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ご寄附いただいた皆さまへ

このたびは、ふるさと納税制度を活用して青森県五所川原市にご寄附

をいただき、誠にありがとうございました。

青森県五所川原市は津軽の美しい自然と歴史的資源に恵まれた田園都

市です。地方の小さなまちではありますが、「活力ある・明るく住みよい

豊かなまち」を目指し、精一杯頑張ってまいりますので、これからも変

わらぬご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

皆さまからお寄せいただいたふるさと納税につきまして、その使い道

をご報告いたします。

令和２年６月

青森県五所川原市長 佐々木 孝昌
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お寄せいただいたふるさと納税について

当市では、平成２６年４月から、ふるさと納税の使い道を皆さまにご指定いただくと

ともに、皆さまのご意向に沿った使い方をするため、年度末にいったん地域振興基金に

積み立て、翌年度以降に基金を取り崩して活用するほか、ご寄附があった年度と同年度

の事業にも活用しています。

【ご指定いただいたふるさと納税の使い道】

※1 平成 26 年度中、皆さまからお寄せいただいたふるさと納税の総件数は 911 件ですが、ふるさと納税の使い道を複数

お選びいただいたため、使い道の総件数は 913 件となっています。

コース名

年度

①立佞武多コース

高さ20ｍを超える

巨大ねぷた。夏ま

つりで市内を練り

歩くその姿は見る

者を圧倒します。

②太宰治コース

文豪・太宰治は当市

で生まれました。生

家「斜陽館」には今

も多くのファンが

訪れています。

③津軽鉄道コース

津軽鉄道は、旅情漂

う津軽の田園地帯

をのんびり走る、ｽ

ﾄｰﾌﾞ列車で知られ

た民間鉄道です。

④遺跡コース

国史跡「十三湊遺

跡」は中世港湾遺跡

です。五月女萢遺跡

の人骨を含む土坑

墓群も注目です。

⑤地域課題解決ｺｰｽ

（市長におまかせ）

少子高齢化・過疎

化・人口減少で山

積する課題に、一

つひとつ真摯に取

り組んでいます。

合 計

平成 26 年度
63件

1,680,000円

69件

1,820,000円

151件

4,017,000円

55件

1,232,000円

575件

19,361,000円

913件

28,110,000円

平成 27 年度
197件

4,505,000円

309件

7,081,000円

602件

10,662,000円

233件

4,840,000円

1,871件

49,689,800円

3,212件

76,777,800円

平成 28 年度
605件

8,720,000円

896件

11,650,000円

1,779件

12,092,001円

715件

9,570,009円

6,716件

102,252,600円

10,711件

144,283,610円

平成 29 年度
557件

7,570,000円

650件

8,465,000円

1,427件

8,895,000円

583件

7,724,000円

4,940件

80,758,000円

8,157件

113,412,000円

平成 30 年度
5,718件

66,772,000円

750件

6,990,000円

2,850件

16,160,000円

574件

6,990,000円

8,054件

121,552,000円

17,946件

221,374,000円

平成 31 年度
8,504件

115,720,000円

1,911件

26,853,000円

5,181件

31,573,000円

1,437件

20,644,000円

15,993件

266,189,400円

33,026件

460,979,400円
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活用状況（ 平成２８年度 ）

平成２８年度は、積み立てていた地域振興基金を取り崩して以下の４つのコースに充当したほか、

ご寄附があった年度と同年度の事業にも活用させていただきました。

①立佞武多コース

●立佞武多製作事業

（ふるさと納税充当 6,005 千円）

【事業概要】８月４日～８日に開催される夏まつり「五所川原立佞武多」。

平成２８年度は、新たに立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」を製作

しました。

②太宰治コース

●走れメロスマラソン事業

（ふるさと納税充当 8,621 千円）

