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平成２８年度ふるさと納税　応援メッセージ

1月31日 また定住支援センターに遊びに行きます！ 北海道

1月23日
ここ数年貴町へのふるさと納税を続けています。子どもたちの声が聞こえ
る明るい街作りに役立ててください。

東京都

1月22日 微力ですが，豊富町の発展を応援します。 東京都

1月21日 北海道豊富町のふるさと振興を応援します。 埼玉県

1月21日
いつもセイコーマートの牛乳・アイスでお世話になってます。これからも安
心安全な農畜産物の生産をよろしくお願いします。

愛知県

1月20日
自然環境の保全や、より湯治客が滞在しやすい町づくりのための一助に
寄付金を使っていただければ嬉しいです。

東京都

1月20日
沿岸バスを使って、川島旅館などに訪問したいのですが、なかなかいけ
ないので寄付だけでもさせていただきます。

東京都

1月17日
昨年より完璧リピーター、アトピー性皮膚炎に朗報です。迷わず平成29
年のふるさと納税第一号です。

東京都

1月17日 頑張ってください！！ 東京都

1月17日
初めて納税させて頂きます。 北海道のチーズが大好きです。 横浜から
応援しています！ 美味しいチーズで更に素敵な町になって下さい！

神奈川県

1月16日 美味しい農産物をどんどん作ってください。 東京都

1月14日

豊富の牛乳は移動販売「モウちゃん牛乳」でよく飲んでいました。 今はセ
イコーマートの牛乳で豊富を味わっています。そんなおいしい牛乳をは
ぐくむ大自然は北海道の誇りです。 これからもおいしい牛乳と乳製品を
よろしくお願いします。

北海道

1月14日 がんばってください！ 東京都

1月12日

アトピー、脱ステの離脱症状で今回初めて豊富温泉へ湯治に訪れまし
た。短めの滞在ではあったものの、日ごとに症状が良くなっていき、豊富
温泉の素晴らしさを実感しています。今後もさらに湯治客にやさしい町づ
くりをしていただければ嬉しいです。

東京都

1月11日
家族がアトピーで悩んでいるので温泉水が目にとまりました。 ぜひ、実際
に温泉にも足を運んでみたいです。

東京都

1月11日 頑張ってください。 愛知県

1月8日 貴町のご発展をお祈りいたします． 岡山県
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1月4日

ふるさと納税を通じて、豊富町のことを初めて知りました。 アイスやチー
ズなどの乳製品が大好きなので、ますますの酪農の発展に期待していま
す。北海道は札幌界隈しか観光したことがないので、いつか家族でサロ
ベツ原野に観光に行ってみたいです。

香川県

1月1日 地方活性化に頑張って下さい。 東京都

1月1日 微力ながらお力になれれば嬉しいです。 愛知県

12月31日 少ないですが子供達に役立てて下さい 北海道

12月31日 少ないですが子供達に役立てて下さい 北海道

12月31日 環境保全をよろしくお願いいたします。 東京都

12月31日
イメージしていた北海道でした。 北海道を取り巻く環境は厳しいと思いま
すが、少しでも地域振興のお手伝いができればと思い、今回ふるさと納
税させていただきました。 ずっとずっと応援しています。

静岡県

12月31日 豊かな自然をぜひ守ってください。 東京都

12月31日 応援しています！ 大阪府

12月31日 復興頑張ってください！ 熊本県

12月31日 いつか遊びに行きたいと思います。 栃木から、車で・・・・・ 栃木県

12月31日
北海道に次行くときは必ず、行かせていただきたいと思います。よろしく
お願い致します。

東京都

12月31日 がんばってください。 兵庫県

12月31日 応援しています 東京都

12月31日 微力ながらお力になれればと思います。 東京都

12月31日 今年の冬は雪が多くて大変だと思います。がんばってください。 大阪府

12月31日 日本の子供の教育の発展に使用してほしいです。頑張ってください。 大阪府

12月31日
北海道には旅行、仕事で訪れたことはありますが、今回初めて豊富町を
知りました。 これも縁、次回に北海道に行くときは是非訪れたいです。ジ
ンギスカン大好きです。

東京都
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12月31日 父の出身地です。がんばってください！ 東京都

12月31日
初めてのふるさと納税です。 東京からは遠い北海道豊富町の美しい風
景を思い浮かべながら鹿肉を堪能させていただきたいと思います。  是
非いつか訪れてみたいです。

東京都

12月31日 北海道は遠いのですが、 また、観光で行きたいです。 広島県

12月31日 子供たちの教育の充実を希望します。 東京都

12月31日 いつか遊びに行きたいです。 兵庫県

12月31日 頑張って下さい。 愛媛県

12月31日 子供たちのために使ってください。 東京都

12月31日 地域の活性化を応援しています 神奈川県

12月31日
ふるさと納税で貴町を初めて知りました。  美味しいものいっぱいある町
ですね。  一度遊びに行きたいです。

大阪府

12月31日 温泉、効果あれば訪問したいです！ 愛知県

12月31日
一度伺ってみたいと思っています。 美しい自然との共存、頑張ってくださ
い。

東京都

12月31日 美しい自然をぜひ守ってください！応援しています。 京都府

12月31日 寄附金が次世代を担う方達の助けになれば幸いです。 神奈川県

12月31日
埼玉にセイコーマートがあり、とよとみしぼりをいつも買っていました。 セ
イコーマートが少なくなってなかなか買うことも出来ないのですが、とても
愛着のある地名を見つけて寄付させて頂きました。

