
・活気ある別府に〜 

・頑張ってください。 

・旅行で行きました！また行きたいです！ 

・別府は近いので、いつでも立ち寄れる魅力ある街にしてもらいたい。 

・大分の温泉・焼き物・食べ物が大好きで、良く旅行に行かせて頂いておりますので、このようなお

礼の品は大変助かります。 これからも魅力的な観光資源を守り続けて下さい！ 

・別府を離れてみて、別府の魅力がよくわかりました。 別府の良さを、どんどん発信してください。 

・日本を代表する別府温泉の未来が、いつまでも明るいものでありますようお祈り致します。 

・これまで何度か観光で訪れたことがあります。 別府をますます魅力的にしていってください 

・別府温泉を昨年も利用しました。 

・がんばってください 

・親が転勤族で下げ賢人なのに九州にはいろいろ行きました。大好きな街です。 

・頑張ってください。応援しています。 

・延岡市出身です。応援しています。 

・日本人にも観光で楽しめる町作りをお願いします。 

・頑張ってください。 

・別府大好きです。何度も行っています。  

・別府市が祖⺟の実家です。ますますの発展を祈願いたします 

・観光地としての面白さはピカイチです 



・また、遊びに行かせていただきます 

・いつも良い温泉をありがとう 

・別府温泉大好きです。 

・温泉県の観光のメッカとして頑張ってください。 

・別府市のご発展を祈念しております。 

・子供が学生時代を別府で過ごした関係で何度か訪れました。 今では、すっかり街が好きになり、

温泉目当てで時々出かけます。 地震は大変でしたね。応援しています。 

・家族がマンションを所有しており 20 年以上、年に何度も訪れている大好きな街です。 

・世界に誇る温泉の街別府を世界にもっとアピール出来る様に海外との交流事業をもっと積極的に

進めて頂きたいと思います。 

・好きな温泉地なので応援しています。 

・別府温泉が大好きです。 

・今後益々の観光資源を活かした街づくりを楽しみにしています。 

・出来れば家事代行月１３時から１６時家事木曜日１２時から１６時  無理ならコンシェルジェに 

別府の温泉は素晴らしいです。また行きたいと思います。 

・youtube で温泉遊園地の動画を見させていただきました。楽しみにしております。 

・別府 大好きです 

・別府 また行きたいです 

・別府市の発展と市⺠の皆さまの平和を祈ります。 



・ふるさと納税が活用できるとわかり、ワンランク上の別府旅行になるのが楽しみです。 

・私の生まれた故郷、別府市大好きです‼ 

・地震で被害を受けた箇所の修復や安全対策に使っていただければと思います。 

・先日、観光で別府を訪れとても気に入りました。 日本一の温泉都市として益々発展させてくださ

い。 期待しています。 

・湯〜園地 期待しています。 

・ふるさと別府 応援しています。 

・さらに良い観光地にしてください。 

・温泉を守っていきましょう。 

・別府市のさらなる発展を祈念いたします。 

・息子が大学でお世話になった事で、私も何度か別府を訪れました。 温泉最高！人柄最高！雰囲気

最高！ 息子同様、私も第二のふるさとになりました。 別府がもっともっと元気になりますように、

応援したいと思います。 

・湯〜園地 おもしろい発想バンザイ 市⻑さん頑張ってください。応援しています。 

・別府には年に数回行って別府の魅力を満喫させてもらってます。ますます、その魅力を高めて下

さい、応援してます。 

・これからも素晴らしい町を築き上げて下さい。 

・これからも町の発展のために頑張ってください。 

・楽しみです！ 



・応援してます。 

・湯〜園地みたいなお礼品は斬新で特別感がありとても魅力的だと思います。またこういう企画が

あれば応援したいです。 

・初めてな大分旅行、温泉、関あじ、関さば、高千穂、楽しみです。町の発展期待してます。 

また観光に行きます！  いつまでも魅力的な街でいてください。 

・別府温泉大好きです。がんばってください。 

・一度大分を訪れたいと思っていました。 少しだけですが，復興の支援になればと思います。 

・今回は湯園地に参加いたします。楽しみにしています。 

・別府に温泉旅行に行きます！ 

・面白い企画ですね‼ 楽しみにしています‼ 

