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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、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、「町長にお任せ」につきましては、平成２７年度が南会津町合併 10 周

年の節目の年であったことから、新たなまちづくりにあたり、「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。 

 

南会津町が誕生してからの 10 年間は、地域特性の違いをお互いに受け入れな

がらも、東日本大震災や新潟・福島豪雨という大災害を乗り越えてきた１０年

でもありました。 

日本全体の人口が減尐傾向にある中、まさに地域の特性を生かしたまちづく

りの創意工夫と実践が求められるときであり、これまでのまちづくりに自信と

誇りを持ち、芽を出してきた成功事例の根を深く張り、課題には真摯に向き合

いながら、町民と行政が連携して未来につながる新たなまちづくりに取り組ん

でいくことが、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、みんなが元気で活力ある地域として自立できるように“集まる”“育

む”“輝く”を合言葉に歩みを進めてまいりますので、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 

 ２１４件  ７，３５７，５５０ 円 

内訳

県内・県外 件　数 金　　　　　額 個人・法人 件　数 金　　　　　額

福島県内 24 2,052,000 円 個人 214 7,357,550 円

福島県外 190 5,305,550 円 法人 0 0 円

合計 214 7,357,550 円 合計 214 7,357,550 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） 43 738,000 円

子供たちの教育、育成 14 145,000 円

東日本大震災、関東・東北豪雨災害からの復興 21 560,000 円

まちづくり、地域活性化 3 40,000 円

情報化社会対策 1 12,000 円

除雪対策 1 50,000 円

高齢者・福祉対策 1 200,000 円

農林漁業の振興 5 75,000 円

観光事業の振興 8 50,000 円

スキー場、観光施設維持 7 185,000 円

古民家集落の保存と活性化対策 1 10,000 円

文化伝承事業（田島祇園祭含む） 3 40,000 円

地域のみ指定 4 21,000 円

町全体（町長お任せ） 102 5,231,550 円

計 214 7,357,550 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 

・除雪機械整備事業 

・景観づくり推進事業  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 町営住宅建替事業 

  

除雪機械整備事業 
景観づくり推進事業 

（景観重要建造物・樹木） 

 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 

・森林環境整備事業 

・観光誘客事業 

・観光大使「んだべぇ」活用

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 

・伊南保育所建設事業 

・高齢者生活支援事業 

・高齢者にやさしい住まいづ

くり助成事業 

・空き家等対策事業 

・消防救急デジタル無線整備

事業         等 

 

 

 

 

 

  
雇用・企業誘致対策事業 新規就農者支援事業 

  
元気な産地づくり等整備事業 森のエネルギー創出事業 

  
放課後児童対策事業 伊南保育所建設事業 

  
高齢者生活支援事業 消防救急デジタル無線整備事業 
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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。 

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 

・学習サポート事業 

・クロスカントリースキーコ

ース整備事業 

・田島祇園祭屋台歌舞伎保存

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≫ 

・合併１０周年記念事業 

・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 

・地域おこし協力隊受入事業 

・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 

  
学習サポート事業 田島祇園祭屋台歌舞伎保存事業 

  
合併１０周年記念事業 集落支援事業 

  
元気のでる地域づくり支援事業 

（会津高原地区活性化事業） 
新庁舎建設事業 
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昨年本町を襲った関東・東北豪雤災害は、平成２３年の新潟・福島豪雤災害をはるか

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。 

 

