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滋賀県草津市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市に対しまして、格別の御支援 

御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 

令和３年度においては、延べ 17,618件、 

総額 465,379,179円の御寄附をいただきました。 

多くの皆様から御寄附をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

 

本市は歴史と自然のみならず、住みよいまちとしての評価が定着して 

まいりましたが、さらに伸びゆくまちとなるために、皆様からの御芳志を 

御趣旨に沿った事業に生かしてまいります。 

今後とも御支援御厚情をいただきますようお願い申し上げます。 

 

 

草津市長   橋川 渉 

 

 

御寄附いただいた皆様へ 



 

御寄附ありがとうございました。（令和３年 4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日） 
 

都道府県 寄附数（件） ％ 

 

寄附総額（円） ％ 

1 東京都 4,540  25.8 132,011,000  28.4 

2 大阪府 1,977  11.2 52,223,679  11.2 

3 神奈川県 1,633  9.3 40,133,000  8.6 

4 愛知県 1,317  7.5 32,313,000  6.9 

5 兵庫県 1,046  5.9 26,358,000  5.7 

6 千葉県 888  5.0 21,652,000  4.7 

7 埼玉県 871 

  

4.9 23,049,500  5.0 

8 京都府 535  3.0 16,192,000  3.5 

9 北海道 391  2.2 10,220,000  2.2 

10 福岡県 366  2.1 9,593,000  2.1 

11 静岡県 323  1.8 8,885,000  1.9 

12 滋賀県 321  1.8 

 

8,219,000  1.8 

13 広島県 269  1.5 6,495,000  1.4 

14 奈良県 246  1.4 5,075,000  1.1 

15 岐阜県 239  1.4 5,775,000  1.2 

16 茨城県 218  1.2 5,044,000  1.1 

17 三重県 198  1.1 

 

4,320,000  0.9 

18 岡山県 150  0.9 3,637,000  0.8 

19 宮城県 133  0.8 

 

2,960,000  0.6 

20 群馬県 

兼県 

126 0.7 2,950,000  0.6 

21 和歌山県 126  0.7 2,580,000  0.6 

22 石川県 125  0.7 2,450,000  0.5 

23 新潟県 118  0.7 3,820,000  0.8 

24 長野県 116  0.7 

 

3,247,000  0.7 

25 栃木県 107  0.6 2,680,000  0.6 

26 福島県 90  0.5 

 

2,340,000  0.5 

27 香川県 89  0.5 2,360,000  0.5 

28 山口県 85  0.5 1,880,000  0.4 

29 山梨県 84  0.5 2,380,000  0.5 

30 愛媛県 74  0.4 2,767,000  0.6 

31 熊本県 73  0.4 2,080,000  0.4 

32 富山県 65  0.4 1,270,000  0.3 

33 青森県 63  0.4 1,620,000  0.3 

34 福井県 60  0.3 1,280,000  0.3 

35 大分県 60  0.3 1,240,000  0.3 

36 沖縄県 49  0.3 1,970,000  0.4 

37 長崎県 49  0.3 1,220,000  0.3 

38 徳島県 48  0.3 1,330,000  0.3 

39 岩手県 46  0.3 1,130,000  0.2 

40 高知県 45  0.3 

 

1,320,000  0.3 

41 佐賀県 43  0.2 960,000  0.2 

42 鹿児島県 41  0.2 1,070,000  0.2 

43 秋田県 40  0.2 760,000  0.2 

44 島根県 37  0.2 780,000  0.2 

45 山形県 35  0.2 660,000  0.1 

46 宮崎県 34  0.2 2,510,000  0.5 

47 鳥取県 29  0.2 570,000  0.1 
  

17,618 100 465,379,179 100 

 

寄附の状況（都道府県別） 



 

 

寄附者 

（件） 

寄附者の内訳 
寄附総額 

（円） 
県 内 県 外 

（件） 市内（件） 市外（件） 

17,618 1 320 17,297 465,379,179 

 

