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 寄付者のみなさまへ 

 

南会津町の未来を共に描く“想い”を乗せて、多くの皆様から心温まる「南

会津町ふるさと納税“応援寄附金”」をいただきました事に対しまして、町民を

代表し、心から御礼申し上げます。 

 また、御寄附と共にいただいたメッセージは、私たちの心を元気にさせるも

う一つの寄附となりました。あらためて感謝申し上げます。 

 

この度いただきました貴重な寄附は、使途をご指定いただいた目的に沿うよ

う、南会津町第２次総合振興計画の柱に掲げる事業に充てさせていただきまし

た。 

また、「町長お任せ」につきましては、南会津町が合併して１０年が経過した

ことから、新たなまちづくりの再スタートとして、「若者定住と交流人口拡大」、

「元気で持続可能な地域社会づくり」、そして「関東・東北豪雨災害からの着実

な復旧」の３つの重点施策を中心に活用させていただきました。 

 

今年４月には、浅草駅と会津田島駅を結ぶ「特急リバティ会津」が運行を開

始し、７月には協働のまちづくりのシンボルとなる役場新庁舎が開庁するなど、

新たなまちづくりの一歩を踏み出しております。町民と行政が連携して、人と

自然を未来につなぐ取組を行うことが、皆様の御好意に対する恩返しであると

思っております。 

 

今後も多くの課題はありますが、みんなで力を合わせ、元気に活力ある地域

づくりのため進んでまいりますので、引き続き御支援いただきますようお願い

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

  南会津町長 
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◆寄附実績 

 ４２８件  ９，２６７，０９８ 円 

内訳

県内・県外 件　数 金　　　　　額 個人・法人 件　数 金　　　　　額

福島県内 27 1,020,000 円 個人 428 9,267,098 円

福島県外 401 8,247,098 円 法人 0 0 円

合計 428 9,267,098 円 合計 428 9,267,098 円

 

 

◆目的別状況 

目　　　　　　　的 件　数 金　　　　　額

自然環境保護（里山再生事業含む） 84 1,236,000 円

子供たちの教育、育成 67 1,760,000 円

東日本大震災、関東・東北豪雨災害からの復興 18 295,000 円

まちづくり、地域活性化 7 156,000 円

情報化社会対策 1 12,000 円

除雪対策 2 60,000 円

高齢者・福祉対策 3 90,000 円

農林漁業の振興 23 220,000 円

観光事業の振興 13 325,000 円

地場産業の振興 3 40,000 円

スキー場、観光施設維持 16 292,000 円

古民家集落の保存と活性化対策 3 70,000 円

文化伝承事業（田島祇園祭含む） 5 110,000 円

地域指定 7 150,000 円

町全体（町長お任せ） 176 4,451,098 円

計 428 9,267,098 円

 

 

 

  

  ふるさと納税寄附状況  
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皆様からいただきました寄付金は、まちづくりの目標の実現に向けた事業の財源に充て

させていただきました。 

 

 

先人が私たちに残してくれた豊かな自然を未来へと引き継ぐため、環境に与える負荷

を軽減し資源や自然エネルギーを有効活用することで持続的な発展を図ることのでき

る循環型社会の構築を目指します。 

また、安全な生活基盤の整備を進め、中心市街地や都市計画整備区域、国道２８９号

田島バイパス周辺地区を有機的に結び一体化を図るとともに、町民との協働による景観

づくりや多様なニーズに対応した生活環境の整備を進めながら、自然と調和のとれた生

活空間の創造を目指します。 

 

≪主な事業≫ 

・太陽光発電設備導入事業 

・上・下水道整備事業 

・土地区画整理事業 

・町営住宅建替事業 

・除雪対策事業 

・空き家等対策事業 

・尾瀬国立公園田代山帝釈山保

全管理事業      等 

 

 

企業を誘致するための受け入れ環境の整備や、後継者など次世代を担う人材の育成を

推進します。また、新規事業への挑戦をサポートする体制づくりなど、就労対策や企業

支援の充実を図り魅力ある就業環境を整えることで、社会経済情勢に左右されることの

ない強い雇用環境の確立と、新たな分野に挑戦する気運の醸成を目指します。 

さらに、各種産業の連携による６次産業の確立や、地理的条件に影響されない付加価

値の高い地場産品の創出、さらには、地域の特性を活かした戦略的な農林業や観光業で

の取組を推進することで、競争力のあるビジネスを創生し、町民所得の向上を目指しま

す。 

  

上・下水道整備事業 太陽光発電設備導入事業 

  

除雪対策事業 町営住宅建替事業 

  寄付の使途  
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≪主な事業≫ 

・雇用・企業誘致対策事業 

・創業チャレンジ支援事業 

・元気な産地づくり等整備事業 

・新規就農者支援事業 

・森のエネルギー創出事業 

・林産業人材支援事業 

・農村生活体験推進事業 

・観光誘客事業 

・伊南スポーツツーリズム推進

事業         等 

 

 

 