埼玉県

12月31日
アトピー性皮膚炎の湯治で豊富温泉には大変お世話になりました。おか
げさまで元気で暮らしております。ふれあいセンターで食べるジンギスカ
ンが大好きでした。今年はぜひ観光で訪れたいと思っています。

北海道

12月31日 応援しています！ 新潟県

12月31日 子育てしやすい町になって頂きたいです。 東京都

12月31日

 豊富には、お世話になっている方が何人かおられます。ふるさとチョイス
で眺めていたら、懐かしい豊富をみつけ、即お願いすることとしました。 　
今もそうかもしれませんが、町の牧場で羊を飼われていましたね。その関
係で羊肉を注文させていただきました。楽しみにしております。町がさら
に発展するように応援しています。

東京都
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12月31日 近いうち北海道へ一人旅する予定、その時寄りたい街にしたいです。 大阪府

12月31日 一度訪れたことがあります。 岡山県

12月30日 一度いきたいです。 千葉県

12月30日
近隣のスーパーで買った牛乳の美味しさに驚き、地名を知りました。JR豊
富駅の喫茶店のソフトクリームも美味しかったです。また行きたいです。

三重県

12月30日
　北海道は６０数回行きましたが、御地方面へは新婚旅行で夜行列車に
乗り稚内まで行った時に通過したのみです。 　増毛駅も廃止となり、鉄
道が残っているうちに行ければと思いますが。

滋賀県

12月30日 北海道、行きたいでーす！ 遠くから応援しています！ 福岡県

12月30日 頑張って下さい。 東京都

12月30日
毎年長期休暇に温泉を利用しています。皮膚病患者の憩いの場として
発展を望みます。がんばれ。

群馬県

12月30日 おいしそうなので楽しみにしています。 愛知県

12月30日 子供の教育が日本の未来を切り開く。 茨城県

12月30日 寒い時期でいろいろ大変だと思いますが頑張ってください。 愛知県

12月30日 是非、鹿肉を食べ、温泉に入りに豊富町に伺いたいです！ 滋賀県

12月30日 豊富温泉の活性化にぜひ！ 埼玉県

12月30日
札幌駅構内で、中学生が温泉PRで一生懸命説明していた姿がとても印
象に残っています。温泉に一度行ってみたいです。

東京都

12月30日 なし 大阪府

12月30日 豊富町の発展を心よりお祈り申し上げます。 滋賀県

12月30日 がんばれ豊富町！！ 栃木県

12月30日 頑張ってください。 神奈川県

12月30日
以前に北海道に旅行に行った際、美味しいと美しい自然に出会い、以
来北海道のファンになりました。

神奈川県
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12月30日 さらなる酪農での町おこしを期待しています。 東京都

12月30日 これからも町の活性化にご尽力ください。 東京都

12月30日 まだ北海道に行った事がありません。 死ぬまでに一度行かせて下さい！ 広島県

12月30日
豊富温泉には大変お世話になりました。今後のご発展をお祈りいたしま
す。

神奈川県

12月30日 アイス楽しみにしています♪ 兵庫県

12月29日 豊富町の恵みに感謝します。 自然を守りつつ、市の活性化して下さい。 神奈川県

12月29日
以前に北海道に旅行に行った際、美味しいと美しい自然に出会い、以
来北海道のファンになりました。

神奈川県

12月29日 GanBa 豊富町！！ 神奈川県

12月29日 楽しみにしています 愛知県

12月29日 頑張ってください 宮崎県

12月29日
豊富町で生産された牛乳が美味しくて大好きです！微力ながら寄付させ
て頂きます。

埼玉県

12月29日
便利なことに慣れ切ってしまっている私たちにとって、アクセスすることに
時間がかかることを考えてもとても魅力的な町に感じられ、いつか訪れた
いと思っています。

神奈川県

12月29日 美味しい食事楽しみにしてます 千葉県

12月29日 頑張ってください。 埼玉県

12月29日 とても遠いけど、いつか行ってみたいです。 広島県

12月29日 頑張ってください 岐阜県

12月29日 応援しています！ 頑張って下さい。 兵庫県

12月29日 微力ながら、応援しております。 愛知県

12月29日 アトピー性皮膚炎の妻がいつもお世話になっています。 埼玉県
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12月28日 本当の北海道を取り戻すまで頑張りましょう！！！ 大阪府