・昨年も別府に行き、温泉三昧を楽しみました。今年ラクテンチ、7 月 31 日は 4 歳の娘の誕生日な

ので、娘のバースデープレゼントにするつもりです。 

・温泉宿泊施設が増える様にしてほしい 

・熊本からです。 九州山地を挟んで正反対ですが、数年前に 30 年振り大分旅行をし、改めて大分

別府の良さを肌で感じました。 旅館が立ち並ぶ別府も震災の影響をかなり受けられたと思いますが、

恵まれた観光資源を活かして今後も頑張ってください！ 

・7 月 30 日楽しみにしています！ 

・とても楽しみにしています。よろしくお願いします。 

・別府大好きです。頂いた宿泊券を使って温泉旅行するのを楽しみにしてます。 



・別府温泉 もっともっと魅力を全国的にアピールしてください！ 応援しています！！ 

・こちら方面では、入手しやすいとは言えない、かぼす。 健康に良いと聞き、納税させていただく

ことにしました。 

・この週末２度目の別府旅行をしました。相変わらず美しく美味しく楽しい温泉町、またさらにパ

ワーアップした別府を訪ねたくてふるさと納税させていただきました！ 

・7/19〜21 に大分に旅行に行きます。 別府の杉の井ホテルに宿泊します。 すごーく楽しみです^^ 

温泉天国の別府市応援してます！ 

・別府地域の温泉街が昔のように繫栄し、多くの人が 来てくれるよう知恵を出して下さい 

・北海道出身なので温泉王国に親近感を抱きます。 

・⻑野市⻑様  日本一のリゾートを目指して頑張って下さい。     

・若く行動力ある市⻑を応援しています。 

・以前、大分旅行をした際に、北国ではとれないかぼすが豊富にあって羨ましく思ったことがあり

ます。大分旅行の思い出も含めて、ふるさと納税を利用させてもらうことにしました（昨年に続い

て２回目です）。 

・夏休みに宿泊券を使って別府に家族旅行をしようと思っています。 楽しみにしています。 

・大分市出身です。湯〜園地の映像を拝見して、子供のころ連れて行ってもらったラクテンチを楽

しく思い出しました。湯〜園地が、いらした方の楽しい思い出になりますよう、ご成功を⼼より応

援しています。 

・毎回、夫の同窓会に同伴参加させてもらってます。こんな人柄の別府が国際的なのでしょう。 



・自然が豊富な大分県の子供の健全な育成にご努力お願いいたします。 

・魅力的な温泉地があり大好きです。 震災等で大変なこともあるかと思いますが応援しています。 

・別府には行ったことないのですが、 いつか行ってみたいと思う温泉地のひとつです。 応援して

おります。 

・泥湯の温泉守って下さい。 

・素敵な温泉地で、人も素晴らしく大好きな場所です。更なる魅力あるまちづくりの一助になれれ

ば嬉しいです。また遊びに行きたいです。 

・少しですが、お役立てください。 

・以前、仕事で住んでいました。なつかしいです。魅力ある町づくり頑張ってください。 

・わずかですが、地震に負けない安全なまちづくりのお役にたてると嬉しいです。 

・別府へは年２回以上３泊くらいで旅行に行きます。もっともっと温泉の地を活かしたイベント、

例えば温泉祭りなど年１回じゃなく、３回くらいあってもいいのではと思います。 

・毎年別府に宿泊しています。より魅力的な観光地となることをお祈りいたします。 

・別府の復興（特に北浜温泉エリア）を応援しています。 

・別府温泉には 行ったことがなく 是非行ってみたいです この度は少しだけ温泉気分です いつ

か訪れる日が 楽しみです 

・頑張って下さい。 

・別府の宝、「温泉」をずっと守っていってください。 

・身内が住んでおり幼少期から何度も訪れた別府の繁栄をお祈りします。 



・昨年度も別府市からふるさと納税で頂いた、ざぼんとざぼんサイダーがとても美味しかったです。 

今年度も楽しみにしております。 

・政府がお礼の品の返礼率を下げようとしていますが、高い税金を払わせるだけ払わせて僅かな納

税者の楽しみまで奪おうとする見識を疑います。是非、政府の勤労意欲を無くさせるような働きに

屈せず、魅力のある返礼を用意して頂きたいと思います。別府にはよく旅行させてもらっているの

でふるさと納税でさらに旅行する機会を作ってもらいたいです。別府市頑張れー！ 

・別府温泉は我が家のお気に入りの立ち寄り先です。 

・⺟の死去に、際しましては、別府市の方々にお世話になりました。少しばかりのお礼の気持ちで

