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 寄付者のみなさまへ  

 

 南会津町の未来を一緒につくっていただく思いを乗せて、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。町民

を代表し、心から御礼申し上げます。  

 また、御寄付と一緒にいただいたメッセージは、私たちの心を元気にさせ

るもう一つの寄付となりました。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付は、町が目指す将来像「互いを思いやり、

人と自然がやさしさに包まれた、安心と信頼のまち」の実現に向けて有効に

活用させていただいております。  

平成２６年度は、使途を御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、「町長にお任せ」に

ついては、町の大きな課題であります「少子・高齢化、定住対策」の事業に

活用させていただきました。  

 

 人口減少が大きな課題としてある中、町内の資源を最大限に活用しながら

地域の元気づくりを進めるとともに、全国へ「南会津町の魅力」を発信し、

住んでいる人々が生き生きと暮らすことはもちろん、「南会津町に住みたい」

と思われるよう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。  

 

平成２７年度は南会津町合併１０周年の節目の年となります。  

今後も未来に繋げる活力あるまちづくりに総力を注いでまいりますので、

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 



2 
 

 

 

◆寄付合計金額  ３，１１１，０００ 円 

地域別内訳  

町全体（町長お任せ） 990,000 円

田 島 地 域 945,000 円

舘 岩 地 域 256,000 円

伊 南 地 域 435,000 円

南 郷 地 域 485,000 円

合 計 3,111,000 円

 

◆寄付件数   １８３ 件 

個    人  １８２  件  

法 人 ・団 体    １  件  

 

◆目的別状況 

目　　　　　　　的 件　数 金　　　　　額

地域活性化 6 38,000 円

公共交通対策 1 5,000 円

除雪対策 2 15,000 円

情報化社会対策 2 11,000 円

子供たちの教育、育成 6 32,000 円

高齢者・福祉対策 3 60,000 円

自然環境保護（里山再生事業含む） 9 145,000 円

震災復興 2 10,000 円

農林漁業の振興 10 168,000 円

観光事業の振興 4 75,000 円

スキー場、観光施設維持 16 235,000 円

前沢・水引等古民家集落の保存と活性化対策 1 50,000 円

文化伝承事業（田島祇園祭含む） 2 60,000 円

地域のみ指定 60 1,414,000 円

町全体（町長お任せ） 59 793,000 円

計 183 3,111,000 円

 

 

 

  

 ふるさと納税寄付状況  
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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。  

 

１．恵まれた自然環境と調和した生活空間の創造  

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２８

９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≫  

・高度情報化事業  

・町営住宅整備事業  

・景観づくり推進事業  

・空き家対策事業  

・再生可能エネルギー推進事業  

・バイオマストイレ整備事業  

・上・下水道整備事業  

 

 

 

 

 

 

２．就労対策・企業支援と戦略的な取り組みによる町民所得の向上  

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

観光業での取り組みを推進することで、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。 

 寄付の使途  

地中熱エネルギー講演会  

バイオマストイレ整備事業  

（びわのかげ運動公園）  

景観づくり推進事業  

上・下水道整備事業  

（生活排水対策）  
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≪主な事業≫  

・雇用・企業誘致対策事業  

・若者の地方体験交流支援事業  

・がんばる企業・人材育成支援事業  

・産地生産力強化総合支援事業  

・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  

・漁業協同組合支援事業  

・風評被害対策事業  

・若者定住応援プログラム交付金事業  

・スキー場施設整備事業  

 

 

 

 

３．誰もが健やかで安心して生活できる環境づくり  

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≫  

・公共交通対策事業  

・高齢者生活支援事業  

・放課後児童対策事業  

・子育て環境づくり事業  

・子ども医療費助成事業  

・５歳児保育料無料化事業  

・丌妊・丌育治療費助成事業  

・除雪事業、除雪ネットワーク事業  

 

 

 

 

 

