
 

 

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 
 

平素は格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
 

今年 7 月、福岡県と大分県を中心に豪雨が発生し、多くの方々が被災されました。このたび

犠牲となられた皆様に対し、謹んで哀悼の意を表し、御冥福をお祈りいたしますとともに被災

者の方々には、心からお見舞いを申し上げます。一刻も早く復旧・復興が進み、被災者の方々

が落ち着いた生活を取り戻されることをお祈り申し上げます。 
 

 
さて、この度のふるさと納税、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、地域事業者との協力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、15,151 件、約 4 億 1220 万円（うち使

途指定分：711 件、約 7000 万円）の御厚志を賜りました。 
 

 皆様のふるさとを思うお気持ちは、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28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。こちらは、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、税負担の軽減が約 2 倍になる特例措置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 29 年 9 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 28 年度、約 3,700 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 29
年７月末現在で 2,140 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 28年 4月からは、その治療効果が
認められ、一部のがん（手術できない骨軟
部腫瘍）が公的医療保険の適用となりまし
た。 
いただいた寄附は、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 2年間で約 580頭の犬猫に新しい飼い主
さんとの出会いがありました。 
 皆様からいただいた寄附金は、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。 

 

 
 

＜ふるさと納税＞ 

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 
少子高齢化の波を乗り越えていつまでも元気な佐賀であってほしいと祈念しています。



 

  
-4- 

 

  

 

 
 
 
虹の松原を、かつての白砂青松に再生するた

め、今回は自走式草刈機を購入しました。 
自走式草刈機を活用することで、人力で行う

よりも労力が省力化され、広範囲の除草作業が
行えるようになりました。今後、さまざまな団
体等に活用いただき、虹の松原の除草作業をす
すめていきます。 
（自走式草刈機 2台購入） 

 
 
有田工業高等学校は、平成32年度に創立120

周年を迎える、歴史と伝統、実績を誇る工業高
校です。校訓に「勉脩-愛し 創り 光れ」を
掲げ、生徒たちは日々、勉学や部活動に取り組
んでいます。 
昨年度は、寄附金で、３Ｄプリンター、グラ

ウンドコントローラー、電動タタラ板製作機、
メタルソー切断機、赤外線ヒーター、大型扇風
機、天井扇、図書、丁合機、マークカードリー
ダー、楽器を購入させていただきました。卒業
生からの多額の寄附により、ものづくりをはじ
めとする教育環境の充実を図ることができた
ことに、生徒・職員一同たいへん感謝しており
ます。 
 

 

 

 

 

虹の松原の保全 

寄附者の方からのメッセージ② 
少しでも多くの犬や猫達が、優しい飼い主に巡り会えることを願って寄附します。 

県立学校指定寄附（有田工業高等学校）

寄附者の方からのメッセージ③ 
後の世代に豊かな自然ときれいな環境を残していく政策をお願いします。 

寄附者の方からのメッセージ④ 
教育に役立てていただければ幸いです。ささやかながら応援しています。 
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平成 28 年度の活用実績及び平成 29 年度の活用予定は下表のとおりです。 

 平成 28 年度は、一昨年度（平成 27 年度）にいただいたご寄附を中心に約 3,700 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、翌年度の予算に計