す。とても素敵な人ばかりです。大好き別府市！ 

・ふるさと別府の発展を願ってます。 

・別府は親の出身地で大好きな場所です。 祖⺟が亡くなり、行く機会も減りましたが、このような

形で関われることうれしく思います。 子ども関係の仕事をしているので、使い道を選ばせていただ

きました。 これからも変わらず素敵な街であり続けてほしいです。 

・妻の祖⺟の家が愛媛県⼋幡浜市にあるので、船で別府に行ったことがあり好きになりました。（ち

ょうどシャーロットちゃんがニュースになっていた時期で、高崎山自然動物園でテレビ局にインタ

ビューもされました（笑）） 今年も⼋幡浜から船で別府に行く予定でいます。 楽しみにしています！ 

・九州地方の豪雨被害、この度は大変でしたね。 ⼼を痛めております。 少しずつでも復興をお祈り

申し上げます。 

・児童相談所、とりわけ一時保護所の運営費等に活用してほしいです。 



・別府大好き！！ いつ行ってもホッとできる街でいてください♪ 

・元気でいきいきした別府のために、ことしも応援しています。 

・『湯〜園地』またやってください。応援しています。 

・別府が好きでよく訪れています。 これからね魅力的な街づくりをされてください。 

・さらに魅力的な観光地にしてください。 

・これからもよろしくお願いします。 

・これからも利用しますのでよろしくお願い致します。 

・素晴らしい温泉に癒されます。 

・お礼の記念品は、いただきません。平成 29 年 7 月 30 日に国東市で開催された第 7 回龍神サマー

フェスティバルに出演して昨年に続き優勝し、賞金を得ましたので、その分を寄附するものです。 

・湯園地すてきです。 

・湯園地がんばれ 

・8/5 から、８/13 まで。娘が帰省するので、それまでに送って頂けると嬉しいです  別府は友達の

実家があるので、応援しています 

・いまだ風評被害があると知りました。 福岡に住んでいた時に、何度か訪れたことがありますが、

とても素敵な土地でした。 大変ですが、頑張ってください。 

・別府の温泉が大好きです！ 

・湯〜園地面白かったです。あのような楽しい企画をまたお願いいたします。 

・魅力的な温泉文化を大切に維持頂ければと思います 



・別府温泉が大好きで、毎年お伺いしています。いつまでも魅力ある温泉地であることを願ってい

ます。 

・毎年夏休みに別府に行くのが楽しみです。 これからも頑張って下さい。 

・別府は何度も行ったことありますが、魅力のある土地だと思っています。色々な災害もあります

が、同じ九州として頑張っていきましょう！ 

・何度か旅行で訪れています。 いいところですね。がんばってください。 

・杉乃井ホテルさんには昨年お邪魔して家族でファンになりました。別府をますます発展させてく

ださい。 

・別府へは何回か行ったことがあるし、また行きたいと思っています。がんばってください。 

・大分県出身です。義⽗⺟が毎月別府に行っています。温泉など素晴らしい観光資源を活かしてま

すます発展していくことを期待してます！ 

・別府は大好きです。応援してます 

・行橋別府 100 キロウォーキングへ 3 度目の参加をさせていただきます。毎年ゴール後、別府の温

泉宿で養生させていただいています。今年もお世話になる予定です。  素晴しい大会と別府市のま

すますのご発展を願っております。     

・自然災害で大きな被害を受けた県で有名な観光地でもあるので、今後も頑張って下さい。 

・小さいころのことが懐かしく思い出され、通った学校や住んでいた地域を時々訪れています。商

店街に活気が戻るといいなと思いながら。毎年足を運びたくなる魅力的な街づくりをお願いします。 

・歴史ある別府の温泉町を保護し、かつ盛り上げてください。 



・別府の温泉事業が活性化すると嬉しいです。 

・九州は地震や豪雨災害で大変と聞きます。妻と話し合い「今年は九州旅行」と決めました。10 月

上旬に別府温泉へ行きます。別府市ふるさと納税でのお礼の品「宿泊補助券」は大変助かります。災

害に負けず頑張ってください。 

・毎年、別府大分マラソンで別府に宿泊しています。来年も伺います。 

・いつも面白い企画を考えてくださるのが素晴らしいです。 姉がそちらに住んでおりいつも応援し

ています。  ブランデーケーキやロールケーキなど美味しいお菓子もお礼の品に入れてくれると嬉