12月28日 頑張れ豊富町 福岡県

12月28日 ジンギスカン大好きです。 いい街づくり頑張ってください！ 大阪府

12月28日 是非子供達のために使用してください。 兵庫県

12月28日 障がい者施設の応援になるので選びました。 北海道

12月28日
豊かな自然は日本の宝です。ずっと守っていってほしいです。 微力です
が、応援しています！

神奈川県

12月28日
地域産業の活性化に期待しています。 この機会に是非とも遊びに訪れ
たいと思います。

兵庫県

12月28日 自然の恵みいっぱいのアイスクリームを楽しみにしています。 大阪府

12月28日 工藤町長を応援しています。 東京都

12月28日 ジンギスカン、楽しみにしています 東京都

12月28日 子供は社会の宝。子供への教育、応援します！ 茨城県

12月28日 鹿肉、とても魅力的な返礼品ですね！ 東京都

12月28日 頑張って下さい 茨城県

12月27日
アトピーでも安心して湯治に行ける場所がある、と知れたのは魅力的でし
た。いつか直接訪れることを願いつつ、申込させていただきます。

東京都

12月27日 頑張ってくださいね 埼玉県

12月27日 どんな形であっても地方の自治体を応援できる機会に感謝です。 大阪府

12月27日 僅かではありますが、お役立て頂きたく。 東京都

12月27日
アトピー患者で、豊富温泉にとても助けられています。これからもお世話
になりたいです。

埼玉県

12月27日 前回の寄付の際の対応が素晴らしかったのでもう一度。 京都府
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12月27日 未来の子育て事業に使ってください。 東京都

12月27日
先日、温泉の水、ボディーソープ、顔のクリームのセットをいただきまし
た。とても肌がきれいになります。

東京都

12月26日 来年、ぜひ遊びに行きたいです。 大阪府

12月26日 魅力的な農産物の生産に期待しています。 埼玉県

12月26日

7年前に埼玉県に引っ越してくるまで札幌市に住んでいました。近所のセ
イコーマートで買った牛乳は豊富町の牛乳だったと思います。そのおか
げで、子供たちは元気に大きく成長しました。これからも、酪農業をはじ
め、地域の産業が盛り上がることを祈っております。頑張って下さい。

埼玉県

12月26日 北海道が好きです。 千葉県

12月26日 この寄付が、御町の教育や少子化対策に役立てれば幸いです。 京都府

12月26日
美味しそうなスイーツがありいいですね。 ポイント制も良くて寄付しまし
た。

愛知県

12月26日
情報化、オープンデータ、アーバンデータチャレンジの振興に是非使っ
てください！

神奈川県

12月26日 頑張って下さい。 東京都

12月26日 これを機に訪れてみたいです。 神奈川県

12月26日 明るい街づくりをして下さい。 兵庫県

12月26日 頑張ってね！ 大分県

12月26日 地域産業の活性化を応援したいです。 東京都

12月26日 北海道大好きです。 がんばってください！ 千葉県

12月26日 少子高齢化社会の対策に使ってください。 岩手県

12月26日

2001年に豊富町を家族で訪れました。「あしたのジョー」というペンション
で牛乳鍋をいただきました。サロベツ原野を散策しました。海の向こうの
利尻山は蓬莱山か須弥山のようでした(この旅で登りました)。思い出深い
地です。わずかな金額ですが、お役に立てていただければ幸いです。

愛知県

12月26日 学生の時に豊富温泉行きました 東京都
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12月26日 旅行で一泊しました。とてもいい思い出です。頑張ってください。 大阪府

12月26日

豊富町のお役に立てれば幸いです。 北海道の酪農製品、格別です！
大好きです！ 生産者の方々のご苦労に感謝いたします。  輸入産品に
負けず、どうか北海道の味を守ってください。  今後も選びます。買いま
す！

神奈川県

12月26日 いつまでも自然を大切に。 大阪府

12月26日

ふるさとチョイスで貴町の大変有名なアイスクリームを大変美味しくいた
だきました。とても久しぶりですし、自宅でいただくのとお店で頂いた時と
では雰囲気が断然違いますが、やっぱり美味しいですね。そこで、お口
直しにジンギスカンをいただきます。今からとても楽しみです。

東京都

12月25日 負けるな‼ 島根県

12月25日 北海道頑張って！ 兵庫県

12月25日 頑張ってください 千葉県

12月25日
情報化、オープンデータ、アーバンデータチャレンジの振興に是非使っ
てください！

神奈川県

12月25日
春に北海道に旅行してとても良いところだなと思いました。少額なのです
がお役に立てれば嬉しいです。

福岡県

12月25日 とよとみちょうがんばって下さい。 茨城県

12月25日 美しい自然をいつまでも大切に未来につなぎましょう 千葉県

12月25日 少しですが応援させてください。 北海道

12月25日 頑張ってください！ 神奈川県

12月25日 おいしいアイスクリーム楽しみに待ってます 東京都

12月25日 農業、頑張ってください。 鹿児島県

12月25日 自然豊かな北海道が大好きです 大阪府

12月25日
同じ北海道の出身です。どの町も苦労されていると聞きますが応援して
います。がんばってください！

東京都

12月25日 豊富町が元気でいる事を期待しています。 東京都
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12月25日
かつて甥が参加した北海道自然の村で豊富町を知りました。ささやかで
すが応援しております。いつか私自身も訪ねたいです。

神奈川県

12月25日 応援しています。 東京都

12月25日
以前、家族で北海道に旅行に行きました。 広くてとても周りきれませんで
したが、素敵な時間を 過ごせました。 豊富町にも、今度行ってみたいで
す。 少しですが、役立てば嬉しいです。 アイス、楽しみにしています。