子育て支援の充実を図ることで、安心して子どもを産める環境づくりを推進します。 

また、高齢者や障がい者が積極的に社会参加できるような環境整備を進めるとともに、

保健・福祉・医療サービスの充実、公共交通の充実や防犯・防災体制の強化を図り、町民

誰もが安全で快適に生活できる環境づくりを目指します。 

 

≪主な事業≫ 

・５歳児保育料無料化事業 

・放課後児童対策事業 

・子ども医療費助成事業 

・子育て環境づくり事業 

・子育てスマイル事業 

・高齢者生活支援事業 

・高齢者見守り支援事業 

・地域公共交通運行事業 

・消防設備整備事業   等 

 

町民ニーズの多様化や高度化に対応した生涯学習環境の整備充実を目指します。 

また、まちづくりを支える人材の育成では、時代の変化に柔軟に対応できる“生きる

力”を持った人材の育成を目指します。 

  

雇用・企業誘致対策事業 新規就農者支援事業 

  

森のエネルギー創出事業 
伊南スポーツツーリズム 

推進事業 

  

子育て環境づくり事業 
５歳児保育料無料化事業 

（保育所運動会） 

  

高齢者生活支援事業 消防設備整備事業 
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さらに、各地域に伝わる歴史や文化資源、文化活動等についても、本町の共通財産と

して位置づけを行い、保護・振興を図るとともに、次の世代へと残せる新しい町民文化

の創造を目指します。 

 

≪主な事業≫ 

・小学生農山漁村交流事業 

・中学生海外交流事業 

・県立高校生徒支援事業 

・学習サポート事業 

・ＩＣＴ教育推進事業 

・地域伝統文化総合活性化事業 

・前沢曲家集落保存対策事業 

 

 

行政の透明性の確保に努め、町民と行政との信頼関係を構築することで､協働によるま

ちづくりを目指します。 

さらに、行政経営の視点から、目標管理や予算の投資効果を検証しながら『未来を拓

く行政』の実現を図り、町民に安心と信頼を与える自治体としての確立を目指します。 

 

≪主な事業≫ 

・地域ビジョン策定事業 

・南会津ワカモノ会議 

・集落応援交付金事業 

・集落支援事業 

・元気のでる地域づくり支援事

業 

・定住対策プロジェクト事業 

・新庁舎建設事業 

 

 

  

小学生農山漁村交流事業 中学生海外交流事業 

  

ＩＣＴ教育推進事業 前沢曲家集落保存対策事業 

  

南会津ワカモノ会議 集落支援事業 

  

地域ビジョン策定事業 新庁舎建設事業 
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平成２７年９月に本町を襲った関東・東北豪雨災害は、平成２３年７月の新潟・福島

豪雨災害をはるかに超える大きな被害をもたらしました。 

国の激甚災害の指定を受け、関係各位のご努力により、農林業施設及び公共土木施設

補助災害の査定を終了し、復旧工事に着手いたしました。 

また、原形復旧に止まらず、将来の災害発生に備えた改良工事も重要なことから、関

係機関と連携を密にし、着実に復旧を進めてまいります。 
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心温まるメッセージをありがとうございました。 

 

