


令和元年(平成31年1月1日～令和元年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」の状況は以下のとおりです。

寄附受入額　　262,586,000　円

１．  ふるさとの父、母サポート事業 6,522,678 円

２．  ふるさとのこどもサポート事業 36,436,004 円

３．  桜あふれる津山城整備事業 10,201,178 円

４．  誇りある津山洋学発信事業 827,754 円

５．  ふるさと津山のお宝サポート事業 1,754,428 円

６．  水と緑あふれる環境まちづくり事業 13,234,504 円

７．  その他（使途を指定しない寄附） 193,578,454 円

８． 災害緊急支援寄附金（※） 31,000 円

262,586,000 円

メ　ニ　ュ　ー 金　額

合計

合計19,257件のご寄附をいただきました。

◆内訳



充当金額

　　（千円）

2,999

17,250

10,239

534

690

7,897

126,844

172

166,625合　計

４．誇りある津山洋学発信事業

　洋学資料館管理運営事業
　(洋楽資料館企画展の開催 等)

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

 （指定文化財修繕 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

 （津山圏域クリーンセンターの実施する環境学習 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

　(安全安心でおいしい学校給食の提供、食育の推進　等)

積立金利子

　(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

　(路線バス発着案内 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

　(英語力向上事業 等)

３．桜あふれる津山城整備事業

　津山城跡保存整備事業

 （津山城もみじまつりの開催 等）

森蘭丸の弟

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、後世へと伝えていくため、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。
また、どなたでも楽しめる公園としての機能向上のための事業も
行っています。



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。

令和２年度(令和2年1月1日～令和2年12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」は次のとおりです。

