
 

横手市横手市横手市横手市ふるさとふるさとふるさとふるさと納税納税納税納税だよりだよりだよりだより    
２０２０２０２０13131313．．．．7777 月月月月発行発行発行発行    

皆様のふるさとへの思いやりに感謝します 
 

このこのこのこの度度度度はははは、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの皆様皆様皆様皆様からからからから多大多大多大多大なごなごなごなご寄附寄附寄附寄附をををを賜賜賜賜りりりり、、、、心心心心よりよりよりより御礼申御礼申御礼申御礼申

しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

ここにここにここにここに、、、、平成平成平成平成２３２３２３２３年度中年度中年度中年度中にににに皆様皆様皆様皆様からいただきましたからいただきましたからいただきましたからいただきました寄附金寄附金寄附金寄附金のののの具体的具体的具体的具体的

なななな使途結果使途結果使途結果使途結果をををを「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと納税納税納税納税だよりだよりだよりだより」」」」としてごとしてごとしてごとしてご報告報告報告報告いたしますのでいたしますのでいたしますのでいたしますので、、、、

是非是非是非是非ごごごご覧覧覧覧くださいますようおくださいますようおくださいますようおくださいますようお願願願願いいいい申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

横手市横手市横手市横手市ではではではでは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度にふるさとにふるさとにふるさとにふるさと納税制度納税制度納税制度納税制度がががが創設創設創設創設されてされてされてされて以来以来以来以来、、、、

「「「「ふるさとをふるさとをふるさとをふるさとを応援応援応援応援したいしたいしたいしたい、、、、貢献貢献貢献貢献したいしたいしたいしたい」」」」といったといったといったといった暖暖暖暖かいかいかいかい気持気持気持気持ちをおちをおちをおちをお持持持持

ちのちのちのちの皆様皆様皆様皆様のののの想想想想いをいをいをいを市市市市のののの施策施策施策施策にににに反映反映反映反映するためするためするためするため、、、、制度制度制度制度のごのごのごのご案内案内案内案内をををを各地区各地区各地区各地区のののの

ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、ホームページやパンフレットホームページやパンフレットホームページやパンフレットホームページやパンフレット等等等等でおでおでおでお知知知知らせしてらせしてらせしてらせして

まいりましたまいりましたまいりましたまいりました。。。。    

おおおお蔭様蔭様蔭様蔭様でででで、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度はははは９６９６９６９６件件件件、、、、４４４４，，，，６４１６４１６４１６４１，，，，２００２００２００２００円円円円のごのごのごのご寄附寄附寄附寄附をいたをいたをいたをいた

だいておりだいておりだいておりだいており、、、、本年度中本年度中本年度中本年度中にににに具体的具体的具体的具体的なななな事業事業事業事業にににに活活活活用用用用させていただくこととしさせていただくこととしさせていただくこととしさせていただくこととし

ておりますておりますておりますております。。。。    

またまたまたまた、、、、当市当市当市当市ではではではでは、、、、今年今年今年今年１０１０１０１０月月月月からからからから行行行行われるわれるわれるわれる秋田秋田秋田秋田デスティネーションデスティネーションデスティネーションデスティネーション

キャンペーンやキャンペーンやキャンペーンやキャンペーンや来年来年来年来年１０１０１０１０月月月月にににに開催開催開催開催するするするする国民文化祭国民文化祭国民文化祭国民文化祭にににに合合合合わせわせわせわせ、「、「、「、「横手市横手市横手市横手市

民文化民文化民文化民文化スポーツスポーツスポーツスポーツ年年年年」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みをスタートさせましたみをスタートさせましたみをスタートさせましたみをスタートさせました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、たくたくたくたく

さんのさんのさんのさんの方方方方にににに横手横手横手横手をををを訪訪訪訪れてれてれてれて頂頂頂頂くためくためくためくため、、、、市民市民市民市民とともにとともにとともにとともに市市市市ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動にににに力力力力をををを

入入入入れていくものですれていくものですれていくものですれていくものです。。。。様々様々様々様々なななな観光観光観光観光イベントにあわせてイベントにあわせてイベントにあわせてイベントにあわせて情報発信情報発信情報発信情報発信をををを行行行行っっっっ

てまいりますのでてまいりますのでてまいりますのでてまいりますので、、、、引引引引きききき続続続続きききき応援応援応援応援していただければしていただければしていただければしていただければ幸幸幸幸いにいにいにいに存存存存じますじますじますじます。。。。    

