
ふるさと納税便りvol.７

ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）

をいただいた皆様へ

皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

皆様には、ふるさと納税を通して、本市に対して大変温かいご支援をいただき誠に

ありがとうございます。

ふるさと納税便りは、皆様からの貴重な寄附金を、どのように活用させていただい

たのか、その内容についてお知らせするものです。

今回は、平成２６年に頂戴した寄附金を活用し、平成２７年度に実施した事業内容

についてお知らせいたします。

今後も引き続き、佐賀市への応援をよろしくお願いいたします。

佐賀市長

Ｈ２８．１１発行 佐賀市企画政策課

～トピックス～

佐賀バルーンミュージアム開館！

平成28年10月1日、佐賀市中央大通り沿いに、日本初となる熱気球の常設博物館
「バルーンミュージアム」が開館しました。
「熱気球のまち佐賀」の象徴となる、年間を通じてバルーンに触れ合えるミュージ
アムとなっています。皆様のお越しをお待ちしております。



メニュー項目
H26.1～H26.12
寄附金合計

H2７年度事業
活用額（決算）

備考

（１）晩秋の佐賀の風物詩「バルーン大会」 301,000円 654,000円

（２）市立図書館での生涯学習のお手伝い
（図書の充実）

88,000円 444,000円

（３）多布施川の桜並木の保全 344,000円 697,000円

（４）さあ！大人の出番です。
「こどもへのまなざし運動」

191,000円 544,000円

（５）魅力ある地域文化保存継承への支援 654,000円 1,007,000円

（６）市立小・中学校への支援（学校指定） 1,013,000円 1,013,000円

（７）市長おまかせコース（指定なし） 1,768,000円 －
（１）から（５）へ振り分
け

（８）川副桜ロードの維持管理
1,100,000円 1,000,000円

後年度のため、
一部積立て

（９）図書館富士館の図書の充実
0円 250,000円

以前の寄附を４年間
にわたり活用中

（10）図書館諸富館の図書の充実 300,000円 300,000円

（11）大隈記念事業 406,000円 0円
積立てを行い、後年
度に活用予定

（12）世界遺産登録推進事業 390,000円 390,000円

（１３）道路・水路の補修工事（福田地区） 50,000,000円 17,821,000円
後年度のため、
一部積立て

合 計 56,555,000円 24,120,000円

１．ふるさと応援寄附金
平成27年度の使いみちのご報告

平成26年1月～12月に頂戴した寄附金56,555,000円（内、50,000,000円は平成27年1月
受納）については、下表のとおり平成27年度に実施した事業に活用させていただきました。

使途指定をいただいたものは、ご指定内容をもとに、使途指定がなかったものは、(1)
～(5)の５つの寄附メニューに振り分けて、活用させていただきました。

次のページからは、詳しい使いみちについてご報告いたします。
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ご寄附の活用状況
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１ 晩秋の佐賀の風物詩「バルーン大会」

２ 市立図書館での生涯学習のお手伝い

市立図書館内、絵本コーナー

平成27年10月30日（金）から11月3日（火）まで、アジア最大の熱気球イベント「2015佐賀イン
ターナショナルバルーンフェスタ」を佐賀市の嘉瀬川河川敷をメイン会場として、佐賀平野一帯
で開催しました。

この大会は、「2016佐賀熱気球世界選手権」のプレ大会として開催し、20ヵ国から127機のバル

ーンが参加して熱戦が繰り広げられ、期間中約92.5万人のお客様にご来場いただきました。

皆様から頂いた寄附金は、バルーン広報パンフレットの作成費用の一部として大切に活用させて

いただきました。

「２０１５佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の様子

絵本は、子どもが本に触れ合うきっかけになる大切なものです。
毎年、数多くの絵本が出版される出る中で、寄附金を活用し、新刊書を中心に絵本３１６冊を

購入することができました。購入した絵本は、図書館を訪れる子育て中の大人から一人読みがで
きるようになった子どもまで、毎日、多くの人に利用されています。
「市民と共に育つ図書館づくり」を目指し、開館２０周年を迎えた佐賀市立図書館をこれからも
よろしくお願い申し上げます。
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３ 多布施川の桜並木の保全