東京都

12月25日 地場産業振興に役立ててください。 大阪府

12月25日 元気な姿に感動しています。 東京都

12月25日
バイクでツーリングした際に何度か街中を通った際、景観の綺麗な場所
だったと記憶しています。これからも自然との調和をとりながら発展される
ことをお祈りします。

兵庫県

12月25日 北海道大好きです 兵庫県

12月24日 いつか行きたいと思っています。がんばってください。 新潟県

12月24日 豊富町を応援できるとうれしいです 三重県

12月24日 乾癬なので試してみたいです。 東京都

12月24日 地域に活用してください 東京都

12月24日
職場の先輩が北海道出身で、ここのアイスは本当に美味しいからおすす
めだよと言われ、今回選びました。 九州の実家に送ろうと思っています。 
少額で恐縮ですが、何かに役立てば幸いです。

東京都

12月24日 昨年も寄付をさせて頂きました。少しでもお役に立てれば幸いです。 東京都

12月24日 私も道産子です。頑張りましょう！ 北海道

12月24日 温泉に入って、星空を現地で見たくなりました。 東京都

12月24日
温泉、ハム、チーズと魅力がいっぱいな町ですね！ いつか遊びに行き
たいです！

神奈川県

12月24日 応援しています！ 東京都

12月24日 頑張ってください。 愛知県

12月24日 明るい街づくりをして下さい。 大阪府



10 / 22 ページ

12月24日  魅力ある地域創り、活性化を応援します。 大阪府

12月24日 一度訪れてみたい場所。大自然を大切にしてください。 大阪府

12月23日 酪農家の方々、特に応援してます！ 神奈川県

12月23日 頑張ろー豊富 北海道

12月23日 応援しております。 大阪府

12月23日
地域の活性化のため、貢献させて頂きたいと思います。よろしくお願いし
ます。

福岡県

12月23日 子供の支援に役立ててください 宮城県

12月23日 鹿問題は深刻です。 もっと食べやすいお肉になってほしいです。 北海道

12月23日 前に旅行で行きました！アイスクリーム，最高に美味しいです。 東京都

12月23日 がんばってください。 兵庫県

12月23日 ．地域資源を活用して、産業育成に役立ててください。 茨城県

12月23日 頑張って下さい。 東京都

12月23日 寄附金を有効にご活用していただければ幸いです。 東京都

12月23日
親戚のお宅を訪ねて親切に地元を案内していただきました。素晴らしい
地域でした。

神奈川県

12月23日 地域の為に有効的に使っていただけたらありがたいです。 栃木県

12月23日 4年前にいきました。いいところです。 京都府

12月23日 頑張ってください。 東京都

12月22日

息子が地方の大学に下宿しながら通ってます。しかし、周囲にお店など
が無いため、アルバイトもままならない状況です。地方の過疎化や少子
高齢化など改めて考えさせられてますが、北海道となるともっと深刻な
様々な問題があると思います。少しですが、地域の活性化に役立ててく
ださい。

兵庫県
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12月22日 セイコーマートの牛乳愛用してます 北海道

12月22日 寒いですが体に気を付けて頑張ってください！！ 富山県

12月22日
訪れたことはありませんが、自然がいっぱいのとてもいいところだと思いま
す。 町の振興に役立ててください。

兵庫県

12月22日 豊富牛乳が好きで、小さいころから飲んでました。応援しています！ 北海道

12月22日 子育て支援の厚遇をお願いします。 福岡県

12月22日 豊富町の皆様の幸せをお祈りしています。 東京都

12月21日
福岡からは北海道の寒さは、分かりませんが、自然の豊かなところだと思
います。頑張ってください。

福岡県

12月21日
何度か訪れさせてもらってます。 いつも癒やされてばかりで、これが何か
の恩返しになればと思います。  幌延までの列車に乗り遅れたのはいい
思い出ですｗ

兵庫県

12月21日 町の運営に有意義に使ってください。 兵庫県

12月21日
息子がアトピーで温泉にお世話になりました。 今も感謝しています。 あ
の豊かな自然を大切にしてください。

埼玉県

12月21日 素敵な街づくり頑張って下さい！ 佐賀県

12月21日 学校備品の充実に使われることを希望します。 北海道

12月21日 競争が大変ですが頑張って下さい 愛知県

12月21日 地域の発展にお役立て下さい。 応援しています。 宮城県

12月21日 老人 子供に優しい町創りに頑張って下さい!!! 東京都

12月21日
子育て世代が仕事に恵まれ、シニア世代が安心して住める地域づくりに
貢献できればうれしいです。

大阪府

12月21日

私が小さな頃、皮膚疾患があればよく親に連れられて豊富温泉に通って
いました。 様々な縁があり、十数年前より豊富町に定住しました。  今
回、 熊本地震・南富良野町への早期代行支援、おハシのかけハシ物語
など、自治体担当者の努力に大変感銘を受けました。 また、学校の先生
方も保護者や地域と連携して一生懸命子どもたちのために頑張ってくれ
ています。 少ない金額ですが教育・少子化対策に関する事業に支援さ
せていただきます。 今後も継続して豊富町を応援していきます。

