


サポート基金 

皆様からいただいた寄附金は、一旦「ふるさと津山サポート基金」に積み立てた後、 
ご指定いただいた事業の財源として活用させていただいております。 

平成28年度(平成28年4月1日～平成29年3月31日)、津山市に 
お寄せいただいた「ふるさと津山サポート寄附金」は次の通りです。 

寄附総額  189,693,100円 

13,040 件のご寄附をいただきました。 

１． ふるさとの父、母 サポート事業 6,507,500 円

２． ふるさとのこども サポート事業 31,902,000 円

３． 桜あふれる 津山城整備事業 9,484,500 円

４． 誇りある 津山洋学発信事業 1,082,500 円

５． ふるさと津山の お宝サポート事業 1,317,000 円

６． 水と緑あふれる 環境まちづくり事業 12,344,500 円

７． その他 （使途を指定しない寄附） 127,055,100 円

189,693,100 円

金　額

合計

◆内訳

メ　ニ　ュ　ー

年度 積立額 活用(取崩)額 年度末残高

２０～

２５年度

２６年度 52,762,449 5,976,498 52,762,449

２７年度 163,820,023 50,000,000 166,582,472

２８年度 192,959,105 113,816,000 245,725,577

計 438,029,981 192,304,404

28,488,404 22,511,906 5,976,498

津山市 寄附者様 

寄附 

 ありがとう 
ございます！！ 応援します！ 

積立 

活用 



充当金額
　　（千円）

6,835

32,713

7,858

1,110

1,395

13,552

180,180

192

５．ふるさと津山のお宝サポート事業
　指定物件等保存事業事業
 （無形民俗文化財の伝承 等）

６．水と緑あふれる環境まちづくり事業
　地域材利用促進事業
　（地域材住宅新築、リフォーム活用助成 等）

７．その他（使途を指定しない寄附）
　給食センター管理運営費
　(学校給食センターの管理運営)

積立金利子
　教科充実事業
　(７．その他（使途を指定しない寄附）と同じ事業)

◆内訳

活用メニュー及び活用事業

１．ふるさとの父、母サポート事業
　地域公共交通運行補助
　(バス電光掲示板の設置 等)

２．ふるさとのこどもサポート事業
　確かな学力向上対策事業
　(小学校への非常勤講師の配置 等)

３．桜あふれる津山城整備事業
　津山城跡保存整備事業
　（裏中門周辺発掘調査 等）

４．誇りある津山洋学発信事業
　洋学資料館管理運営事業
　(企画展「絵画史料に見る江戸の洋楽事始」の実施 等)

津山を中心とした美作地域は、江戸時代後期から明治初期にかけて、
日本初の西洋の内科医学書を刊行した宇田川玄随（うだがわげんずい）をはじめ、
幕末の対米露交渉に活躍した箕作阮甫（みつくりげんぽ）など、
西洋の学問を学び、日本の近代化に貢献した優れた洋学者を輩出しました。