しいなと期待しております 

・別府の湯は、とても質がよくとても気に入っています。 福岡からも利便がよいのも、魅力です。 

これからも町おこしで、観光スポットふやしてほしいです。 

・温泉町別府が大好きです‼ 

・今度旅行でお伺いします。楽しみです。 

・私は、大分市生まれです。子供の頃は、別府市の町はとても有名な町でした。もっと日本一の温泉

をアピールしたらと思います。 

・祖⺟が住んでいます。 別府市が安全安⼼な街づくりを進めてくださることをお祈りいたします。 

・別府が大好きです。 また帰省します！ 

・親類が住んでおり幼少の頃から何度も滞在しております。町の安全対策の一助になれば幸いです。 

・次世代育成にお役立てください。 

・毎年、子供の誕生日に合わせて別府で宿泊しています（福岡県在住）。自分の子供たちが大きなっ



てもいまの魅力がなくならないように温泉等の資源観光を一緒に守りましょう。 

・地震の影響で大変だったと思いますが、頑張って下さい。 

・毎年、家族で子供の誕生に合わせて宿泊しています（福岡在住）。 このすばらしい温泉資源を子供

たちの代までつなげていって下さい。 

・家族で旅行に行くのが楽しみです 

・温泉資源を将来につなげましょう！ 

・大分市に住む両親と一緒によく遊びに伺っています！ これからも観光業の発展に期待していま

す！ 

・温泉の魅力を発信してください。 

・応援しています 竹製品頑張って下さい 

・これからも地域の発展・振興に頑張って下さい。 

・息子が大学でお世話になりました。 温泉良し！人柄良し！気候良し！で、我が家で別府は第二の

ふるさとと思っています。 そんな特別なまちなので、応援したいと思いました。 

・温泉は日本の宝です。維持をお願いいたします。 

・⻑野市⻑さんが、色々と子どもが喜ぶ企画をしてくださるので、別府市に住んでよかったと思っ

ています。 

・ぜひ訪れてみたいです。 

・別府大好きです。ラクテンチにも、いきたいと思います。 

・別府が大好きで、夏休みには必ず東京から泊まりに行っています。そして、毎日必ず高崎山のﾌﾞﾛ



ｸﾞを見ています。うみたまごもよく行きます。今まで泊まった温泉の中でやはり別府の湯の効力は

圧倒的です。これからも、世界に誇る別府の温泉文化をたやさないようにして下さい。ずっと応援

しています。 

・別府は温泉よし、食よしで年に 3 回くらいは行っています 

・別府の温泉は宝です！私が一番大好きな町です！ぜひ別府の温泉を盛り上げるために使っていた

だきたいです。 

・若い世代の人たちも楽しめるようなおしゃれなカフェを増やして欲しい。道が狭いが、それを利

用して裏道の隠れやな店をオープンして欲しい。駅前の錆びれが目立つ。もったいない。関⻄から

せっかく安く別府に行けるのに一度行ったら二度は行かなくなる。リピーターが来るように温泉の

効能も目につくようにわかりやすく説明した方が良い。 

・去年はインターネットに対応していなかったようでしたが、 ふるさとチョイスが使えるようにな

って、気軽に利用できるようになったと思います。 ラクテンチの企画など、色々と新しい挑戦をさ

れていて、 地元がニュースになると嬉しく思います。 これからも地域の活性化を応援しています。 

⽗方が別府出身で、私自身も本籍を別府市に置いております。 子供の頃からの思い出も多い別府が、

今後も活気ある市でありますよう祈っております。 

・先日、旅行で行きました。食べ物も温泉もとても良かったです。 

・別府が大好きで毎年行っています。 これからもぜひ訪れたいです。 

・別府最高！ 

・かるかん 貴重です！ 続けてください。 リピートいたします。必ず！ 



・別府の町が活気有り、住み良い所であるように願っています。 

・閉鎖的な市政ではなく、時代にあった市政を期待します。 

・市政運営大変とは思いますが頑張ってください。 

・別府は数年行けていませんが、アートに興味があるのでイベントなどまた行けたらと思っていま

す。 

・よりよい街づくりをして下さい。 

・地域は異なれど気持ちは通じてます。 

・より良い観光都市になって下さい 北浜の活性化を願います。 

・別府温泉大好きです。 別府応援しています。 

・別府市だいすきです。 魅力的な街づくりをお願いします。 

・同じ九州人として別府市を応援します！ 

