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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29年に頂戴した寄附金を活用し、平成30年度に実施した
事業内容及び、平成30年7月豪雨災害に際し頂戴した寄附金で実施した
復旧・防災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30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）
H29.1⽉〜12⽉

H30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」 7,800,315 7,801,000

2．みんなで盛り上げよう︕桜マラソン 2,200,385 2,501,000

3．のんびり、ほっこり、古湯映画祭 1,140,386 1,000,000

4．夏は⾼原へ︕みつせ⾼原キャンペーン 975,000 975,000

5．咲き誇る︕大和の花しょうぶ園 741,814 742,000

6．子どもたちへの本のプレゼント 18,302,221 23,303,000

7．さあ︕大⼈の出番です。
「子どもへのまなざし運動」 2,485,386 2,786,000

8．応援したい︕市⽴⼩・中学校への支援 6,866,666 10,690,000

9．桜並木の保全（多布施川桜道） 2,276,147 2,277,000

10．桜並木の保全（川副桜ロード） 1,738,480 1,468,000 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 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 2,394,000

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 2,236,000

15．市⺠活動の応援 1,967,050 1,968,000

16．水網都市・佐賀をきれいに 2,775,384 2,776,000

17．市⻑おまかせコース（指定なし） 31,624,700 1〜16のメニューに
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 62,917,000

※平成30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、「市⻑おまかせコース」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」
２０１８年１０⽉３１⽇（水）から１１⽉４⽇（⽇）までの５⽇

間、”２０１８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
さが桜マラソンはフルマラソン大会に⽣まれ変わり、２０１９大会

で７回目を迎え、佐賀の⼀大イベントとして定着してまいりました。

寄付⾦を使⽤させていただき、当マラソンで⼈気のひとつである沿
道応援の際に使⽤する「スティックバルーン」などの応援グッズを作
成しています。コース沿道や給水所にて、⼩さいこどもから大⼈まで、
多くの方がグッズを使⽤して、ランナーをお迎えします。ランナーか
らも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。

35回目となる今回は、佐々部清監督「せつなくて、おかしくて、かな
しくて、うれしくて」と題し、２０１８年９⽉１５⽇（⼟）から１７
⽇（⽉・祝）で開催し、ゲストに俳優の井上順さんや津田寛治さんな
どをお招きしました。映画祭期間中は２，７３０⼈の⼊場者で賑わい、
たいへん面白かった等、好評の声をいただいております。

平成29年1⽉〜12⽉に頂戴した寄附⾦103,822,001円については、主に
平成30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 Ｈ30.7.14〜Ｈ30.12.31 参加者数 1,302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。

咲き誇る花しょうぶを間近で鑑賞・写真撮影ができるように園内に
⼋つ橋や東屋を設けており、⽼朽化した所の修繕や、公園のシンボル
冠木門の修繕を⾏いました。園内にはアジサイやスイレンも咲いてい
ます。花しょうぶとともに初夏の美しい風景を多くの方に楽しんでい
ただけるよう、公園の管理・運営を⾏ってまいります。

７．さあ︕大⼈の出番です。「子どもへのまなざし運動」

佐賀市では、市⺠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「登下校⾒守り」や「学校⾏事、地域
イベント」など様々な取組が⾏われており、そのような活動で使うベス
トや帽子、のぼり旗などを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、多くの市⺠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30本、ヨウコウザクラ15本、あわ
せて45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。

「お守り隊」がベストと帽子を着⽤



市⽴図書
館本館

市⽴図書館本館⽤として、子ども向けの本と子育て関連の本を１，９８８冊、ＤＶ
Ｄ・ＣＤを７０点、購⼊しました。子ども向けの本は利⽤も多く、子どもが本に親
しみを持つきっかけになる大切な資料です。今回も多くのご支援を頂いたことで、
利⽤で傷んだ本も買い直しをすることができました。購⼊した絵本は、図書館を訪
れる多くの子ども達や子育て中の大⼈など、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２３冊、児童書２２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児童書等９５点を購⼊しました。ま
た、児童書の修理に使⽤するクリーンコートや剥離剤、資料貼付⽤バーコード等の
消耗品も購⼊し、資料の補修等を⾏い大切に活⽤させて頂いています。今回のご支
援により、利⽤者のニーズにあった児童書を購⼊することができ、毎⽇多くの⼈に
利⽤されています。

