
 

 

ふるさと納税だより 

～佐賀への想いをかたちにしてみませんか～ 
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ごあいさつ 
 

昨年度は、佐賀県へふるさと納税の御寄附をいただき、大変ありがとうございました。ふる

さと納税は、生まれ育ったふるさとを大切にしたい、お世話になった地域の発展のために貢献

したいなどといった「想い」を、応援したい自治体への寄附として「かたち」にしていただく

ものです。 
佐賀県でもこの趣旨を踏まえ、平成 20 年 5 月から募集を開始して以来、寄附者の方の想いに

沿うよう、使途のメニューの拡充や利便性の向上、地域事業者との連携等に取り組んでまいり

ました。おかげさまで昨年度は、税政課におきまして、6,863 件、約 2 億 155 万円（うち使途

指定分：844 件、約 3790 万円）の御厚志を賜りました。 
 

 皆様のふるさとを想うお気持ちは、これからの佐賀県が発展していくための大切な支えであ

り、大変ありがたく、また、心強く受け止めております。 
ここに平成29年度における御寄附の活用状況及び受入状況についての御報告をさせていただ

くとともに、改めてお礼を申し上げます。 

また、平成 29 年度から「企業版ふるさと納税」についても寄附募集を行っております。企業

版ふるさと納税については、「九州佐賀国際空港を核とした交流人口拡大プロジェクト」が寄

附の対象となります。佐賀県外本店の企業様から 10 万円以上の寄附をしていただきますと、寄

附金額の約 6 割が法人税等から軽減される特例措置の適用や社会貢献という企業のイメージア

ップの効果が期待できます。企業版ふるさと納税におきましても、佐賀県を応援していただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 今後とも、佐賀県が、寄附者の方々にとっての「心のふるさと」として輝き続けることがで

きるよう、暖かい想いを深く受け止め、各種施策の推進に取り組んでまいります。 
 つきましては、「ふるさと佐賀県」の未来のため、引き続き御支援・御協力賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 
 

 

平成 30 年 12 月 

佐賀県総務部税政課長 松本 賢一 
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ご寄附の活用状況 

平成 29 年度、約 9,600 万円を皆様のご意向に沿って活用させていただきました。 
活用の一例をご紹介します。 

 
                                                          

 

 

 
九州国際重粒子線がん治療センター（サ

ガハイマット）の治療患者数は、平成 30
年７月末現在で 2,818 名となり、九州の
みならず日本全国から受診されています。 
重粒子線がん治療は、がん病巣に集中的

に照射でき、正常組織への影響を抑えるこ
とができます。また、がん細胞を破壊する
力が強いという特長があります。 
平成 30 年 4 月からは、その治療効果が

認められ、前立腺がんや頭頸部腫瘍の一部
も公的医療保険の適用となりました。頂い
た寄附は、最新技術を搭載した新治療室の
整備などのために活用させていただきま
した。 

 
「人と動物が共生できる社会」の実現を目指し、平

成 27 年 3 月にオープンした犬猫譲渡センター“いっ
しょけんね”（佐賀弁で「一緒だよ」の意味）では、
オープンから３年間で約 700頭の犬猫に新しい飼い主
さんとの出会いがありました。 
皆様から頂いた寄附金は、感染症予防のためのワク

チン接種や病気の治療などの健康管理、再び迷子にな
らないためのマイクロチップ装着、譲渡後の不妊去勢
手術費用の助成を行うなど、保護された犬猫の譲渡を
推進するために活用させていただいております。 
1 頭でも多くの犬猫に「いっしょけんね」と呼びか

けてもらえるような飼い主さんが見つかるよう、引き
続き譲渡の取組を推進していきます。 

 

 

 

重粒子線がん治療の推進 

犬猫譲渡事業の支援 

寄附者の方からのメッセージ① 
猫や犬が幸せに暮らせるように、殺処分が少しでも減っていくことを祈っています。
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佐賀県立鳥栖工業高等学校カヌー部です。活

動は 7年目、創部して 2年目です。平成 24 年
に 1年生 2名で自主活動をはじめ、平成 26 年
には同好会に昇格、平成 27 年の近畿インター
ハイ 4人乗りでは 6位入賞。さらに、翌年の中
国インターハイ 1人乗りでは 4位入賞。同年岩
手国体でも 8位入賞し、平成 29 年には部へと
昇格しました。 
しかし、本校には所有するカヌー艇がなく、
10 年以上前の艇を借りて試合に出場していま
した。 
今回、多額の寄附により新艇を購入すること
ができ、カヌー競技を通じて、感謝の気持ちを
持ち、心身共にたくましく、個性豊かで人間愛
に満ちた、社会に貢献できる工業技術者の育成
を目指して日々精進してまいります 