そんな先人たちの業績を広く知ってもらうため、
洋学資料館では常設展に加え、企画展の展示にも力を入れています。

平成29年度当初予算で、メニュー毎にそれぞれ次の事業に 

総額243,835,000円 
を活用させていただく予定です。 

 皆様からいただいた寄附金につきましては、 
 よりよい有効活用を図り、まちづくりに活かして参ります。 
 今後とも津山市へのご支援をよろしくお願いいたします。 



平成29年(平成29年1月1日～平成29年12月31日)に津山市にお寄せいただいた「ふるさと
津山サポート寄附金」の状況は以下の通りです。 

寄附受入額  165,888,000円 

１． ふるさとの父、母 サポート事業 3,938,611 円

２． ふるさとのこども サポート事業 18,649,222 円

３． 桜あふれる 津山城整備事業 6,655,111 円

４． 誇りある 津山洋学発信事業 811,388 円

５． ふるさと津山の お宝サポート事業 974,724 円

６． 水と緑あふれる 環境まちづくり事業 7,916,944 円

７． その他 （使途を指定しない寄附） 126,942,000 円

165,888,000 円

◆内訳

メ　ニ　ュ　ー 金　額

合計

※合計12,185件のご寄附をいただきました。



お礼品名称 提供企業 件数

1 作州津山ビール　宇宙ラベルシリーズ12本入り 合資会社　多胡本家酒造場 3,290

2 NEWピオーネ2kgといちご狩りSET まほらファーム 2,130

3
熟成アカシア蜂蜜500g、クローバー蜂蜜
500g(21058)

株式会社　山田養蜂場 683

4 うみたて、しぼりたてまほらプリンほまれJr まほらファーム 534

5
もぎたてニューピオーネ&ごろっと果肉入りジュレ
セット

まほらファーム 524

6 津山産高級大甘柿　太秋大甘柿 ドリームクリエイト　早瀬農産 506

7 剣聖武蔵　大吟醸　1.8L 難波酒造株式会社 492

8 津山城　上撰　1.8L(5本セット) 難波酒造株式会社 254

9 酵素分解ローヤルゼリーキング(560) 株式会社　山田養蜂場 238

10 押大豆シリアル・グラノーラセット 株式会社　半鐘屋 222

11
津山生まれ・津山育ち【つやま和牛】ステーキ
200g×3枚組

もりおか精肉店 219

12
山田養蜂場の酵素ビューティープラセンタドリンク
(35265)

株式会社　山田養蜂場 190

13 二年熟成天然醸造醤油詰合せ 今井醤油醸造場 173

14 はちみつ青汁(33305) 株式会社　山田養蜂場 143

15 津山産西条柿の「あんぽ柿」6個入り 田中農園 104

16
作州津山ビール　バレンタインバージョン
[宇宙ラベル&チョコビール]12本入

合資会社　多胡本家酒造場 99

17
作州津山ビール　さくらバージョン
[宇宙ラベル&さくら前線ビール]12本入

合資会社　多胡本家酒造場 96

18 津山餃子ギフトセット 株式会社　ペブルフードオペレーション 87

19 山田養蜂場の里山のあかしあ蜂蜜(3503) 株式会社　山田養蜂場 87

20 初雪の手つき餅詰合せ 武田待喜堂 82

21 蜂の子(21512) 株式会社　山田養蜂場 80

22
山田養蜂場のRJスペシャルリフト(ジェルクリーム)
×2個(21165)

株式会社　山田養蜂場 68

23 作州武蔵 純米吟醸 雄町原酒 1.8L(3本セット) 難波酒造株式会社 65

24
山田養蜂場のHLスキンケア3点セット
(ハニーラボ　パック、化粧液、乳液)(21316)

株式会社　山田養蜂場 62

25 はちみつ石鹸セット(60g×3個入×6箱)(21003) 株式会社　山田養蜂場 58

26 ビーフジャーキー、スモークドビーフ盛り合わせ 坂手牧場 57

27 紀州南高梅　はちみつ梅干800g(5832) 株式会社　山田養蜂場 57

28
山田養蜂場のDHA+EPA、ブルーベリー+ルテイン
(20966)

株式会社　山田養蜂場 56

29 酵素分解ローヤルゼリー王乳の華(991) 株式会社　山田養蜂場 54

30 山田養蜂場のしょうがはちみつ漬×4本(21176) 株式会社　山田養蜂場 52

※平成29年(平成29年1月1日～平成29年12月31日)の申込件数上位30品 



津山城は、津山藩初代藩主・森忠政が元和2年(1616)に完成させた平山城です。
明治に入ると廃城令により建物はすべて取り壊され、残った城跡は一度は荒れましたが
明治33年に鶴山公園として再出発。昭和38年には国指定重要文化財（史跡）に指定されました。