公共交通対策  

（トロッコ列車）  

森林環境整備事業  

子育て環境づくり事業  

（子育て支援センター）  

５歳児保育料無料化事業  

（保育所運動会）  
高齢者見守り支援事業 

（ふれあいサロン）  

高齢者世帯除雪支援事業  

伊南川鮎の放流事業  
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４．次世代の地域を担う人材の育成  

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  

・田島・南会津高校支援事業  

・学習サポート事業  

・子どもまつり事業  

・田島祇園祭屋台歌舞伎保存事業  

・駒止湿原保護事業  

・前沢曲家集落保存対策事業  

・地域スポーツ事業支援事業  

 

 

 

 

５．町民と行政との協働によるまちづくりと未来を拓く行政経営  

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≫  

・新庁舎建設事業  

・集落支援事業  

・元気のでる地域づくり支援事業  

・集落応援交付金事業  

 

 

 

 

 

前沢曲家集落保存対策事業  

（前沢案内人）  こどもまつり  

地域スポーツ事業  

（地域の町民体育祭）  

新庁舎建設事業  

（基本設計完成見学会）  

中学生海外交流事業 

集落応援交付金事業 
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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。  

毎年冬にたかつえスキー場に行っていますが、除雪がしっかり

して安心して運転できます。冬の安全管理等に活用を。  
小林 繁裕 様 

昨年、「さいたま市南会津たていわ親善ツーデーマーチ」に参加

し、地元の方々に大変お世話になりました。 
【匿名希望】 

新緑の奇麗な街だと思いました。皆様の生活が守られて、自然

も守られていくといいと思います。  
國重 修 様 

美味しいおそばを食べ、美酒を飲みスキーなどにも訪れていま

す。湯の花のお神楽や水引の十人芸などのためにお使いいただ

ければと思います。 

10 年以上前、檜枝岐に泊るつもりが、雪による停電のため湯の

花に宿泊先を変更してからのご縁です。  

【匿名希望】 

南会津の自然好きで訪れます。昨年に引き続きの納税です。特

産品（農産物）の特典もよかったです。  
【匿名希望】 

10 年前から檜枝岐の温泉にＧＷか夏休みに一泊しています。途

中の道の駅では親切にしてもらっています。 
【匿名希望】 

いつも高畑スキー場で楽しんでいます！  納村 恵信 様 

福島県の農業を応援したい。特産品が魅力なのと県民として農

業を応援したいです。（トマトが好きなので）  
猪狩 和子 様 

旅行で訪れた時のトマトのおいしさに驚きました。  大園 良美 様 

毎年、南郷スキー場でテレマークレッスンを受講しています。  阪本 幾代 様 

以前頂いたパンフレットを参考に、夫婦で１泊だけですが旅行

しました。 
【匿名希望】 

毎年、高畑スキー場へ行きます。「お気に入り」のスキー場です。 鈴木 雅之 様 

花木の宿にお邪魔したことがあります。料理もおいしくて快適

な旅でした。素敵な街づくりにご活用ください。去年いただい

た夏野菜が大変みずみずしく、今年も楽しみにしております。  

【匿名希望】 

一度、会津若松市への旅行の途中で訪れたことがあります。ま

た自宅が東武日光線沿線にあり、南会津町への直通電車もある

ので親しみを感じています。  

東日本大震災発生以降、何とか福島県に貢献できないかと考え、

福島県にふるさと納税してきましたが、今年からは具体的に市

町村（南会津町）に寄付を行い、特にふるさと特産品向けの第

６次産業の人材育成に活用していただけたらと考えておりま

す。 

 

斎藤 雄一 様 

 寄付者からのメッセージ  
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南郷トマト、トマトジュースがとても美味しくて、送っていた