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの暖暖暖暖かいおかいおかいおかいお志志志志にににに応応応応えるためえるためえるためえるためにもにもにもにも、、、、これからもこれからもこれからもこれからも全力全力全力全力でまちづくでまちづくでまちづくでまちづく

りにりにりにりに取取取取りりりり組組組組んでまいりますんでまいりますんでまいりますんでまいります。。。。    

 

（横手市の将来像）（横手市の将来像）（横手市の将来像）（横手市の将来像）    
    

豊かな自然豊かな自然豊かな自然豊かな自然    
    
豊かな心豊かな心豊かな心豊かな心    
    
夢あふれる田園都市夢あふれる田園都市夢あふれる田園都市夢あふれる田園都市    
    

重要伝統的建造物群保存地区

（重伝建）の選定を目指して、

準備をすすめています。 

増田のまちなみ増田のまちなみ増田のまちなみ増田のまちなみ 

 

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年７７７７月月月月    

横手市長横手市長横手市長横手市長            五十嵐忠悦五十嵐忠悦五十嵐忠悦五十嵐忠悦    
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選択コース 事業名 金 額 使途内容 

かまくら雪まつり 50,000 観光客用「みのぼっち」購入 

大森リゾート村芝桜フェスタ 50,000 補植用芝桜ポット苗の購入 

大雄サマーフェスティバル 100,000 イベント用テント、テーブル、チェア購入 

①ふるさとのにぎわいを 

   応援する 

雄物川地域のにぎわいの応援 20,000 看板（雄物川ｽﾀﾙﾋﾝ杯 550 歳野球大会用） 

放課後児童対策事業 100,000 児童クラブ図書購入（50 冊） 

雪下ろし雪寄せ支援事業 5,000 除雪ボランティアの会への除雪用具購入 

くらしのみちづくり事業 80,000 市道黒川田ノ植線農業用水路へ防護柵設置 

ふるさとの友と親族を応援する 60,000 児童クラブ図書購入（30 冊） 

②ふるさとの友と親族を 

   応援する 

ふるさとの友と親族を応援する 

（雄物川町のために） 
100,000 プロジェクタ一 一式(研修会用） 

横手市特産品開発支援事業 170,000 
③ふるさとの 

   産業を応援する 
ふるさとの産業を応援する 20,000 

特産品の開発及び改良のための補助 

市内小中学校の整備 50,000 横手北中学校名入りのスリッパ購入 

教育関係費（特に小中学校のため） 35,000 教育センター用デジタルカメラ購入 

横手南小学校に 552,600 
学校図書館の書籍購入 

楽器、イス購入 

横手南中学校に 52,600 ソフトボール用グローブ 

青少年健全育成のため 30,000 そば打ちセット、平釜購入 

雄物川町雄川荘に 200,000 雄川荘入口周辺への生垣施工 

ゆっぷるの維持・サービスの向上 40,000 防水電波時計購入 

十文字地域のため 150,000 梨木公園に桜を植樹 

災害地支援 30,000 釜石被災地元気回復事業宿泊代の一部に 

⑤上記以外について 

    応援する 

平鹿地域の高齢者福祉施設の施設設備の

向上と同地域高齢者の福祉・健康推進事業

に 

10,000,000 
福祉用車、エア-マット、空気清浄機、ユニカー

ル購入 

①ふるさとのにぎわいを 

  応援する 
※特定事業指定なし 998,000 コミュニティラウンジ洋式トイレ改修工事 

合合合合        計計計計    12,893,20012,893,20012,893,20012,893,200            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【寄附していただいたコース、事業】 
 

 

4 月月月月 20 日、横手体育館において、スポーツ関係者や市民約日、横手体育館において、スポーツ関係者や市民約日、横手体育館において、スポーツ関係者や市民約日、横手体育館において、スポーツ関係者や市民約 1,000 人が人が人が人が

参加し『スポーツ立市よこて』宣言式典が行われました。参加し『スポーツ立市よこて』宣言式典が行われました。参加し『スポーツ立市よこて』宣言式典が行われました。参加し『スポーツ立市よこて』宣言式典が行われました。 
    スポーツをキーワードに元気なまちづくりと地域の活性化などスポーツのスポーツをキーワードに元気なまちづくりと地域の活性化などスポーツのスポーツをキーワードに元気なまちづくりと地域の活性化などスポーツのスポーツをキーワードに元気なまちづくりと地域の活性化などスポーツの

振興を市民と一体になって推進することを宣言し、市民一人ひとりが生涯振興を市民と一体になって推進することを宣言し、市民一人ひとりが生涯振興を市民と一体になって推進することを宣言し、市民一人ひとりが生涯振興を市民と一体になって推進することを宣言し、市民一人ひとりが生涯