・湯〜園地も楽しませていただきました。豊かな温泉資源を活かす素晴らしいアイデアですね。元

気な別府を応援しています。 

・年に数回、温泉巡りを楽しんでいます。高齢化や震災の影響で閉鎖される共同浴場がありますが、

共同浴場文化の継承にもふるさと納税の寄附金をお使いいただければと思います。 

・先日別府を初めて旅行で訪れ、別府の素晴らしさを知りました。しかしながら、別府の良さをすべ

て知れたとは思いません。今回、ふるさと納税を通じて、別府の良さをさらに知るべく応募させて

いただきました。 

・鉄輪温泉に以前行ったことがあり蒸し料理がおいしかったです。 応援しています。 



おります。 

・子供が APU に通っています。別府の懐の深さ、人々の優しさに日々感謝しております。家族も数

え切れないほどの素晴らしい別府の湯に癒されました。こちらで人生の大切な時を過ごせたことを

誇りに思います。まさに、ふるさとです。これからも変わらぬ別府であって欲しいと願う別府ファ

ンの 1 人です。これからも応援しております。 

・新婚旅行で湯布院を訪れました。み次郎柿が美味でした。 

・恵まれた自然や温泉があり、食べ物もおいしい！いつか別府に行ってみたいと思っています。こ

れからも、頑張ってください。 

・大分県の花火業者さんは、全国でも有数な美しい花火を作ります。是非とも観光資源として盛大

に展開してほしいです。 

・別府市を応援しています。 

・がんばろー 

・魅力的な別府の良さを生かして、頑張ってください。 

・子供達がＡＰＵでお世話になっています。それまで行ったこともなかった別府、今では大好きな

街です。またお邪魔するときに使わせていただきます。 

・自分がこれから別府に移住する機会はないと思いますが、いつまでも住みやすい土地であってく

ださい。 

・別府温泉は大好きです。末永く人気の温泉地で有り続けることを願っています。 

・いつか訪れてみたいと思います。応援しています！ 



・祖⺟が住んでいる別府が好きで、応援しています。今年で 2 回目の寄付です＾＾これからも魅力

的なまちづくり、お願いします！ 

・温泉を活かした地域の活性化をがんばってください。 

・⽗が別府市でお世話になりました。僅かですが、別府市の繁栄にお役にたてればと思います。 

・別府温泉は大好きなので よく利用します。 全国に別府温泉の魅力が もっと知れ渡るように 頑

張って下さい。 

・⽗の出身地です。 温泉県、がんばってください。 来年は法事で行きます‼ 

・別府で生まれました。ますますの発展を応援しております。 

・別府健康マラソンで去年に引き続き今年もメダルを頂きました。別府とは相性がとても良いです。

走って食べて温泉巡りと素敵な別府が大好きです。 

・日本一の別府の湯、色んな温泉に行きましたが、本当にいい温泉ですね。  この素晴らしき湯けむ

りの町が益々発展しますよう！！ 

・APU に通っておりました。4 年間生活し、大学も別府市もさらに大好きになりました。また何度

でも帰ってきたいと思っています。少しでもお役に立ちましたら、幸いです。 

いつか行ってみたいです。 

・別府頑張れ！私は 4 年間 APU 大学で留学し、今東京で働いています。またいつか別府に遊びに行

きます（＾＾） 

・浜⽥市⻑の思いを引き継いでください 

・前回は地獄蒸しプリンと地獄蒸したまごを頂きました。別府の空気も一緒に送られてきて嬉しか



ったです。とても美味しくて感激でした。そして、このメッセージに対する⼼温まるお返事をあり

がとうございました。金額が少なくて申し訳ないくらいです。別府は一年を通して最高の場所だと

思っています。今度はお米を大切に幸せにいただきます！これからも良い意味で変わらない別府を

応援しております。 

・古き良きリゾートとしてのたたずまいを残してください。  なお、この申し込みはクレジット決

済が不調であったので再度申込みをしています。 

・大好きな別府。人も街も温泉も料理も全てにおいて私の⼼を癒してくれます！いつも本当にあり

がとう❤ 

・以前旅行でうかがいました。また、ゆっくり行きたいです。 

・子供がハーモニーランドの魅力を楽しんでいて毎年旅行で行っています。  これからも楽しくて

素敵な町づくりをお願いいたします。 

・いつか移住したいと思う大好きな別府の、更なる発展を願っております! 