多布施川河畔公園は、市中央部を流れる多布施川沿いの公園で、約6キロに及ぶ桜並木には、
約3,000本の桜が植栽されています。

公園内には、ソメイヨシノをはじめ、カンザンやヤエベニシダレ、ウコンなど10種類以上の
桜が咲き誇り、市内有数の桜の名所となっています。満開の桜が川面に写りこむ景観は多くの
市民の方々に親しまれており、佐賀を離れた方々にとっても懐かしい風景の一つだと思います。

今回の寄附金により、多布施川河畔公園内にある水歴史広場に、21本のソメイヨシノやカン
ザンなどを植樹することができました。春になると、多布施川沿いを彩る満開の桜を楽しみな
がら、ゆっくりと散歩を楽しむ人が増えるのではないでしょうか。

４ さあ！大人の出番です。「こどもへのまなざし運動」

佐賀市では、地域の皆さんなどによる通学時の見守り活動などが盛んに行われています。
いただいた寄附金は、地域の皆さんなどが活動で使用する「まなざしベスト」や「のぼり

旗」の作成に使用させていただきました。ベストの着用で、子どもたちが安心して登校ができ
ています。また、運転者からも活動の様子がはっきり分かるため、活動中の地域の方の安全も
確保されています。地域の皆さんからは、「この活動で子どもたちから元気をもらっている。
これからもがんばる。」など、うれしい声をいただいています。

満開時の様子（多布施川河畔公園）

「まなざしベスト」を着用し
た「夜間一斉街頭活動」
（循誘校区の様子）

「まなざしベスト」を着用
した地域の皆さんによる登

校時の見守り活動
（嘉瀬校区の様子）

ご寄附の活用状況

通学路の安全を見守る「のぼり旗」
（東与賀校区の様子）
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５ 魅力ある地域文化保存継承への支援

佐賀市には、固有の行事や伝統芸能、歴史や文化（地域資源）が点在しており、これらの地
域資源は、地域の住民の方などにより守り伝えられてきました。

佐賀市では、文化財の所有者が実施する保存修理等に対する支援や、佐賀市が所有している

史跡の維持管理とともに、地域資源を次世代に継承することを目的とした活動に対し支援を行っ

ています。平成２７年度は、次の事業に寄附金を活用しました。

①佐賀県重要無形民俗文化財「三重の獅子舞」衣装製作事業

長年使用して傷んでいた、めずり（獅子使い）の衣装4着とお囃子の衣装10着を製作しました。

②佐賀市史跡「大野代官所跡」の除草

③太鼓修理・法被新調（久保田）、④大願寺浮立太鼓修理（大和）

⑤御輿修理（巨勢）、⑥與止日女神社内の３６歌仙絵馬、和歌一式復元（大和）

⑦大師堂移転修復工事（大和）、⑧八戸溝の歴史遺産 案内板設置（八戸溝）

⑨小松史料の作成（蓮池）、⑩歴史案内板の設置（久保泉）、⑪乙文珠宮 案内看板修理（大和）

６ 市立小・中学校への支援（学校指定・本庄小学校）

本庄小学校では、ふるさと納税寄附金で、ストーブやファンヒーターを購入することできました。

毎年２月の寒い時期に開催している研究発表会の際など、児童や参加された方が快適に過ごす

ことでき、大変助かりました。

購入したストーブとファンヒーター

大野代官所（除草作業後）

ご寄附の活用状況

お囃子の衣装 絵馬復元後 歴史案内板
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６ 市立小・中学校への支援（学校指定・川副中学校）