スポーツと出会い、健康に生活をすることを目的にするものです。スポーツと出会い、健康に生活をすることを目的にするものです。スポーツと出会い、健康に生活をすることを目的にするものです。スポーツと出会い、健康に生活をすることを目的にするものです。 
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①ふるさとのにぎわいを応援するコース①ふるさとのにぎわいを応援するコース①ふるさとのにぎわいを応援するコース①ふるさとのにぎわいを応援するコース

②ふるさとの友と親族を応援するコース②ふるさとの友と親族を応援するコース②ふるさとの友と親族を応援するコース②ふるさとの友と親族を応援するコース

かまくら雪まつりかまくら雪まつりかまくら雪まつりかまくら雪まつり
（かまくら内に入る観光客用「みのぼっち」の購入）

開催日：H25.2.14～15

大森リゾート村芝桜フェスタ大森リゾート村芝桜フェスタ大森リゾート村芝桜フェスタ大森リゾート村芝桜フェスタ
（補植用芝桜ポット苗の購入）

開催日：H24.5.19～27

大雄サマーフェスティバル大雄サマーフェスティバル大雄サマーフェスティバル大雄サマーフェスティバル
（イベント用テント、テーブル、チェア購入）

H24.7.28

雄物川地域のにぎわいの応援雄物川地域のにぎわいの応援雄物川地域のにぎわいの応援雄物川地域のにぎわいの応援
（雄物川スタルヒン杯550歳野球大会看板作成）

H24.9.1～3

放課後児童対策事業、ふるさとの友と親族を応援する放課後児童対策事業、ふるさとの友と親族を応援する放課後児童対策事業、ふるさとの友と親族を応援する放課後児童対策事業、ふるさとの友と親族を応援する
　　　　　　　　（児童クラブの図書購入）

雪下ろし雪寄せ支援事業雪下ろし雪寄せ支援事業雪下ろし雪寄せ支援事業雪下ろし雪寄せ支援事業
（除雪ボランティアの会への除雪用具の購入）

ふるさとの友と親族を応援する（雄物川町のために）ふるさとの友と親族を応援する（雄物川町のために）ふるさとの友と親族を応援する（雄物川町のために）ふるさとの友と親族を応援する（雄物川町のために）
（プロジェクター一式（研修会用）購入）

暮らしのみちづくり事業暮らしのみちづくり事業暮らしのみちづくり事業暮らしのみちづくり事業
（危険箇所（農業用水路）へ防護柵の設置） 3



　

　　　　

　　　　 　

　　　　

　

　　　　

　　　

　　　

　　　

③ふるさとの産業を応援するコース③ふるさとの産業を応援するコース③ふるさとの産業を応援するコース③ふるさとの産業を応援するコース

⑤上記以外について応援するコース⑤上記以外について応援するコース⑤上記以外について応援するコース⑤上記以外について応援するコース

　横手市特産品開発支援事業、ふるさとの産業を応援する横手市特産品開発支援事業、ふるさとの産業を応援する横手市特産品開発支援事業、ふるさとの産業を応援する横手市特産品開発支援事業、ふるさとの産業を応援する
　（特産品の開発事業経費の一部補助）

　　　　　市内小中学校の整備　市内小中学校の整備　市内小中学校の整備　市内小中学校の整備
横手北中学校校名入りスリッパ購入

教育関係費（特に小中学校のため）教育関係費（特に小中学校のため）教育関係費（特に小中学校のため）教育関係費（特に小中学校のため）
（教育センター用デジタルカメラ購入）

　横手南小学校に横手南小学校に横手南小学校に横手南小学校に
（学校図書館の書籍購入）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横手南小学校に　　　横手南小学校に　　　横手南小学校に　　　横手南小学校に
（横手南小学校へ楽器（トロンボーン、コルネット、ユーフォニウム）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　および音楽室で使用するイスを購入しました）

                 横手南中学校に横手南中学校に横手南中学校に横手南中学校に
（体育の授業で使用する
          ソフトボール用グローブの購入）

青少年健全育成のために青少年健全育成のために青少年健全育成のために青少年健全育成のために
（農山村体験学習交流施設で使用するそば打ちセット、平釜購入）
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～このたびのご厚志、大変ありがとうございました～

　※　特定事業指定なし
「コミュニティラウンジ」洋式トイレ改修工事「コミュニティラウンジ」洋式トイレ改修工事「コミュニティラウンジ」洋式トイレ改修工事「コミュニティラウンジ」洋式トイレ改修工事