富⼠館 児童書を中心に５３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。新刊本から勉強に役⽴つ本、季節の絵本など児
童書を５５冊、また展示⽤イーゼル等購⼊いたしました。子どもや赤ちゃん連れの
お⺟さん、お⽗さんなど、多くの方が本を⼿に取り、借りていかれていました。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４５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
⺠の皆様に必要とされ、⻑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

本館 諸富館 大和館 川副館



循誘⼩学校
ステージ⽤ひな段2台、プロジェクター1台、インデックス印字機1台

を購⼊しました。
ひな段は、集会や集合写真など、体育館で子どもたちの様々な発表

時に使⽤しており、昨年度の卒業式時に卒業⽣の発表の場として使⽤
しました。プロジェクターは、平和集会や⽣活の話などで内容をより
分かりやすく伝えるために活⽤しています。インデックス印字機は、
図書室、事務室、職員室等の書類を効率よく分類・整理でき、業務改
善につながっています。

鍋島⼩学校
校旗⼀式、テント２張、逆上がり補助板1台を購⼊させていただきま

した。鍋島⼩には、これまで複数の校章がありましたが、新しい校旗
の校章デザインを鍋島⼩学校の校章として統⼀し、様々な場面で使っ
ていくことになりました。
新しい校旗は３⽉の卒業式でお披露目いたしました。卒業する６年

⽣、保護者の新しい門出にふさわしいお祝いとなりました。
これからも⼊学式、卒業式など子どもたちの大切な節目に大事に使

わせていただきます。

諸富中学校
大型扇風機４台、体育館遮光カーテン1枚、赤外線暖房機３台、マッ

トトラック１台を購⼊しました。主に大型扇風機については熱中症対
策として、赤外線暖房機については、体育館での冬季⾏事の際に利⽤
させていただいています。マット移動台も体育の授業で使⽤させてい
ただいています。

川副中学校
図書委員会が⾏った購⼊してほしい図書のアンケートに挙がってい

た本や、スポーツ・音楽など部活動に関連する本を中心に28冊の書籍
を購⼊させていただきました。図書は大変⼈気で⽣徒たちも喜んでい
ます。また、⽣徒会が体育館等で使うワイヤレスマイク、メガホンも
購⼊させていただきました。⽣徒集会等でマイクが不⾜していたので、
⽣徒会役員や各委員会の活動に大変役⽴っています。

８．応援したい︕市⽴⼩・中学校への支援

全校朝会でプロジェクターを使⽤



学校名 購⼊備品

勧興⼩学校 ・体づくり運動教具「ステップカラーラバーリング」「アクティブプレースポット」
・スリムファイル８ポケット（通知表⽤）

⽇新⼩学校 ・かんたんテント（簡易テント） １式 ・四線マグシート（英語⽤マグネットシート） ２枚

赤松⼩学校 ・ミシン ・スチール書庫 ・給⾷⽤台⾞ ・楽譜

神野⼩学校
・PHS電話機 1台 ・スピーカー 1台 ・マイクロホンミキサー 1台
・CDラジカセ 2台 ・鉛筆削り（⼿動） 2台 ・スリッパ（校名⼊り） 50⾜
・マット（渡り廊下⽤） 3枚 ・マット（昇降⼝⽤） 2枚 ・マット（3年⽣靴箱前） 1組

⻄与賀⼩学校 ・ティーバッティングセット

嘉瀬⼩学校 ・デジタルカメラ ５台

巨勢⼩学校 ・卒業⽣写真⽤５連額縁

兵庫⼩学校 ・図書室⽤ 絵本等書籍購⼊（52冊）

⾼木瀬⼩学校 ・ＣＤラジカセ ８台

北川副⼩学校 ・超軽量ホワイトボード（教文）900×1800ｍｍ

本庄⼩学校
・デジタル握⼒計 ・バドミントンネット ・ポータブルワイヤレスアンプ ・滑りどめマット
・ipad15台 ・デジタルカメラ ビデオカメラ 三脚 ・プログラミング教材Sphero30台
・⼈工芝（プールサイド⽤）・ソフトボール ・直流電流計8台 ・ipadケース15個