北海道

12月21日
アトピー持ちとしてはここの温泉にいつも助けられてます。これからも頑
張ってください。応援しております

新潟県
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12月20日
はじめてのふるさと納税です お役に立てることを望み 楽しみに待ってま
す

大阪府

12月20日 いつか訪れてみたいです。 岡山県

12月20日
若い頃、良く北海道を旅しました。 また、アニメの銀の匙が大好きなの
で、豊富町を応援したくて寄付します。

兵庫県

12月20日 頑張って下さい。応援しています。 愛媛県

12月20日
昨年に引き続き、寄付させていただきます。人口減少で非常に厳しいと
思いますが、農業およびその周辺産業は日本の礎です。がんばってくだ
さい。

愛媛県

12月20日
宗谷本線の存続が危ぶまれているようですが、貴重なインフラとしてなん
とか維持できるよう陰ながら応援させていただきます。

東京都

12月20日 地域の元気が伝わってきます 熊本県

12月20日
冬の北海道、皆様のご健康と 来年に向け、皆様のご活躍を、期待してお
ります。 良いお年をお迎えください。  今年はポイントを貯めて、来年に
返礼品を、頂きます。 宜しくお願い致します。

東京都

12月20日 旅行で来たことがあります。地域発展頑張ってください。 東京都

12月20日
いつか行ってみたいと思います。 地域が活性化されますように。 これか
らも頑張ってください！

大阪府

12月19日
豊富町には、伺ったことはありませんが、これを機会に、ぜひ暖かくなっ
たら伺いたいと思ってます。 魅力的なお礼品がある町が、羨ましいで
す。

新潟県

12月19日 だいぶ遠いけど豊富町行ってみたいです。 愛知県

12月19日 地域の活性化にお役立てください。 大阪府

12月19日 がんばれー 兵庫県

12月19日 がんばれー 兵庫県

12月19日
北海道はとても魅力のある所だと思います。 何時までも活気のある街に
して下さい。

神奈川県

12月19日 豊かな北海道の特産物を日本中に届けてください！ 埼玉県

12月19日 応援しています！頑張って下さい‼ 和歌山県

12月19日 北海道　だいすきです 大阪府
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12月19日 昨年も応援させて頂きました。魅力的な街づくりを頑張ってください。 福岡県

12月19日

10年前位に豊富温泉に泊まりました。あの頃は、レイテでフォエー豚を飼
い始めたとオーナーさんが豚を見せてくれました。今では、すっかり豊富
町の看板になったのですね。豊富町もふるさと納税で有名になりました
ね。またいつかを訪れたいです。

北海道

12月19日
北海道は旅行でたびたび訪れる土地です。これからも美しく力強い大地
を守っていってください。

神奈川県

12月19日 豊富町が今以上に住みよい町になりますように応援しています。 愛知県

12月18日 地場産業・福祉のために使ってください 大阪府

12月18日 １度豊富町にも行ってみたいと思います。 福島県

12月18日 寄付金を有効活用して下さい。 千葉県

12月18日 地域振興＆発展を応援しています。 頑張ってください！ 東京都

12月18日 行ったことはありませんが、地域振興のために頑張ってください。 埼玉県

12月18日 いつか旅行に行きたいです！ 東京都

12月18日 自然豊かな町をいつまでも維持してください。 滋賀県

12月18日
今秋北海道を訪れる事が出来ました。残念ながら豊富町には伺えません
でした。次回はぜひ最北端の地に伺いたいと思います。

神奈川県

12月18日 地域住民の方のために役立ててください。 和歌山県

12月18日 これからも美味しいジンギスカンの生産にご尽力下さい。 神奈川県

12月18日 地方を応援したいです。がんばってください。 東京都

12月18日 地域活性化につなげてください。 埼玉県

12月18日 頑張ってください。 大阪府

12月18日 頑張れ豊富町！ 栃木県
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12月18日 豊富町の乳製品がとてもおいしいです。頑張って下さい。 茨城県

12月18日 楽しみにしています。 奈良県

12月18日 がんばってください！ 東京都

12月18日
豊富留萌線に乗りサロベツ原野を訪れて、豊富町が思い入れの場所と
なり、２回目応援させていただきます。

神奈川県

12月18日 観光にも是非力をいれてください 京都府

12月17日 地元地域の産業の活性化を応援しています。 東京都

12月17日

　札幌に４５年住み、稚内に出張の折何回か豊富に寄りました。 　今年も
雪の季節を迎え白一色の果てしない天塩平野を目に浮か べ、活躍され
ている皆様を懐かしく思い出しています。 　家族で好きなジンギスカンを
味わい、ささやかな応援ができれ ば幸いです。 　皆様のご活躍と町のご
発展を祈ります。

神奈川県

12月17日 未来の子供たちのためにご使用下さい。 千葉県

12月17日
北海道には数回訪れた事はありますが、すみません豊富町のことは初め
て知りました。チーズに惹かれた訳ですが、酪農が盛んできっと雄大で
美しい町だと思います。今度は北の方にも足を伸ばしたいと思います。