雄物川雄川荘に雄物川雄川荘に雄物川雄川荘に雄物川雄川荘に
（雄川荘入口周辺への生垣施工）

十文字地域のため十文字地域のため十文字地域のため十文字地域のため
（梨木公園に桜を植樹）

　　　　災害地支援　釜石被災地元気回復事業　災害地支援　釜石被災地元気回復事業　災害地支援　釜石被災地元気回復事業　災害地支援　釜石被災地元気回復事業
（釜石市内において避難所に滞在している方々のリフレッシュのため、
横手市内の温泉等宿泊施設に宿泊していただきました。）

　　　           平鹿地域の高齢者福祉施設の施設設備の向上と、同地域高齢者の福祉・健康推進事業に平鹿地域の高齢者福祉施設の施設設備の向上と、同地域高齢者の福祉・健康推進事業に平鹿地域の高齢者福祉施設の施設設備の向上と、同地域高齢者の福祉・健康推進事業に平鹿地域の高齢者福祉施設の施設設備の向上と、同地域高齢者の福祉・健康推進事業に
（福祉車輌等、除雪機、エアーマット、空気清浄機、ユニカール、電動ベッド、OA機器、システム調剤台、車イスの購入）

ゆっぷるの維持・サービスの向上へゆっぷるの維持・サービスの向上へゆっぷるの維持・サービスの向上へゆっぷるの維持・サービスの向上へ
（防水電波時計の購入）

⑥市長にお任せ⑥市長にお任せ⑥市長にお任せ⑥市長にお任せ
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ふるさとふるさとふるさとふるさと横手横手横手横手 PRPRPRPR ラッピングバスをラッピングバスをラッピングバスをラッピングバスを運行運行運行運行しますしますしますします！！！！    

（（（（横手市行政経営理念横手市行政経営理念横手市行政経営理念横手市行政経営理念））））    

    

私私私私たちはたちはたちはたちは、、、、    

    

「「「「幸幸幸幸せなせなせなせな地域社会地域社会地域社会地域社会」」」」のののの    

    

実現実現実現実現をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、    

    

市民市民市民市民とととと手手手手をたずさえてをたずさえてをたずさえてをたずさえて、、、、    

    

地域価値地域価値地域価値地域価値のののの創造創造創造創造にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しししし    

    

続続続続けけけけますますますます。。。。    

（編集（編集（編集（編集/発行）発行）発行）発行） 

横手市総務企画部横手市総務企画部横手市総務企画部横手市総務企画部 経営企画課経営企画課経営企画課経営企画課 
〒013－8601 

秋田県横手市 

条里一丁目１番６４号 
 
電話電話電話電話: 

(0182) 35-2164 

 

FAX: 

(0182) 33-6061 

 

E-mail: 

kikaku@city.yokote.lg.jp 
 
横手市ホームページ横手市ホームページ横手市ホームページ横手市ホームページ URL: 

http://www.city.yokote.lg.jp 
 

平成 24 年度中にご寄附いただいた「ふるさと納税」の内、市

長にお任せコースを選択された皆様の寄附金を活用して、羽後

交通高速バスの車体に増田のまちなみ等をラッピングし、８月

から湯沢－仙台間を運行いたします。 

これは、来たるデスティネーションキャンペーン、国民文化

祭に向けて、横手市を広く PR し、たくさんの方に横手を訪れて

いただくことを目的に行われるものです。 

バスのボディには、増田のまちなみや内蔵がダイナミック

に、そして幻想的に映し出されています。 

現在、横手市では、まちなみ景観とこの地で守られてきた建

築様式と技術を維持しながら後世に継承していくため、国の重

要伝統的建造物群保存地区の選定を目指して準備を進めていま

す。 

是非一度、バスをご利用いただき、伝統的建造物群が物語る

歴史と文化のまち「ますだ」にいらしてください。 

 

【ラッピングバスの運行時刻表】 

 

○ 仙台行き 

湯沢 

営業所 

湯沢 

駅前角 

十文字 

案内所 
横手 BT 

横手 

インター 

入口 

山内 

バス 

ストップ 

広瀬通 

一番町 

仙台駅 

東口 

7：00 7：01 7：15 7：36 7：43 7：52 10：15 10：25 

 

○ 湯沢行き 

湯沢 

営業所 

湯沢 

駅前角 

十文字 

案内所 

横手 

ＢＴ 

横手 

インター 

入口 

山内 

バス 

ストップ 

広瀬通 

一番町 

仙台駅 

東口 

18：55 18：54 18：40 18：23 18：16 18：05 15：40 15：30 
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※写真はイメージです。 