カヤックで伊南川、舘岩川、西根川、湯ノ花川など、年 4～5 回程

度南会津で楽しませてもらっています。 
陶山 時彦 様 

現在、東京都に住んでおりますが、旧田島町出身です。生まれ育っ

たふるさとの公共福祉の充実、文化活動（祇園祭）の発展などに役

立てていただければと思います。 

渡部 裕佳 様 

採れたての美味しい野菜待ってます。 【匿名希望】 

毎年、舘岩地域に愛犬と宿泊するのが楽しみです。東京での生活を

癒やしてくれるペンションのご夫婦と食事、自然に感謝です。寄附

金は舘岩地域のために使っていただけると幸いです。 

千代田 義法 様 

妻の故郷です。南会津の人口減少に歯止めを！ 原田 力生 様 

南会津は私のふるさとではありませんが、癒やしと心の大切なふる

里です。 
【匿名希望】 

自然やおいしい食べ物がいっぱいで、温泉にも恵まれている南会津

が大好きです。いつまでも今の良さが維持できるよう願っていま

す。 

【匿名希望】 

いつまでもきれいな川でいてください。 本柳 枝美 様 

遅くなりましたが、先の豪雨で被災された地域の復興に。 西嶋 敏也 様 

子育てしやすい環境整備に活かしてください。 手塚 康太 様 

昨年の豪雨の爪痕が未だ残っていて、改めて被害の大きさを感じま

した。復興復旧に役立ててください。 
木下 ゆかり 様 

旧南郷村出身です。故郷に感謝！ 森 喜春 様 

災害に強い町を作ってください。 渡部 寛 様 

南郷トマト大好きです！ 阪本 幾代 様 

銀座の MIDETTE（ミデッテ）にもふるさと納税のチラシを置いてほ

しいです。 
【匿名希望】 

出生から小学６年生までお世話になった想い出多い地です。 山内 大三 様 

南郷トマト楽しみにしています。 熊谷 鶴三 様 

栗生沢の生まれです。会津の発展を祈ります。 佐藤 米子 様 

2015 年の夏に田代山林道と安ヶ森林道をオフロードバイクツーリ

ングで走らせてもらい、湯ノ花の民宿に泊まり、田代山にも登り、

その自然の豊かさ、野菜のおいしさ、人柄に触れ、山のポテンシャ

ルにも圧倒されました。是非、舗装化などの安易な開発はせず、今

の南会津の魅力をそのまま後世に残していってください。こんなに

すばらしい南会津は、私の心のふるさとだと勝手に思っています。

廣田 安史 様 

  寄附者からのメッセージ  
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今後も応援しています。 

毎年、四季折々に訪ねて休暇を過ごしています。南会津の美しい自

然に癒されています。南会津町の自然が大好きです。自然環境を守

るのは大変でしょうが、少しでもお役に立ちたいと思っています。 

武藤 富美恵 様 

今年も応援します。 小野木 章光 様 

親戚が住んでいるので、年に２回は訪れています。応援しています。 【匿名希望】 

昨年の豪雨災害での被害から早く立ち直ることを願っています。頑

張ってください 
 松永 貞夫 様 

おいしい食べ物やお酒を楽しんでいます。少しでも南会津のお役に

立てていただければ幸いです。高畑スキー場を存続させてくれる

と、なおうれしいです。 

【匿名希望】 

豊かな自然を大切にする南会津町を応援します。 【匿名希望】 

駒止湿原の復旧、よろしくお願いします。 【匿名希望】 

昭和 33 年まで西町に住んでいました。実家はまだあります。 澤井 宥二 様 

郷里のますますの発展を祈っています。 【匿名希望】 

会津大好きです。今年も遊びに行くぞ！ 福地 充宏 様 

伝統歌舞伎保存会さんと歌舞伎に関わっております。 入井 信男 様 

少ないですが、次世代を担う子供の育成にご活用ください。今年の

夏休みには、南会津町に１泊２日で旅行を計画しています。南会津

町の観光名所を歩き、自然を満喫してリフレッシュしたいと思って

います。 

斉藤 雄一 様 

20 年来、渓流釣りやスキーで年数回訪れます。福島・新潟豪雨や昨

年９月の集中豪雨の爪痕が残り、それ以前から河川への土砂の流入

が多くなったと感じており、森林整備など、豊かな自然環境維持に

ご活用ください。 

【匿名希望】 

針生が故郷です。 【匿名希望】 

私達夫婦は１８歳まで育てていただきました。母達二人もお世話に

なっております。 
齋藤 和己 様 

ふるさと南会津会員として応援します。 【匿名希望】 

父が旧伊南村出身です。年をとった親戚の皆さんの福祉に役立てて

ください。 
【匿名希望】 

田島衹園祭の写真を毎年撮りに行っています。 【匿名希望】 

自然が豊かで大好きです。応援しています。 【匿名希望】 

昨年もふるさと納税をさせていただきました。南会津町がテレビ番

組で取り上げられると、とてもうれしく楽しみに見ています。これ

からも自然との共生を期待しています。 

小野 公嗣 様 
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生まれ故郷で未来を応援しています。 【匿名希望】 

旅行に行って会津により関心を持つようになりました。宜しくお願

いします。 
【匿名希望】 

子育て支援を兼ねて寄付します。 【匿名希望】 

いつも楽しみに遊びに来ています。 【匿名希望】 

ガンバレ、南会津！会津田島祇園祭が毎年盛大に行われますよう

に！ 
室井 美津子 様 

いつまでも自然豊かな町であってください。 【匿名希望】 

おいしいお米を楽しみにしています 【匿名希望】 

１０月に修学旅行でお世話になります。よろしくお願いいたしま

す。 
手島 肇 様 

ふるさと南会津会、会員です。 【匿名希望】 

旧南郷村出身です。豊かな自然に囲まれた故郷が大好きです。いつ

までも応援しています。頑張ってください。 
佐藤 由祐 様 

友人の出身地が会津でしたので、申し込みました。余り珍しいもの

より、日常生活で使える野菜を希望します。 
【匿名希望】 

福島の自然あふれる南会津が、今後も活気あるよう福島県人として

応援します。 
【匿名希望】 

昨年度はびっくりするくらいのたくさんのお野菜をいただきあり

がとうございました。とってもおいしかったです！今度は直接訪ね

て、おいしいものをたくさんいただきたいと思います。 

折戸 瑠美 様 

南会津町がんばれ。いつも心にあるふるさとです。 髙田 秀 様 

〝剣道の郷"南会津。毎年、皆様との交流に感謝します。 山田 宗一 様 

休みを取って、また行きます。 佐藤 清孝 様 

福島県がんばれと応援しています。 松井 和隆 様 

「南郷スキー場」で毎年スノーボードを家族そろって楽しませてい

ただいています！雪質が良くて綺麗に整備されていてスタッフの

方も親近感があり本当に大好きなゲレンデです。息子はゲレンデ内

レストランの「ステーキ丼」が好物で行く度に楽しみにしています。

2016-17 シーズンは４０周年とのことで心から応援しています！！ 

【匿名希望】 

高畑スキー場がんばれ。 米本 省吾 様 

毎年冬にたかつえスキー場でお世話になってます。去年は小雪で１

度しか行けませんでしたが、今年は何度も行く予定です。ペンショ

ンでゆっくり過ごすのが今から楽しみです。 

小林 繁裕 様 

親戚が住んでいるので応援します。 【匿名希望】 

今年もおいしいトマトを待っています。 今徳 芳子 様 
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会津出身ではありませんが、妻が福島出身です。ささやかですが、

