
【寄付受入総額】

３４，５４４，０００円

【事業ごとの寄付件数及び実施事業内容等について】

件数 金額 関連する主な実施事業等 主な実施事業の例

(1)
子どもの健全育成・
子育て支援事業

740 19,936,000
各小中学校教育振興事業、
児童・学童保育事業、
こども医療費助成事業など

【野木町立友沼小学校の大規模改修事業】

(2)
安心安全な
まちづくり事業

98 2,026,000
災害対策一般事業、
防犯対策・防犯灯整備事業
など

【防災行政無線設置】

(3)
町の活性化・観光振興
のための関連事業

128 2,471,000 ひまわりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ事業、
観光振興事業など

【ひまわりフェスティバル】

(4)
高齢者の生きがい・
健康づくり事業

108 3,187,000
老人福祉センター運営事業、
ふれあいサロン事業、
健康タウンのぎ事業など

【ふれあいサロン事業】

(5)
歴史・文化・スポーツ
振興事業

37 764,000

文化財保護調査事業、
生涯学習推進事業、
ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸ大会開催等事業
など

【駅伝大会】

寄付金の活用を希望する事業

野木町の平成３０年度ふるさと応援寄付金(ふるさと納税)の寄付受入状況について



(6) 野木町煉瓦窯保存事業 41 705,000 重要文化財野木町煉瓦窯
保存基金

【野木町煉瓦窯】

(7) まちづくり全般 317 5,455,000 上記を含むまちづくり
全般事業など

【造成中の野木第二工業団地】

合　計　 1,469 34,544,000



（7）

ふるさと野木町を応援いただき、誠にありがとうございました。
平成 30年度中は 1,469件・総額 34,544,000円のご寄付をいただきました。（平成 31年３月 31日現在）

【寄付金の受入状況】

寄付金の活用を希望する事業 件数

（１） 子どもの健全育成、子育て支援事業 740件

（２） 安全安心なまちづくり事業 98件

（３） 町の活性化、観光振興のための関連事業 128件

（４） 高齢者の生きがい、健康づくり事業 108件

（５） 歴史・文化・スポーツ振興事業 37件

（６） 野木町煉瓦窯保存事業 41件

（７） まちづくり全般 317件

合　計 1,469件

【ご寄付をいただいた方からのメッセージを一部紹介します。】
・私を育ててくれた野木の発展を応援しています。

・のどかで自然に触れられる町でありながら、都心までの便も良く大好きな町です。 

　より一層の活性化に、少しでもお役に立てましたら幸いです。

・野木町の子供たちが健やかに育つことを願って寄付させていただきます。

・以前訪れた際にとても良くしていただきました。

・地方の時代だと思います。特色を活かし活性化を期待しています。

・初めてのふるさと納税で高齢者の役に立てたら嬉しいです。

・得意先が野木町にあり以前通っていて、懐かしく思います。 自然の豊かさをこれからも維持してください。

・これからも煉瓦窯の保存に向けて頑張って下さい。

・昨年も美味しく頂きました、今年も楽しみに待っています。美味しい野菜を作ってくださる農家の皆

　さんに感謝

・老若男女が健やかにのびやかに暮らせる町であってほしいと心から願っています！

・野木町の出身です 観光協会のフェイスブックをいつも楽しく拝見しています。今は東京に住んでい

　ますが、SNSで野木町の元気な様子を知る事ができて嬉しいです これからも頑張ってください。

・野木町さんへの寄附は今年 3度目になります。美味しいトマトに健康をいただいています。いつまで

　も幸せに暮らせる町作りに少しでもお役立てください。

※氏名の公表を希望された寄付者様については、誌面の都合上、平成 30年度分より町公式ホームページに

　て公表しております。

平成 30年度ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）の
寄付受入状況を公表します 問政策課　撒（57）4101

　

　町では、育児相談の際に「早寝・早起き朝ごはん食育

教室」（年６回位）を開催しています。朝食についての

お話や、野木町産の食材を使った朝ごはんおすすめメ

ニューを実際に食べてもらっています。親子で野木町産

の朝ごはんを味わっていただき、朝ごはんから地場産物

を利用していただけたらと思います。

　一日のスタートの朝ごはんから地産地消♪

 のぎ地産地消シリーズ　Vol.７

朝ごはんから地産地消！

毎月 18日はのぎ地産地消の日！

問健康福祉課　撒（57）4171

野木町産トマトの豆乳スープだよ♪



№ 県名 № 県名 № 県名

1 金　一 様 大阪府 26 里見　朋子 様 大阪府 51 宮澤　信江 様 東京都

2 木村　拓也 様 宮城県 27 大村　雄志郎 様 神奈川県 52 堤　博美 様 北海道

3 下田　寿伸 様 群馬県 28 宮澤　周次朗 様 神奈川県

4 廣瀬　志保 様 東京都 29 牧野　克彦 様 北海道

5 上田　康史 様 東京都 30 田中　仁 様 東京都

6 大橋　達夫 様 神奈川県 31 佐々木　賢一 様 大阪府

7 古谷　政惠 様 神奈川県 32 坂本　和也 様 北海道

8 東　勝也 様 福岡県 33 福田　匡孝 様 千葉県

9 石野　誠 様 愛知県 34 船橋　憲 様 東京都

10 宮下　弘 様 東京都 35 田村　佳英 様 神奈川県

11 渡辺　浩史 様 神奈川県 36 堂井　知美 様 大阪府

12 今清水　隆 様 兵庫県 37 飯島　正已 様 東京都

13 和田　靖 様 大阪府 38 柏倉　聡太 様 東京都

14 石井　健吾 様 神奈川県 39 小尾　峰 様 東京都

15 那須　準子 様 滋賀県 40 関　昌明 様 千葉県

16 小島　礼子 様 神奈川県 41 福田　良平 様 滋賀県

17 東浦　義治 様 栃木県 42 新井　和浩 様 栃木県

18 野田　令 様 岡山県 43 外口　恭之 様 神奈川県

19 山崎　彩子 様 神奈川県 44 小代　直毅 様 東京都

20 合田　拓宣 様 香川県 45 伊藤　利寿 様 福岡県

21 穂積　昭夫 様 神奈川県 46 桜井　義明 様 埼玉県

22 永田　恭紳 様 長崎県 47 天羽　樹 様 大阪府

23 潟永　厚久 様 神奈川県 48 越智　里子 様 京都府

24 海老沼　富美子 様 栃木県 49 山本　武雄 様 大阪府

25 平岡　隆 様 京都府 50 廣野　洋一 様 東京都

上記の他にも、多くの皆様からご寄付をいただきました。大変ありがとうございました。

平成３０年度に野木町ふるさと応援寄付金（ふるさと納税）へご寄付いただいた方を公表します

氏名 氏名 氏名