 次のとおり活用させていただきます。 

※予算編成の都合上、充当予定額の元となる収納期日と令和 3 年度寄附総額の収納日は異なります 

収納期日 R3.1.1～R3.12.31 

 寄附金の用途 入金額（千円） ％ 

① 福祉または医療の充実に関する事業 38,699 8.7 

② 子育ての支援に関する事業 56,342 12.7 

③ 教育環境の整備に関する事業 12,509 2.8 

④ 青少年の健全育成に関する事業 2,745 0.6 

⑤ 地域協働合校の理念を生かした事業 6,645 

 

1.5 

⑥ 歴史的または文化的遺産の保全に関する事業 12,634 

 

2.8 

⑦ 地球温暖化防止対策に関する事業 12,679 2.8 

⑧ 防犯または防災に関する事業 3,427 0.8 

⑨ 自然環境の保全に関する事業 12,855 2.9 

⑩ まちの魅力を PR する事業 3,866 0.9 

⑪ 市長が必要と認める事業 282,857 63.5 

  

用途 充当事業など 充当額（千円） ％ 

① 

湖南広域行政組合負担金（二次・小児救急/休日急病診療所）、燃料費助成（福祉タクシ

ー/ストレッチャータクシー/燃料費補助金）、小中学生医療費の助成、すっきりさわやかサービス

（紙おむつの支給） 

38,699 

 

8.7 

② 結婚新生活支援費、施設等利用給付費、乳幼児健診費、子育て支援拠点施設運営費 56,342 12.7 

③ 学校図書館図書購入費、教材備品 12,509 2.8 

④ 青少年育成活動事業費（青少年育成大会等） 2,745 0.6 

⑤ 
地域協働合校委託費、地域コーディネーター報償費、啓発パンフレット印刷製本費、スクール

ESD プロジェクト等 
6,645 1.5 

⑥ 
歴史資料保存事業費、草津市文化財保存事業補助金、野路小野山製鉄遺跡環境整備費、

史跡芦浦観音寺跡環境整備費、史跡草津宿本陣の管理費、 
12,634 2.8 

⑦ 
地球冷やしたいプロジェクト推進事業、カーボンニュートラル推進補助事業、環境学習支援事業、

こども環境会議 
12,679 2.8 

⑧ 草津市防災ハンドブック更新作業、子ども見守り防犯カメラ設置費 3,427 0.8 

⑨ 

工場指導等良好な環境を保全するための事業、河川の水質調査など良好な環境を保全するた

めの事業、自然環境保全地区助成金、保護樹木補助金等、市内の良好な環境を保全するた

めの事業、農地や農業用水路など豊かな農村の自然環境保全のための事業、自然環境保全に

効果の高い営農活動を推進するための事業 

12,855 

 

2.9 

⑩ シティセールス推進にかかる事業 3,866 0.9 

⑪ 
小中学生医療費の助成に係る事業、ICT を活用した学習環境の整備、中学校給食センター特

別会計への繰出金 
282,857 

63.5 

 

