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ご寄附いただいたみなさまへ 

 

 平素は養父市に対し格別のご高配とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 

 この度は、養父市にご寄附をいただきありがとうございました。 

さて、養父市は、平成 26 年 5 月 1 日の政令により「国家戦略特別区域」に指定され

ています。 

この特区指定の目的は、現在は法律等によって規制されているものを緩和し、民間事

業者などが事業参入しやすい環境をつくることで、 

 (1)耕作放棄地等の再生 

(2)農作物・食品の高付加価値化の推進 

(3)交流者滞在型施設の整備の推進 

を図り地域の活性化につなげていくものです。 

 

 特区指定から 2 年が経過した現在、農業生産法人の要件緩和を活用し 11 事業者が区

域計画の認定を受け、農業と 2次産業及び 3次産業を一連で行う 6次産業化により農業

の産業化を進め、耕作放棄された農地の活用と新たな雇用の確保を進めるなどの取組が

行われています。 

 これまでの養父市の取組は、全国のモデルとして高い評価を受けておりますが、新

たな中山間地農業の仕組みづくりに向けて高齢者の積極的な活用、民間事業者との連

携による耕作放棄地の再生、6次産業化による農産物・食品の高付加価値化等の革新的

農業の実践に向けて更なる努力を積み重ねて進めていかなければなりません。  

 

 27年度は、前年度に比べて約 15倍の 1,373件のご寄附を全国のみなさまからいただ

きました。みなさまのご期待に応えるためにも国家戦略特区制度の活用をはじめとした

様々な施策を実施していくことで、元気で活力ある養父市の実現に努めてまいります。 

 

 ふるさと納税「元気な養父づくり応援寄附金」につきましては、寄附者のみなさまの

意向に配慮しながら、寄附金を活用した事業を平成 22年度から展開しております。 

 ここに元気な養父づくり応援寄附と基金活用の状況についてご報告申し上げます。 

  

ご寄附いただいたみなさまには、心より厚くお礼申し上げますとともに、今後とも養

父市に対しまして、温かいご懇情とご支援を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 

  平成 28年６月       

養父市長 広 瀬  栄 

  



１ 元気な養父づくり応援寄附の状況 

 

平成 27年度元気な養父づくり応援寄附の状況については、以下のとおりです。 

 

◆寄附状況 

  ○ 寄附件数  1,373件  

  ○ 寄附金額  51,032,620円 

    

◆月別寄附状況 

 寄附採納月 寄付件数 金額（円） 

 ４月 67 2,145,000 

 ５月 83 2,325,000 

 ６月 59 1,960,000 

 ７月 56 1,888,620 

 ８月 47 1,351,000 

 ９月 55 1,882,000 

 10月 68 2,170,000 

 11月 318 13,050,000 

 12月 475 19,611,000 

 １月 46 1,330,000 

 ２月 43 1,005,000 

 ３月 56 2,315,000 

   1,373 51,032,620 

 

◆使途指定別寄附の内訳       

 寄 附 金 の 使 い 道 指定件数 寄附金額（円） 

 ①ともに生きる地域づくりに関する事業 127 2,875,000 

 ②ともに支え合う福祉のまちづくりに関する事業 155 3,375,000 

 ③ともに守り育てる伝統・伝承文化に関する事業 81 1,142,500 

 ④ともに創造する芸術文化に関する事業 36 550,000 

 ⑤ともに育む子育て支援に関する事業 310 8,252,500 

 ⑥ともに守る自然保護及び森林保全に関する事業 219 5,278,500 

 ⑦その他元気な養父づくりに資する事業 787 29,559,120 

 合     計 ※1715 51,032,620 

  ※１件の申込で複数の使途指定される場合があります。 

 

 

 



２ 元気な養父づくり応援基金について 

 

（１）ご寄附いただいた寄附金の全額を「元気な養父づくり応援基金」に積み立て

ました。平成 27年度末の基金残額は、45,470,422円となっています。 

 

 ア．基金積立金合計額 

平成 20年度積立金 4,817,672円  

平成 21年度積立金 4,183,183円  

平成 22年度積立金 4,307,068円  

平成 23年度積立金 12,862,828円  

平成 24年度積立金 5,250,612円  

平成 25年度積立金 4,551,994円  

平成 26年度積立金 7,376,445円  

平成 27年度積立金 51,032,620円  

基金積立金合計   94,382,422円  

 

イ．基金取崩合計額 

平成 22年度取崩額 4,319,000円  

平成 23年度取崩額 2,000,000円  

平成 24年度取崩額 14,531,000円  

平成 25年度取崩額 4,759,000円  

平成 26年度取崩額 3,410,000円  

平成 27年度取崩額 19,893,000円  

基金取崩額合計 48,912,000円  

  