東北や福島の復興支援、子供たちの未来に役立てていただけたら幸

いです。 

【匿名希望】 

南会津町が更に住み易い町になることを願っています。 室井 俊之 様 

住み易いふるさとでありますように！ 平野 盛彦 様 

美味しい南会津の農産物をこれからも生産してください。 塩野 伊豆海 様 

尾瀬の帰り道に寄らせていただいております。南郷トマトが大好き

です。 
【匿名希望】 

夫が南会津の田島出身です。私も子供たちもあの大自然と温かい町

の方々が大好きです。応援しています！ 
阿久津 清子 様 

今夏、南会津町を訪問しました。新潟側から尾瀬を抜け、舘岩、田

島、下郷へ抜けました。舘岩では、祖父の軌跡をたどり、田島では

親戚を訪問。私の母は田島生まれです。弥五島では祖父の生家を訪

ねました。私自身のルーツをたどる旅をしました。とても良いとこ

ろでした。またゆっくり訪問したいです。 

小松 奈保子 様 

恐らく今年で４回目ですが、お米の特典が魅力的だったので増額し

てみました。昨年の台風被害はすごかったようなので、お役立て頂

ければと思います。 

小川 勝 様 

ふるさと南会津町の発展をお祈りしています。 【匿名希望】 

生まれ故郷を大事にします。 芳賀 行雄 様 

南会津の魅力を発信する事業にお使いください。 湯田 信之 様 

福島県農産物を応援します。 【匿名希望】 

昨年のこの時期、関東東北豪雨のあと初めて「ふるさと納税」をし

ました。今年も、南会津町を応援します。 
塩島 勝美 様 

曲家集落、ゴーマン杯、木賊温泉、南郷トマト、花泉酒造…たくさ

んの思い出をありがとう。Ｈ２７水害からの早期復興を祈っていま

す。 

【匿名希望】 

昨年の水害から今日で１年ですね。何のお手伝いも出来ずごめんな

さい。被災された皆様が元通りの生活に戻れますようにお祈りいた

します。 

目黒 弘子 様 

あの水害から今日でちょうど１年ですね。今も時々県内常総市に通

っていて、現地の厳しい状況を見るたび同じ日に被災した南会津を

想っています。復旧は進んでいるでしょうか？被災された皆さんが

１日も早く日常を取り戻すことが出来ますよう、祈っています。 

目黒 由美 様 

昨年の水害で駒止湿原への道路が壊れて湿原の花を見に行けなく

なっていると聞きました。復旧を願っています。 
北村 由紀子 様 

南郷スラローム大会に使ってください。 鈴木 隆司 様 

会津のすべてが大好きです！ 【匿名希望】 

私の故郷“南会津”頑張れ！！ 【匿名希望】 
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縁があったのでしょう２回目の寄付です。遠くから応援していま