現在では日本のさくら名所100選にも選ばれ、多くの方に親しまれています。

そんな津山城をより深く知り、後世へと伝えてゆくため
津山市では資料調査や発掘調査を行い、石垣をはじめとした遺構の保存、
重要な建造物の復元などの各種保存整備事業を行っています。

森蘭丸の弟 

◆内訳

活用メニュー及び活用事業
充当金額
　　　（千円）

１．ふるさとの父、母サポート事業
　地域公共交通運行補助
　(市内循環バス（ごんごバス）運営補助 等)

6,655

２．ふるさとのこどもサポート事業
　確かな学力向上対策事業
　(小学校への非常勤講師の配置 等)

34,767

３．桜あふれる津山城整備事業
　津山城跡保存整備事業
　（裏鉄門周辺整備工事 等）

10,600

４．誇りある津山洋学発信事業
　洋学資料館管理運営事業
　(企画展「日本近代法学の祖 箕作麟祥｣の実施 等）

1,199

５．ふるさと津山のお宝サポート事業
　指定物件等保存事業
　（指定文化財周辺整備 等）

1,891

６．水と緑あふれる環境まちづくり事業
　地域材利用促進事業
　（地域材住宅新築、リフォーム活用助成 等）

15,686

７．その他（使途を指定しない寄附）
　教科充実事業
　(小中学校のパソコン教室整備 等)

42,943

積立金利子
　教科充実事業
　(７．その他（使途を指定しない寄附）と同じ事業)

75



 津山市は古くから牛馬の市が開か
れ、牛馬流通の拠点地域でした。江
戸時代の日本で肉食が禁止されてい
た際にも、滋賀県彦根市と並んで、
健康のために食べる「養生食い」が
行われたと言われています。 
 このような歴史から、津山市では
全国に知られるようになった「津山
ホルモンうどん」をはじめ、コリコ
リとした食感が楽しめる「よめなか
せ（大動脈）」、コラーゲンたっぷ
りの「煮こごり」、もも肉を中心と
した部位を適度に干した「干し肉」
など様々な牛肉文化がまちの魅力と
なっています。 
 津山で生まれ津山で育った希少な
「つやま和牛」のブランド化にも取
り組んでいますので、是非とも一度
堪能しにお越しください。 

 津山市は、奈良時代に国府・国分寺が置
かれるなど、古くから岡山県北部の政治・
経済・文化の中心的な都市です。江戸時代
には、本能寺の変で討死した森蘭丸の弟森
忠政が築いた津山城を中心に城下町を形成
しました。「日本100名城」に認定される城
郭や往時の古い町並みが残っているまちで、
春には桜が咲き誇り、訪れる人々を温かく
出迎えます。 
 また鉄道遺産も数多く残り、まちの見所
となっています。平成28年春にオープンし
た「津山まなびの鉄道館（旧津山扇形機関
車庫）」は京都の梅小路に次ぐ規模を持ち、
日本で一車両のみ製造されたディーゼル機
関車「ＤＥ50－1」を保存展示しています。
子どもだけでなく大人も一緒に鉄道の歩み
やしくみに触れ、地域の発展と鉄道の関わ
りを楽しく学べる施設として、多くの人に
親しんでいただいています。その他にも映
画「男はつらいよ」最終話の冒頭シーンの
舞台となった木造駅舎の美作滝尾駅、ラッ
セル車の向きを変えるために使用された手
動式の転車台、撮影スポットとして知られ
る松ボウキ橋梁など、県内外から鉄道ファ
ンが訪れています。 
 お近くにお越しの際には是非お立ち寄り
ください。 

☆食文化 

☆観光施設 



ふるさと納税制度を通してのあたたかいご支援、 
誠にありがとうございました。 

お近くにお越しの際は、 
是非津山市へお立ち寄りください。 

〒708-8501 
岡山県津山市山北520 
TEL (0868)32-2081   FAX (0868)32-2154 
MAIL furusato@city.tsuyama.lg.jp 