だきました。スキーでも南郷スキー場や近くの湿原などのツア

ーに参加しています。 

【匿名希望】 

私は東京在住ですが、南会津町に休暇でたびたび出かけ、たか

つえのファンの一人です。自然環境保護にお使いください。  
【匿名希望】 

伊南川の鮎釣りに毎年数回、約 20 年以上通っております。 原田 義則 様 

毎年、高畑スキー場に行っています。山（田代山）へも行きた

いです。 
【匿名希望】 

だいくらスキー場のシーズン券を購入しています。観光で宿泊

もしています。 
井岡 英樹 様 

知り合いがトマト農家を営んでいます。会津田島から山口へ向

かうバスの本数を増やして欲しい。 
【匿名希望】 

会津田島へは会社員現役時代に緑化推進等で何度か訪問したこ

とがある。地域の活性化、雇用環境の改善に役立ててください。 
河原 修 様 

台東区男女混合バレーボール大会に副賞・参加賞を沢山御寄贈

いただき、誠にありがとうございました。参加者よりとても美

味しいお米と感謝の言葉をお寄せいただきました。心より御礼

申し上げます。 

髙島 正子 様 

生まれ育った南会津町、大好きです。 林 昇 様 

冬場は毎週末、高畑スキー場に行っています。高畑スキー場の

ために使ってくれるとうれしいです。 
米本 省吾 様 

豊かな自然とおいしい野菜が育った南会津町が大好きです。  大園 高明 様 

実家を管理しており、なにかとお世話になっております。たび

たび帰省しております。使用目的は町にお任せ致します。  
【匿名希望】 

春は新緑、夏は涼しく、秋は紅葉、冬は雪景色、年間を通して

南会津町はとても良い所です。  
高橋 好美 様 

温泉が大好きで、よく家族で訪れています。  高橋 功子 様 

昨年までは震災復興支援への寄付でしたが、今年からは地域の

活性化の応援に切り替えたいと思います。  
小松 奈保子 様 

亡き母の実家が福島ということがあり、先日旅行で伺いました

が、ヒト・トチに感銘を受けました。  
【匿名希望】 

地元を離れて 40 数年になりますが、尾白山・伊南川の風景に心

いやされます。除雪対策や高齢者対策のために活用ください。 
小林 和代 様 

田代山の自然はとても素晴らしいです。今年は行けませんでし

たが、また再訪したいと思っています。  
【匿名希望】 

桜並木や里山作りに活かせたらうれしいです。 【匿名希望】 

旅行で何度か訪れたことがあります。木賊温泉や湯ノ花温泉な

ど。トマトラーメンもおいしかったです。  
下條 友章 様 
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栃木から日帰りできる緑豊かな地域なので、年に何度も訪れて