上して活用しています。 

基金には、前年１月～１２月までに受入れた寄附金を積み立てる関係で、今年１月以降に受け入れた 

寄附は、29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 H28実績
H29予算
（予定）

有明海再生 438,000 421,000

虹の松原保全 675,000 608,000

その他自然環境保全 86,184
九年庵保全 324,000 54,000

佐賀県遺産 90,000
三重津海軍書跡活用 143,000 557,000

島義勇銅像建立

図書館の児童図書等充実 3,483,146 604,000

奨学資金充実 648,000
学校ＩＣＴ化 80,000 90,000

県立学校（佐賀西高校） 1,588,000 882,000

県立学校（佐賀北高校） 80,000 64,000

県立学校（牛津高校） 50,000 59,000

県立学校（唐津東高校） 27,000

県立学校（唐津西高校） 9,000

県立学校（唐津南高校） 9,000

県立学校（鳥栖高校） 9,000

県立学校（伊万里高校） 109,500 9,000

県立学校（武雄高校） 99,500
県立学校（鹿島高校） 99,500
県立学校（神埼高校） 9,000

県立学校（致遠館高校） 9,000

県立学校（伊万里農林高校） 99,500 9,000

県立学校（高志館高校） 97,000

県立学校（佐賀工業高校） 9,000
県立学校（鳥栖工業高校） 497,000
県立学校（有田工業高校） 10,000,000 27,000

県立学校（三養基高校） 551,000
県立学校（佐賀商業高校） 156,000 202,000

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 97,000

県立学校（盲学校） 99,500 1,006,000

県立学校（ろう学校） 13,500 9,000

県立学校（うれしの特別支援学校） 2,250 9,000

県立学校（唐津特別支援学校） 27,000
松濤学舎支援 627,000

児童入所施設活動充実 193,000 128,000

犬猫譲渡事業支援 965,000 3,105,000

重粒子線がん治療推進 10,050,000 10,642,000

小児医療の充実

起業家の夢応援 135,000
博物館・美術館充実 161,000 9,000

高校スポーツ・文化の支援 64,000 433,000

サガン鳥栖支援 2,906,000 69,136,000

特産品振興 60,000
新エネルギー推進 30,000

美術館 530,000

九州陶磁文化館 100,000
子どもたちの夢や未来を応援 1,029,764 1,000,000

佐賀県青少年育成県民会議への支援 500,000 400,000

少年の家の支援 195,000

不妊症治療 1,000
障害者の自立・就労支援 997,000
関西地区での県ＰＲ活動 97,000

ものづくり人材創造基金事業 997,000

さが農村ビジネス創出 110,000
36,790,344 92,356,000

教育情報化の取り組みを説明するリーフレットの配布等

野球グラウンドのベンチのテント購入、ＬＥＤ照明機器の設置

H28年度
具体的な活用内容

 デジタル民話作成・公開自然デジタル大百科作成・公開

修学が困難な生徒等に対する育英資金貸与

有明海親子探検隊の実施、啓発活動

虹の松原再生・保全事業（原動機付手押し草刈機の購入）

佐賀県自然保護監視員ユニフォーム作成

九年庵の障子等の張替、庭園整備等

佐賀遺産認定箇所補修補助

三重津タイムクルーズのメンテナンス

染色授業（草木染めの実習）等で使用する道具の購入

学校用オルガン購入

テニス審判台、サッカーゴールネットの購入

授業のための液晶プロジェクター整備

数学教材ソフトウェア、卓球台の購入

木製書架購入等

製氷機、ウォータークーラーの購入

野球用品、ＵＳＢケーブルの購入

加湿器購入

簡易移乗機購入

ＣＤラジオ購入

ラミネーターの購入

散水車（グラウンド整備のため）、冷氷器の購入

３Ｄプリンター、電動タタラ板製作機購入等

パソコン、プリンタの購入

「夏休みこどもミュージアム体験講座」の材料購入、チラシ作成

クラリネット、シンバルの購入

トレーニングプール設計費の一部（事業費は翌年度繰越し）

有機農産物等販路拡大対策費に係るバルーンフェスタ出展経費

九州陶磁文化館の備品（傘立て）の購入

児童福祉施設球技大会の参加賞購入

診断薬や治療薬などの整備、動物愛護思想の普及啓発資料の整備等

装置整備、医療従事者の確保・育成、センターの運営・広報等

分野

自然

遺産

福祉
医療

県
立
学
校
指
定
寄
附

教育

スポーツ
文化

合計

産業

その他

子どもの夢や未来を応援する事業（イベント等）への委託費等

青少年育成県民会議への補助

不妊症治療に関する資料の作成、配布等

障害福祉施設の販売会開催費

さが食・農・むらサポーター運営委員会の負担金（特産品振興）

「さがラボチャレンジカップ」受賞企業への補助金

（単位：円） 
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ご寄附の受入状況 
平成 28 年度（平成 28 年 4 月～29 年 3 月）は、税政課において 15,151 件、4億 1220 万円

のご寄附をいただきました。 
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えらぶことができ
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」及び「重粒子線がん治
療推進」を中心に件数・金額ともに多くな
っています。 

 
 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
いただきました。 

 

 

 

 

寄付者居住地別の寄付件数では、関東圏、 

関西圏からのご寄附が多くなっています。 

日本各地、多くの皆様から、“ふるさと佐

賀県”を応援していただき、深く感謝してお

ります。 

 

 

 