・わずかではありますがお役に立てば嬉しいです。 

・頑張ってください 

・妻の⺟親は別府市出身で今も健在です。妻が自治体など確認しないで商品を見てこれと指定しま

した。 楽しみに待っていますので、よろしくお願い致します。 

・別府大分毎日マラソンに毎年参加しており、毎年、宿泊補助券を利用しています。返礼率が４割か

ら３割に変更になったとのこと残念です。フルポのルルブを利用した宿泊補助は、４割５分の返礼

がありますので、３割の返礼は魅力に欠けると言わざるを得ません。総務省の通達とのことですが、



他自治体で変更しているところは少数派と思われます。来年以降も利用したいと思っていますので、

再度、見直しをご検討ください。 

・大分県＝おんせん県を定着させていただいた別府市。貢献度は高いと思います。これからもがん

ばってください。 

・大分の人の勧めで使ったカトレアの醤油。それから大好きです。 

・温泉の町別府。一度行ってみたいです。  

・日本を代表する観光地として、魅力ある街づくりに取り組んでください。 

・別府温泉が好きです。復興を応援しています。 

・観光客受け入れだけに目を向けるのではなく 別府の自然環境を大切に守ってほしいです。 

・大好きな別府がいつまでも魅力ある観光地であり続けてほしいです。 

・別府市が良い街になりますよに。 子どもが別府市⺠になるかもなので、よろしくお願い致します。 

魅力ある地域の発展に役立てて下さい。 

・キスマイの二階堂くんが別府に行ったので 今年旅行に行き、ぜひ別府市にふるさと納税したいと

思いました。温泉気持ちよかったです。 

・先日、別府市に行きました。美味しい食べ物に温泉と、歴史を感じさせる建物などを探訪し、ゆっ

たりのんびりできました。 別府の温泉資源を活用し、日本人の⼼のふるさと的存在であり続けてく

ださい。また遊びに行かせていただきます。 

・別府は昨年秋に旅行し、とても気に入りました。 

・別府は義⽗⺟の出身地で、今も時々訪れます。近年知人が別府で交通事故で亡くなり、大変ショッ



クを受けました。観光地としてもとても魅力的な町ですので、子供やお年寄りも安⼼して歩ける、

安全な町づくりを期待しています。 

・別府温泉に行った事がなく、はじめての別府温泉にいけるのを楽しみにしています。 毎年ふるさ

と納税で温泉に行きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

・別府市は年に数回寄せて頂きますが、大変人も人情味があり優しいです。 何より温泉が最高に気

持ち良く入らせて貰ってます。 ただ、駅前からのメイン道路や飲食街に活気がもう一つ有りません。 

頑張って活性化して下さいませ m(_ _)m 

・来年 1 月に行きます！ よろしくお願いします！ 

・別府の温泉は一番のお気に入りです。さらに魅力ある都市にしてください。 

・別府温泉が好きでよく利用しています。こへれを使って  行くのを楽しみにしています 

・面白い企画・行動力で、活力ある自治体だと思います。今後も新しい企画でみんなを元気にして下

さい。 

・素晴らしい温泉と共同浴場をいつまでも残してください。 

・子供のみライのためにお願いします 

・別府市を、応援していきたい❗ 

・益々魅力あふれる別府市となりますようにお祈り申し上げます。 

・温泉が最高に気に入ってます❗ 

・別府大好き。温泉は日本一です。また温泉にいくために補助券にしました。温泉文化をもっと広め

てくださいね。 



・別府が大好きです。温泉も、食事も楽しめます(o^^o) 