す。 
城田 純一 様 

昨年に引き続き寄付させていただきます。実家からの宅配便のよう

なお礼の品がとても気に入っています。毎年春秋に山で遊ばさせて

いただいています。これからの町が元気になるように応援していき

たいと思います。 

齋藤 卓 様 

毎年南会津のスキー場を利用させていただいています。昨年川の氾

濫の傷跡を見て、納税をさせていただきます。夫婦共に田舎は福島

県（浪江・郡山）です。よろしくお願いいたします。 

【匿名希望】 

今年は駒止湿原の散策がまだ不可能とのこと。他にも復旧作業が必

要なところがあると思います。ささやかな額ですが南会津のために

お使いいただければと思います。また福寿草の頃にお邪魔します。 

山田 貴子 様 

一度も訪れたことがない福島ですが、いつか行きたいと思います。 【匿名希望】 

自然と共に生きる町づくりを期待します。 【匿名希望】 

親類が大勢住んでいるから。 【匿名希望】 

南会津の自然が大好きです。しばらく赴けておりませんが、機会を

創り是非に。これからも悠久の自然美を守り続けてください。 
久世 晋司 様 

南会津応援しています！南郷トマト大好きです！ 【匿名希望】 

昨年も寄附させていただき、お礼の品を送っていただきました。と

ても美味しかったです。少額ですが、今年も寄附させていただきま

す。 

【匿名希望】 

舘岩地域に別荘があり、一年中お世話になっています。 桧山 紀明 様 

年に数回、東京から東武線で会津田島まで行っています。これから

も豊かな自然を守っていただきたいです。 
宮本 麻理 様 

南会津町に行くとその雰囲気に癒されます。舘岩のペンションに癒

されます。今週末は「そばまつり」に行かせていただくのが今から

楽しみです。 

千代田 義法 様 

未来を支える子ども達が健やかに育ちますように。 飯泉 和子 様 

豊かな自然をいつまでも。 河原 修 様 

私は南会津町（旧南郷村）出身です。南会津町が更に安全で人に優

しい故郷であるよう願います。微力ですが応援しています。 
【匿名希望】 

毎年、たかつえスキー場やそば・ウォーキングをして楽しんでいま

す。少しでもお役に立てればと思っています。 
山本 幸雄 様 

南会津町が、益々発展していきますように応援しています。 高橋 功子 様 

南会津町の温泉は最高です。 高橋 好美 様 

さいたま市立舘岩少年自然のいえには子供達も大変お世話になり

ました。素晴らしい大自然のなか素敵な思い出がたくさんできまし

た。ありがとうございます。 

【匿名希望】 

頑張ってください。 家守 雅大 様 
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ふるさと納税というものを知る機会があり、まずは自分の祖母のふ