 
サッカーＪ１で活躍するサガン鳥栖。皆さま

から頂いた寄附金は、その活躍を支援するため
の事業に活用しています。 
平成 28～29 年度にかけては、練習拠点である
鳥栖市北部グラウンドのクラブハウスにトレ
ーニングプールを整備し、平成 30 年 4 月より
利用が開始されました。選手のリハビリやリカ
バリー、幅広いトレーニング効果が期待されま
す。 
サガン鳥栖にさらなる活躍をしていただくた
め、今後も効果的な支援に取り組んでいきま
す。 

 

 

  

佐賀県の自然に関する書籍は絶版が多いう
えに、県内の図書館にも所蔵が少ないため、子
ども達が佐賀県の自然に興味を持っても調べ
ることが難しい状況です。 
 そこで、ふるさと納税を活用し、佐賀県の自
然に関する書籍の電子化を行い、データベース
機能を付加した「佐賀県の自然デジタル大百科
事典」システムを作成することで、いつでも、
どこでも、簡単に調べられるようにしました。 
 佐賀県立図書館のホームページで、『佐賀県
の淡水魚』、『佐賀の蝶』、『佐賀の野草』の
3種類の書籍を公開しています。 

サガン鳥栖の支援 

県立学校指定寄附 

（鳥栖工業高等学校カヌー部） 

児童図書の充実 

（佐賀県の自然デジタル大百科事典） 
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虹の松原を、かつての白砂青松に再生するた

め、今回は抵抗性クロマツの苗木とねじり鎌を
購入しました。 
抵抗性クロマツは、松枯れの原因とされてい

るマツノザイセンチュウに強い松で、平成 30
年3月4日にボランティア250名で植樹しまし
た。また、ねじり鎌は再生保全活動に取組む方
に活用いただき、虹の松原の除草作業をすすめ
ていきます。 
（抵抗性クロマツ600本、ねじり鎌100本購入）

 

  

県内の小中学生を対象とした地域での体
験・交流活動を活性化することにより、ふるさ
と佐賀への愛着を持ち、子どもたちののびやか
で健やかな成長を支援しています。 

平成 29 年度は、頂いた寄附金により、自然
体験の中から学ぶ防災キャンプや工具を使っ
た木工教室など、５団体の活動の支援に活用さ
せていただき、子どもたちに体験・交流の機会
を提供することができました。 

 
佐賀県には近代産業技術を国内でいち早く

取り入れる等、ものづくりで日本をリードして
きた歴史があります。そのため、優れたものづ
くり技術を有する企業が多く、こうした佐賀な
らではのＤＮＡを将来にわたり引き継ぐ必要
があることから、小中学生に、県内ものづくり
企業の見学・体験・出前講座の実施を推進して
います。 
頂いた寄附金は、小中学生がものづくり企業

の見学に行く際のバス代として活用させてい
ただきました。 
今回の寄附をきっかけに、今後も１人でも多

くの子どもたちに佐賀が得意とする「ものづく
り」に親しみ興味を持ってもらうための機会を
作っていきたいと思います。 

 

子どもたちの体験・交流活動の支援

虹の松原の保全 

佐賀のものづくり企業の見学等の促進 
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平成 29 年度の活用実績及び平成 30 年度の活用予定は下表のとおりです。 

 平成 29 年度は、一昨年度（平成 28 年度）に頂いたご寄附を中心に約 9,600 万円を、皆様

のご意向に沿って“カタチ”にさせていただきました。 

 