・最近の別府市の広報、イベントは魅了的です。温泉の魅力を全国に広めてください。 

・今年、家族で別府温泉に旅行に行きました。お米とお料理がとてもおいしくて感動しました。また

遊びに行きます。これからも観光事業頑張ってください。 

・別府は、住んでみたいと思うぐらいお気に入りです。海があって、山があって、四季を楽しめる

し、肉料理も魚料理も魅力的です。温泉だけじゃない！別府をもっともっとアピールしてほしいで

す。 

・名実ともに、世界一の温泉都市別府を不動のものにしてほしいと願っています。⻑野恭紘別府市

⻑の市政を真剣に応援します。 

・九州の温泉が好きです。 基本海辺の温泉は肌に合わなくカサつくことが多いのですが、別府のお

湯は大丈夫でした。とてもうれしかったです。 こまめに訪れたいと思っておりますので、ますます

の発展を願っています。 

・宿泊できるのを楽しみにしております。 

・どうもありがとうございます。宿泊が楽しみです。 

・ふるさと納税制度を知らない方がまだまだ多いので勉強会などをしてほしいです。 

・お礼の品で旅行が出来ると子供達も大喜びです。 

・高速道路が整備され山口からのアクセスが大変よくなりました。子供たちも別府温泉に入れるこ

とを楽しみにしています！ 

・娘が APU で 4 年間お世話になりました。別府に行く機会が何度かあり、応援したい街だと思いま



す。 

・まだまだ素敵なお礼の品を楽しみにしてます 

・以前訪れて大好きな場所の１つです。 この先、また何度でも訪れたいので、観光整備のお役に立

てるのなら嬉しい限りです。 

・大分出身の友人がおり災害に⼼を痛めていました。 ⼼ばかりですが、大分県内で何ヵ所か寄付で

きればと。 温泉が好きなので、いつか訪れたいと思っています！ 頑張ってください。 

・別府大好き！ 

・別府温泉は最高ですよね❗ いつも、お休みの時は、遊びにいきます❗� 

・がんばってください 

・家族で別府温泉に行くのをいつも楽しみにしています。家族で楽しめる街づくり、頑張ってくだ

さい。 

・ますますの発展を願っております。 

・児童相談所、特に一時保護所の運営の経費等に使用して頂きたいです。 

・別府は遠く、行ったことはありませんが、温泉で有名ですね。ホームページを拝見し、温泉だけで

なく、海だったり、山だったり、自然も沢山あって魅力的です。いずれ九州には行きたいと思ってい

たので、是非寄ってみたいと思いました。 

・今後の益々の発展に役立ててください。 

・お役立て頂ければ幸いです。 

・時間が少しでもあれば別府へ行ってます。 おかげで子供も別府が大好きになりました。 これか



らもずっと観光客に優しい街でありますように。。。 

・今年、別府市に旅行をし、素晴らしい温泉、景色、食べ物を体験させて頂きました。 感謝の想い

と、これからも魅力的な別府市を保つために、わずかばかりですが寄付させていただきます。 

知人を別府市内での交通事故で亡くしました。交通事故の無い、安全な町にする為に役立てていた

だきたいです。 

・北九州市から近いので、疲れが溜まったら、いつも別府の温泉で命の洗濯をして、リフレッシュさ

せてもらっています!!古い温泉も多いですが、ずっと続いて欲しいので、お手入れ等々頑張って下さ

い!! 