埼玉県

12月17日 地方は国の根幹、大いに頑張って下さい。 埼玉県

12月17日 応援しています。がんばってください。 埼玉県

12月17日 道北がんばって！ 北海道

12月17日 引き続き日本に誇る産業を振興して下さい。 沖縄県

12月17日
行ったことがありませんが、豊富町が住みやすい笑顔あふれる所でありま
すようお祈り致します。

埼玉県

12月17日 頑張ってください 北海道

12月17日 街の発展にために大事に使ってください 福岡県

12月17日 応援しています！ 北海道の食材は何を食べても美味しいのは何故？ 大阪府

12月17日 工房レティエのみなさまのご健康をお祈りします。 東京都
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12月17日

北海道は学生のときによくバイクで周っていました。ときどきバイトもしな
がら地元にふれあい、皆さんの温かさに触れました。厳しい冬を迎えられ
ている今、少しでもお役に立てたらと思います。北海道を応援し続けま
す！

兵庫県

12月17日
国内の都道府県で唯一行ったことがないのが北海道です。 一周旅行を
したときに必ず寄ってみたいと思っています。

大阪府

12月17日 自然を多く残して下さい。 長崎県

12月17日 自然を残して下さい 長崎県

12月17日 子育て世代への包括的な支援をお願いします。 石川県

12月17日
北海道によくいきますが、大規模都市以外の自治体の知名度が高くあり
ません。 是非認知向上と観光や振興のために頑張って下さい。

千葉県

12月17日 なかなか伺う機会がないところですが応援してます。 大阪府

12月16日
とよとみ牛乳飲んでます！道外でも販売しているスーパーがあったので
大喜び！！いつかとよとみ温泉も入ってみたいなあ。

千葉県

12月16日
ふるさと納税を通じて 豊富町さんの取組を、 知ることができ、楽しみで
す。

奈良県

12月16日 豊富町の発展を祈念しています。 福岡県

12月16日 応援してます！ 宮城県

12月16日
まだ、北海道に行ったことがないので、いつか行ってみたいです。魅力あ
る町づくり、頑張って下さい。

大阪府

12月16日 ふるさと納税でよりよい地域振興してください。 東京都

12月16日 北海道大好きです。頑張って下さい。 長崎県

12月16日 ささやかですが、お役立てください 愛知県

12月16日 人口増加の政策を是非とも頑張ってください。 東京都

12月15日

障碍者の就労支援になっているとの事、是非継続して頂きたいです。 私
の介護施設でも、若者の障害者就労支援を行っております。真面目に働
いてくれるので、職員の信頼も得て、本人らも自信に繋がっているようで
す。  少額ではありますが、お役に立てたらと思います。

埼玉県

12月15日 応援してます！ 広島県
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12月15日 はじめての寄付です。遠方ですが応援しております。 兵庫県

12月14日 美味しそうです！美味しかったら、また寄付します！ 大阪府

12月14日
今では北海道の鉄道旅行もしにくくなってしまいましたが、昔、学生の頃
には鉄道を使った北海道旅行にはまり、豊富の温泉にも立ち寄りました。
素晴らしい特産品を見て懐かしくなりました。

神奈川県

12月14日
昨年おいしい特産品を返礼でいただき、またつられて寄付させていただ
きます。 わずかですが豊富町のすばらしい自然の保全に役立ててくださ
い。

滋賀県

12月14日
福祉分野、賃金だったり、サービスだったり、厳しいと思いますが、頑
張ってください（＾＾）

兵庫県

12月14日 　益々のご発展を祈念しております。 福岡県

12月14日 豊富町がお気に入りです。応援したいのです。頑張ってくださいね。 大阪府

12月14日 おいしい北海道を発信してください。 広島県

12月14日 道民として豊富町の振興を応援させて頂きます。 北海道

12月14日
北海道には何度か旅行へ行きましたが、豊富町にはまだ行ったことがあ
りません。冬の寒さは厳しいと思いますが、頑張って下さい。

山口県

12月13日 魅力的な返礼品だと思います。応援しています。 埼玉県

12月13日 頑張ってください 岡山県

12月13日 豊富町のご発展をお祈りします 神奈川県

12月13日 僅かばかりですが豊富町の活性化にお役立てください。 香川県

12月12日
北海道旅行の際に子供の頃から憧れていた豊富温泉、サロベツ原野を
訪れる予定です。ここ二、三年以内はに行きたいと思ってます。いつまで
も宗谷本線が残ること、そして町の発展を願っています。

滋賀県

12月12日 頑張ってください！ 東京都

12月12日 応援しているので頑張ってください 神奈川県

12月12日 子供が大きくなったら温泉に入りに行きたいです。 神奈川県

12月12日 頑張ってください！！過疎に負けるな！ 神奈川県
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12月12日 母が兜沼出身です。応援してます！ 東京都