【事業概要】ハーフマラソンのほか、10km、5km、3km、フリー850m のコース

を設定。５回目となる今大会は５月２９日（日）に、ゲストランナー

森脇健児さんを迎え 2,075 名が健脚を競いました。

③津軽鉄道コース

●津軽鉄道ストーブ列車屋根改修事業

（ふるさと納税充当 2,705 千円）

【事業概要】老朽化した津軽鉄道ストーブ列車

の屋根等を改修しました。

●津軽鉄道通学定期助成事業

（ふるさと納税充当 4,956 千円）

【事業概要】津軽鉄道を利用する学生等の通学

定期券の一部を助成しました。

④遺跡コース

●遺跡発掘調査事業

（ふるさと納税充当 4,630 千円）

【事業概要】平成２６、２７年度に引き続き、これまで五月女萢遺跡で

発見された土器等の復元や整理作業を実施し、調査報告書を刊行

しました。

ご寄附があった年度と同年度の事業に活用

●施設型給付費給付事業

（ふるさと納税充当 70,000 千円）

【事業概要】認定子ども園及び保育園等に関する施策に

活用しました。
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活用状況（ 平成２９年度 ）

積み立てていた地域振興基金を取り崩して、以下の５つのコースの事業に

活用させていただきました。

①立佞武多コース

●立佞武多製作事業

（ふるさと納税充当 6,600 千円）

【事業概要】８月４日から８日に開催される夏まつり「五所川原立佞武多」。

平成２９年度は、新たに立佞武多「纏（まとい）」を製作しました。

②太宰治コース

●走れメロスマラソン事業

（ふるさと納税充当 9,000 千円）

【事業概要】５月２８日、福士加代子さんをゲストランナーに迎えて

2,273 名がハーフマラソンほか数種類のコースを快走しました。

③津軽鉄道コース

●津軽鉄道活性化・経営強化支援事業

（ふるさと納税充当 2,712 千円）

【事業概要】津軽鉄道のホーム屋根を修繕しました。

●鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

（ふるさと納税充当 1,029 千円）

【事業概要】枕木の交換や車両検査など、津軽鉄道の安全輸送に

必要な各種整備を支援しました。

④遺跡コース

●安東の里管理費

（ふるさと納税充当 3,348 千円）

【事業概要】山王坊日吉神社の鳥居を修繕しました。

●市内遺跡発掘調査事業

（ふるさと納税充当 1,200 千円）

【事業概要】五月女萢遺跡において更なる発掘調査を実施しました。

●特別展開催事業

（ふるさと納税充当 364 千円）

【事業概要】五月女萢遺跡から発見された土器等を展示しました。

●指定文化財維持管理費

（ふるさと納税充当 1,699 千円）

【事業概要】昨年度に国指定史跡の指定を受けた山王坊遺跡

の保護等に活用しました。

⑤課題解決コース

●道路維持管理事業 ●農道維持管理費 ほか

（ふるさと納税充当 64,055 千円）
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活用状況（平成３０年度）

積み立てていた地域振興基金を取り崩して、以下の５つのコースの

事業に活用させていただきました。

①立佞武多コース

●立佞武多製作事業

（ふるさと納税充当 7,116 千円）

【事業概要】８月４日から８日まで開催される夏まつり「五所川原立

佞武多」。平成３０年度は、新たに立佞武多「稽古照今・神武

天皇、金の鵄を得る」を製作しました。

②太宰治コース

●走れメロスマラソン事業

（ふるさと納税充当 7,400 千円）

【事業概要】ハーフマラソンのほか数種類のコースを設定。７回目となる

５月２７日の大会は、ゲストランナー 谷川真理さんを迎えて開催

しました。

③津軽鉄道コース

●津軽鉄道活性化協議会負担金

（ふるさと納税充当 2,791 千円）

【事業概要】津軽鉄道活性化協議会（津鉄ア・モーレ）の

活動を支援しました。

●鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

（ふるさと納税充当 98 千円）

【事業概要】枕木の交換など、津軽鉄道の安全輸送に必要な

各種整備を実施しました。

④遺跡コース

●市内遺跡事業

（ふるさと納税充当 1,415 千円）

【事業概要】五月女萢遺跡において更なる発掘

調査を行い、出土品を整理しました。

●指定文化財維持管理費

（ふるさと納税充当 1,277 千円）

【事業概要】国指定史跡の指定を受けた山王坊遺跡の礎石の

保存処理等に活用しました。

⑤課題解決コース

●道路維持管理事業 ほか

（ふるさと納税充当 77,292 千円）
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活用状況（平成３１年度）