⾦⽴⼩学校 ・壁掛け時計屋外⽤ ・ラミネーター ・テプラ ・標準化石標本

久保泉⼩学校 ・ディスプレイスタンド

芙蓉⼩学校 ・吸引式補虫器 4個

新栄⼩学校 ・佐賀県学童美術展画集 ・⾊画⽤紙（⼋切）

若楠⼩学校 ・⼩学⽣のための合唱パート練習⽤ＣＤ ２枚 ・マラカス ２セット

開成⼩学校 ・方眼⼊ホワイトボード

諸富北⼩学校 ・児童文庫（４６冊）

諸富南⼩学校 ・学校図書5冊「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」「続々ざんねんないきもの事典」「コミック版⽇本の歴史」
「ドラえもん科学ワールド」「衝撃ミステリーファイル」

春⽇⼩学校 ・紙芝居ケース2種類 ・展示⽤イーゼル

松梅校⼩学校 ・プロッキー10⾊⼊り 4セット ・電動鉛筆削り 1つ ・ペーパーパンチ 1つ ・製本テープ 2⾊

春⽇北⼩学校 ・教室⽤カーテン

富⼠校⼩学校 ・テプラテープ・チョーク

北⼭校 ・ボール

北⼭東部⼩学校 ・両面回転移動式⿊板

三瀬⼩学校 ・カーテン（特別支援教室⽤） ・布団３点セット（保健室⽤）

大詫間⼩学校 ・校旗⽤軸

中川副⼩学校 ・ソフトバレーボール ２個 ・サッカーボール １個

⻄川副⼩学校 ・通知表⽤クリアファイル

東与賀⼩学校 ・エコカラー合成スポンジマット ４枚 ・アルミリヤカー １台 ・トランシーバー １組
・簡易検流計 １個

思⻫館⼩学校 ・取付⽤壁掛け扇風機 ３台 ・羽子板セット 白木ヨーヨー１０個 ・野球ボール６個

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。



学校名 購⼊備品

成章中学校 ・テープカッター

城南中学校 ・グランドピアノカバー

昭栄中学校 ・クラス⽤ＣＤラジカセ ・大型扇風機

城⻄中学校 ・半田ごて台（技術）

城北中学校 ・学校看板（アルミ複合板+アルミフレーム W2,000×H600）※北門外掲示⽤

城東中学校 ・グランドピアノカバー（吉澤ＧＰ－ＳＢＫＲ）

芙蓉中学校 ・電波時計

鍋島中学校 ・コートブラシ４本

大和中学校 ・多目的ツール（椅子） ・ラウンドチェア（椅子）・CDラジカセ

富⼠校中学校 ・チェアカバー（図書室いす⽤） ・吸水スポンジモップ ・楽譜 ・メトロノーム

三瀬校中学校 ・⾖電球ホルダー（理科⽤） 10台

東与賀中学校 ・コンパクトデジタルカメラ

思⻫館中学校 ・電波時計



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、その両側を約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、歴史や文化が溢れています。これらを次世代に継承する活動に
支援を⾏っており、平成３０年度は次の事業に活⽤しました。
①石造恵⽐須半跏像⼀躯及び鳥居修理事業
②東与賀大野地区鎮守大野神社改修工事
③「きんりゅう」読本の作成
④葉隠関係史跡の文化遺産を保存継承する事業
⑤池上⼋⻯神社太⿎修理
⑥葉隠太⿎保存会 太⿎修繕および⽴ち台の新調、⾐装新調事業

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３０年度は、下記事業へ活⽤し、⻑年の使⽤で傷んだ⾐装や⽤
具の製作及び史跡の維持管理を⾏いました。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３０年度実施事業

①佐賀県重要無形⺠俗文化財「市川の天衝舞浮⽴」⽤具整備事業
②佐賀市重要無形⺠俗文化財「松枝神社奉納浮⽴」⽤具整備事業
③佐賀市重要無形⺠俗文化財「⼩松の浮⽴」⽤具整備事業
④史跡「⻄隈古墳」維持管理
⑤史跡「帯隈⼭神籠石」維持管理
⑥佐賀市史跡「大野代官所跡」維持管理

