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ふるさと応援寄附（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、本市に対してたいへん温かいご支
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28年度に頂戴した寄附金を活用し、平成29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 秀島敏行



平成29年度
ふるさと応援寄附金活用報告

メニュー項目
寄附金額（円）
H28.1月～12月

H29年度
活用額（円）

決算
備考

1．佐賀の大空を背景に！「バルーン大会」 2,107,000 20,163,000

2．みんなで盛り上げよう！桜マラソン 690,000 990,000

3．のんびり、ほっこり、古湯映画祭 240,000 240,000

4．夏は高原へ！みつせ高原キャンペーン 215,000 315,000

5．咲き誇る！大和の花しょうぶ園 300,000 300,000

6．子どもたちへの本のプレゼント 5,362,271 6,862,000

7．さあ！大人の出番です。
「子どもへのまなざし運動」

1,080,000 1,380,000

8．応援したい！市立小・中学校への支援 8,297,000 9,785,000

9．桜並木の保全（多布施川桜道） 1,015,000 1,515,000

10．桜並木の保全（川副桜ロード） 4,245,600 1,288,850
残額は後年度に活用
するため、基金積立

11．干潟を守ろう！自然共生活動の支援 2,790,000
後年度に活用するた
め、基金積立

12．伝統文化の保存継承支援 1,885,000 1,885,000

13．世界遺産・三重津海軍所跡 325,000
後年度に活用するた
め、基金積立

14．大隈記念事業 2,775,000 3,275,000

15．市民活動の応援 585,000 585,000

16．水網都市・佐賀をきれいに 1,030,000 1,030,000

17．市長おまかせコース（指定なし） 19,722,000
1～16のメニューに
振り分け

18．サガン鳥栖の支援 1,555,000
後年度に活用するた
め、基金積立

合計 51,898,871 49,613,850

※平成29年度の活用額が、寄附金額を上回っているものについては、「市長おまかせコース」から
活用させていただいております。



ご寄附の活用状況

１．佐賀の大空を背景に！「バルーン大会」

2017年11月1日（水）から11月5日（日）までの５日間、”２０１７
佐賀インターナショナルバルーンフェスタ“を開催しました。18カ国・

地域から、111機のバルーンが参加し、世界トップレベルの熱戦が繰り

広げられ、期間中は、88万6千人のお客様で賑わいました。

皆様から頂いた寄附金は、ポスター、パンフレット等の作成といっ

た広報費用及び、お客様に安全にバルーンフェスタを楽しんでいただ

けるように、会場内における観客対策費用の一部として大切に活用さ
せていただきました。

２．みんなで盛り上げよう！桜マラソン

6回目となる「さが桜マラソン２０１８」は、全国から約1万人のラ
ンナーをお迎えし、平成30年3月18日に開催いたしました。

寄附金を使用させていただき、桜マラソンではおなじみとなったス

ティックバルーンなど、応援グッズを作成しています。コース沿道や
給水所で、小さいこどもから大人まで、ピンクのバルーンをふってラ

ンナーをお迎えする姿が、さが桜マラソン人気の秘訣です。大会終了

後ランナーからも、おもてなし、応援が素晴らしかった等、好評の声
をいただいております。

３．のんびり、ほっこり、古湯映画祭

「温泉に入って映画を見られたらいいですね。映画館の無い町で映