るさと、福島の会津に寄付ができたらと思いました。心ばかりです

が、少しでもお役にたてたら幸いです。 

竪野 綾香 様 

大沼郡金山町に続き、総務省の「放送ネットワークの強靭化」事業

実施のため、RFC ラジオ福島中継局の整備をよろしくお願いいたし

ます。 

加藤 伸吾 様 

南会津町の明るい未来の小さなお手伝い…になったら良いと思い

ます。 
【匿名希望】 

妻の実家が南会津町で年に数回帰っていますが年に寂しく感じて

いますので、活気ある町造りを期待します。 
白倉 正喜 様 

妻の祖母が旧舘岩村出身です。たかつえスキー場には毎冬お世話に

なっています！！ 
【匿名希望】 

友人が舘岩地区に住んでいて、３５年位前に最初に訪れました。マ

ラソン大会やたかつえＧＣに行ったりして南会津町を応援してい

ます。 

出縄 隆 様 

南会津町の野菜美味しいです。日本中にその魅力を発信して下さ

い。 
【匿名希望】 

毎年高畑スキー場にいってます。ふれあい泊まり楽しんでいます。

除雪宜しくお願いします。 
上野 剛 様 

毎年、舘岩で開催される「ゴーマン杯南会津ふるさと健康マラソン」

に参加しております。是非、今後もゴーマン杯を盛り上げていただ

きますようお願いします！ 

【匿名希望】 

毎年 高畑スキー場に行ってます。 水品 巧 様 

町で生まれ、両親が生活しておりました。 【匿名希望】 

いつも！高畑スキーと花木の宿にお世話になっております。 【匿名希望】 

南会津町の野菜が大好きです。特に南郷トマトとアスパラは欠かせ

ません！ 
吉田 佳央 様 

高畑スキー場のファンです。 【匿名希望】 

南会津は、私の生まれた大事なふるさとです。 荒深 秀子 様 

ふるさと南会津会で町長さんにお世話になっています。 小宮 博昭 様 

金紋会津、銘菓鴫山が大好きです！ 芳賀 俊明 様 

今年夏 南会津を旅行しました。自然が残り爽快な気分になりまし

た。また行きたいです。 
間宮 康博 様 

素晴らしい自然に魅力を感じ、南会津町内には、渓流釣りなどでし

ばしば訪れています。昨年９月の大雨では、道路や橋、川も大きな

被害を受け、復旧に苦労されていることと思います。少額ですが、

普及の費用に充てていただければ幸いです。 

【匿名希望】 

家内が田島出身で、東日本大震災で実家に避難していた時、どこへ

届け出た訳でもないのに役場の方がすぐに実家に家内を訪ねてく

ださって、困ったことはないですかと声をかけていただきました。

長年一人暮らしの父の自宅周辺道路の冬場の除雪作業にもいつも

感謝しています。来年の春、被災地の高台移転後の換地、引き渡し

がやっと決まりました。いろいろな意味で次世代を担う子供たちの

【匿名希望】 
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環境作りに役立ててほしいです。 

福島県、大好きです。ファイト！！ 【匿名希望】 

旧南郷村出身です。両親が住んでいますので、高齢者にも住みやす

い町づくりを期待します。 
馬場 雅一 様 

冬は寒いと思いますが頑張ってください。 【匿名希望】 

さいたま市の旧大宮市の者です。旧舘岩村での小中学校での宿泊学

習がとても楽しく、懐かしく、南会津町の発展を願い、微力ながら

寄付いたします。 

青島 優 様 

南会津町は「母のふるさと」です。小さい頃、盆・正月に帰省した

際は、山や川で遊び、スキーも楽しみました。また行ってみたいで

す！ 

野嵜 章 様 

毎年スキーでお世話になってます。これからもよろしくお願いしま

す！ 
【匿名希望】 

高畑スキー場の維持存続を是非お願いします。 【匿名希望】 

妻の出生地です。頑張ってください。 草ヶ谷 英樹 様 

水引地区の茅刈に 2012 年より参加しております。古集落の景観保

全に関心があります。 
浦野 喬 様 

11 月 5、6 日と水引集落茅刈りツアーに参加し、茅葺き屋根補修の

大変さの一端を体感できました。集落の皆さん、役場の皆さんには

お世話になりました。この風景がずっと維持されることを願ってふ

るさと納税させていただきます。 

藤原 信一郎 様 

前回、お礼品としてお米頂きました。とっても美味しかったです。

又、お米を希望します。寒くなってきましたので皆様のご健康を祈

ってます。これからの活躍を期待してます。 

【匿名希望】 

初めて寄付します。南会津町の野菜が食べられるのを楽しみにして

います。 
【匿名希望】 

会津大好き一家です。毎年渓流釣りが楽しみです。温泉も食べ物も

Good！ 
古屋 みち代 様 

南会津の自然がいつまでも豊かでありますように！ 稲見 民江 様 

いつも親切な南郷の皆様、またよろしくお願い致します。 【匿名希望】 

南会津町のふるさとまちづくりを今後も応援致します。 【匿名希望】 

会津田島衹園祭の安定した継承のために使われることを願います。

友人を連れてお祭りに行くと、皆、とっても喜んでくれます。衹園

祭を継承して尽力されている町の方々に感謝です。 

植田 友紀子 様 

今年も木賊温泉でお世話になりました。ささやかながら南会津の未

来を応援させて頂きます。 
角田 昌弘 様 

頑張ってください。応援しています。 【匿名希望】 

昨年に引き続きです。頑張って下さい！ 【匿名希望】 

ささやかながら復興支援になりますよう。楽しみにお待ちしており

ます。 
【匿名希望】 
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んだべぇは可愛いと、うちの子供達が言ってます。んだべぇに会い

たいなあ。 
【匿名希望】 

今年もまた寄附させて頂きます。田代山の自然、これからもずっと

残してください。 
【匿名希望】 

南会津には訪問したことないんです。以前訪れた会津若松市で、花

春酒造さんにほれこんで、それからすっかり会津全体のファンにな

りました。これを機に、南会津も訪れてみたいなあと思っています。

大銀杏、ぜひ見てみたいです。 

【匿名希望】 

月に１、２度は南会津を訪れていますが、会津田島駅近くに、日帰

り温泉または銭湯があると便利だと思います。 
湯田 チサト 様 

母の出身地です。毎年伺います。野菜がとても美味しくて東京では

食べられないので、楽しみに待っています。 
山末 英典 様 

南会津町の未来のためにお互いに頑張りましょう！ 【匿名希望】 

伊南川で泳いだり魚を釣ったり、楽しい思い出が一杯です。 【匿名希望】 

離想館に宿泊して高畑スキー場に毎年行きます。赤カブおいしいで

すよね。 
長澤 靖真 様 

近い将来、会社をやめたら遊びに行きたいと考えています。どうぞ

よろしくお願いします。 
中西 三枝子 様 

豊かな自然環境を次世代に残して下さい。 荒川 尚也 様 

10 月に南郷新そば祭り、トマト祭り、たのせのお祭りと伺い、楽し

い時間を過ごしました。豪雨災害にも負けず頑張っていらっしゃ

る、たのせの方々のために少額ですがお使い下さい。（みそうず、

美味しかったです。）次は高畑にスキーに伺います。美味しいゲレ

ンデご飯も楽しみです。 

【匿名希望】 

未来のために活用してください。 【匿名希望】 

南会津町にはスキーでお世話になっております。 澤 あすか 様 

美しい自然をいつまでも守っていって下さい。 千代田 義法 様 

地域活性化、がんばってください。 【匿名希望】 

震災から数年、まだまだ復興途中。このような形でしか支援できま

せんが、少しでもお役に立ててください。 
【匿名希望】 

生まれ育った南会津町。高齢者を見守る町にして下さい。 酒井 正 様 

がんばって下さい！ 【匿名希望】 

今年は大きな災害も無くほっとしましたが冬が早いのでしょうか。

雪の湯の花温泉に遊びに行く予定です。 
【匿名希望】 

福島県出身者として応援しています。 【匿名希望】 

ふるさと会入会、毎年春秋紀行に参加し、南会津町の奥深い郷土を

満喫する事が出来、感謝しています。 
金田 良輔 様 

毎年、観光やスキーで伺います。 地元の野菜や温泉が大好きです。 大宮 正紀 様 
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毎年スキー、キャンプに南会津に行っています。いつまでも素晴ら