寄附の状況（市・県内外別） 

寄附の活用 

下記の事業に充当する予定です 



（御本人の御了承をいただいたお名前を掲載しています）

氏名（順不同・敬称略）

阿部　宏信 遠藤　和也 河野　雅昭 吉田　努 元持　厚彦

阿部　貢 塩原　英仁 河野　涼子 吉田　豊彦 原　祐太

逢坂　昭 塩崎　芳弘 海老原　敏郎 吉田　雄介 原村　紀雄

旭　敦子 塩崎　靖志 皆川　知幸 吉田　利明 原田　一英

芦田　欣也 塩谷　勲 鎧高　彩夏 吉冨　彰浩 原田　伸之

鮎澤　源典 塩谷　昭子 柿沼　正裕 吉濵　行紀 原田　祐輔

粟井　明日香 塩谷　信也 角田　美有紀 久徳　勝彦 原田　和則

安座間　恵子 塩谷　明彦 掛谷　和久 久保　智裕 古賀　郁朗

安川　昇吾 塩澤　岳 笠原　忠 久保　和孝 古谷　信喬

安達　勇太 塩澤　裕樹 笠毛　硬 久保田　剛史 古澤　仁

安田　真士 奥西　隆行 樫尾　彰洋 久保田　牧子 五十嵐　勇太

伊崎　将史 横井　丈士 関　幸代 宮下　泰志 五十嵐　亮介

伊達　文彦 横山　恵充 関　真悟 宮原　大介 五藤　和樹

伊藤　修二 横山　国昭 関　泰子 宮戸　英明 五野井　千夏

伊藤　成輝 王　元浩 関　裕之 宮川　典雄 後藤　亜裕美

伊藤　壮介 岡　信宏 関口　大五郎 宮川　博史 後藤　英俊

伊藤　文訓 岡宮　裕太郎 関根　聡一 宮津　敬次 後藤　芳夫

伊藤　裕二 岡崎　敦 丸山　健人 宮嶋　翔 後藤田　雅之

伊藤　翔生 岡山　圭一 丸山　剛 宮内　里子 御前　亜木子

伊敷　眞榮 岡村　俊裕 丸山　美保 宮部　國夫 向井　瑞記

依田　平 岡田　ともみ 丸山　裕之 宮本　博之 工藤　智也

井手口　忠弘 岡田　一郎 岸田　悟 宮本　博明 広瀬　謙太郎

井上　恭仁雄 岡田　純慈 岸本　圭佑 宮本　凌哉 江川　嘉紀

井上　慶太郎 岡田　直 岩井　英記 宮野　杏也 江良　和樹

井上　幸夫 岡本　莞 岩下　毅 牛山　雅之 溝口　勝也

井上　香 岡本　豪 岩間　秀人 橋本　英治 甲斐　三朗

井上　茂樹 岡本　隆幸 岩橋　利彦 橋本　教弘 荒田　圭一

稲木　敏一郎 荻原　雄二 岩崎　翔太 橋本　健太郎 荒木　健二

右田　規修 下岡　和俊 岩田　敦子 橋本　賢一 高橋　詠慈

右田　恭兵 下条　洸太郎 岩渕　隆二 橋本　小百合 高橋　紀幸

宇田川　迪子 下竹　透 岩﨑　孝敬 橋本　千鶴 高橋　康三

宇野　友啓 加賀　崇登 喜連　照夫 橋本　拓也 高橋　渡

雨貝　宏紀 加地　彩子 亀屋　大輔 近藤　忠彦 高橋　舞

浦　義則 加藤　久弥 菊池　薫 近藤　有哉 高橋　有佳里

永瀬　知行 加藤　敬司 吉井　恵津子 金　東南 高山　綾

永田　恭子 加藤　憲義 吉井　優 金丸　剛史 高松　悠希

永田　耕一 加藤　元一 吉永　浩昭 金子　謙人 高田　健一

永田　彰宏 加藤　千晶 吉原　徹 金子　晴一 高田　陽介

永島　智子 加藤　琢也 吉村　佳子 金子　誠 高木　博志

越前　博文 加納　利和 吉村　泰善 金森　静夫 高木　諭尚

榎本　龍彌 家﨑　雄介 吉田　浩幸 金川　孝義 合田　真琴

遠藤　聡一 河原　克紀 吉田　千秋 金田　知士 国東　孝次

遠藤　優枝 河口　裕幸 吉田　大樹 栗原　義美 黒田　俊一

遠藤　友紀雄 河村　昌幸 吉田　卓也 栗原　眞行 黒田　亘

御寄附いただいた皆様および応援メッセージ

御寄附いただいた皆様および応援メッセージ



