を多数実施いたしました。

○こども読書活動振興寄附

夏休み子ども講座（8月22日） 
『絵本作家さいとうしのぶさん 絵本 
ライブ＆ワークショップ～世界で 
ひとつの紙皿絵本をつくろう！～』 
講師：さいとうしのぶ さん 

読書ボランティア養成講座（11月28日） 

『松本則子さん講演会～気持ちが伝わる 

読みきかせ ボイストレーニング～』 

mailto:toshokan@city.fukuchiyama.lg.jp


 ○美術館管理運営事業に寄附金10,000円を充当し、施設維持管理経費として活用させていただ

きました。

　福知山市佐藤太清記念美術館は福知山市名誉市民で文化勲章を受賞された日本画家佐藤太

清画伯を中心に収蔵展示しています。現在、日展出品作品20点を初めとする100余点の作品

とデッサンやスケッチブックを収蔵するほか、各種芸術家作品の特別展、企画展、市民が芸

術文化に参画するワークショップを開催し、本市の芸術文化の発信地として活用していま

す。

佐藤太清記念美術館維持管理 佐藤太清画伯作品

 郷土資料館管理運営事業に寄附金191,111円を充当し、施設維持管理経費として活用させていた

だきました。

　福知山市の歴史的シンボルである福知山城の適正な維持管理を行い、市民や来訪者へ本市

の魅力と郷土の歴史・文化を紹介して理解と愛着を深めることができました。また郷土資料

館として歴史資料、民俗資料、考古資料等の保存と活用を図ることができました。

福知山城外観維持管理 郷土資料館内維持管理

○丹波福知山城一口城主寄附



スポーツ教室を実施したことにより、児童、生徒から高齢者まで幅広くスポーツに親しむ機

会が提供でき、市民のスポーツの普及・高揚・発展を図ることができました。

小・中学生、高校生、社会人等の全国大会・世界大会への出場者を激励し、スポーツの振興

に努めることができました。

全国大会等開催補助金交付事業(500,000円)

本市での全国規模等のスポーツ大会開催を支援したことで、高いレベルの技術を見ることが

でき、本市のスポーツの競技力向上とスポーツ振興の促進を図ることができました。

若者賑わいプロジェクト推進事業(200,000円)

若者が主体となって実施する地域一体型事業として、市内外の男女が交流する機会を創出す

るとともに、中心市街地の活性化に寄与することができました。

○ふくちやまふるさと創生寄附

ジュニア文化活動全国大会出場激励金交付事業(180,000円)

小・中学生、高校生等、全国大会出場者を激励し、文化後継者の育成に努めることができま

した。

全国大会出場激励金事業交付事業(1,560,000円)

生涯スポーツ推進事業(687,800円)

激励会市長激励(福知山成美)

 ○ふるさと創生事業基金として寄附金90,360,000円を積立て、基金より

　3,127,800円を取崩して下記の事業経費として活用させていただきました。



－お問い合わせ－

福知山市地域振興部まちづくり推進課

電話　0773-24-7033　ファックス　0773-23-6537

E-mail

まちなか若者賑わいプロジェクト

machi@city.fukuchiyama.lg.jp

mailto:machi@city.fukuchiyama.lg.jp


－お問い合わせ－

福知山市地域振興部夜久野支所

電話　0773-37-1101　 ファックス　0773-37-5002

E-mail yakuno@city. fukuchiyama.lg.jp

－お問い合わせ－

福知山市地域振興部三和支所

電話　0773-58-3001 　 ファックス　0773-58-3013

miwa@city. fukuchiyama.lg.jp

－お問い合わせ－

福知山市地域振興部大江支所

電話　0773-56-1101　 ファックス　0773-56-2018

E-mail ooe@city. fukuchiyama.lg.jp

－お問い合わせ－

福知山市土木建設部都市計画課

電話　0773-24-7052　 ファックス　0773-23-6537

E-mail toshikei@city.fukuchiyama.lg.jp

 「教育施設整備事業及び都市計画事業基金」へ、240,000円積み立てを行いました。

○三段池公園カルチャーパーク寄附

○私のふるさと地域振興文化伝承寄附

 「私のふるさと地域振興文化伝承寄附」へ130,000円積立を行いました。（大江）

 「私のふるさと地域振興文化伝承寄附」へ80,000円積立を行いました。(夜久野)

 「ふるさと創生事業基金」へ30,000円積み立てを行いました。（三和）

E-mail

mailto:keizai@city.%20fukuchiyama.kyoto.jp
mailto:keizai@city.%20fukuchiyama.kyoto.jp
mailto:keizai@city.%20fukuchiyama.kyoto.jp