12月12日 自然を維持していって下さい 神奈川県

12月12日 頑張ってください！ 東京都

12月12日 僅かですが少しでもお役にたてばうれしいです。 神奈川県

12月11日 北海道豊富町に住みたいです。 埼玉県

12月11日 空気がおいしそうですね。癒されに行きたいです 京都府

12月11日 頑張ってください。 愛知県

12月11日
鹿肉はとてもおいしいものだと思います。もっと知られてほしいと思いま
す。

兵庫県

12月11日
豊富町出身です。ふるさと納税制度の中で豊富町が活躍しておられるよ
うでうれしいです。 益々のご活躍を期待しております。

東京都

12月11日
北海道に行ったときに広いなと思いました。 冬は生活が大変なので、少
しでも役に立てば。

東京都

12月11日 子育てがしやすい地域が全国にたくさん増えてほしいと思います。 東京都

12月11日
アイスクリームが絶品です。これで3回目ですが、また来年も申し込もうと
思っています。応援しています。頑張ってください。

静岡県

12月11日
今年初めて寄附させていただきます。地域の興隆にお役立ていただけ
れば幸いです。

京都府

12月11日 健康に、安全に気を付けてがんばってください。 福島県

12月11日
豊富町は小さいながらもがんばっている自治体だと思います。 応援して
います。

北海道

12月11日 美味しいチーズ　等いつまでも作り続けて下さい 岡山県

12月11日 台風被害で大変だと思いますが頑張ってください。 大阪府

12月11日
ホームページの写真を拝見して、惹かれて納税することに決めました。い
つか訪問したいです。

東京都

12月11日
サロベツの風景は本当に素晴らしいです。美しい風景をいつまでも守っ
てください。

東京都
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12月11日
大変有名になり、道民の一人として、とてもうれしく思います。さら研究推
進を図って、豊富の○○として、本道の顔を目指してください。

北海道

12月11日 お礼の品が豊富で素晴らしいです。応援しています。 愛知県

12月11日
毎日豊富牛乳を飲んでいます。私も子ども達も美味しくて大好きです。ど
んなところで生産されているのか見てみたいので今度、豊富町にお邪魔
します！

北海道

12月11日 頑張って下さい。とよとみ町すきです。 大阪府

12月10日 豊富町の独特で豊かな自然環境を保全するためにお役立てください。 神奈川県

12月10日
寒さ厳しいとは思いますが豊富町を盛り上げて頑張ってほしいと思いま
す。

埼玉県

12月10日 素晴らしい温泉のようですね！いつか行きたいです。 長崎県

12月10日 豊富町がんばってください 神奈川県

12月10日
この寄附をきっかけに町の名前を知りました。 これから興味をもって応援
していきたいと思います。

神奈川県

12月10日
北海道の素敵な大自然は日本の宝です。大事に守ってほしいなと思っ
ています。

東京都

12月10日
豊富温泉でお世話になりました。体調もずいぶんよくなり、忘れがたい素
敵な思い出ができました。有難うございます。

大阪府

12月10日
チーズが大好きです。 これからも、美味しいチーズ作り、頑張ってくださ
い。

鹿児島県

12月10日 いつか訪れたいです。 福岡県

12月10日 魅力あるまちづくり期待しております！ 山口県

12月10日 頑張ってください(^ ^) 佐賀県

12月10日
ジンギスカン、とても美味しかったです。 これからもよろしくお願いいたし
ます。

大阪府

12月9日
最北の温泉郷、豊富温泉。 地道に努力して頑張ってますよね。ずっと応
援してます！！

三重県

12月9日 豊富温泉が懐かしい。 北海道
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12月9日

豊富町のことは失礼ながら、今回初めて知りました。 ホームページを拝
見し、牧場、温泉と私の大好きなこと・ものを産業とされていることから、応
援したくなりました。 人口が減少傾向にある中、労働力の低下など色々
問題があるかと思いますが、ITなどを駆使して地場産業を盛り上げて
いっていただければと思います。（私がIT屋さんなので）

神奈川県

12月8日
豊富温泉水がふるさと応援品になってるとは！ 豊富町の宝ですね。 地
域振興応援しています。

兵庫県

12月8日 ジンギスカンおいしそう！ 東京都

12月8日
いつか遊びにも行きたいと思っております。お役立ていただければ幸い
です。

東京都

12月8日 少ないですが、有効に使用して下さい。 愛知県

12月8日 災害からの復興を心から応援しています。 東京都

12月8日
とよとみアイスクリームは、家族皆が大好きな品です。これからも応援して
います。

東京都

12月8日 大自然の味を楽しみながら、 いつか訪れたいと希望しています！ 福岡県

12月8日 豊富町のみなさん！これからも地域発展のために頑張ってください！ 大阪府

12月7日 自然との共存頑張って下さい。 群馬県

12月7日 より良い町作り頑張ってください。 神奈川県

12月7日 今まで一度も訪れたことがありませんが、是非、訪れてみたいです。 愛知県

12月7日 これからも頑張って下さい。 いつか豊富温泉に行ってみたいです。 兵庫県

12月7日
北海道は青春の一ページです。何度訪れたことでしょう。 しばらく行けて
いませんが、これを機に訪れたいと思います。

千葉県

12月7日 こちらのアイス、すごく好きで美味しいです。 東京都

12月7日 豊かな農産物をずっと継続されるよう期待します。 岐阜県

12月6日
役場の職員の皆様、これから大変なシーズンを迎えることかと思います
が、風邪などを召されないように頑張ってください。

和歌山県

12月6日 豊富町の美味しいを全国に届けてください。 大阪府
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12月6日 魅力ある町作りをしてください。 埼玉県