画祭も面白いと思いますよ。」と、佐賀市の自主映画団体の呼びかけ

で、昭和59年にこの「富士町古湯映画祭」は始まりました。

34回目となる今回は、前回の33回映画祭が台風で中止となったため、
リベンジ企画として再度、「矢口史靖監督と鈴木さんたち」と題し、

2017年9月16日（土）から18日（月・祝）で開催し、ゲストに俳優の

田中要次さんや西田尚美さんなどをお招きしました。映画祭期間中は
1,890人の入場者で賑わい、好評の声をいただいております。

平成28年1月～12月に頂戴した寄附金51,898,871円については、主に

平成29年度に実施した事業に活用させていただきました。

使途をご指定をいただいたものはご指定内容をもとに、ご指定がなかっ

たものは、次の1～16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。誠にありがとうございました。



４．夏は高原へ！みつせ高原キャンペーン

佐賀市の北の玄関口である三瀬村の観光資源を積極的にＰＲし、観
光客誘致及び地域活性化を図る目的で実施しました。情報誌を作成し、

三瀬高原周辺のレジャー、カフェ、レストラン、直売所、観光農園な

どを幅広く紹介いしました。また、キャンペーン参加店に情報誌を設
置し、そこからの寄り道を促し、他店への誘導につなげるためにスタ

ンプラリーを実施し、抽選で豪華賞品が当たるイベントを実施しまし

た。

スタンプラリー期間 H29.7.21～H29.11.5 参加者数 1,010人

５．咲き誇る！大和の花しょうぶ園

大和中央公園の花しょうぶ園は、日本庭園をイメージした約１ヘク
タールの園内に100種４万株の花しょうぶが咲き誇り、毎年５月中旬か

ら６月中旬まで開園しております。平成29年度は13,400人の入園者が

ありました。

咲き誇る花しょうぶを間近で鑑賞・撮影などができるように、園内

に八つ橋や東屋を設けておりますが、老朽化した箇所は修繕したり、

車いすでも散策できるように段差を無くしてスロープに改修したりし
ております。

７．さあ！大人の出番です。「子どもへのまなざし運動」

本市では、市民総参加で子どもを育む「子どもへのまなざし運動」を

推進しています。市内各地域で「ラジオ体操会」や、「まつり」など
様々な取組が行われており、行事で使うベストや帽子、のぼり旗などの

作成させていただきました。

地域の皆様からは「ベストは目立つ色で、子どもたちにも分かり易く、
コミュニケーションもとり易い」など、ありがたい言葉もいただいてい

ます。今後も、この運動を、引き続き効果的に市全体に広めてまいりま

す。

９．桜並木の保全（多布施川桜道）

多布施川河畔公園は、佐賀市中央部を流れる多布施川沿いの公園で、
約6.0kmに及ぶ散策路に、約3,000本の桜を植栽しています。ソメイ

ヨシノをはじめ、10種類以上の桜が咲き誇り、満開の桜が川面に映り

こむ景観は、多くの市民に親しまれております。

今回のご支援により、多布施川河畔公園内の北側に位置する水歴史

広場を中心に、新たにソメイヨシノ33本、ヨウコウザクラ18本、あわ

せて51本を植樹することが出来ました。また、樹木の根による園路の
段差を解消し、公園内の散策を安心して楽しんでいただけます。

学校行事にて「まなざしベスト」を着用



市立図書

館本館

市立図書館本館用として、絵本６７４冊を購入しました。児童向けの本は利用が大

変多く、中でも絵本は子どもが本に触れ合うきっかけになる大切な資料です。今回

も大変、多くの寄附を頂いたことで、書架をより充実させ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。

諸富館
地元で要望の高い本やシリーズ本など絵本２７冊、児童書２３冊を購入させていた

だきました。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、楽しそうな姿を
たくさん目にすることができます。