購入したプロジェクター（2台） 教育講演会の様子

ご寄附の活用状況

川副中学校では、いただいた寄附金でプロジェクター（２台）を購入しました。
体育館や多目的スペースでの生徒集会、教育講演会等のほか、毎月の生徒集会でも生徒会が

中心になって活用しています。

市立小・中学校への支援 一覧（学校指定：小学校１３校、中学校６校） 単位：円

学校名 寄附金額 活用状況

歓興小学校 15,000
クリーンフィルム（図書室蔵書の長期保管用カバーフィルム）
ラベルキーパー（図書室蔵書の図書ラベル保護用シート）

循誘小学校 12,000 辞書６冊「三省堂　例解国語辞典」

本庄小学校 230,000 ストーブ、石油ファンヒーター（９台）

日新小学校 10,000 羽子板、竹とんぼ、スチームアイロン

神野小学校 5,000 書籍４冊（「おしりたんてい」「ふゆのむしとり」「もうぬげない」「空海」）

兵庫小学校 1,000 児童書「１０分で読めるノーベル賞をとったえらい人」

金立小学校 100,000 軽量折式カラーマット、スピードタフミックリール（100M）

若楠小学校 12,000 音楽用アゴゴドラム、キッズコンガ

西与賀小学校 2,000 図書２冊（「かいけつゾロリ５８」「いつだってともだち」）

春日小学校 10,000 音楽用「ツリーチャイム」

北山東部小学校 50,000 パソコン周辺周辺機器（外付けHDD）、草刈機

三瀬小学校 5,000 花苗（ガーベラ、アザレア）

東与賀小学校 106,000 モバイルスクリーン、児童書

成章中学校 110,000 音楽用ハーモニーディレクター

城南中学校 5,000 書籍（王とサーカス、世界で一番美しい分子図鑑、世界で一番美しい元素図鑑）

昭栄中学校 110,000 テレビスタンド１台、トランシーバー7台、SDHCカード１枚

鍋島中学校 100,000 音楽用YAMAHA　フルート

大和中学校 10,000 音楽教材：コーラスONTA（CD４枚組み）

川副中学校 120,000 プロジェクター２台
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ご寄附の活用状況
７ 川副桜ロードの維持管理

九州佐賀国際空港の北側に桜の名所「さくらロード」があります。
さくらロードは、延長1.7ｋｍの両側には400本以上の桜が彩り、満開時には多くの観光客で

あふれています。皆様から寄せられた『ふるさと応援寄附金』のお陰をもちまして、平成10年
の空港開港記念植樹から今日まで桜の植樹及び維持管理を行うことができました。

毎年、花見のシーズンには多くの方に喜ばれています。今後も佐賀の玄関口として、また、

憩いの場として多くの方に来ていただけるように努めてまいります。

ふるさと納税で購入した本のコーナー

花見の様子

８ 図書館富士館の図書の充実

佐賀市立図書館富士館では、平成２４年度から４年間に分けて「文学作品(一般９類）」を購入
し、資料の充実を図ることができました。

富士館は、地元利用者は勿論のこと、古湯・熊の川温泉地をはじめ富士町を訪れるお客様方にも、
気軽に立ち寄れる憩いの場所として定着しております。

そういう中で資料の充実は、ご利用頂いた皆様から「きれいな本がたくさん揃っているね」とい
う言葉も頂き、図書館にとりまして何よりの応援をして頂いたと深く感謝致しております。

なお、平成２７年度におきましては１８８冊を購入し、これまでの４年間で全７７２冊を配架い
たしました。

これからも、当館入口付近に設けております「北方謙三さんコーナー」と併せ、更に文学作品を
多くの皆様に楽しんで頂けるよう利用促進を図っていきたいと考えております。
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佐賀市の三重津海軍所跡を構成資産に含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭
産業」が平成２７年７月に世界文化遺産に登録されました。

この啓発活動の一環として寄附金を活用し、三重津海軍所跡について子ども向けにわかりやすく
解説した“子ども用パネル”を作成しました。三重津海軍所跡を守り、未来へとその価値を引き継
いでいくためには、これからの時代を担う子どもたちに、その概要や価値について正しく理解して
もらうことが重要です。今後もこのパネル等を活用しながら、三重津海軍所跡の価値の浸透に努め
てまいります。