※「施策応援コース」にいただいた寄附は、「佐賀県ふるさと寄附金基金」に積み立て、原則、翌年度の予

算に計上して活用しています。 

基金には、寄附金積み立てのスケジュールの関係で、平成 29 年 9月以降に受け入れた寄附金が平成 30

年度当初予算には計上されていませんが、今後活用する予定です。

分野・施策等 H29実績
H30予算
（予定）

有明海再生 421,000 181,000

虹の松原保全 608,000 360,000

九年庵保全 54,000 147,000

三重津海軍所跡活用 557,000 0

島義勇銅像建立 10,400,000

図書館の児童図書等充実 604,368 604,000

学校教育情報化推進事業 90,000 0

県立学校（佐賀西高校） 3,300,000 341,000

県立学校（佐賀北高校） 64,000 91,500

県立学校（佐賀東高校） 4,500

県立学校（牛津高校） 59,000 9,000

県立学校（唐津東高校） 27,000 497,000

県立学校（唐津西高校） 9,000
県立学校（唐津南高校） 1,006,000 9,000

県立学校（鳥栖高校） 9,000
県立学校（伊万里高校） 9,000
県立学校（武雄高校） 1,006,000 1,006,000

県立学校（鹿島高校） 74,000

県立学校（神埼高校） 9,000
県立学校（小城高校） 153,000

県立学校（致遠館高校） 9,000
県立学校（伊万里農林高校） 9,000 9,000

県立学校（高志館高校） 97,000 47,000

県立学校（佐賀工業高校） 64,000

県立学校（鳥栖工業高校） 847,000
県立学校（有田工業高校） 27,000 42,000

県立学校（塩田工業高校） 47,000

県立学校（三養基高校） 2,024,000

県立学校（佐賀商業高校） 202,000 408,000

県立学校（伊万里商業高校） 27,000
県立学校（杵島商業高校） 97,000
県立学校（金立特別支援学校） 97,000 106,000

県立学校（大和特別支援学校） 905,839 997,000

県立学校（中原特別支援学校） 106,000

県立学校（盲学校） 1,006,000 45,000

県立学校（ろう学校） 9,000 36,000

県立学校（うれしの特別支援学校） 9,000
県立学校（唐津特別支援学校） 27,000
松濤学舎支援 627,000 556,000

児童入所施設活動充実 128,000 55,000

犬猫譲渡事業支援 1,005,000 6,564,000

重粒子線がん治療推進 10,642,000 7,692,000

起業家の夢応援 18,000 0

博物館・美術館充実 9,000 0

高校スポーツ・文化の支援 433,000 126,400

サガン鳥栖支援 69,136,000 6,464,000

子どもたちの夢や未来を応援 481,121 1,000,000

佐賀県青少年育成県民会議への支援 400,000 400,000

少年の家の支援 197,000
明治維新150年「肥前」顕彰事業 530,000
さが産学コーディネーター配置事業 997,000
関西地区での県ＰＲ活動 97,000 294,000

県立学校の図書代 4,997,000

県民の利便性向上のための県庁舎の改修 994,000

95,901,328 46,950,400

ICT利活用教育推進パンフレット印刷委託費

ピッチングマシーン、電子黒板等購入

H29年度
具体的な活用内容

「佐賀県の自然デジタル大百科事典」の運用保守経費等

有明海親子探検隊の実施、啓発活動

虹ノ松原再生・保全事業（植樹用の苗木とねじり鎌購入）

九年庵の障子の張り替え等

三重津海軍所跡のPRツールの作成や課題展の開催等

グラウンド用黒土購入

ソフトテニスネット購入

液晶テレビ、サッカーゴール、体育用メジャー購入

バトミントンラケット購入

書籍購入

美術作品用乾燥棚、液晶モニタ、書籍購入

階段昇降機等購入、外部講師に対する報償費等

立体コピー機器購入

テント購入

自動製氷機、プロジェクター等購入

書籍購入

カヌー艇購入

ノギス・マイクロメータ（機械科の授業で使用する測定器）購入

除湿機、生徒用机・椅子購入

大型ヒーター用フェンス購入

書籍購入

電子黒板、扇風機購入

英語の授業用ラジオ・レコーダー購入

大型扇風機購入

空手道用畳購入

トレーニングプール設置費

分野

自然

遺産

福祉
医療

県
立
学
校
指
定
寄
附

教育

加湿空気清浄機購入

松濤学舎運営費等の補助

児童福祉施設球技大会の開催費

動物愛護の普及啓発、犬猫の飼養管理等

装置整備、医療従事者の確保・育成、運営・広報費等

タッチスクリーンマイク購入

クッションチェアー購入

メタルラック、ワイヤレスチャイム購入

(単位：円）

スポーツ
文化

合計

産業

佐賀県青少年育成県民会議が行う「地域 de taiken 活動」支援事業費補助

青少年育成県民会議に対する運営費等補助

「山口亮一と佐賀美術協会の100年」展の広報費等

ものづくり企業への職場体験を行う小中学校へのバス代等移動の補助

少年自然の家における物品の購入

「佐賀さいこう！女子会」の実施、飲食店とのタイアップ事業の実施

「さがラボチャレンジカップ」受賞企業への補助金

「夏休みこどもミュージアム体験講座」の材料費等
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ご寄附の受入状況 
平成 29 年度（平成 29 年 4 月～30 年 3 月）は、税政課において 6,863 件、2億 155 万円の

