
■平成２３年度（平成２３年４月～平成２４年３月まで）

件数： ９７件

金額： ２，４７１，５６４円

  希望する寄附金の使い道（平成２３年度受付分）

件数 寄附額

（１）緑映え、安心して毎日すごせるまちづくり 4 88,000円

（２）自然を活かし、自然に安らぐまちづくり 20 152,000円

（３）健康な笑顔あふれるまちづくり 19 244,000円

（４）楽しく元気に働けるまちづくり 4 290,000円

（５）生きがいづくり・人づくり・オンリー１のまちづくり - -

（６）手を取り合い、夢かなえ住みつづけたいまちづくり 3 45,000円

（７）教育施設の整備に関する事業 7 367,564円

（８）図書の整備に関する事業 4 510,000円

（９）スポーツの振興に関する事業 - -

（10）河川環境の形成及び保全に関する事業 6 225,000円

（11）特に希望はありません 31 550,000円

合　　計 98件 2,471,564円

寄附金の使い道

※　寄付件数９７件のうち１件は（7）・（8）と使途が分かれていますので、使い道は９８件となります

 寄附金の使い道については、町総合計画に掲げる『６つのまちづくりの基本方

針』 

（下欄の⑴～⑹）や教育施設整備事業等（下欄⑺～⑾）の指定をいただいておりま

す。 

ありがとうございました!! 
 平成23年度   

『庄内町ふるさと応援寄附金』 
“ふるさと”に寄せられた想いを 

   大切に活用させていただきました。 



　寄附金の活用について（平成２３年度受付分）

1 石川　誠一　様 茨城県 30,000円       
楽しく元気に働けるま
ちづくり

企業誘致推進
事業

工業団地等への企業誘致
により、雇用の場の創出な
ど働く環境整備をするため
企業誘致活動に役立てま
した。

2 伊藤　定夫　様 東京都 30,000円       
特に希望はありませ
ん。

3 井上　優子　様 宮城県 10,000円       
楽しく元気に働けるま
ちづくり

企業誘致推進
事業

工業団地等への企業誘致
により、雇用の場の創出な
ど働く環境整備をするため
企業誘致活動に役立てま
した。

4 大久保　賢優　様 神奈川県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

5 大瀧　光信　様 神奈川県 100,000円     
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

6 大名　幸一　様 広島県 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

7 熊谷　直治　様 東京都 100,000円     
特に希望はありませ
ん。

8 熊崎　隼人　様 岐阜県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

9 小林　正信　様 東京都 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

10 齋藤　政爾　様 東京都 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

11 佐藤　勇　様 神奈川県 50,000円       
「日本一住みやすく住
み続けたい庄内町」
応援します

農業振興企画
費（地産地消事
業）

新鮮で安全な地場産農産
物の利用拡大を推進する
ため、生産者組織の育成
支援に加え、年間を通した
学校における地産地消給
食の充実に役立てました。

※氏名は五十音順記載。公表については本人より了承をいただいております。

NO お名前 都道府県名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業 具体的内容等



12 佐藤　新生　様 熊本県 30,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

13 佐藤　允広　様 新潟県 50,000円       
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

14 佐藤　允広　様 新潟県 50,000円       
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