（２）平成 27 年度は、この基金の一部を取り崩し、寄附者の意向に沿って次のよ

うな事業に活用しました。 

 

活用事業名等 金額（円） 備考 

古民家再生推進支援事業 1,000,000 
①ともに生きる地域づくり  

⑦その他元気な養父づくり 

特産品開発事業(ゆず・にんにく) 750,000 
①ともに生きる地域づくり 

⑦その他元気な養父づくり 

健康づくり推進事業 1,000,000 ②ともに支え合う福祉のまちづくり 

インフルエンザ予防接種事業 1,000,000 ⑦その他元気な養父づくり  

地域おこし協力隊事業 1,000,000 ⑦その他元気な養父づくり 

明延鉱山メモリアルパーク事業 500,000 ⑦その他元気な養父づくり 

やぶっ子夢プラン事業 1,000,000 ⑦その他元気な養父づくり 

元気養父づくり応援寄附推進事業 13,643,000 ⑦その他元気な養父づくり 

計 19,893,000  

 

（３）平成 28年度は、次のような事業に活用する予定としています。 

 

活用事業名等 金額（円） 備考 

地域おこし協力隊事業 4,000,000 
①ともに生きる地域づくり  

⑦その他元気な養父づくり 

特産品開発事業 250,000 ①ともに生きる地域づくり  

ビバホールチェロコンクール特別賞 100,000 ④ともに創造する芸術文化 

特定不妊治療費助成事業 1,500,000 ⑤ともに育む子育て支援 

産後ケア事業 500,000 ⑤ともに育む子育て支援 

移住定住相談促進事業 1,300,000 ⑦その他元気な養父づくり 

やぶの空き家活用支援事業 2,000,000 ⑦その他元気な養父づくり 

養父市特産品販路開拓事業 3,000,000 ⑦その他元気な養父づくり 

創業・事業承継支援事業 2,000,000 ⑦その他元気な養父づくり 

古き良き明延地域活性化事業 700,000 ⑦その他元気な養父づくり 

スポーツ教室(サッカー教室) 300,000 ⑦その他元気な養父づくり 

元気な養父づくり応援寄附推進事業 26,178,000 ⑦その他元気な養父づくり 

計 41,828,000  

 

 



３ ご寄附いただいた皆様 

 

 

氏名 寄附額 氏名 寄附額 氏名 寄附額 

長谷川 喜一 10,000 村井 正治 10,000 栃尾 隆 50,000 

下田 供広 20,000 永瀬 慎太郎 10,000 今井 克浩 20,000 

永原 健 20,000 野口 佳子 40,000 阿部 勝昭 200,000 

笠井 貞秀 10,000 門脇 亜矢 10,000 渡辺 健夫 10,000 

宮下 晃輔 25,000 古市 裕也 20,000 中 英和 50,000 

田渕 信久 50,000 大塚 慎吾 50,000 廣瀬 佳栄 200,000 

山下 恵子 20,000 矢部 康夫 50,000 山下 太一 10,000 

米田 賢爾 300,000 竹枝 正樹 50,000 山田 高 50,000 

株式会社米田事務所 100,000 栃尾 孝夫 10,000 小村 教二 20,000 

日本家主クラブ株式会社 100,000 前山 敏弘 50,000 北島 智之 50,000 

株式会社樋口建設 100,000 藤井 万由美 10,000 宮垣 昭男 10,000 

小林 茂 20,000 松井 尊信 40,000 宿南 正二 50,000 

谷垣 豊 100,000 細川 雅史 30,000 水野 明典 20,000 

戎井 重樹 20,000 栃尾 隆 50,000 阿知和 宏行 20,000 

倉本 ウメ 20,000 伊崎 春樹 10,000 広瀬 繁 50,000 

小池 順 20,000 徳田 正賢 30,000 島田 広昭 50,000 

堀 謙輔 20,000 小原 由起子 50000 神出 学 20,000 

相戸 正 20,000 林 昌宣 50,000 安達 長夫 50,000 

菊池 健 20,000 元木 義仁 20,000 田中 孝 100,000 

石塚 佳子 40,000 桐野 真里 50,000 岩橋 秀明 20,000 

青木 昭憲 10,000 山口 富久 50,000 高嶋 利之 20,000 

山口 祐司 20,000 岡  恒次 20,000 内山 恵美子 20,000 

島田 亜弥 50,000 片岡 頌雄 30,000 井手 宏 50,000 

大塚 洋史 10,000 福井建設株式会社 43,620 田中 直樹 10,000 

坂本 敦 20,000 田原 莞爾 20,000 阿萬 力 30,000 

小山 道夫 20,000 小河原 資久 50,000 竹内 慎一郎 10,000 

 