ご寄附を頂きました。 
改めて、皆様のご厚志に感謝申し上げます。 

  

佐賀県のふるさと納税では、コースごと
に使い道やお礼の品を選ぶことができま
す。 

寄附金の使い道を選んでいただき施策
に活用する「施策応援コース」では、「犬
猫譲渡事業の支援」、「重粒子線がん治療
推進」及び「佐賀の偉人！島義勇銅像建立」
を中心に多くのご寄附を頂きました。 

 
 また、佐賀県自慢の特産品をお送りする「地場産業応援コース」にもたくさんのご寄附を
頂きました。 

 

 

 

 

寄附者居住地別の寄附件数では、関東圏、 

関西圏を中心に、多くのご寄附を頂きました。 

日本各地の皆様から、“ふるさと佐賀県”を応援していただき、深く感謝いたします。 

 

 

 

 

【寄附コース別】 

【寄附者居住地別】 

寄附コース 寄附メニュー 件数（件） 金額（円）

自然 17 830,699

伝統 308 8,523,145

教育 110 9,298,490

福祉・医療 348 12,425,425

文化・スポーツ 43 1,499,000

その他 18 5,327,007

844 37,903,766
6,019 163,650,009

6,863 201,553,775合計

計

地場産業応援コース

施
策
応
援
コ
ー

ス

件数（件） 金額（円）

佐賀県 342 15,582,400

九州（除佐賀） 667 20,825,368
東京都 1,852 57,233,007
関東（除東京） 1,421 37,096,000
北海道・東北 277 7,620,000
東海・北陸・近畿 2,010 55,472,000
中国・四国 294 7,725,000

計 6,863 201,553 ,775

寄附者の方からのメッセージ② 
自然に囲まれた佐賀が大好きです。これからも応援させていただきます。

寄附者の方からのメッセージ③ 
より頑張って、もっと元気な佐賀になってください！ 
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トピックス 

トピックス① 「島義勇」銅像建立寄附 目標額達成！  

佐賀の偉人「島義勇」銅像、完成！！ 

佐賀県出身で、北海道開拓の父と呼ばれる「島義勇」。

佐賀から遠く離れた極寒の地で、現在の札幌の街の基礎

を築いた島義勇を顕彰し、その開拓者精神を今に活かし

未来に繋いでいくため、島義勇の銅像を佐賀城西御門跡

に建立しました！ 

 

平成 29 年 4 月から平成 30 年 9 月まで銅像建立の寄附

を募り、目標額の 2,000 万円を上回る約 2,310 万円の寄

附を頂き、平成 30 年 11 月に銅像が完成しました！！銅

像は台座を含め高さ 3.5 メートルの立像で、佐賀藩 10 代

藩主・鍋島直正の命で蝦夷地（現在の北海道）調査に旅

立つ島をイメージしています。皆様の熱い想いにより、

明治維新 150 年の記念すべき年に新たな佐賀のシンボル

が誕生しました！！ご協力いただいた皆様に、改めて感

謝申し上げます。 

 

トピックス② 起業家支援ガバメントクラウドファンディング開始！ 

佐賀の起業家を応援！！ 

新たな取組として、寄附金で起業家を支援する取組を
はじめました。 

今回は、第 1弾として平成 30 年度「さがラボ・チャ
レンジカップ」（ビジネスプランコンテスト）で優秀賞
に選定した事業を「ふるさとチョイス」に平成 30 年 12
月 10 日から掲載中。「森のアスパラ」として既に定評
のある太良町の起業家が、AI（人工知能）や自動収穫ロ
ボットなどのテクノロジーを活用した最先端アスパラ
ガスハウスの整備に取り組みます。 

寄附者の方々には、起業家からのお礼として、「森のアスパラ定期便」や「たべる絵
本」、「オリジナルポストカードなどをお送りします。寄附の募集は 3月 9日まで。ぜひ、
佐賀の地で頑張る起業家を、皆様の力で応援してください！！ 