15 鈴木　喜美子　様 東京都 50,000円       
特に希望はありませ
ん。

16 平良　和也　様 沖縄県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

17 髙橋　忠次　様 埼玉県 200,000円     
楽しく元気に働けるま
ちづくり

企業誘致推進
事業

工業団地等への企業誘致
により、雇用の場の創出な
ど働く環境整備をするため
企業誘致活動に役立てま
した。

18 武田　達　様 神奈川県 50,000円       
緑映え、安心して毎
日すごせるまちづくり

土木行政推進
費(快適な集落
環境整備事業）

安全で快適な集落環境づく
りを推進するため、各集落
が自主的・主体的に環境整
備に取組む事業に対する
補助金交付に役立てまし
た。

19 中谷　由美　様 山形県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

20 西川　玲子　様 京都府 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

21 濱本　智子　様 東京都 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

22 濱本　洋輔　様 東京都 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

23 羽村　千枝子　様 東京都 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

充当事業 具体的内容等NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望



24 松田　恭治　様 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

24 松田　恭治　様 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

25 水戸　洋　様 東京都 20,000円       
特に希望はありませ
ん。

26 宮田　貴志　様 岡山県 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

27 湯沢　勝信　様 東京都 2,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

28 吉田　勝吉　様 宮城県 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

29 吉田　真澄　様 大阪府 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

30 若松　宏　様 千葉県 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

31 匿名 埼玉県 30,000円       
東日本大震災への復
興支援（友好町との
交流）

友好町交流事
業

友好町である宮城県南三
陸町との教育、文化、産業
等の各分野での交流を通
して東日本大震災への復
興支援に役立てました。

32 匿名 愛知県 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

33 匿名 山形県 30,000円       
特に希望はありませ
ん

34 匿名 東京都 5,000円         
広報町外購読者の送
料へ活用希望

広報広聴費

町の最新情報を見やすく分
かりやす広報やホームペー
ジ等で情報発信し、町外在
住者の広報購読希望者へ
の送付に役立てました。

35 匿名 埼玉県 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

36 匿名 東京都 5,000円         
緑映え、安心して毎
日すごせるまちづくり

土木行政推進
費(快適な集落
環境整備事業）

安全で快適な集落環境づく
りを推進するため、各集落
が自主的・主体的に環境整
備に取組む事業に対する
補助金交付に役立てまし
た。

具体的内容等NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業



37 匿名 京都府 3,000円         健康な笑顔あふれる
まちづくり

　
健康増進対策
費

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

38 匿名 三重県 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

39 匿名 三重県 4,000円         
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

40 匿名 京都府 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

41 匿名 東京都 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

42 匿名 東京都 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

43 匿名 東京都 3,564円         
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

44 匿名 愛知県 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

45 匿名 三重県 4,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

46 匿名 大阪府 10,000円       
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

農村整備事業
（ほたるの里、ア
サザ）

町民にゆとりと潤いあふれ
る憩いの空間を提供するた
め、公園・緑地の整備・維
持管理や希少植物アサザ
の生育・保全等にも役立て
ました。

47 匿名 青森県 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

48 匿名 神奈川県 100,000円     
特に希望はありませ
ん。

49 匿名 神奈川県 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

50 匿名 東京都 5,000円         
図書の整備に関する
事業

教育費寄附金

生涯をとおした学びの推進
を図るため、図書館資料の
充実に向け図書整備基金
への積立を行い、今後の図
書購入の際に役立てまし
た。

NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業 具体的内容等



51 匿名 神奈川県 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

52 匿名 北海道 5,000円         
河川環境の形成及び
保全に関する事業

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

53 匿名 大阪府 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

54 匿名 新潟県 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

55 匿名 東京都 100,000円     
河川環境の形成及び
保全に関する事業

土木行政推進
費

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

56 匿名 神奈川県 100,000円     
河川環境の形成及び
保全に関する事業

土木行政推進
費

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

57 匿名 滋賀県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

58 匿名 北海道 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

59 匿名 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

60 匿名 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

61 匿名 東京都 250,000円     
図書の整備に関する
事業

生涯をとおした学びの推進
を図るため、図書館資料の
充実に向け図書整備基金
への積立を行い、今後の図
書購入の際に役立てまし

62 匿名 愛知県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

具体的内容等NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業



63 匿名 埼玉県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

64 匿名 東京都 30,000円       
緑映え、安心して毎
日すごせるまちづくり

土木行政推進
費(快適な集落
環境整備事業）

安全で快適な集落環境づく
りを推進するため、各集落
が自主的・主体的に環境整
備に取組む事業に対する
補助金交付に役立てまし
た。

65 匿名 福井県 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

66 匿名 愛知県 5,000円         
河川環境の形成及び
保全に関する事業

土木行政推進
費