※敬称略・順不同 

※氏名等の公表については、ご本人の了解を得た方のみ行っています。 

 



氏名 寄附額 氏名 寄附額 氏名 寄附額 

荒尾 潤 20,000 中村 和晃 40,000 石本 義紀 300,000 

谷口 卓 50,000 堀井 祐信 100,000 西出 順一 20,000 

岸本 一蔵 20,000 飯田 久夫 20,000 竹岡 俊介 10,000 

小宮 史枝 20,000 中川 勲 10,000 須貝 謙司 50,000 

浅木 雄三 50,000 後藤 佳美 30,000 伊藤 美由紀 20,000 

小宮 一浩 20,000 大林 虎夫 60,000 波多野 豪 50,000 

中島 雅一 20,000 内田 匡彦 20,000 沼尾 真美 20,000 

尾花 規子 20,000 栗山 裕司 50,000 田村 爾 100,000 

阿部 耕治 70,000 佐々木 誠 10,000 北村 知恵 100,000 

中村 隆文 20,000 森井泉 義信 30,000 深瀬 美津子 30,000 

清水 大吾 70,000 広島 輝文 50,000 多根 健太 40,000 

田辺 泰孝 30,000 君島 崇文 50,000 高橋 淳 100,000 

西尾 良重 50,000 伊原 英雄 10,000 河村 一良 50,000 

友清 直樹 60,000 安達 長夫 50,000 吉富 克成 20,000 

後東 俊博 10,000 佐藤 甲輔 20,000 大田垣 洋 100,000 

橋本 敬 10,000 松田 侑己 20,000 寺田 政司 20,000 

仲里 勇一郎 10,000 久下 鉄也 30,000 松本 純子 50,000 

高木 宏幸 20,000 畑山 真吾 50,000 石井 博文 50,000 

小川 秀一 50,000 林 寅権 100,000 田路 直樹 50,000 

小野瀬 隆文 10,000 藤井 光久 100,000 並川 顕 20,000 

小西 清隆 20,000 碓井 邦秋 60,000 坂本 圭司 20,000 

小林 健二 100,000 三上 孝生 20,000 八木 正博 100,000 

椎谷 正男 20,000 西田 良一 100,000 片倉 雅文 50,000 

村田 佳子 10,000 大塚 久美 50,000 延命寺 昭 100,000 

伊藤 正昭 50,000 河合 豊 50,000 田平 勝英 20,000 

大祢 英昭 10,000 藤井 康弘 20,000 吉井 正彦 100,000 

 

 

※敬称略・順不同 

※氏名等の公表については、ご本人の了解を得た方のみ行っています。 

 

 

 



 

氏名 寄附額 氏名 寄附額 氏名 寄附額 

松永 公一 30,000 小峯 修 40,000 濱 達人 50,000 

山内 敏暢 100,000 斎藤 哲郎 20,000 濱 雅代 20,000 

須田 陽一 20,000 板谷 澄夫 20,000 濱 伸一 50,000 

繁田 純一 50,000 宿南 正二 50,000 濱 小百合 20,000 

榊原 智子 20,000 中西 茂雄 10,000 松岡 茂利 50,000 

山本 豊 20,000 伊藤 隆志 20,000 栃尾 隆 50,000 

友井 洋介 50,000 高橋 宰 20,000 仲山 紺之 20,000 

竹谷 淳司 10,000 大井 聖也 20,000 植田 隆司 10,000 

一本杉 知頼 20,000 服部 賢 50,000 二村 英俊 10,000 

加藤 俊介 10,000 根岸 計博 10,000 森 昌幸 100,000 

松浦 喜貴 10,000 糸数 恵 50,000 田野 尚子 50,000 

橋本 浩一 20,000 後藤 研吾 30,000 大西 健二 50,000 

橋本 寿美 20,000 松本 充裕 40,000 中神 尚哉 50,000 

太田垣 靖 500,000 松田 良子 100,000 松本 顕佑 50,000 

岡田 冬樹 110,000 田中 裕明 10,000 柿本 麻希 10,000 

嶋田 朋子 20,000 森本 徹也 30,000 松田 理明 100,000 

的場 正剛 50,000 濱 筆治 20,000 樋口 高志 10,000 

柴田 幸代 10,000 米田 典生 50,000 中野 智之 20,000 

藤澤 武 20,000 天野 秀明 10,000 瀧川 悟史 10,000 

広澤 正一 40,000 島田 亜弥 50,000 小幡 隆英 20,000 

大井 篤 100,000 斉藤 勝也 10,000 安藤 朋也 10,000 

作治 広幸 50,000 高階 英一 30,000 松本 将太郎 10,000 

三木 健史 50,000 浦中 まゆみ 50,000 照沼 忠明 30,000 

松下 寿子 10,000 横山 貞好 10,000 松田 有穂 50,000 

川口 悟 50,000 脇田 孝仁 20,000 中島 潤 50,000 

田邉 雄三 10,000 重松 盛一 100,000 中川 智和 100,000 

 