しい自然を残してほしいと思います。 
齋藤 孝裕 様 

昨年は主人がふるさと納税をさせて頂きましたが、9 月に病気の為

亡くなりました。とても南会津が好きで小高林に民家をお借りし

て、晩年には永住したいと語っていたのですが、残念ながら叶う事

ができませんでした。これからは主人の代わりに私が毎年南会津の

為、協力、お手伝いをさせて頂きますので寒さや大雪に負けないで

皆様頑張って下さい。 

杉山 俊子 様 

会津田島や湯ノ花温泉が好きで何度も行っています。行く先々で良

くしていただきました。みなさんがより暮らしやすくなるように役

立ててほしいです！ 

【匿名希望】 

先日、息子がそちらを訪れました。旬の詰め合わせ、楽しみにして

います。 
【匿名希望】 

毎年スキーでお世話になっています。いつも、きれいな除雪ありが

とうございます。 
【匿名希望】 

これからも頑張って欲しいです。応援しています。 斉藤 豊和 様 

いつも旅行でお世話になっております。何度行っても自然豊かで癒

されますし、現実を忘れてゆったりとした時間を過ごさせてもらっ

てます。少しでもお役に立てればと思い寄付させてもらいました。 

【匿名希望】 

東武鉄道の新型特急で祇園会館の里山バイキングに行こうと思い

ます。 
【匿名希望】 

美味しい野菜は大歓迎です。お礼の品楽しみにしておりますので、

風評被害なんかはねのけて、頑張って下さい。 
【匿名希望】 

ふるさと納税の特典に、返礼品以外に、例えば南会津町への１週間

程度のおためし移住や林業・農業体験などをチョイスできたら面白

いと思います。ふるさと納税をした人が、南会津へ足を運びたくな

る仕掛けづくりがあるといいと思います。 

三好 正義 様 

子どもたちが南会津の歴史と景観、自然に興味を持ってもらえるよ

うにご活用ください。 
三好 正義 様 

７年前から毎年参加していた舘岩地区の水引集落の茅刈り体験ツ

アーに、今年からはスタッフの一人として企画・運営する側として

参加し、参加者にはふるさと納税を紹介させて頂きました。また、

前沢集落の薬師様まつり、たていわ夏祭り、町並みゼミなどにも参

加して、多くのみなさまにお世話になりました。本当にありがとう

ございました。来年もまた足を運びますので、よろしくお願いしま

す。 

三好 正義 様 

南会津町にはお世話になっていました。今後も自然がたくさんの南

会津町であってください。 
武村 明彦 様 

親戚が南会津におりましてよくお邪魔しております。今後も素敵な

南会津にお邪魔したいと思っておりますので協力出来ることが大

変うれしいです。 

青木 直也 様 

10 月に入院中の叔父のお見舞いで、久しぶりに南会津町に行きまし

た。暖かくなって雪が解けたらまた行きます。 
目黒 由美 様 

以前、南会津町に３年間住んでいました。美しい自然と優しい人々

が素晴らしく、良い思い出ばかりです。いつまでも南会津らしい南

会津町であってください。 

【匿名希望】 

アクシオン会津高原との関係で、豊かな自然環境に囲まれたまちづ

くりを応援します。 
【匿名希望】 



16 
 

少しですが、役に立てていただければ幸いです。 山田 香 様 

毎年、高畑スキー場に行くのが楽しみです♪ 【匿名希望】 

関東に住んでいる頃は福島を含め毎年東北へ旅行していました。今

は九州に住んでおり、東北は遠くなってしまいましたが、ふるさと

納税という形で関わりを持ち、今後も応援しています。 

【匿名希望】 

水引集落の茅刈りイベントに参加しています。都会では見ることが

できなくなってしまった、自然と建物が調和する姿がこれからも維

持されていきますように。 

飯田 朗子 様 

スキーでお世話になっています。宿の方々の素朴なおもてなしで温

もっています。どうかこれからも暖かな町であってください。 
【匿名希望】 

義父が旧伊南村出身のため、ふるさと納税しました。いつまでも自

然豊かなところであってほしいと思います。 
冠城 慎 様 

母が南会津町の出身の為、今回寄付させて頂きました。雪に負けず

に頑張って下さい。寄付金は町政や町の未来の為にお役に立てて頂

ければと思います。 

林 政允 様 

妻の母方の実家が旧南郷村で、その縁で何度か訪れたことで、南会

津町の大ファンになりました！微力ながら、応援しています！ 
松田 道夫 様 

南会津町舘岩の水引集落で茅刈りに参加させて頂いております。美

しい自然景観と暖かい人たちが暮らすこの地域の発展に少しでも

貢献できればと思い、今回初めてふるさと納税をさせていただきま

した。どうぞよろしくお願い致します。 

近藤 智和 様 

友人の実家があり毎年泊まりに行くたびに雄大な自然に魅了され

ます。 
【匿名希望】 

父の実家です。がんばってください！ 【匿名希望】 

バレーボール大会にお米をありがとうございました。皆、大変喜ん

でいます。 
【匿名希望】 

自然豊かで人情味あふれる南会津が大好きです。 【匿名希望】 

応援しています。厳しい寒さを乗り切ってください。 生司 英和 様 

伊南川の清流の維持をお願いします。 【匿名希望】 

これからも美味しいお米を作って下さい。楽しみにしています。 【匿名希望】 

家族もこちらに寄付して美味しい野菜をいただき感激しました。あ

りがとうございました。 
荒木 正大 様 

雪に負けずにがんばれ！！ 【匿名希望】 

南会津町の日本酒は最高に旨い。これからも応援しています。 加藤 桂一 様 

おいしい野菜をお待ちしています。 【匿名希望】 

NPO 活動で水引地区のボランティアに参加している者です。微力で

すが、都会では無くなってしまった日本の原風景を何とか残せれば

と思っています。 

【匿名希望】 

いつまでも自然豊かで、南会津町の人たちが笑顔でありますよう

に！ 
湯田 寧 様 
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頑張れ！！応援してます 【匿名希望】 