吉村　宜介 絹笠　恵一

（御本人の御了承をいただいたお名前を掲載しています）

氏名（順不同・敬称略）

今井　啓太 三木　康弘 若杉　厚典 小林　弘子 森　正晃

今井　弘志郎 三木　翼 若木　聡 小林　弘明 森　翔平

今井　章美 三輪　斉 守田　静男 小林　淳一 森安　泉

今井　正典 三和　正真 手林　耕造 小林　博之 森中　睦

今村　嘉也 山下　絵里子 酒本　昌寿 松井　智紀 森田　慶治

今村　達儀 山口　綾香 秋吉　宏典 松井　眞左美 森田　龍自

今村　渡 山口　恵子 秋津　未智彦 松浦　久 森本　泰介

根本　達哉 山口　登 秋澤　一寿 松原　慧季 深谷　努

佐々木　寛之 山崎　凌 舟田　兼太郎 松山　厚志 深野　英夫

佐々木　健一 山上　真 住吉　達也 松芝　慶明 深野　晴夏

佐々木　健司 山川　由加 住田　尚彦 松村　洋 神成　克彦

佐々木　高信 山田　まや 宿谷　賢 松村　洋平 神田　大輔

佐々木　尚美 山田　起久子 諸墨　伸一 松村　隆康 神野　裕美

佐々木　昌広 山田　泰三 小越　美智子 松村　隆士 進藤　寛礼

佐々木　裕 山田　隆之 小花　芳輝 松中　俊行 須田　光

佐治　浩一郎 山内　雅之 小笠原　宏隆 松田　光平 須田　匠

佐藤　マリ 山内　万里乃 小笠原　史明 松田　好広 須藤　英一

佐藤　英則 山本　雅弘 小岩　めぐみ 松尾　陽子 水越　紀六

佐藤　佳史 山本　凱大 小熊　祐哉 松尾　和彦 水上　良亮

佐藤　剛史 山本　幸宏 小森谷　直紀 松本　貴子 水本　俊司

佐藤　智裕 山本　幸造 小西　恵太 松本　起享 水野　直人

佐藤　美穂 山本　純 小西　隆治 松本　啓汰 水野　雄介

佐藤　佑 山本　順一 小川　英明 松本　淳 杉原　由高

砂川　晴美 山本　大輔 小川　慎介 松本　章夫 杉江　悠紀

最上　浩道 山本　祐太 小川　憬子 松本　拓也 杉江　隆

斎藤　和広 山本　眞一郎 小船谷　英樹 松本　直樹 杉山　治彦

坂井　敏之 山野　良三 小村　研人 松本　祐児 杉山　由美子

坂口　一朗 山﨑　憲二 小谷　真司 松本　遥希 杉沼　康裕

坂口　美也子 山﨑　大輔 小谷野　享司 松林　政勝 杉田　浩章

坂江　心太郎 山﨑　隆一 小中　秀己 松澤　茂樹 杉田　直哉

坂東　秀人 市岡　武 小長井　亮佑 沼田　洋司 杉本　将幸

坂尾　竜一 市川　怜史 小田　哲朗 上村　治 杉本　隆英

阪野　壮登 市村　和樹 小田倉　未怜 上津原　由子 杉目　英俊

榊原 　健 市田　恭教 小田木　潤 上田　達也 杉渕　義人

榊原　邦浩 志田　政廣 小島　寛倫 上田　洋行 杉渕　涼

三ツ矢　勉 紙谷　樹 小嶋　玄器 上田　和寛 菅又　雅道

三浦　杏菜 紙谷　節夫 小片　治 上野　絵美 菅野　智之

三浦　孝一 児玉　正之 小俣　栄 上野　直樹 菅野　哲司

三浦　剛 寺窪　正広 小野　主税 上濱　穂高 瀬尾　公一

三岡　正和 寺内　紀子 小野　淳 城山　厚 成瀬　恵寛

三橋　遼 蒔田　直樹 小野田　恵介 新井　健太 成田　知晴

三原　尚明 篠崎　南穂 小林　毅雄 新井　信一 政木　翔太

三上　知恵 篠田　悟 小林　賢輔 新井　良明 星　章彦

三村　淳 柴山　愛実 小林　弘一朗 新條　善太郎 清崎　聖良
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松本　大伸 菅野　亮