カヤックで伊单川によく行かせてもらいます。 陶山 時彦 様 

子供歌舞伎を中心とした文化の引継を応援しています。 山内 雄平 様 

登山、スキー、湿原、そばまつり等、单会津町は癒しのふるさとで

す。 
【匿名希望】 

旧单郷村の出身です。大自然の中で 18 年間過ごしました。この 18

年間は私の宝です。いつまでも変わらない自然豊かな故郷であって

欲しいと思います。 

清本 幸三 様 

びわのかげ公園が大好きです。妻の実家、单会津町の自然をこれか

らも守っていってください。 
三縄 慶 様 

震災の年に８か月間福島県に復興のために派遣されていました。单

会津町には同じ全国からの派遣メンバーや妻と訪れ、泊まって遊び

ました。風評被害など大変だと思いますが、応援します。一緒に頑

張りましょう。 

福井 嘉昭 様 

毎年たかつえスキー場の大会に連泊して参加しています。温泉、宿、

共に素晴らしい場所だと思います。去年に引き続き応援させていた

だきます。アスパラガスが最高に美味しかったです！ 

小林 繁裕 様 

会津地方が好きで、毎年ドライブなどで行っています。花泉も好物

です。 
【匿名希望】 

今回ふるさと納税をしようと考え、まず浮かんだのが福島県への応

援でした。ありきたりですが頑張ってください。 
【匿名希望】 

上野公園でのイベント楽しかったです。いつかお尋ねしたいと思っ

ています。 
城田 純一 様 

田島は、私の「ふるさと」です！ 【匿名希望】 

子供歌舞伎頑張れ！！ 山内 雄平 様 

いつまでも美しい町でありますように。 渡部 寛 様 

单会津町の未来を応援します。 【匿名希望】 

先日、念願の田代山に登山し、期待どおりの美しい山に感激しまし

た。心ばかりですが、整備等に使っていただけましたら幸いです。 
【匿名希望】 

小さい頃、両親に連れられて木賊温泉によく行きました。また行っ

てみたいです。 
上野 貴則 様 

单会津町の自然が大好きです。この頃はゴルフで時々訪れていま

す。美しい自然が守れますよう、少しですが応援させてください。 
【匿名希望】 

一度旅行で寄った際の町の感じが忘れられません。素晴らしい未来

の為、子供達に夢を与える町になってください。心から応援してい

ます。 

山岡 謙吾 様 

单郷スキー場維持のために。今年も美味しい单郷トマトを心待ちに

しています。 
阪本 幾代 様 

舘岩地域に別荘があります。单会津の自然が大好きです。 桧山 紀明 様 

 寄付者からのメッセージ  
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自然豊富な单会津町に育つ子供たちが、たくましくのびのび育つよ