12月6日
私も温泉旅館で働いておりますが　油を含んだ温泉と いうものを初めて
知りました。 届くのが楽しみです！

三重県

12月6日 妻の父の出身地です。とても愛着があるようです。 北海道

12月6日 がんばってください 東京都

12月6日
少しばかりですがお使いください。豊富温泉には是非行ってみたいと思
いました。

東京都

12月6日 頑張ってください 茨城県

12月6日 頑張ってください 東京都

12月6日
セイコーマートのとよとみ牛乳を日ごろ飲んでおります。これからもおいし
い産物をおつくりください。

茨城県

12月5日 少ない金額ですが有意義に使っていただけると幸いです。 神奈川県

12月5日 家族で近いうちに訪問したいと考えています。 東京都

12月5日 いろいろ迷いましたがとても美味しそうなので選びました。 神奈川県

12月5日
魅力ある特産品や観光資源をこれからも大切にしていただきたいと思い
ます。

福岡県

12月5日 応援してます。 東京都

12月5日

もう30数年前になるでしょうが、学生の頃、北海道をバイクで1周した時、
兜沼でキャンプさせていただきました。その際、北海道開発庁の方も来ら
れており、その方々にジンギスカンをふるまっていただきました。とても美
味しく、今でも、いい思い出です。 また、元気なうちに訪れさせていただ
きたいと思っております。

京都府

12月5日
北のはて、中々寄せて頂けませんが、乾癬の治癒に期待しており、こう
いった返礼品は有り難く存じます。またポイント制で貯めておけるのは重
宝致します。今後とも頑張って下さいませ。

京都府

12月5日 頑張ってくださいね！！ 愛知県

12月4日 美味しいものを内地に発信してください。 栃木県

12月4日 温泉最高です！ 北海道
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12月4日
お礼の品に惹かれてふるさと納税させていただきましたが、いつかご縁
があって、訪れることができるとうれしいです。

東京都

12月4日 北海道大好きです 奈良県

12月4日 昨年もおいしいプリンをいただきました！ 東京都

12月4日 少子化対策に役立てていただけたら幸いです。よろしくお願いします。 大阪府

12月4日 これからも頑張ってくださいね。 福岡県

12月4日 応援しています。 東京都

12月4日
北海道、色々と報道で大変だと思いますが、食に関しては本当に感謝し
ております。北海道様様です。 美味しい食材を今後ともよろしくお願いい
たします

愛知県

12月4日 サロベツの自然をいつまでも守ってください。 東京都

12月4日
南国に住んでる者にとって北海道は永遠に憧れの土地です。豊富町は
訪れたことがない町ですが、いつか行ってみたいです。

沖縄県

12月4日
子供が乾燥肌なので温泉に連れていきたいと思っています。有効にお
役立てください。

東京都

12月4日 地域の発展を応援します。 大阪府

12月4日 少ないですが、介護事業のためになれば幸いです。 大阪府

12月4日 活性化を期待しています！ 広島県

12月4日 GANBARE NIPPON 大阪府

12月4日 お役に立てていただけると嬉しいです。 愛知県

12月4日 少しですがお役に立てればと思います。 神奈川県

12月3日 大自然を生かした産業振興に取り組んでください。 愛知県

12月3日 セイコーマートで、たまにですが、豊富3.5牛乳を買っています。 北海道

12月3日
歴代最高得点の更新、酪農家さんの意欲が伝わってきました。少しでも
応援になれればと思います。

東京都
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12月3日 地域を活性化させ、少子化対策に力を入れてください。 新潟県

12月3日 よりよい街づくりを実現して下さい 東京都

12月3日
豊富町はふるさと納税で注目されていると聞いています。 工夫次第で小
さな自治体も寄付金を集めることができるんですね。 来年は是非温泉に
行ってみたいと思っています。

北海道

12月3日 北海道大好きです 大阪府

12月3日

先日のふるさとチョイスアワードに参加させて頂き、寄付させて頂こうと思
いました。感動のお話有難うございました。 どうぞ豊富町のためにお使
いください。 ブログを書いているのですが、以前紹介させて頂いておりま
した。 http://ameblo.jp/furusatobanzai93/entry-12104162409.html  次
回はまた温泉の話なども合わせて紹介したいと思います。

東京都

12月2日 酪農の振興、頑張ってください。 千葉県

12月2日 去年も頂き、とても美味しかった。 京都府

12月2日 応援しています 徳島県

12月2日 工藤町長を応援しています。 東京都

12月2日 動物保護などに役立ててください。 大阪府

12月1日
アトピーで以前に川島旅館さんにお世話になりました。 お陰さまで完治
に近い状態までになり豊富温泉には感謝しています。 今度は新しくなっ
た豊富旅館に遊び行きたいと思います。 ありがとうございました。

東京都

12月1日
　今回のふるさと納税で、初めて豊富町のことを知りました。このご縁を大
切にして、応援して行きたいと思います。

広島県

12月1日 豊富町がより一層住み良い町になることを願っています。 神奈川県

12月1日 豊富町万歳！ 兵庫県

12月1日 少子化対策頑張ってください。 東京都
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