います。ウォーキングの企画が楽しみです！  
【匿名希望】 

ＲＦＣラジオ福島の放送局（中継局）の建設補助資金に活用し

てください。 
加藤 伸吾 様 

会津若松市までは行ったのですが、南会津方面まではまだ行け

ていません。早く訪問できる機会をもちたいものです。昨年に

引き続きふるさと納税します。貴町のふるさと納税が更に増す

ことをお祈りします。地域の林業にお役立てください。  

宮田 貴志 様 

たかつえスキー場周辺のペンションに宿泊し、きのこ狩りをさ

せていただいた。 
【匿名希望】 

うさぎの森キャンプ場が大好きです。  松澤 さつき 様 

南郷スラローム、高畑杯等スキー事業で毎年訪れている。  尾形 智 

南会津町大好きです。 目黒 由美 様 

教育のために使って下さい。  【匿名希望】 

観光立町を目指して、春秋に桜・紅葉の川沿いのプロムナード

を作って、将来の観光地を考えたらどうでしょうか？  
【匿名希望】 

ふるさとまちづくりを応援します。益々元気なまちとなること

を祈っております。 
【匿名希望】 

文化事業にお役立て頂ければと存じます。  目黒 和仁 様 

私は、20 年くらい前に舘岩村のスキー場とペンションで 2 カ月

程度の住み込みのアルバイトをしていた経験があります。とて

も懐かしくなり、またその時にお世話になった皆さんのことを

思い出し寄付をすることに致しました。豊かな自然を守る活動

に使っていただけると嬉しいです。  

星野 香織 様 

１５年近くだいくらスキー場に通わせてもらっています。また

昨年山荘ななみねに宿泊しました。両施設は私のお気に入りで

す。だいくらスキー場やうさぎの森（山荘ななみね）に利用し

ていただけたら幸いです。  

齋藤 孝裕 様 

Yahoo 公金払い（クレジットカード）で支払が出来るようにし

て欲しいと思います。 
杉山 達也 様 

大切な友人の住む町です。安易な観光開発ではなく、１００年

先の事を考えた政策を期待しています。  
【匿名希望】 

30 年前位に初めて伊南川の鮎釣りに訪れ、ここ数年は年に 15

～20 日ほど伊南川で鮎釣りをしております。伊南川の鮎放流事

業助成にお役立てて頂ければと思います。  

【匿名希望】 

毎年夏に伊南地域に遊びに来ていましたが、今年は南郷地域に

もたびたびお邪魔しています。農林業の振興など地域の豊かな

自然環境を活用する事業にお役立て頂ければ幸いです。  

荒川 尚也 様 
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学校の施設が舘岩にあり、毎年スキーに訪れています。町長お

任せでお願いします。 
【匿名希望】 

スキー大会拡張してください。  鈴木 隆司 様 

南会津とは野岩鉄道が開通した年に訪れて以来の縁です。  

２００９年からは、舘岩地区水引集落の茅刈りを通じて地域の

方々と関わらせて頂いています。舘岩地区水引集落の茅葺き民

家の保存事業の推進をぜひお願い致します。「茅屋根フォーラ

ム」はとてもいい企画でした。茅刈り体験とあわせて、今後も

何らかの形で継続していく方法を模索していきたいです。  

三好 正義 様 

平成２５年３月から田島に勤務し、お世話になっています。企

業の誘致など若い人が安心して働ける町づくりの為に使ってい

ただければ幸いです。 

【匿名希望】 

夏は山登り、冬はスキーに家族で毎年出かけます。南会津のフ

ァンです。 
大宮 正紀 様 

ここ数年はこども渓流まつりを楽しんでいます。今年もそちら

に行き、水引で水を頂きました。きれいにして下さってありが

とうございます。 

【匿名希望】 

さいたま市内で働いていた頃、何度もお世話になりました。木

賊温泉、とってもいいお湯です。また伺いたい場所です。大好

きな町です。応援しております。南会津町内にお住まいの子供

達の教育にご活用いただけると幸いです。  

【匿名希望】 

湯ノ花温泉の共同浴場の維持管理、周辺の美化活動にお役立て

ください。 
篠原 泰 様 

スキーやおいしいお酒をいただきに毎年のように舘岩、南郷に

行かせていただいています。おソバやトマトもおいしく、顔を

覚えていただいた方も増え、南会津町を応援しています。豊か

な自然、風土、文化を大切にする為に活用いただければ幸いで

す。 

【匿名希望】 

南会津町のファンです。子どもたちの未来に役立てられたら嬉

しいです。 
【匿名希望】 

歌舞伎でお世話になっています。伝統歌舞伎で使って下さい。  入井 信男 様 

旅行でよく行きます。南会津町の活性化に役立てば幸いです。  髙山 謙太郎 様 

山林の手入れ、保全等にご活用ください。  
南会津サポートク

ラブ 様 

今年も南郷スキー場・会津駒に滑りにいきました。南郷スキー

場維持のために活用してください。  
阪本 幾代 様 

たかつえスキー場に１２～１３年遊びに行っています。雪が良

く、またペンションでの滞在も楽しみの一つです。  
【匿名希望】 
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人情が厚いところが好きです。南会津町の未来を応援  【匿名希望】 

無理せず長く続けたいと思います。南会津町の未来を応援しま

す。 
今関 友子 様 

一日も早い復興を願っています。子供たちへの教育に役立てて

ください。 
【匿名希望】 
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【おわりに】  

 

平成２７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、“南会津町の特産品”コース又は南会津町産の米“「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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふるさと納税に関するお問い合せ  

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/ 