大和館
親子での利用が多い絵本や小学生の利用が高いシリーズものの児童書等１１２点を

購入しました。特にシリーズものは利用頻度が高く貸出中のものが多かったのです

が、新たなシリーズ本を購入したことにより、予約しなくても読みたい本が読める
ということで利用者からは大変喜ばれています。

富士館
児童書を中心に４８冊を購入させていただきました。地元の皆様は勿論のこと、古

湯・熊の川温泉郷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

場所として定着しつつあり、ご利用頂いた皆様から「環境もよく、きれいな本がた
くさん揃っているね」という言葉も頂いております。

三瀬館
三瀬高原にある小さな図書館です。今回、新刊本から勉強に役に立つ本、季節の絵

本など、児童書を計５２冊購入し、特集展示をいたしました。本が好きな子どもや

子どもを連れたお母さん、お父さんなど、多くの方々が本を手に取り、借りていか
れました。今後もたくさんの人に本を読んでいただきたいと思っております。

川副館
新刊書を中心に、小学校の調べ学習に活用できる本や知識・行事の絵本、赤ちゃん

むけ絵本など、児童書４１点を購入させていただきました。秋に行った「ふるさと

納税の本」展示期間中には、ふるさと納税という言葉を目にして大人も本を手に取
り、ふるさと納税を図書館の本購入に充てる事について話題にされる姿を見かけま

した。

東与賀館
新刊書を中心に、大型絵本を含む児童図書４８点を購入し、子どもたちの本を充実

させることができました。東与賀館は開館後２０年以上を経過し、当時子どもだっ

た利用者が親となり、わが子を連れて来館されているという話も聞きます。地域住
民の皆様に必要とされ、長く愛される存在であるためにも、書籍の充実・利用促進

を図っていきたいと思います。

６．子どもたちへの本のプレゼント

三瀬館 東与賀館 川副館 富士館



高木瀬小学校

メディアセンターでは、ノートパソコンを１クラスの児童数分、授業
のたびに設置して使用しています。貴重品ですので、以前は、南の管理

棟のほうでパソコンを保管していましたが、充電もままならず大変でし

た。ふるさと納税寄附金により、ノートパソコン収納キャビネットを２
台購入することができ、いまではスムーズに授業を開始できるようにな

り、大幅な授業改善となりました。

諸富北小学校

テントを６張購入しました。さっそく運動会で児童応援席用として使
用し、子どもたちもきれいなテントで快適な運動会を過ごせて、大変喜

んでおりました。運動会以外でも活用しております。

また、保護者や地域の方もテントがふるさと納税寄附だと話題にも
なっておりました。

神野小学校

電話機と子機（ＰＨＳ）を購入しました。電話機は、これまで電話が
なかった保健室に設置しました。子機（ＰＨＳ）は、平成29年6月より

生活指導員が増員となったため、生活指導員が常時、持っています。

保護者や職員間の電話や連絡をするだけではなく、児童の緊急対応等
にも使用できるので学校としては、大変、助かっています。

川上小学校

子ども達が体育の授業で使用するマット６枚と台車１台，そして跳び
箱用踏み切り板用台車１台を購入させていただきました。お陰で子ども

達は新しいマットの上で思い切って体を動かすことができています。

また台車があることで準備と片付けに時間を要せず、授業中の子ども
達が体を動かす時間が十分に確保できています。

８．応援したい！市立小・中学校への支援



学校名 購入備品

春日小 ・グロッケンスタンド 2台・模造紙ラック 1台

金立小 ・折りたたみリヤカー（アルミ）・バウンダリーマイクロフォンセット

西与賀小 ・デジタルコードレス電話機 1台

高木瀬小 ・ノートパソコン収納キャビネット ２台・レーザープリンター用カラートナー

神野小 ・電話機と子機（ＰＨＳ）・スチール整理棚 2台

循誘小 ・テント （ＫＡ５Ｗ）

諸富北小 ・テント ６張

本庄小 ・折りたたみイス 200脚・国語辞典・贈呈プレート・折りたたみイス用台車・ipad

北山東部小 ・オートテント５人用×３・足元ヒーター ２台

北川副小 ・デジタルカメラ・ＳＤＨＣカード

嘉瀬小 ・調理実習用 キッチン鋏

赤松小 ・書籍 16冊・理科実験用気体検知管 20セット・理科実験用ガスコンロ 2台

若楠小 ・高齢者疑似体験用耳栓・手袋 49個

東与賀小 ・チームベスト（大）9枚

芙蓉小 ・児童用図書「シップ船長とうみぼうず他」14冊

春日北小 ・グランドゴルフセット（クラブ活動用） 2セット

開成小 ・大玉３個

思斉小 ・子ども用トイレサンダル 43足分 ・ロングビート板

川上小 ・運動用マット ６枚・跳び箱用踏み切り板用台車 １台・台車 １台

日新小 ・カラー体操マット

三瀬小 ・木製スタッキング多目的テーブル

鍋島小 ・スタッキングチェア（ふれあいルーム用）

中川副小
・意味から覚える漢字イラストカード １年～６年
・計算機付きレジスター・タイムタイマー マグネット付き ２個
・マイクロフォン・ＣＤラジオ ５台・図工室用のこぎり

富士小 ・大型水槽飼育用具セット・デスクマット・トナーカートリッジ

久保泉小 ・チューバスタンド（音楽）・透明立体模型（４～５年算数）・平均台（体育）

西川副小 ・通知表用クリアファイル 301冊

松梅小 ・折り紙・マッキー・カラークラフトテープ

諸富南小
・児童図書「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ９」「ざんねんないきもの事典 続々」「朝倉義景」
「ドラえもん科学ワールド電気の不思議」「UMA未確認生物大図鑑」