 

※敬称略・順不同 

※氏名等の公表については、ご本人の了解を得た方のみ行っています。 

 

 



 

 

氏名 寄附額 氏名 寄附額 氏名 寄附額 

三木谷 浩史   竹中 宏 50,000 寺嶋 真理子 10,000 

越後 崇明 50,000 足立 一雄 30,000 廣瀬 和子 20,000 

岡田 吉充 100,000 大橋 豊 50,000 西谷 睦弘 50,000 

株式会社ト－ヨ－建設 100,000 糸数 恵 20,000 村上 一平 1,000,000 

水田 裕基 100,000 小中 晴美 20,000 金子 貴昭 20,000 

加勢田 吉隆 50,000 小中 直樹 30,000 
  

徳田 健 50,000 宇治 則孝 20,000 
  

関口 奈美 10,000 前奥 恵子 25,000 
  

川崎 秀幸 100,000 吉田 秀穂 20,000 
  

堀内 敏也 100,000 西山 淳二 10,000 
  

山本 晋也 20,000 坂口 絵美 20,000 
  

青木 三樹子 50,000 中村 智実 20,000 
  

宮城 麗奈 10,000 鈴木 文雄 10,000 
  

福岡 隆 50,000 天野 秀幸 30,000 
  

伊藤 剛 10,000 岡部 貴弘 100,000 
  

安積 武史 10,000 伊藤 博之 10,000 
  

尾崎 弘子 50,000 鈴木 文雄 10,000 
  

西本 雅一 50,000 青木 順 10,000 
  

上島 健一 40,000 紺田 哲也 50,000 
  

松村 一朗 50,000 河野 琢哉 20,000 
  

福田 浩明 100,000 小田部 正治 50,000 
  

長田 秀史 100,000 三宅 賢二 20,000 
  

亀井 智元 30,000 三宅 賢二 20,000 
  

乾 典博 10,000 三宅 賢二 20,000 
  

福田 浩明 10,000 北川 勝也 50,000 
  

河野 琢哉 100,000 伊藤 久美 50,000 
  

 

※敬称略・順不同 

※氏名等の公表については、ご本人の了解を得た方のみ行っています。 



４ 寄附者の皆様から寄せられたご意見等 

 

 

 

○旧大屋町に住んでいました。こんな形で少しでも関われることを嬉しく思います。 

○豊かな自然の中で、福祉の充実と発展を期待します。 

○地域振興に役立ててください。 

○活性化した街づくりをしてください。 

○農業や自然を大切にした事業を期待しています。 

○大変だとは思いますが、みんなで知恵を出し合って頑張ってください。 

○新しい魅力を発見してください。 

○少しでもお役に立てるなら、住み良い人が集まる様な所にしていただきたい。少子化が

少しでも緩和されますことを希望します。 

○養父市八鹿町出身者です。 少しでもお役に立てたらと思います。 

○棚田の景色にみとれてしまいました。 

○農業特区にも指定され今後一層の発展を期待しています。 

○父親の故郷が関宮で、幼少の頃から帰省やスキーで訪れていますが、母親となり、今は

子供を連れて毎年スキーに行っています。特区に指定され、度々養父市がニュースで取

り上げられ、嬉しく思っています。益々のご発展にお役立て下さい。 

○少子化対策・高齢化社会の対応等、町の発展に寄与できればと思います。 

○農業特区の成功を是非実現し、全国の模範となってください。 期待しています。 

○兵庫県の出身です。 国家戦略特区、期待しています。 

○現在も母が養父市に住んでおり、農業に従事しています。 山林事業を進め、豊かなスギ

やヒノキを有効に活用できる道を拓いてください。 

 

 

ご意見等をお寄せいただきありがとうございました。 

今後ともふるさと養父市に対し、ご懇情とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

《元気な養父づくり応援寄附金担当》 

 〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿１６７５ 

       養父市企画総務部企画政策課 

TEL 079－662－7602（直通） 

       FAX 079－662－7491 

E-mail kikakuseisaku@city.yabu.lg.jp 

 

mailto:kikakuseisaku@city.yabu.lg.jp