毎年たかつえスキー場を利用しています。第２の故郷です。頑張っ

てください。 
【匿名希望】 

那須塩原市に別荘を持つ父が南会津好きになり、その影響で好きに

なりました。都会の子どもたちが”厳しい”自然を学べるスポット

を作ってください。 

大橋 毅夫 様 

いつまでも美しく豊かな自然を大切にしてください。 【匿名希望】 

奈良屋さんに感謝！ 千代田 義法 様 

南会津町活性化の為に、使っていただければ、幸いです。南会津町、

大好きです。 
高山 謙太郎 様 

会津地方に微力ながら貢献できますよう、ふるさと納税いたしま

す。 
【匿名希望】 

大雪にめげず、頑張ってください。 菅家 清夫 様 

負けないで！誰よりどこよりも強くなる。応援しています。少しで

すみません。 
【匿名希望】 

福島を応援しています。 三上 直子 様 

去年は美味しいお野菜お米ありがとうございました。家族で頂きま

した。 
荒木 陽子 様 

昨年他界しました父は田島町の出身でした。田島町を離れ大学を出

て会社を勤め上げ年金生活となってからも、よく会津に通っていま

した。故郷が大好きだった父の供養のために会津の将来ある若い

方々を応援させて頂けましたら幸いです。 

【匿名希望】 

昨年南会津に旅行に行き、自然豊かな良い場所で料理がおいしかっ

たです。これからも自然にやさしい街づくりを応援しています。 
【匿名希望】 

田舎が会津なので小さい頃から現在もよく遊びに行っております。

大人になった今、少しずつですが故郷の会津に恩返しがしたいと思

います。 

室井 真美 様 

がんばっぺえ！ 福島！ 中野 秀彦 様 

毎年南郷スキ－場でテレマ－クスキ－のレッスンを受けています。

宮床ツア－にも行きます。自然林がとってもきれいです！！ 
阪本 幾代 様 

もうすぐ春 【匿名希望】 

毎年夏休みに南会津に遊びに行かせていただいています。今年の夏

もまた行きます。楽しみにしています。 
【匿名希望】 

これからも魅力のある特産品をよろしくお願いします。 【匿名希望】 

いつまでも緑多い自然豊かな町であって欲しいです。 【匿名希望】 

旧田島町出身です。ふるさと納税は２回目になります。リバティ会

津も今年から運行開始するとのことで、観光客はもちろんのこと、

ワカモノ会議 2017 in TOKYO のような、都市部と南会津町を繋ぐ交

流・情報交換の機会（ワークショップなど）が増え、町が活性化し

ていくことを期待しております。 

渡部 裕佳 様 
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西東京市の姉妹都市ということもあり、何度も旅行させていただい

ています。 
福田 誠 様 

南会津町には年に 3 回は宿泊しています。自然豊かな良い町です

ね！ 
【匿名希望】 

福島県を応援します。 【匿名希望】 

これからもバレーボールを通じての交流・発展を図って行きましょ

う 
依田 越夫 様 

ガンバ！ 萩原 賢一 様 

春が待ち遠しいですね‼ 母親が介護でお世話になってます。感謝

しています。皆さまの健康と活躍を祈念してます。 
【匿名希望】 

実家が福島県内になります。まだまだ風評被害ありますが頑張って

頂ければと思います。 
樋口 善明 様 

伝統歌舞伎保存会、頑張ってください。 入井 信男 様 

福島を応援しています。 【匿名希望】 

両親の実家が福島県なので、福島全域応援しています。頑張って下

さい。 
【匿名希望】 

ふるさと南会津会 会員です。 室井 滿夫 様 

豪雨災害の被害から早く立ち直るのを願っています。頑張ってくだ

さい。 
松永 貞夫 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの温かいメッセージ

をありがとうございました。 
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【おわりに】 

 

平成２９年度においても、「ふるさと納税制度」による寄附を募集いたします。 

ふるさと納税として寄附をいただいた方に、町内の温泉施設などの割引サービスを受け

ることができる“ふるさと住民票”をお送りしております。 

さらに、納税額が５，０００円以上の寄附者（個人）の方には、返礼品として“南会津

町の特産品”や南会津町産の米“「雪の米」”等、ご希望のお品をお贈りいたします。なお、

返礼品は予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

住んで良かった町、住みたい町、そして将来につながる活

力あるまちづくりのために、これからも多くの皆様のご支援

をよろしくお願い申し上げます。

南会津町産の米「雪の米」（イメージ写真） 

ふるさと納税がクレジット決済できるようになりました。  

パソコンやスマートフォンからもお申し込みができます。  

詳細については、町のホームページをご覧ください。 

 

 
南会津町 ふるさと納税

返礼品の例 南会津町の特産品（左）と 
南会津町産米「雪の米」（下） 

特産品詰め合わせ（イメージ写真） 

※季節により内容が異なります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふるさと納税に関するお問い合わせ 

TEL：0241-62-6210（直通） 

E-mail：h_seisaku@minamiaizu.org 

〒967-8501 

福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 

南会津町ＨＰ http://www.minamiaizu.org/ 