新栄小 ・佐賀県学童美術展画集・パンチレスファイル

勧興小 ・グランドピアノ用カバー

大和中 ・折りたたみイス（アルミ） 20脚

三瀬中 ・園芸用花

城西中 ・ソフト（ボール）用マスク ２個

昭栄中 ・大型扇風機 2台

鍋島中 ・陸上ユニフォーム ６着

成章中 ・体育館用扇風機・英語科用ＣＤラジカセ

松梅中 ・デジタルカメラ 2台・ビオラ 65個・プランター 20台

諸富中 ・家庭科教材（献立カード、アイロン）

川副中 ・生徒会室用扇風機 ４台・図書 10冊

それぞれの学校にいただいた寄附の活用状況は、下表のとおりです。



10．桜並み木の保全（川副桜ロード）

九州佐賀国際空港の北側に旧堤防跡地に桜の名所「さくらロード」

があります。さくらロードは約1.7ｋｍあり、その両側には約400本の
桜が彩り、毎年、満開時には多くの観光客や花見を楽しまれる方たち

であふれています。

皆様から寄せられたご寄附により、平成十年の空港開港記念植樹か
ら今日まで桜の維持管理を行うことができ、今では川副町の名所の一

つとなりました。今後も多くの方の憩いの場として、来ていただける

ように努力してまいります。

12．伝統文化の保存継承支援（継承事業）

佐賀市には、地域の方々などで守り伝えられてきた固有の行事や伝
統芸能、歴史や文化（地域資源）が溢れています。これらの地域資源

を次世代に継承することを目的とした活動に支援を行っています。

平成２９年度は、次の事業に活用し、長年の使用で傷んだ衣装や用
具の製作等を行いました。平成２９年度実施事業

①佐賀県重要無形民俗文化財「市川の天衝舞浮立」用具整備事業

②佐賀市重要無形民俗文化財「松枝神社奉納浮立」用具整備事業
③佐賀市重要無形民俗文化財「東与賀銭太鼓」用具整備事業

12．伝統文化の保存継承支援（文化財等保存）

佐賀市内には多くの重要な文化財が点在しています。文化財の保存
修理等に対して、補助金による支援や、市が所有している史跡の維持

管理を行っています。

平成２９年度は、下記事業への補助を行いました。どの事業も、そ
の成果を地域の行事などで活用し、地元の宝を未来に残そうと活動し

ています。

平成２９年度実施事業

①永里部落 御稲荷鳥居改修事業(久保田) ②六地蔵修復事業(川副)

③太田の郷土史継承事業(諸富) ④沖祗神社の灯篭移設事業(久保田)

⑤乙護神社奉納浮立の袢天、篠笛、鉦等の購入事業(嘉瀬) ⑥地域の歴

史文化保存事業(大和町) ⑦上一区字原地区内御堂の修復事業(大和)

⑧蓮池町魚町地蔵御堂修繕事業(蓮池) ⑨白石大明神（白石神社）補修

事業(諸富)

「市川の天衝舞浮立」衣装

白石大明神（白石神社）

六地蔵修復事業（川副）



14．大隈記念事業

大隈重信記念館では、佐賀の偉人大隈重信侯を顕彰するため、大隈
侯に関連する貴重な資料や映像を展示しています。平成２９年１０月

には開館５０周年を迎え、記念誌を作成、発行しました。

また、記念館に併設されている大隈重信旧宅（生家）も公開してお
り、希望される方は中に入って見学することができます。また、毎月

５がつく日には、２階にある大隈侯の勉強部屋も特別に公開していま

す。【平成２９年度の入館者数：１５，８１４人】

15．市民活動の応援

佐賀市では、市民活動団体の活動基盤の強化を図り、市民のまちづ
くりへの参加と実践をすすめるために、市民活動団体が行う公益的な

事業に対して、補助金を交付する制度「佐賀市市民活動応援制度」

（愛称「チカラット」）を実施しています。

平成２９年度は、保健・医療・福祉や学術・文化・芸術・スポーツ、

子どもの健全育成などをテーマとする４０事業（ちかっと部門１４事

業、カラット部門２６事業）に対して、皆様からの寄附金を活用させ
ていただきました。皆様の暖かい応援ありがとうございます。

16．水網都市・佐賀をきれいに

佐賀市では、きれいな水辺空間と快適な生活環境を維持するため、
毎年、春と秋に「川を愛する週間」という市民総出の河川浄化運動が

行われており、自治会を中心に事業所や教育機関など毎年述べ１０万

人近い方々が「自分たちのまちは自分たちできれいにしよう」と身近
な水路の清掃活動に参加しています。

皆様方から頂いた寄附金は、貸し出し要望が多い河川清掃道具の購

入や修理など、市民の皆様が河川清掃をやりやすくなるように、大切
に使わせていただいています。

麦秋カフェ風景

がんについてのミニ学習会 登山道の整備（天山） 登山道の整備（金立山）



平成30年度
ふるさと応援寄附金活用状況

メニュー項目
寄附金合計（円）
H29.1月～12月

備考

1．佐賀の大空を背景に！「バルーン大会」 7,800,315

2．みんなで盛り上げよう！桜マラソン 2,200,385

3．のんびり、ほっこり、古湯映画祭 1,140,386

4．夏は高原へ！みつせ高原キャンペーン 975,000

5．咲き誇る！大和の花しょうぶ園 741,814

6．子どもたちへの本のプレゼント 18,302,221

7．さあ！大人の出番です。
「子どもへのまなざし運動」

2,485,386

8．応援したい！市立小・中学校への支援 6,866,666

9．桜並木の保全多布施川桜道 2,276,147

10．桜並木の保全川副桜ロード 1,738,480

11．干潟を守ろう！自然共生活動の支援 10,172,145
後年度に活用するため、
基金積立

12．伝統文化の保存継承支援 7,628,716

13．世界遺産・三重津海軍所跡 1,158,928
後年度に活用するため、
基金積立

14．大隈記念事業 2,235,800

15．市民活動の応援 1,967,050

16．水網都市・佐賀をきれいに 2,775,384

17．市長おまかせコース［指定なし］ 31,624,700 重点事業に振り分け

18．サガン鳥栖の支援 1,732,478
後年度に活用するため、
基金積立

合計 103,822,001

具体的な活用内容は「ふるさと納税便り
vol.10」にてご報告させていただきます。


