
平成２６年度 

湯沢こころのふるさと基金実績報告書 
 

 

 平成２６年度中の「湯沢こころのふるさと基金」（ふるさと納税）の活用の実

績及び皆様からいただいた寄付の状況を報告させていただきます。 

 

 

【児童・生徒向けの本を購入しました】 

平成２６年４月１日、湯沢町にあった 5 つの小学校と 1 つの中学校を統合し

て小中一貫教育を行う、「湯沢学園」が開校しました。小中一貫教育を行うこと

により、中一ギャップ、１０歳の壁等を解消するほか、コミュニティスクール

として地域一丸で子ども達を育てる学園です。 

いただいた寄付金の一部を使わせていただき、338 冊の本を購入し、湯沢学

園図書室に収蔵しました。 

 

  

 

 

【平成２６年度にご寄付いただいた皆様】 

 お名前と金額及びメッセージは、公開をご了解いただいた方のみ掲載してい

ます。 

 

年月日 お名前 寄付額（円） 

26.4.23 非公開 非公開 

26.7.29 入澤 亨 様 非公開 

26.7.29 非公開 非公開 



26.8.11 安立 亨 様 非公開 

26.8.20 曽根原 勝 様 10,000 

26.8.28 非公開 非公開 

26.8.29 大塚政子 様 非公開 

26.8.29 川口直久 様 1,361 

26.9.22 非公開 非公開 

26.9.30 非公開 5,000 

26.10.1 黒米秀夫 様 非公開 

26.10.27 南雲康一 様 非公開 

26.10.28 非公開 非公開 

26.10.31 栗原百合子 様 非公開 

26.11.4 多胡政彦 様 10,000 

26.11.4 長井 淳 様 30,000 

26.11.14 非公開 非公開 

26.11.27 横山英文 様 100,000 

26.11.27 岩崎純泰 様 非公開 

26.11.27 非公開 非公開 

26.11.27 竹内 淳 様 5,000 

26.12.11 非公開 非公開 

26.12.4 大嶋鴻之助 様 100,000 

26.12.5 非公開 非公開 

26.12.16 非公開 非公開 

26.12.16 非公開 非公開 

26.12.24 非公開 非公開 

26.12.26 橋本七重 様 5,000 

26.12.26 非公開 非公開 

27.2.13 非公開 10,000 

27.2.17 非公開 非公開 

27.2.18 倉片文男 様 非公開 

27.2.25 滝沢 純 様 非公開 

27.3.3 波塚 進 様 30,000 

27.3.17 非公開 非公開 

合計 35 名様 2,773,361 

 

 

 



【皆様からの応援メッセージ】 

非公開 湯沢町には月２回位楽しみに行かせて頂いてい 

ます。以前はスキーをするつもりでマンションを

購入しましたが、今はスキーはあまりしていませ

んが自然ときれいな空気を吸いに東京からお邪魔

しています。これからもよろしくお願いいたしま

す。 

大塚政子 様 湯沢町がとてもにぎわい、マンションラッシュ

の時代も知っています。また徐々にさびれてゆき、

にぎわいのなくなった時代も知っています。亡く

なった夫と毎月一度は夫の仕事について行き、常

宿に泊まり、温泉を楽しんだものでした。そうし

た想い出がたくさんあります。高速が大雪で怖い

怖い思いをして走ったこともなつかしい想い出で

す。Ｗ杯でいっときでも湯沢がにぎわいを見せて

くれればと思い、想い出をなつかしんで寄付をさ

せてください。Ｗ杯で湯沢町民に活気が出ること

を願います。 

川口直久 様  今年も８月上旬に三俣に４０名を超える人数で

お邪魔しました。参加者から集めた費用の残額で

すが、さらに少額でお恥ずかしい次第です。また、

冬にも大勢でお邪魔します。 

非公開 レルヒさんの大ファンになったことで、新潟県

の良さを知り、足を運ぶようになりました。レル

ヒさんのご活躍を応援するとともに、ささやかで

すが、レルヒさんのために使っていただけたら嬉

しいです。 

竹内 淳 様 スキーでいつもお世話になっています！ 

橋本七重 様 ハイキング、ゴルフ、スキーと四季を通じて、

湯沢を楽しんでいます。自然が美しく、お米を始

め特産物の美味しい町、県外の者にとってはとて

も羨ましいです。これからもよろしくお願いいた

します。 

先日駒子の湯を利用しました。とても気持ち良

かったです。スキーシーズン、お世話になります

が、これからもよろしくお願いいたします。 

 

 



【使い道別の寄付額】 

 

 