積み立てていた地域振興基金を取り崩して、以下の５つのコースの

事業に活用させていただきました。

①立佞武多コース

●まつり開催補助金

（ふるさと納税充当 21,499 千円）

【事業概要】８月４日から８日まで開催される夏まつり「五所川原立佞武多」。

各団体が独自に企画し、主体性を持って運営する事業に要する経費の一

部を支援しました。

●立佞武多運行事業

（ふるさと納税充当 4,854 千円）

【事業概要】８月４日から８日まで開催される夏まつり「五所川原立佞武多」。

立佞武多の円滑な運行を行うことを目的とし、立佞武多運行コース

の整備や忠孝太鼓の運営を行いました。

●立佞武多製作事業

（ふるさと納税充当 17,917 千円）

【事業概要】８月４日から８日まで開催される夏まつり「五所川原立佞武多」。

平成３１年度は、立佞武多「かぐや」を新たに制作しました。

●立佞武多の館管理費

（ふるさと納税充当 2,513 千円）

【事業概要】立佞武多の館の管理費の内、施設の修繕費用に充当しました。

②太宰治コース

●走れメロスマラソン事業

（ふるさと納税充当 11,651 千円）

【事業概要】ハーフマラソンのほか数種類のコースを設定。８回目となる５月

２６日の大会は、ゲストランナー 谷川真理さんを迎えて開催しました。

●図書購入事業

（ふるさと納税充当 50 千円）

【事業概要】太宰治を題材とした図書、ＣＤの購入に充当しました。

③津軽鉄道コース

●津軽鉄道活性化・経営強化支援事業

（ふるさと納税充当 1,904 千円）

【事業概要】津軽鉄道活性化協議会（津鉄ア・モーレ）の活動を

支援しました。

●鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

（ふるさと納税充当 16,293 千円）

【事業概要】列車の車検費用など、津軽鉄道の安全輸送に必要な

各種整備を支援しました。
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④遺跡コース

●市内遺跡事業

（ふるさと納税充当 1,609 千円）

【事業概要】五月女萢遺跡において更なる発掘調査を行い、

出土品を整理しました。

●指定文化財維持管理費

（ふるさと納税充当 273 千円）

【事業概要】国指定史跡の指定を受けた十三湊遺跡の景観

保持事業に活用しました。

⑤課題解決コース

●道路維持管理事業

●農道維持管理費

●除排雪事業 ほか

（ふるさと納税充当 111,332 千円）
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令和２年度にふるさと納税を活用する予定の事業について

令和２年度は地域振興基金を取り崩して以下の事業を実施する予定です。

①立佞武多コース

従来は、まつり開催補助金や立佞武多運行事業に充当する予定でしたが、

新型コロナウィルスの影響により本年度のまつりは開催しないこととなり、

今年度は、立佞武多製作事業（一部）と立佞武多の館管理費の一部に充当

します。

●立佞武多製作事業

（事業費 11,297 千円 ふるさと納税充当 11,297 千円）

【事業概要】令和２年度は、立佞武多「暫」を新たに制作します（完成は

令和 3年 7月を予定。）。

●立佞武多の館管理費

（事業費 31,381 千円 ふるさと納税充当 2,813 千円）

【事業概要】立佞武多の館の管理費の内、施設の修繕費用に充当します。

②太宰治コース

●走れメロスマラソン事業

（事業費 9,657 千円 ふるさと納税充当 8,285 千円）

【事業概要】ハーフマラソンのほか数種類のコースを設定。９回目となる

５月２６日に開催する予定でしたが、新型コロナウィルスの影響で、

中止となりましたが、その準備に要した費用に充当します。

●太宰治記念館管理費

（事業費 300 千円 ふるさと納税充当 300 千円）

【事業概要】太宰治の生家「斜陽館」の修繕費用に充当します。

③津軽鉄道コース

●観光物産補助金

（事業費 32,142 千円 ふるさと納税充当 3,000 千円）

【事業概要】津軽半島観光アテンダント推進協議会の活動を

支援します。

●津軽鉄道活性化・経営強化支援事業

（事業費 3,244 千円 ふるさと納税充当 3,244 千円）

【事業概要】津軽鉄道活性化協議会（津鉄ア・モーレ）の活動を

支援します。

●鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費

（事業費 19,700 千円 ふるさと納税充当 17,125 千円）

【事業概要】列車の車検費用など、津軽鉄道の安全輸送に必要な

各種整備を支援します。
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④遺跡コース

●特別展開催事業

（事業費 2,061 千円 ふるさと納税充当 687 千円）

【事業概要】市内の遺跡から出土した遺物の展示を

を行う特別展を開催します。

●文化財保護事務費

（事業費 260 千円 ふるさと納税充当 138 千円）

【事業概要】市内の文化財の周知を図るため、市内小学校 5年生を対象に文化財ガイドブックを配布

します。

●市内遺跡事業

（事業費 1,304 千円 ふるさと納税充当 699 千円）

【事業概要】五月女萢遺跡で実施した発掘調査の報告書を刊行します。

●指定文化財維持管理費

（事業費 221 千円 ふるさと納税充当 1,559 千円）

【事業概要】国指定史跡である十三湊遺跡や五所川原須恵器窯跡の景観保持事業に活用します。

⑤課題解決コース

●道路維持管理事業

●農道維持管理費 ほか

（ふるさと納税充当 260,064 千円）