駐機場拡張 

ターミナルビル拡張 
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トピックス③ 「企業版ふるさと納税」寄附募集中！  

企業の力で佐賀を元気に！企業版ふるさと納税も募集中！ 

企業版ふるさと納税では、「九州佐賀国際空港を核と

した交流人口拡大プロジェクト」が寄附の対象となりま

す。こちらに佐賀県外本店の企業様から１０万円以上の

寄附をしていただくと、税負担の軽減が約２倍（寄附額

の約６割）になる特例措置がございます。 

 また、県のホームページで寄附を頂いた企業様をご紹

介するので、社会貢献という企業のイメージアップにご

活用いただけます。 

 

トピックス④ 「ふるさとチョイス」でのお申し込みの留意点について 

 

平成 30 年 3 月にポータルサイト「ふるさとチョイス」がリニューアルしたことにより、本サ

イトから申し込まれる場合はまずお礼の品を選ぶ必要があります。その際、「施策応援コース」

に申し込まれる場合は、【施策】と表示されているお礼の品を、「地場産業応援コース」に申

し込まれる場合は、【地場】と表示されているお礼の品をお選びいただき、その後の手続に進

んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐機場拡張 

ターミナルビル拡張 

施策応援コース 

１５種類の寄附メニューから寄附使途を選択し、寄附するコースです。頂いた寄附金は、県の

施策に大切に活用させていただきます。感謝の気持ちを込めて、ささやかですが、佐賀らしい

お礼の品をお送りします。 

地場産業応援コース（佐賀県外にお住いの方が対象です。） 

佐賀県が自慢する特産品をお礼の品としてお送りし、特産品の PR や地場産業の振興につなげま

す。 
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トピックス⑤ 「ONLY ONE」のお礼の品 地元高校生の作品 

佐賀北高校書道部の書 

佐賀県のふるさと納税「施策応援コース」のお礼の

品の一つ、「佐賀北高書道部の書」。全日本高等学校

書道コンクールにおいて 22 連覇!!の実績を持つ、佐

賀北高書道部の生徒が、寄附者の方のご希望の文字を

揮毫します。 

 

 書道部の皆さんは、書道のパフォーマンスを通して、

国内外の様々な方と交流されています。 

皆さんが書かれる作品は、一つ一つの文字が活字と

は違う筆の迫力や温かさが伝わる心のこもった素敵

な作品です。また、作品ごとにデザインが異なり、個

性溢れる「Only one」のお返しの品となっております。ぜひ、日本トップクラスの美しい筆遣

いをご堪能ください。  

 

牛津高校「牛姫工房」の草木染 

佐賀県のふるさと納税のお返しの品の一つ、「牛津

高校『牛姫工房』の草木染」は、優しい色合いや丁寧

な縫製にご好評をいただいております。 

 

草木染の制作には、牛津高校『牛姫工房』の皆さん

が約 1年をかけて作られています。夏場より染めの下

準備に入られ、5 回の染めの過程を得て、完成させま

す。（草木染めとは、自然に存在するものを原料にし

て染色する方法です。） 

 

この染めの過程が大変で、同じ原料を使っても季節や手法などによって、微妙に色が異なり、

乾くまで完成が分からない難しさがあります。 

生徒さんが制作された草木染めは、優しくて深い色合いの布の美しさ、草木染めならではの

温もりが魅力です。 

これらの草木染も、同じものが一つもない、寄附された方限定の「Only one」の品となりま

す。是非、その魅力をお楽しみください。 

 



 

 

このたびのご厚志、大変ありがとうございました。 
今後とも、より一層みなさまの想い、ご期待に沿えるよう、佐賀県の発展のため

に様々な施策に取り組んでまいります。 
引き続き、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表紙及びこのページの写真は、佐賀県観光連盟提供です。 

 

 

 

 

 ふるさと納税だより 
～佐賀への想いをかたちにしてみませんか～ 

平成 30 年 12 月 
佐賀県総務部税政課 
〒840-8570 佐賀市城内 1-1-59 
電話  0952(25)7021 FAX 0952(25)7294 
mail  furusatosagaken@pref.saga.lg.jp 
URL   http://www.pref.saga.lg.jp/web 

/kurashi/zeikin/kifubosyuu.html 