（御本人の御了承をいただいたお名前を掲載しています）

氏名（順不同・敬称略）

清水　雅宏 泉　雅貴 大野　陽輝 中村　大地 田島　義文

清水　庄策 浅見　光章 大矢　恵理子 中村　明久 田澤　一樹

盛山　正則 浅沼　伸一 大澤　高志 中村　優子 田澤　利枝子

西　洋祐 浅倉　等 瀧野　信吾 中村　由起子 渡部　征男

西川　友規 浅田　日登美 瀧澤　ちい子 中谷　吉博 渡部　隆一

西川　悠 浅野　正和 瀧澤　光司 中谷　彰子 渡辺　克治

西村　はるな 浅野　竜太 辰元　信 中谷　智洋 渡辺　俊夫

西村　まり子 前田　拓也 辰巳　雅章 中津　勝善 渡辺　政明

西村　博行 早瀬　照子 巽　恒太 中田　加奈 渡辺　眞人

西田　謹次 相場　翔太 谷　遼太郎 中島　孝 渡邊　義之

西田　正弘 相澤　大 谷口　佳音 中嶋　貴則 渡邊　敏彦

青木　アニール 増田　卓也 谷川　昌希 中嶋　剛 渡邉　淳

青木　瞭 増田　裕 池田　一洋 中嶋　徹 土井　秀斗

青木　弌 増渕　契 池田　瑛一 中道　浩貴 土屋　晶子

石井　啓一 蔵持　崇之 池田　雅名 中尾　忠清 土橋　奈見

石井　亮太 村山　博 池田　圭介 中本　侑花 土橋　唯人

石井　和人 村松　剛志 池田　潤 中野　賢英 土肥　伸光

石井　惠司 村松　正道 池田　真 中野　慎也 島袋　かおり

石垣　利尚 村上　正巳 池田　嵩 仲地　史江 島津　浩子

石戸　保光 村上　拓士 池田　政美 仲野　克輝 島田　厚

石黒　雄祐 村瀬　拓也 竹下　正和 朝賀　幸彦 島田　良一

石神　良枝 村田　覚 竹下　徳人 朝倉　正則 東　信之

石川　義朗 村田　裕一 竹田　英聡 町田　茂 湯浅　敏男

石川　智規 多々納　和利 竹内　英治 町田　和也 筒井　修

石川　陽平 太田　義昌 竹内　軍治 長原　龍 藤井　悦子

石倉　誠 大屋　哲 竹内　哲 長坂　正仁 藤井　憲二

石倉　祐太 大角　広 竹内　鉄弥 長谷川　潔 藤井　清司

石田　康浩 大貫　裕司 竹内　勉 長谷川　広樹 藤丸　周一郎

石田　克磨 大橋　明美 竹本　宏平 長野　拓朗 藤山　よし子

石田　真敏 大原　豊一 竹林　正浩 鳥居　義輝 藤森　博

石田　千恵子 大沼　仁洪 中原　康博 鳥山　憲一 藤田　愛里沙

石田　靖博 大場　允晶 中根　正泰 塚元　俊輔 藤田　美優世

石田　優一 大場　菜央 中山　一喜 辻　忍 藤田　百香

石毛　将史 大石　智久 中山　和則 鶴田　正臣 藤田　敏之

赤司　卓也 大石　勇樹 中出　達映 庭山　瑞穂 藤波　光雄

舌間　新伍 大川　なほ子 中森　寛 天野　孝純 藤本　裕人

千原　規生 大倉　萌子 中西　健太郎 田村　大輔 藤野　祐司

千葉　真也 大村　昭治 中西　功太 田代　喜康 藤﨑　紳夫

川井　光雄 大瀧　正己 中西　龍一 田中　綾 鴇崎　俊也

川原田　圭介 大沢　可直 中川　義也 田中　恭介 内海　俊明

川口　重光 大谷　祥人 中川　享 田中　幸二 内山　兼光

川合　教夫 大塚　英孝 中川　紗也香 田中　秀喜 内山　竜也

川崎　俊和 大庭　敏裕 中村　英賢 田中　俊彦 内藤　剛仁