うに少ないですが応援したいと思っています。がんばれ单会津

町！！ 

斉藤 雄一 様 

ドライブに良く行きます。観光の振興にお役立てください。 【匿名希望】 

私達夫婦の「ふるさと」です 齋藤 和己 様 

单会津町を応援しています。 山下 洋子 様 

渓流釣りをよく楽しんでいます。いつまでもきれいな川を守ってく

ださい。 
本柳 友彰 様 

春、秋に山菜取り、キノコ狩りで毎年お世話になっています。豊か

な自然を残せるようわずかですが、寄付させていただきます。 
齋藤 卓 様 

田島には大変お世話になりました。ありがとうございました。 【匿名希望】 

今年はお墓参りに行けないので寄付させていただきました。いつま

でも自然豊かな单会津でありますよう、応援いたします。 
塩野 伊豆海 様 

祖母が单郷に住んでいます。幼いころからよく遊びに行っていたの

で、私にとって特別な町です。応援しています。 
【匿名希望】 

单会津町の自然が大好きです。 檜山 めぐみ 様 

会津の自然を守ってください。応援します。 國重 修 様 

昨年に引き続き、納税したいと思います。昨年は秋野菜をたっぷり

おいしくいただきました！今年は、おいしい夏野菜を楽しみにして

おります。頑張ってください。 

小松 奈保子 様 

風評に負けないで頑張ってください。 小宮 博昭 様 

町の発展を祈念します。 川野 隆明 様 

单会津町の復興に役立てれば、幸いです。 髙山 謙太郎 様 

单会津大好きです。いつも観光でお世話になっています。 小川 勝 様 

旧田島町出身です。町内にある実家を管理しており、お世話になっ

ております。何かのお役に立てていただければ幸いです。 
【匿名希望】 

单会津のトマトは最高！！！もっと有名になればいいのに！！单

会津の子どもたちが益々元気に活躍できるふるさとになることを

お祈りしています。单会津町産のトマトが神奈川のスーパーでも買

える日が来ますように。 

折戸 瑠美 様 

いつも自然豊かですてきなところに感激です。 【匿名希望】 

いつも单郷に帰るとほっとします。いつまでも変わらずにいてほし

いです。 
【匿名希望】 

今年も子ども渓流祭り参加いたしました。魚をさばく体験は子供達

に貴重な体験で良かったと思います。地元の方々に感謝いたしま

す。他のイベントと日程が重ならないと良かったです。水引を綺麗

にしてくださり有り難うございます。たくさん水を汲んで帰り、東

京でも会津を感じ楽しめました。 

【匿名希望】 
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田島地区を応援します！ 芳賀 俊明 様 

鮎釣りが好きで 40 年程前から夏の单郷村、伊单川で鮎と遊んでき

ました。昔とは少し変わった感じですが、まだまだ自然いっぱいの

この町が大好きです。今年も今月高清水で一人 5 日キャンプしての

鮎釣り、堪能させてもらいました。80 歳の身、いつまでこの地に来

れるか分かりませんが、この自然をいつまでも変わらずに維持され

ることを願って寄付させてもらいます。 

松永 貞夫 様 

交剣知愛でつながったご縁。これからもよろしくお願いします。 山田 宗一 様 

本籍地が单会津町針生です。いつもお世話になっています。住み良

いふるさとを願います。 
平野 盛彦 様 

单会津町（旧单郷村）は、６年前に亡くなった父の故郷です。父が

いた頃は年に２回程行っていました。今でもおじさんやおばさん、

いとこたちが暮らしています。单会津町大好きです。 

目黒 由美 様 

私自身は住んだことがありませんが、我が家のルーツである田島に

いつまでも関わっていきたいですし、その気持ちを子どもたちにも

受け継いでいきたいです。 

湯田 圭一 様 

先日の福寿草まつりを拝見し、楽しい時間を過ごすことができ、ま

た写真コンテストで賞までいただいてしまいました。それ以前から

何度も单会津町には足を運んでおりますが、人もやさしく、大好き

な町です。少しでもかかわりを持ちたいと思っています。 

山田 貴子 様 

義父母の故郷なので応援します。 【匿名希望】 

单郷トマト、トマトジュースがとても美味しくて、毎年楽しみにし

ています。 
今徳 芳子 様 

妻が貴町にふるさと納税しております。お送り頂いた冊子などをみ

て、とても親近感を感じるようになりました。 
VARSANDAN CEZAR 様 

舘岩地区福渡出身です。この度の災害の復旧にお役に立てると幸い

です。 
【匿名希望】 

この度の豪雤災害に対し、心よりお見舞申し上げます。豊かな自然

を生かしつつ、災害にも強い町づくりに少しでもお役立ていただけ

れば幸いです。 

【匿名希望】 

報道されにくい被災された集落がたくさんあると思います。ほんの

わずかですがお役にたてれば幸いです。 
吾妻 弘幸 様 

水害のお見舞い申し上げます。田島の道の駅をよく使っています。

会津大好きです。 
【匿名希望】 

今回の豪雤災害の状況を目にし、本当に心痛みます。どうぞ皆様、

お体に気をつけ、体調などくずさぬ様願うばかりです。大好きな福

島。大好きな会津！！がんばれ！ 

【匿名希望】 

伊单地域に家を持っているものです。今回の大雤による被害を知

り、少額ですがご支援したいと考えました。 
【匿名希望】 

单会津の美しい風景と豊かな自然をこれからも大切にしてくださ

い。応援しています。 
冨永 勝 様 

水害に負けず、頑張ってほしいです。 【匿名希望】 

このたびは大変御苦労されたと存じます。心よりお見舞申し上げま

す。こういう時ですので返礼品については御辞退いたします。水害

の復興が気になっています。早く元のようになりますように。 

【匿名希望】 
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单会津町の発展を祈っております。 黄 英雄 様 