寄附総額　　180,618,157円

11,429 件のご寄附をいただきました。

寄附者様

寄附

　ありがとう
応援します！

積立

活用
津山市

年度 積立額 活用(取崩)額 年度末残高

２０～

２８年度

２９年度 166,182,063 243,835,000 168,072,640

３０年度 161,498,043 160,992,000 168,578,683

令和元年度 262,581,846 166,625,000 264,535,529

令和２年度 171,158,069 264,535,000 171,158,598

計 1,199,450,002 1,028,291,404

438,029,981 192,304,404 245,725,577

１．  ふるさとの父、母サポート事業 5,472,000 円

２．  ふるさとのこどもサポート事業 21,556,400 円

３． 桜あふれる津山城整備事業 6,483,500 円

４．  誇りある津山洋学発信事業 656,500 円

５．  ふるさと津山のお宝サポート事業 1,251,083 円

６．  水と緑あふれる環境まちづくり事業 8,125,500 円

７．  その他（使途を指定しない寄附） 127,147,157 円

８． 新型コロナウイルス感染症対策事業 9,926,017 円

180,618,157 円

◆内訳
メ　ニ　ュ　ー 金　額

合計



※令和2年(令和2年1月1日～令和2年12月31日)の申込件数上位30位

お礼品名称 提供企業 件数

1 早起き農家の直送便　ニューピオーネ2kg まほらファーム 2,989

2 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 1,406

3 津山黒豚餃子　96個 株式会社　ペブルフードオペレーション 711

4 剣聖武蔵　大吟醸　1.8L 難波酒造　株式会社 645

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 593

6 NEWピオーネ2kgといちご狩りSET まほらファーム 379

7 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 277

8 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 257

9 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 241

10 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 238

11 津山城　上撰　1.8L(5本セット) 難波酒造　株式会社 231

11 二年熟成 天然醸造醤油詰合せ 今井醤油醸造場 231

13 押大豆シリアル・グラノーラセット 株式会社　半鐘屋 206

14 津山黒豚餃子　48個 株式会社　ペブルフードオペレーション 178

15 酵素分解ローヤルゼリーキング (560) 株式会社　山田養蜂場 152

16 はちみつ青汁 (33305) 株式会社　山田養蜂場 124

17 津山産強力粉セット 株式会社　半鐘屋 110

18 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 101

18 作州津山ビール　宇宙ラベルシリーズ12本入り 株式会社　多胡本家酒造場 101

20 KOROKUセルビッチデニム　K-7　トート　(濃紺×ヌメ革) 有限会社末田工業所 95

21 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 94

22 山田養蜂場の酵素パワー蜂の子 (21512) 株式会社　山田養蜂場 86

23 “着る岩盤浴”BSファイン快眠マスクセット(Lサイズ) 加茂繊維　株式会社 67

24 高そうな感じの食パンミックス　(純国産オリジナル) 株式会社　半鐘屋 66

25 津山産西条柿の「あんぽ柿」6個入り 田中農園 65

26 作州津山ビール　宇宙ラベルシリーズ10本入 株式会社　多胡本家酒造場 61

27 ゆずハニードリンク×4本(21025) 株式会社　山田養蜂場 57

28 山田養蜂場のプロポリス300×2本 (21224) 株式会社　山田養蜂場 56

29 山田養蜂場のグルコサミン&コンドロイチン×3本(21268) 株式会社　山田養蜂場 54

30
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 49



充当金額

　　（千円）

5,472

21,606

6,533

656

1,252

8,175

127,460

171,154

５．ふるさと津山のお宝サポート事業

　指定文化財保存修理事業

 （指定文化財の伝承、指定文化財修繕補助 等）

６．水と緑あふれる環境まちづくり事業

　津山圏域資源循環施設補助事業

 （環境学習講座、リサイクル事業の推進 等）

７．その他（使途を指定しない寄附）

　学校ＩＣＴ環境整備事業　等

　(小・中学生のタブレット端末活用環境整備　等)

合　計

◆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

　公共交通の整備・利便性向上対策

　(ごんご・支所間バス運行補助金 等)

２．ふるさとのこどもサポート事業

　まちなか子育て支援拠点事業

　(子育てひろば、一時預かり 等)

３．桜あふれる津山城整備事業

　津山城イベント等誘客促進事業、津山城跡保存整備事業　等

 （津山城もみじまつりの開催、二の丸東側石垣修理 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
　(津山洋楽資料館の整備、企画展の開催 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。

令和３年度の予算では、次の事業メニューごとに

総額　171,154,000　円
を活用させていただく予定です。

誇りある津山洋学
発信事業



　津山市は、岡山県の北部、津山盆地とその周
辺から成り立っており、北は鳥取県と接してい
ます。古くから県北地域の中心地域であり、和
銅6年（713）の美作国成立時には現在の津山市
総社に国府が置かれました。江戸時代には津山
城の城下町となり、当時の遺構や古い町並みも
残っています。津山の名前の由来は、津山藩初
代藩主の森忠政が津山盆地中央の鶴山（現在の
鶴山公園に城を築き、それを津山と改めたのが
始まりとされています。

　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。

◆食文化

◆津山市について

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。

◆鉄道遺産

津山市では古くから和牛の繁殖農家が多く、全国の
ブランド和牛の元となる子牛を出荷してきました。
そんな技量ある畜産農家の間で徐々に「自分たちの
手でブランド牛を育てたい」という思いが芽生え、
2014年に「つやま和牛」の肥育が始まり、2016年4
月に初出荷を迎えました。販売指定認定店の目印は
「つやま和牛」のロゴマークの幟です。

◆津山の自然

　津山市は自然豊かな町です。
森家二代目藩主長継が京都から作庭師を招いて
作らせた廻遊式の庭園で、京都御苑内にある仙
洞御所を模したものといわれています。明治3
年に「衆楽園」として命名されました。島の配
置や水面に映る島影の美しさ、四季折々の樹木
の枝ぶりにも、京風の洗練された美を感じるこ
とができます。また、落差50ｍの岩盤に布を広
げたように落ちる水が美しい「布滝」や横野川
上流にあり、それぞれに滝壺を持った一の滝、
二の滝、三の滝からなる「横野滝」、桜やアジ
サイ、牡丹や紅葉など季節ごとに美しく豊かな
自然が訪問者を魅了します。



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、
ぜひ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