川端　俊晴 大島　昇 中村　久子 田中　彰一 南舘　篤志

川田　祐一 大波加　慎一 中村　紘士 田中　智 南出　泰子

川島　圭太 大木　英史 中村　純也 田中　佑磨 南部　守

川島　智郎 大木　峻佑 中村　誠 田中　優作 楠木　泉

御寄附いただいた皆様および応援メッセージ

御寄附いただいた皆様および応援メッセージ



松本　大伸 菅野　亮

（御本人の御了解をいただいたお名前を掲載しています）

氏名（順不同・敬称略）

二宮　恵徳 武吉　賢司 牧　幸雄 野路　弘 廣瀬　浩一

二宮　生憲 武田　全弘 牧口　峰子 野澤　愛依実 廣瀬　丈巳

二村　泰寛 武田　篤義 牧田　友和 野澤　宜弘 廣瀬　知也

日隈　卓也 武田　豊 堀　茂信 矢花　億 廣正　修一

日高　文菜 武田　和大 堀　勇一 矢萩　元士 廣田　智一

日野　広太郎 武本　幸子 堀　有哉 矢野　智史 廣野　大輔

日野原　亮 伏津　塁 堀越　雅彦 柳川　恵太 櫻井　俊宏

入江　宗輔 福井　俊和 堀内　宏倫 雄谷　一郎 欅田　力蔵

入江　満 福永　圭 堀内　敦子 葉山　祐二 澤口　慶吾

馬場　英明 福山　真弓 本岡　宏司 李　洪澤 濱　孝志

馬場　重行 福山　博文 本間　克典 立川　建太 濱本　久利

馬場　俊英 福田　義之 本宮　健太郎 林　かおる 濱野　恵太郎

梅原　　史隆 福田　悟 本多　孝浩 林　広康 狹間　秀信

萩原　聡 福田　実花子 本谷　忠正 林　寿樹 礒貝　元也

萩尾　昌三 福田　真帆 本田　実 林　真也 齋藤　みゆき

萩尾　信敏 福田　和雄 本條　美和 林　真弥 齋藤　仁

畑　克直 平井　健一郎 麻植　幸恵 林　哲司 齋藤　哲世

畑佐　瑛太 平井　勝人 麻生　将史 輪木　泰之 齋藤　博愛

畠山　栄悟 平岡　有造 又木　徹 鈴木　映子 齋藤　芳英

八幡　恒二 平沢　昭久 名嘉村　真弓 鈴木　恭浩 邉見　芳樹

八幡　徹 平田　和也 名和　史紘 鈴木　健太郎 齊藤　豪

半田　誠 平本　克子 木下　昇一郎 鈴木　志帆 髙井　利夫

板沢　均 平野　広樹 木佐森　茂樹 鈴木　将敬 髙橋　葵

板木平　哲司 平野　俊樹 木船　正彦 鈴木　崇史 ライネン　勝巳

飯室　諭 平野　勇一 木村　英一 鈴木　崇之 Baral　Gopinath

飯田　和史 米山　英二 木村　雅英 鈴木　成司 Fujiwara　Kazuo

飯島　宏樹 米山　晴菜 木村　望 鈴木　伝 hayashi　hideyuki

飯嶋　義宗 米澤　竜司 籾山　栄治 鈴木　伶奈

比枝　華菜 片山　惠樹 野原　英樹 和泉　直樹

樋口　友規子 峰山　済吉 野口　友 和田　秀穂

百木田　康ニ 房本　寛 野村　亜紀 和田　裕一朗

浜崎　宏規 望月　敬士 野入　輝彦 脇川　勇生

富永　雅子 望月　正隆 野平　健太郎 鷲尾　賢一郎

富田　信也 望月　哲郎 野並　将志 國分　博希

布勢　啓人 北谷　幸彦 野本　秀 廣江　克已
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令和3年4月1日～令和4年3月31日までに17,618件、総額465,379,179円のふるさと寄附をいただきました。