平成２６年度

寄付額（円） 

平成２６年度

末残高（円） 

ふるさと湯沢の自然と景観を守り、こ

れを活かした事業 
722,000 3,103,816 

ふるさと湯沢の子ども達を健やかに育

み、高齢者や障がい者にやさしいまち

づくり事業 

620,000 4,863,200 

ふるさと湯沢と都会との交流を進める

事業 
400,000 1,075,000 

ふるさと湯沢の文化や伝統等を守り伝

承する事業 
152,000 372,000 

ふるさと湯沢の観光産業等振興事業 73,000 261,000 

その他、町長が必要と認める事業 806,361 2,392,361 

合 計 2,773,361 12,067,377 

 

クレジットカードを使った寄付できます！     

平成２４年６月からクレジットカードでの寄付ができるようになっています。  

 クレジットカードによる寄付は、「Yahoo! 公金支払い」のサイトから手続

きしていただきます。 

 クレジットカード納付、寄付のお申込みからお支払いまでの手続きの手順な

どの詳細は湯沢町ホームページ、ふるさと納税のページ、もしくは「Yahoo! 

公金支払い」をご覧ください。 

         
 

 

 

 



ＦＩＳアルペンワールドカップ２０１６湯沢苗場大会開催決定！ 

平成２８年 2 月１３〜１４日、湯沢町の苗場スキー場でアルペンのワールド

カップ（Ｗ杯）開催が決定しました。日本でアルペンのＷ杯が開かれるのは、

平成１８年の長野県以来１０年ぶりとなります。男子の大回転と回転の 2 種目

の開催を予定しています。 

この大会の開催をふるさと納税で応援することができます。5,000 円以上の

寄付をいただいた方に、観戦チケットと関連グッズを送付させていただきます。 

 「雪上のＦ１」と呼ばれ、ヨーロッパで絶大なる人気を誇るアルペン競技。

世界最高峰の滑りをぜひ現地でご覧ください。 

 

 

御礼の品を充実させました！ 

湯沢町のふるさと納税に対する御礼については、町営共同浴場の入浴券や各

種観光施設の割引券でしたが、もっと多くの方に湯沢町を知っていただくため

に、湯沢町をふるさととして身近に感じていただくことを第一に、また実際に

湯沢町を訪れていただくきたいとの思いから、平成２７年４月より御礼の品を

充実いたしました。 

 

１ 寄付額が 5,000 円以上の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ２枚 

 

２ 寄付額が 10,000 円以上の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ４枚 

③ 湯沢産コシヒカリ 1.5 ㎏ １袋 

 

３ 寄付額が 30,000 円以上の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ４枚 

③ 湯沢産コシヒカリ 1.5 ㎏ １袋 

④ 湯沢高原ロープウェイ乗車券 ２枚 

⑤ ドラゴンドラ乗車券（紅葉営業） ２枚 

⑥ 湯沢町全町共通リフト 1 日券 ２枚 

    ※⑤又は⑥のいずれか一方となります。 

 

 

 



４ 寄付額が 50,000 円以上の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ４枚 

③ 湯沢産コシヒカリ 1.5 ㎏ １袋 

④ 湯沢高原ロープウェイ乗車券 ４枚 

⑤ ドラゴンドラ乗車券（紅葉営業） ４枚 

⑥ 湯沢町全町共通リフト 1 日券 ４枚 

  ※⑤又は⑥のいずれか一方となります。 

 

５ 寄付額が 80,000 円以上の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ４枚 

③ 湯沢産コシヒカリ 1.5 ㎏ １袋 

④ 湯沢高原ロープウェイ乗車券 ２枚 

⑤ ドラゴンドラ乗車券（紅葉営業） ２枚 

⑥ 湯沢町全町共通リフト 1 日券 ２枚 

  ※⑤又は⑥のいずれか一方となります。 

⑦ 湯沢温泉旅館ペア宿泊ご招待証 １枚 

 

６ 寄付額が 5,000 円以上の W 杯応援の方 

① 湯沢町歴史民俗資料館「雪国館」入場券 ２枚 

② 湯沢町共同浴場共通優待券 ２枚 

③ W 杯観戦チケット 

④ W 杯関連グッズ 

 

 ※１ 湯沢産コシヒカリは１１月以降のお届けです。 

 ※２ ドラゴンドラ乗車券（紅葉営業）は１０月以降のお届けです。 

 ※３ 湯沢町全町共通リフト 1 日券は１０月以降のお届けです。 

※４ W 杯観戦チケット及び W 杯関連グッズは秋頃のお届けです。 

 ※５ 御礼の詳細等につきましては、ＨＰをご覧いただくか、下記までお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 



問い合せ先 

湯沢町役場総務部企画政策課企画係 

〒949-6192 

新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立 300 番地 

TEL：025-784-3454 

FAX：025-784-1818 

Mail：kikaku@town.yuzawa.lg.jp 

HP：http://www.town.yuzawa.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たくさんの応援ありがとうございました。 

皆様からの温かいご寄付は大切に活用さ

せていただきます。 