寄附者の方からのメッセージ⑤ 
いつまでも全国に元気を与えてくれる県であってください。 

寄附者の方からのメッセージ⑥ 
応援しています！ＳＡＧＡ！ 

【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 26 787,922

伝統 8 180,000

教育 100 17,787,870

福祉・医療 485 22,406,000

産業 2 20,000

文化・スポーツ 69 21,700,000

その他 21 7,406,000

711 70,287,792
14,440 341,907,503

15,151 412,195,295

施
策
応
援
コ
ー
ス

計

地場産業応援コース

合計

件数（件） 金額（円）

佐賀県 127 18,895,849

九州（除佐賀） 1,245 30,150,870
東京都 4,319 134,456,573
関東（除東京） 3,296 73,370,001
北海道・東北 679 15,571,000
東海・北陸・近畿 4,784 123,881,002
中国・四国 701 15,870,000

計 15,151 412,195,295
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ふるさと納税トピックス 

トピックス① 寄附メニューをリニューアルしました！  

新規寄附メニュー、続々登場！！ 

2017 年 4月から、「佐賀の偉人！北海道開拓の父「島

義勇」銅像建立」の寄附募集を開始しております！北海

道開拓に貢献した島義勇の銅像を記念モニュメントとし

て、佐賀城西御門跡に建立します。皆さんの熱い想いに

より、島義勇の「志」を未来に繋げていきましょう！ 

 

また、2017 年 7 月から、「重粒子線がん治療の推進」

や「頑張れサガン！サガン鳥栖の支援」など、人気メニ

ューは残し、新たに「日本遺産「肥前やきもの文化」を

未来へつなぐ」と「博物館・美術館の教育普及活動の充

実」を加え、計 16 種類のメニューから使い道をお選びい

ただけるようになりました。ふるさと納税を通して、佐

賀の文化振興にも励みます！ 

 

「地場産業応援コース」では、これまで寄附額１万円、

２万円、３万円、５万円、１０万円の５つの区分でお礼

の品をお送りしていましたが、新たに１万５千円、２万

５千円、４万円の区分を追加し８つの区分でご寄附を受

け付けております。 

トピックス② 「企業版ふるさと納税」寄附募集 開始！  

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いただいた企業様を

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。

駐機場拡張 

ターミナルビル拡張 
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トピックス③ふるさと応援商品、申込方法 拡大中！ 

「ちょっとだけ、地域によいこと、してみませんか？」 

 平成２２年から開始した「ふるさと応援商品」。これは、対象商品の売上の一部が、

佐賀県に寄附される、寄附金商品です。合言葉は「ちょっとだけ、地域によいこと、し

てみませんか？」です。ふるさと応援マークをお見かけの際は、一度、手に取ってお確

かめください。 

 現在、37 の事業者さんにご参加を頂いております。（平成 29 年 9 月現在） 

 随時、参加事業者さん募集中です。 

 なお、インターネットで購入頂ける商品もあります。詳しくは、「ふるさと佐賀県応

援サイト」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

ポータルサイト「ＡＮＡのふるさと納税」での寄附募集開始！！ 

ふるさと納税のお手続きを、お申込からお支払いまで
一度に行って頂くことができます。 「ＡＮＡのふるさと
納税」サイトでお申込み、クレジット決済を利用すれば、
簡単にお手続きが完了します！  
 
 

※「ＡＮＡのふるさと納税」サイトは、「地場産業応援コース」のみとなっております。 
 「施策応援コース」に寄附される場合は、ポータルサイト「ふるさとチョイス」の 
 佐賀県のページからお申込みいただきますようお願いいたします。

「ふるさと応援マーク」 
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トピックス④：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」が昨年度も

人気を集めました。寄付者の方のご希望の文字が

書道の作品となります。 

作品を書いてくださるのは、今年 2月に全日本

高等学校書道コンクールにおいて22連覇!!を達成

された佐賀北高書道部の皆さんです。 

 

 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・温かさが伝わる心の

こもった素敵な作品です。ぜひ、日本一の美しい筆遣いをご堪能下さい。  

 

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、たくさんの方々にご好評を

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ということです。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。 

同じものが一つもない寄附された方々だけの「Only 

one」のお返しの品になります。是非、その魅力をお楽

しみ下さい。 

 
  



 

 
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～ 
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URL   http://www.pref.saga.lg.jp/web 

/kurashi/zeikin/kifubosyuu.html 