（御本人の御了解をいただいたメッセージの中から抜粋して掲載しています）

メッセージ

娘夫婦が居住している市なので、住みやすく全てに充実して欲しい。

子どもが大学生の時に住んでいました。

来年こそイナズマロックフェスが開催されますように！西川貴教さんと草津市を応援しています！！

よいまちです！

草津市に三年間学生時代住ませていただきました。これからも草津市には発展していただきたいと思い寄付させていただきました。

歴史と文化が魅力の草津市の益々の発展を祈っています。

これからも頑張ってください。

障がい者の皆さんが希望が持てるよう、お役立てください。

京都からも近く、お店もたくさんあり活気があって大好きな街です。どんどん発展して関西ナンバーワンの街をめざしてください。

草津市役所の皆様、大変お疲れ様です。 電話での紹介時にはいつも親切丁寧な応対をしていただき感謝申し上げます。 毎年素晴ら

しい近江牛のお肉を美味しくいただいてます。 コロナ禍まだまだ続きますが、心折ることなく乗り切って行きましょう‼️ 寒くなって来ましたがど

うぞご自愛のほど。

畜産での温暖化対策を頑張って進めて下さい。

頑張って下さい！

子育て世代にお金をつかってください。

コロナ対応などへの医療体制の充実に役立ててください。

近江牛のさらなるブランド力向上を期待しております。

コロナに負けず頑張ってください！

BKCの卒業生です。いい街だと思います。頑張ってください。

草津市には旅行で訪れたことがあり、大変良い思い出があります。子育ての支援のために、少しでもお役に立てれば幸いです。

地元であり大好きな街です！60代になる両親にとって住みやすい優しい街となってほしいです。

頑張って草津！

少子化対策に使ってください。

イナズマロックフェスが中止になってしまいましたが、来年こそは必ず訪れます。応援してます。

健康長寿日本一を目指してください。元気な高齢者支援を希望します。

親族が今も草津市内に居住していること等により、少額で申し訳ございませんがご支援したく存じます。

草津はとても魅力的な街で、よく訪れています。

学生時代に住んでいた第二の故郷草津市を応援しています。

子供が４年間お世話になりました。

20年くらい草津市に住んでいました。

これからも頑張ってください。

「草津ものしりクイズ（超難問編1）」の企画では、大変楽しませていただきました。

４０年程前に数年間居住していました。 ありがとうございました。 今後も素晴らしい思い出の町にしてください。

都市化が進むなか、自然環境の保全に努力してください。

今年こそはイナズマロックフェスに訪れたいです。

頑張れ草津市！

地元で応援してます。

草津のメロンも美味しくて大好きです。 応援しています。

草津市出身です。がんばってください。

よく遊びに行きます 素敵な町と感じてます これからも自然を大切に守ってくださいね。

御寄附いただいた皆様、および応援メッセージ



 

 

 草津市では、御寄附をいただいた方を対象に、肉や米、野菜などの農作物や工芸品など、草津市の特産品を贈

呈しています。また、いただいた寄附金は、草津市の魅力を高め発展させるための事業に活用しています。 

■選べる使い道 

1. 福祉または医療の充実に関する事業 2. 子育て支援に関する事業 

障害のある人、高齢者、乳幼児

などの方々に充実した福祉ま

たは医療を受けていただくた

めの事業です。 

 子どもたちの心身ともに健や

かな成長と子育て家庭を支援

するために行う事業です。 

 

3. 教育環境の整備に関する事業 4. 青少年の健全育成に関する事業 

草津市内の小学校、中学校な

どの教育施設の整備を行う事

業です。（写真はグラウンド芝

生化の風景） 

 青少年の健全な成長を促す事

業です。（写真はあいさつ運動

の風景） 

 

5. 地域協働合校の理念を生かした事業 6. 歴史的または文化的遺産の保全に関する事業 

学校・家庭・地域が協働し、子

どもの健全育成と人が輝くた

めに取り組む事業です。 

 文化財の保護に係る企画、調

整、普及及び啓発等の事業で

す。（写真は国指定史跡草津宿

本陣） 

 

7. 地球温暖化防止対策に関する事業 8. 防犯防災対策に関する事業 

より多くの人が地球温暖化防

止に取り組んでいただけるよ

う、地球温暖化防止の取り組

みを推進する事業です。（写真

はゴーヤカーテン） 

 災害対策、消防団、防犯自治、

暴力追放、犯罪防止対策、犯罪

被害者対策などに関する事業

です。 

 

9. 自然環境の保全に関する事業 10. まちの魅力をＰＲする事業 

市内の自然が年々なくなって

いる現状の中、過去に損なわ

れた生態系やその他の自然環

境を取り戻し、自然との共生

を進める事業です 

 草津の魅力を市内外に積極的

にアピールする事業です。 

 

11. 市長が必要と認める事業 

市長が必要と認める事業です。 

 

 

 草津市ふるさと寄附について 

草津 

草津市役所 総合政策部 広報課 ふるさと寄附担当 

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目 13-30 

ＴＥＬ：077-561-6977 
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