諸富館では、一般図書８８冊、絵本１２冊、ＣＤ１０枚、ＤＶＤ７枚を購入し、書籍の充実と

ともに、諸富館で不足がちであった音楽ＣＤを始め映画ＤＶＤが充実できました。

入口カウンター前に「ふるさと納税」コーナーを設け、子どもから大人まで多くの皆様にご利用

いただいています。土曜・日曜日には、ご家族一緒に来館され、お父さん・お母さんがお子さんに

絵本を読んであげたり、借りる本を一緒に選ばれるなど、わくわくして楽しそうな姿をたくさん目

にすることができます。

図書館職員やおはなし会ボランティアの方々も、真新しい絵本を手にし、図書館や保育園等での

絵本の読み聞かせにも活用させていただいています。

また、諸富館で問い合わせが多かった九州管内の道路地図の充実に加え、諸富町を含む南部４町

が記載された最新のゼンリン住宅地図を揃えたことで、開発道路、地域の発展と移り変わり、世界

遺産に登録された三重津海軍所跡への観光や九州佐賀国際空港の利便性が高まったことを地図情報

として知ることができるようになりました。

ご寄附の活用状況

イベントの様子

ふるさと納税で購入した書籍

１０ 世界遺産登録推進事業

９ 図書館諸富館の図書の充実

おかげさまで諸富館開館１０周年を迎えました
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大和町の南東に位置する福田地区は、農業を中心に集落が形成されて発展し、近年は、宅地化

が進展してきました。

近年は、地区内の交通量の増加による舗装の傷み、自転車通学をしている中高生の交通安全確保、

農業に従事されておられる方々の農業用水を確保するための水路維持等々、様々な面で支障を来た

してきている中、道路の舗装や水路整備等の維持整備を十分に行えないという悩ましさがありまし

た。そういう状況の中、今回頂いたご寄附は、地区への暖かい応援の心を感じさせて頂く内容でし

た。

ご寄附の活用状況

改修後の道路・水路

１１ 道路の維持補修（福田地区改良工事）

～住みやすい魅力ある地域の整備のために～

改修前の道路・水路



メニュー項目
H2７.1～
H27.12
寄附金合計

H２8年度事業
活用額（予算）

備考

（１）佐賀の大空を背景に！「バルーン大会」 1,250,000円 1,250,000円

（２）みんなで盛り上げよう！桜マラソン 290,000円 590,000円

（３）のんびり、ほっこり、古湯映画祭 270,000円 270,000円

（４）夏は高原へ！みつせ高原キャンペーン 155,000円 355,000円

（５）咲き誇る！大和の花しょうぶ園 190,000円 390,000円

（６）子どもたちへの本のプレゼント 4,249,000円 5,249,000円

（７）さあ、大人の出番です。
「子どもへのまなざし運動」

1,615000円 2,115,000円

（８）応援したい！市立小・中学校への支援
※指定された学校に配分

1,817,000円 3,112,000円
指定:小学校21校

中学校11校

（９）桜並木の保全（多布施川桜道） 565,000円 1,065,000円

（１０）桜並木の保全（川副桜ロード） 1,490,000円 1,450,000円
未使用額は、後年
に活用

（１１）干潟を守ろう！自然共生活動の支援 2,635,000円 2,635,000円

（１２）伝統文化の保存継承支援 1,140,000円 1,140,000円

（１３）三重津海軍所跡を世界遺産へ 311,000円 811,000円

（１４）大隈記念事業 1,615,000円 2,747,000円
以前の寄附を

活用

（１５）市民活動の応援 515,000円 515,000円

（１６）水網都市・佐賀をきれいに 820,000円 820,000円

（１７）市長おまかせコース（指定なし） 10,919,000円 －
重点事業へ振り
分け

合 計 29,846,000円 24,514,000円

発行：企画政策課（0952-40-7025）
寄附受付：秘書課（0952-40-7020）

２ ふるさと応援寄附金
平成28年度の使いみちについて

平成27年1月～12月までに、29,846,000円の寄附金をいただきました。
このうち24,514,000円について、下表のとおり平成28年度事業として実施しています。
使途指定をいただいたものはご指定内容をもとに、使途指定がなかったものは、寄附メニ
ューに振り分けて、活用させていただいております。
具体的な活用内容は「ふるさと納税便りvol.8」にてご報告させていただきます。
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