池上⼋⻯神社太⿎修理

「市川の天衝舞浮⽴」⾐装

「⻄隈古墳」維持管理



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。

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３０年度の⼊館者数︓２０，９５２⼈】

15．市⺠活動の応援
佐賀市では、市⺠活動団体の活動基盤の強化を図り、市⺠のまちづ

くりへの参加と実践をすすめるために、市⺠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「佐賀市市⺠活動応援制度」
（愛称「チカラット」）を実施しています。

平成３０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３４事業（ちかっと部門９事業、
カラット部門２５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」という市⺠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、市⺠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。

大隈重信旧宅（⽣家）

気球教室



ご寄附の活⽤状況（災害支援）
平成30年7⽉豪雨災害に際し頂戴した寄附⾦3,332,500円については、

復旧・防災事業に活⽤させていただきました。
また、令和元年8⽉の九州北部豪雨でも多くの方から心温まるご支援・ご

寄附を頂戴しております。
誠にありがとうございます。

佐賀市では、毎年、梅雨や台風の時期にさまざまな風水害被害を受
けており、平成２９年九州北部豪雨や平成３０年７⽉豪雨の際には、
中⼭間部で数百カ所の⼟砂崩れや倒木が発⽣するなど、市⺠⽣活に大
きな影響を及ぼしました。地域の消防団には⽕災出動、災害警戒、⾏
方不明者捜索などの従来の活動だけでなく、「住⺠の救助」も求めら
れるようになっています。このような背景をもとに、中⼭間部の消防
団に救助資機材であるチェーンソー⼀式３６組（本体、機器保護具、
身体保護具）を整備し、設備・装備の増強を⾏いました。

平成３０年７⽉の集中豪雨では、北部地域を中心に農業⽤施設に大きな被害があり、農作物を荒らすイ
ノシシが田んぼなどに近づかないように設置していた防護柵も⼟砂などとともに流されてしまいました。
３７３ケ所・約１０．３キロメートルにわたる防護柵の早期復旧のため、復旧に必要な費⽤に補助を⾏

いました。その結果、防護柵がない期間を短くすることができ、イノシシによる被害を軽減することがで
きました。

チェーンソー⽤身体保護具 チェーンソー取り扱い訓練の様子チェーンソー本体

【被害時】防護柵が雨と⼟砂によって流
されてしまいました。

【復旧後】防護柵を再度取り付け、
短期間で復旧することができました。



令和元年度
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）
H30.1⽉〜Ｈ31.3⽉ 備考

１．子どもの学びの環境を充実するために 126,757,000

２．子どもたちへの支援・応援のために 56,832,500

３．“バルーンのまち佐賀”推進のために 12,838,000

４．さが桜マラソン・スポーツ振興のために 3,480,000
５．街なかの祭り等を通した賑わいづくりのために 2,888,000

６．大隈重信記念館事業を推進するために 10,301,000

７．花とみどりあふれる美しい佐賀のために 5,865,500

８．ラムサール条約湿地の保全と活⽤のために 11,284,500

９．二酸化炭素を使いながら減らしていくために 3,936,000 後年度に活⽤するため、基⾦積⽴

１０．環境に配慮したまちづくりと⽣活環境の保全ために 8,704,500

１１．幕末産業遺産の保存・活⽤のために 5,401,500

１２．伝統文化・遺跡等の保存・継承・振興のために 15,143,000

１３．古湯映画祭等で賑わいづくりを 1,271,000

１４．みつせ⾼原キャンペーン等で賑わいづくりを 845,000

１５．佐賀空港北側の川副桜ロードのために 2,864,000

１６．市⺠活動の応援のために 1,943,000

１７．まちの環境整備・基盤整備のために 7,292,000

１８．⾼齢者、障がい者福祉の充実のために 18,436,000

１９．サガン鳥栖の応援のために 5,452,000 後年度に活⽤するため、基⾦積⽴
２０．市⻑おまかせ(指定なし) 233,886,200 重点事業に振り分け

合計 535,420,700

具体的な活⽤内容は「ふるさと納税便り
vol.11」にてご報告させていただきます。