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

67 匿名 京都府 10,000円       
河川環境の形成及び
保全に関する事業

土木行政推進
費

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

68 匿名 大阪府 10,000円       
特に希望はありませ
ん。

69 匿名 兵庫県 5,000円         
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

70 匿名 神奈川県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

71 匿名 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

子どもたちが安
全で安心して学
習できるよう、施
設の耐震化を含
め、学校教育施
設整備に役立て
ました。

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

72 匿名
埼玉県

10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

73 匿名 東京都 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業 具体的内容等



74 匿名 千葉県 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

75 匿名 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

76 匿名 神奈川県 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

77 匿名 京都府 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

78 匿名 東京都 50,000円       
特に希望はありませ
ん。

79 匿名 富山県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

80 匿名 沖縄県 5,000円         
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

81 匿名 沖縄県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

82 匿名 東京都 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

83 匿名 東京都 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

84 匿名 大阪府 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

85 匿名 東京都 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

86 匿名 静岡県 10,000円       
健康な笑顔あふれる
まちづくり

母子保健事業

妊娠・出産にかかる経済的
不安を解消し、積極的な妊
婦健康診査を推進するた
め、公費負担により14回分
の「庄内町妊婦健康診査
受診票」の交付に役立てま
した。

具体的内容等NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業



87 匿名 神奈川県 5,000円         
図書の整備に関する
事業

生涯をとおした学びの推進
を図るため、図書館資料の
充実に向け図書整備基金
への積立を行い、今後の図
書購入の際に役立てまし
た。

88 匿名 東京都 10,000円       
手を取り合い、夢か
なえ住みつづけたい
まちづくり

情報発信推進
事業

町の最新情報を見やすく分
かりやす広報やホームペー
ジ等で情報発信し、町外在
住者の広報購読希望者へ
の送付に役立てました。

89 匿名 神奈川県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

90 匿名 茨城県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

250,000円     
教育施設の整備に関
する事業

教育費　（学校
管理費）

子どもたちが安全で安心し
て学習できるよう、施設の
耐震化を含め、学校教育
施設整備に役立てました。

250,000円     
図書の整備に関する
事業

教育費寄附金

生涯をとおした学びの推進
を図るため、図書館資料の
充実に向け図書整備基金
への積立を行い、今後の図
書購入の際に役立てまし
た。

92 匿名 東京都 5,000円         
健康な笑顔あふれる
まちづくり

健康増進対策
費（がん検診無
料化事業）

町民の健康保持を目的と
し、疾病の早期発見・早期
治療のためがん検診無料
化事業の実施に役立てま
した。

93 匿名 福岡県 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

94 匿名 大阪府 5,000円         
特に希望はありませ
ん。

95 匿名 兵庫県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

96 匿名 兵庫県 5,000円         
自然を活かし、自然
に安らぐまちづくり

立谷沢川流域
振興事業

立谷沢川流域の自然、歴
史、文化、食などの地域資
源を活用し、地域住民等と
の連携を図りながら滞在
型、体験型の観光振興や
地域振興に役立てました。

97 匿名 静岡県 5,000円         
河川環境の形成及び
保全に関する事業

土木行政推進
費

河川の環境保全を進めると
ともに、河川流域における
災害から、人家や耕地えお
まもるため、治水事業の推
進や河川整備（改良）事業
の推進に役立てました。

使途希望が特にない場合については、子育て支援事業、高齢者福祉事業に優先して活用させていただきました。

NO お名前 市区町村名 寄附金額 寄附金の使途希望 充当事業 具体的内容等

91 匿名 東京都

合　　計 2,471,564円



　寄附者の皆様から寄せられたメッセージ

・ 今年は東日本の地震、津波、原発事故で大変な状況ですが庄内町として東日本の復興支援を

実施してれば、今回はその復興支援にご活用していただければ幸いです。

・ つい最近、ふるさと納税の制度を知りました。

まだまだこの制度を知らない方も多いと思いますが、地元の力になりたいと考えている方は

多いはず、ふるさと納税という言葉がもっと広がっていって欲しいと思います。

たくさんの思い出が詰まった故郷、庄内町。

今以上に素晴しい町になっていくことを、心から応援しています。

・ 「広報しょうない」いつもありがとうござます。毎回とても楽しみにしております。

気持ちで少々ですが送料にでもお役立て下さい。

大好きな庄内です。

・ 今年もささやかですが協力します。

資料(パンフレット)送っていただきありがとうございます。

・ 応援しています。頑張ってください。

・ 東京庄内会の総会の案内で寄附金のことを知りました。都合で出席できませんので、会費分
を寄付させていただきます。
ふるさとを離れて、４０数年。美しい緑を守る為に、少しでもお役に立てば幸いです。

・ ますますの発展をお祈りいたします。
地域地域が力を合せ元気であります事を念じさせていただき、健康をお祈り致します。

・ 少額ですがお役に立てれば幸いです。

・ 庄内広報の発信有難うございます。
今後ともよろしくお願いいたします。



・ 庄内町の柿や梨など、毎年楽しみにしています。
これからも安心で美味しい特産品の生産を応援しています。

・ 誰もが、笑顔になれるような町づくりに少しでも協力できれば幸いです。

・ 今年の３月１１日以来、東北６県は、大地震と原発事故により直接・間接的に大きな影響を
受けていることと思います。お見舞い申し上げます。
大地震による津波や局地的な豪雤による洪水など水の被害が大変多く報道されました。
庄内町には大小の河川が数多く流れています。当役場では河川の環境に対する施策は、十分
になされているとは思いますが、日本中で起きている河川の被害現状を対岸のことと思わず、
日常的に施策がされていなければいけません。どうか、人間の命を保つ清らかな水を供給す
る河川を守り、同じ水が災害を起こさないように環境整備に更なる力をお入れください。

・ 少額ですが、クリーンエネルギーの為にお使い頂けると幸いです。

・ ふるさと納税制度に興味を持ち、自身の出身地以外でも出来るということを知り、せっかく
なら、自分が興味をひかれる市町村でしてみたいと思いました。実際、貴町のことはよく知
りませんが、初めてホームページを閲覧して、機会があったら訪れてみたいと思えるような
いい意味での都会とは違う良さがあるような気がしました。

・ 縁あって、ふるさと納税をさせていただくことにしました。
どうぞよろしくお願いいたします。寄附金は、どうぞ必要な事業に自由にお使いください。

・ 今年の豪雪により、ご苦労が多いことと思います。
納税分が雪かき費用に充てんできるとよいかもしれません。

・ 庄内の京都文化が好きです。

・ 「日本一住みやすく住み続けたい庄内町」を応援します。

・ 生き生きとした‘まち’づくりを応援します。

・ いつも「広報しょうない」御送付いただき有難うございます。わずかですが広報活動にお役
立て下さい。
皆様の御健闘をお祈り申し上げます。

・ 転勤で新潟市にいたころ、山形にもよく行きました。
自然の美しさをいつまでも保って下さい。

　　寄附申込書に寄せられたご意見等を紹介させていただきました。

　　心温まるメッセージありがとうございました。