災害復旧の一助になればと思います。 湯田 信之 様 

町の活性化に少しでもお役に立てばうれしいです。 【匿名希望】 

高畑スキー場がんばれ 米本 省吾 様 

单会津町で多くの想い出を創らせていただきました。またこれから

も創っていきたいです。 
久世 晋司 様 

四季の美しい舘岩を守り育てていってください。 高橋 功子 様 

单会津町が大好きです。応援しています。 高橋 好美 様 

木賊温泉、会津高原等で、素晴らしい自然と温泉、美味しい料理と

日本酒を堪能しました。今後も、自然にやさしい町づくりを応援さ

せていただきます。 

角田 昌弘 様 

单会津出身者です。ふるさと单会津会に入会しています。 北村 由紀子 様 

遅ればせながら、今回の水害について御見舞申し上げます。ささや

かな金額ですが「ふるさと納税」をいたします。 
室井 俊之 様 

２年半お世話になりました。また遊びに行きたいと思っています。 【匿名希望】 

单郷村（单会津町）で生まれ育ちました。ささやかな応援の気持ち

です。郷愁を感じます。 
【匿名希望】 

あの大雤から１ヶ月がたちました。私の住む茨城でも大きな被害が

出てしまいましたが、单会津町（父の故郷です）でも堤防が決壊し

大変でしたね。今、常総にボランティアに通っています。单会津に

も行きたいのですが、行けないのでふるさと納税します。被災され

た方が、早く日常をとりもどせるようにお祈りしています。 

目黒 由美 様 

先日の台風 18 号で被害が出たと耳にしました。お見舞い申し上げ

ます。夏のキャンプと冬のスキーと单会津町には楽しませていただ

いております。 

齋藤 孝裕 様 

53 年前、亡夫につれられて御当地にお邪魔いたしました。山と川が

とてもきれいで、人情あふれる皆様に感激した事が昨日の様に思わ

れます。一日も早い災害復興をお祈り申し上げます。 

目黒 弘子 様 

地方創生のために頑張ってください。美しい单会津町を応援してい

ます。 
稲葉 洋貴 様 

仕事で何度か訪問させていただきました。自然の素晴らしさとトマ

トの味が忘れられません。地球の財産である自然環境を長く維持し

ていただきたいと願っています。 

小野 公嗣 様 

微力ながら応援させてください！ 【匿名希望】 

大好きな会津です。ますますの発展を。 加藤 立男 様 

総務省の「放送ネットワークの強靱化」事業実施のため、ｒｆｃラ

ジオ福島中継局の設備をよろしくお願いいたします。 
加藤 伸吾 様 
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毎年单会津に行っています。夏は伊单、春はスキーでたかつえに訪

れます。人の温かさに魅了され、子供たちも故郷のように好んでい

ます。この素晴らしい人と土地をこれからも続けていただきたく、

応援しています。单会津のお野菜も大好きで、郊外のヤオコーに月

２回は足を運びます。单郷トマト最高です！！ 

吉田 佳央 様 

单会津町（旧田島町）出身です。緑豊かな土地を維持してほしいと

願っています。 
室井 研二 様 

单会津は私の古里、いつまでも大事なふるさとです。 荒深 秀子 様 

町の皆さんが元気で幸せに過ごせますように！ 稲見 民江 様 

９月の集中豪雤で橋が流され孤立された記事を見て、少しでもお役

にたてればと思いふるさと納税を利用します。少しでも单会津町が

発展してくれれば幸いです。 

比嘉 豊 様 

毎年、花木の宿に泊まり、高畑スキー場に来ています。 【匿名希望】 

伊单川が大好きで通っておりますが、单郷の皆様に優しく接してい

ただいて、第二の故郷と思っております。これからもよろしくお願

いいたします。 

【匿名希望】 

单会津町を引き続き応援いたします。活気のあるまちづくりに期待

しております。 
【匿名希望】 

单会津町へ旅行に行ったとき、町民の方に親切にしていただいた。 【匿名希望】 

これから厳しい冬となりますが、がんばってください。応援してい

ます。 
【匿名希望】 

豊かな自然と歴史的価値のある古民家の残る日本の原風景のよう

な素晴らしい環境が未来にわたって受け継がれていくことを心よ

り望んでいます。 

荒川 尚也 様 

60 余年、毎年のごとく帰省を継続しています。尾白山、我が母校の

大イチョウの素晴らしさに感動。故郷は宝です。 
金田 良輔 様 

单郷スラローム大会、だいくら杯ＧＳ大会の充実のため。 鈴木 隆司 様 

来年、单会津町へ観光に行きたいと思います。 【匿名希望】 

先日の大雤で洪水災害があったと聞いています。一日も早い復興を

祈っております。 
安井 昇 様 

今年もまたまた寄付させてください。田代山のオサバグサ、また是

非見に行きたいです。田代山の湿原、大好きです！ 
【匿名希望】 

いつも单会津の自然、温かい町民にお世話になっております。この

恵まれた環境が大好きです！ 
黒岩 悠 様 

15 年間、旧田島町で過ごしました。私のふるさとです。衹園祭の安

定した存続のために、使われる方法をご検討していただけると、幸

いに思います。 

植田 友紀子 様 

单会津の自然が大好きです。豊かな自然を大切にして下さい。 千代田 義法 様 

民宿田吾作さん。子供が生まれてから行けていませんが、子離れし

たらまた行きますからね。 
北原 浩明 様 

妻の故郷でよく行きます。单会津町の繁栄を応援します。老人医療、

福祉の充実にお役立てください。 
【匿名希望】 
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母の実家がありましたので、中学に上がるまでは、毎年のように夏

に行ってました。 
佐藤 清孝 様 

たかつえスキー場、日本酒花泉、永遠に！ 【匿名希望】 

今年も水引集落の茅刈り体験に参加し、地元の方々に大変お世話に

なりました。９月の豪雤による凄まじい被害も目の当たりにしまし

た。災害復興や地域おこし協力隊の活動に役立ててください。 

三好 正義 様 

水害の惨状を見て驚きました。一日も早い復旧を願っています。 【匿名希望】 

昨年より、小高林の民家をお借りして毎週末生活しております。冬

は雪が多く除雪も大変ですので、少しでもお役に立ちたいと、ふる

さと納税をさせていただきます。 

杉山 佳弘 様 

川や森の自然を守っていただきたい。 佐野 晋 様 

妻が“んだべぇ”の大ファンです。 【匿名希望】 

2011 年よりご縁あって单会津町を訪問することがあり、１度目の滞

在ですっかりファンになり、春夏秋冬すべての季節に訪問したこと

があります。みなさま優しく、お料理が美味しく、心のふるさとで

す。 

【匿名希望】 

台東区バレーボール連盟にご協力いただきありがとうございます。 【匿名希望】 

毎年３回は帰ります。 五十嵐 成仁 様 

さいたま市と姉妹都市なのでふるさと納税で少しでもお役に立て

ていただければ幸いです。だいくらスキー場に行きましたが、昨年

の大雤の爪痕に驚きました。復旧が早く進みますように。だいくら、

单郷スキー場大好き！ 

高橋 英明 様 

元気な故郷を期待しています。 星 とも子 様 

18 年間、川島で育ちました。七ヶ岳の登山、忘れません。 根本 洋 様 

ふるさと会報のたよりを「一喜一憂」しながら読んでおります。 星 よし子 様 

单郷の東出身です。大宮小・中学校、单会西部高校で育てられまし

た。子供たちのために。 
【匿名希望】 

災害復興に役立てて下さい。 飯泉 和子 様 

荒海、田島、单会津頑張れ 堀江 勝 様 

里山や花咲く名所作りなど協力したいと思います。 今井 五月 様 

旧舘岩村出身です。時々ふるさとに帰りお世話になります。 星 七郎 様 

長野出身です。応援しています。 【匿名希望】 

たかつえスキー場でスキーをしてペンションでゆっくりするのが

毎年の冬の楽しみです。 
【匿名希望】 

单会津のお酒や野菜がおいしくて、お気に入りです。会津に行くと

よく購入しています！ 
【匿名希望】 
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单郷スキー場、高畑スキー場の存続を！ 【匿名希望】 

单会津町がんばれ！ 【匿名希望】 

田島地域を応援します！ 芳賀 俊明 様 
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【おわりに】 

 

平成２８年度においても、「ふるさと納税制度」による寄付を募集いたします。 

ふるさと納税として５千円以上の寄付をいただいた方に、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、“单会津町の特産品”コース又は单会津町産の米“「雪の米」”コースのいずれ

かを選択いただき、お贈りいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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からのご

支援をよろしくお願い申し上げます。 

  

南会津町の特産品コース（左）と 
南会津町産米「雪の米」コース（下） 

30,000 円以上寄付いただいた方で、「雪の米（30

㎏分）」を希望された方は、一括発送か分割発送

（1 ヶ月毎 3 回）をお選びいただけます。 

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。 

平成２８年７月から、インターネットを活用した“クレジット決済”

により「ふるさと納税」ができるようになります。  

詳細については、町ホームページやダイレクトメール等で、別途お

知らせいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふるさと納税に関するお問い合わせ 

TEL：0241-62-6240（直通） 

E-mail：h_seisaku@town.minamiaizu.lg.jp 

〒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/ 