・是非、観光にいきたいものです。 地域をもりあげがんばってください。 

・唯一無二の温泉、素敵な地域を維持して欲しいです。 

・大分県出身者です。どんこが大好きです。 

・アルゲリッチ音楽祭、続けてください。 遠くなかなか足を運べないのですが。 

・妻の実家が近いので応援しています。 

・自分が子供のころから旅行で行っています。これからもまた行きたいと思える所であり続けて下

さい。 

・もっと活気のある別府に再生してください。もっとお客さん呼べるはずです。 

・昨年に続き、今年も寄付させていただきます。 少しでも地域のためになれば幸いです 

・別府は大好きな温泉地 頻繁に活用していますので、もっと魅力のある観光になるように希望しま

す 



・全国⺠と一緒に頑張りましょう 

・外湯のいい温泉をずっと残してもらいたいです。温泉は日本の文化です。 

・子どもの頃行きました。 

・東京にいながらにして、別府温泉の湯につかれることを楽しみにしています。 

・若い人材が生きいきと輝ける国際都市になってください。 

・義⺟が別府市住んでいます。 

・温泉でとても有名な別府ですが，魅力を発揮し続けていくのは大変だと思います。応援していま

す。 

・九州には一度も行ったことがなく、未知の世界です。 こちらの東北とはまた違った場所に行って

みたいと思っております。 温泉も好きなので、行く機会があればいいなとずっと思っておりますが

なかなか難しいのが現状です。 でもいつか必ず行きます！！ それまで住みよい街に、これからも

どんどん発展していってほしいです。 

・別府市に観光に行くと癒されます！これからも、頑張ってください。 

・主人の実家が別府市です。いつも実家に帰ると温かい温泉でゆっくりのんびりさせて頂いてます。

別府観光に少しでも協力出来ればと思い寄附をさせて頂きました。 

・有機コーヒーを探していましたが、別府は小さい頃に何度か行って思い出があるので選ばせてい

ただきました。 またいつか行きたい場所リストのひとつですので応援しております。 

よりよい街づくりをして下さい。 

・別府にはよく訪れています。 本当に素晴らしい街ですね！ これからも応援します！ 



・すばらしい温泉を生かした街作りを応援しています！ 

・子どもたちのために使ってください。 

・もう他界したおばあちゃんが、大分県出身です。いつか大分県に行ってみたいです。 

・こどもに優しい街を造ってください。 

・別府大好きです。 応援しています。 

・毎年の旅行で行っています。いつまでも 「また行きたい」と思える温泉リゾートであって下さ

い！ 

・来年もまた旅行で行ける事を楽しみにしています。 

・親の出身地です。良い別府市になることを願っています。 

・「湯〜園地」プロジェクト、圧巻でした。 市⺠の皆様の共感がなければ実現できなかったこと。 

別府市の皆様の地元愛に感動しました。  お礼の品利用で恐縮ですが、是非とも伺います！ 

・梅園温泉の復興等、温泉事業に使って頂ければ幸いです。 

・もっと町全体の活性化を期待します。 

・九州在住の際はよく伺っていました！別府のお湯は最高！食材も豊富で魅力的な街です。頑張っ

てください！！ 

・別府温泉は大好きです。頑張ってください。 

・市⻑さん頑張って下さい！ 

・仕事の関係で大分県に３年ほど住みました。温泉が豊かで、ユニークなまちづくりが魅力の別府

市には、その頃ファンになりました。これからも前向きな地域づくりを薦めてください。 



・すでに全国でも有数の温泉地ですが、さらなる発展を期待しています。 

・政府の方針でお礼の品(宿泊補助券など)の割合が減り、大変残念に思います。以前と変えないで頑

張っている市もありますので、今後、その地域に納税しようかと検討しています。別府市はとても

好きな自治体だったので、大変残念です。 

・頑張ってください！ でも、お礼の品(宿泊補助券など)の割合が減ったのは、とても残念です。 

・現役時代から仕事、行楽と年に数回は訪れていました ふるさと納税を通して御地の益々の発展を

祈りあげます 

・別府はいいお湯でした！たくさんの人に行ってもらいたいです！ 

・温泉すきです いい町にしてください 

・頑張れ別府、盛り上がれ別府！ダンシングオールナイト！ 

・別府には、知り合いがいること、夏の家族旅行で滞在したこと、会社の同僚が大分県出身等、馴染

み深いことから、寄付を考えました。地域の魅力を全国に発信し続けてください。 

・祖⺟が別府に住んでいます。 人も温泉もいいところで、大好きです。 ますますいい街になってく

れるように寄付します。 

・また別府に行ける日を楽しみにしています。 

・もっと魅力のある観光地を目指してください。 妻の実家なので応援しています。 

・別府に観光に行く予定です。 楽しみです。 

・これからも期待しています。 

・もっと選べる品物があるとよいと思います。 菊屋は？ 



・復興に向けて頑張って下さい。 

・今度こそ泊まりに行くぞーおおおおおー 

・街の発展の為に寄付します。 頑張ってください。 

・私のふるさと別府のご発展を祈念しております。 

・別府市と別府⼋湯温泉道、別府⼋湯温泉町名人会を支援しております。梅園温泉の復活再生も祈

念しております！ 

・大分出身の先輩からカトレア醤油を頂き、そのおいしさにハマってしまいました。全国展開して

いただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。 

・何度も別府に来たいと思えるような魅力のある街にして下さい。 

・別府の温泉が好きです。 いつまでも自慢の観光地でいて欲しいです。 

・少しでも、役に立てれば幸いです。 

・大分別府は昔から旅行で何度も訪れていてとてもなじみのある町です。大好きな別府の町のため

有意義にご活用いただけますと幸いです。 

・ぜひぜひ、別府の町を盛り上げてください。 

・文化芸術地域の歴史等を地域資源として益々活性化する事を期待しています 

・幼少時に曾祖⺟の家に行き、美味しいお魚を食べて、地獄巡りをしたこと、ぼんやりと覚えていま

す。お陰か、今でもお魚大好きです。また、いずれ訪れたいと思っているので別府市をより良くして

いってください。 

・別府大好きです。また行きたいです。 



・いい温泉、美味しい食事。別府大好きです。 恩泉の企画も感動しました！ これからも、ステキな

観光地として、ロケーション、温泉にこだわった自然あふれる街づくり頑張ってください。 

・塩釜焼は、いちど食べてみたかった食品です。魅力的な商品ありがとうございます。 

・昨年 12 月 24 日に別府温泉鉄輪に宿泊しました。温泉も食事もよくまた行きたいと思います。来

年は花火に合わせていきたいと予定しています。 温泉バスも当地域にも来てほしいと楽しみにして

います。 

・海と山に囲まれた町、いまは離れた場所にいますが、いつか住みたいと思っています。応援してい

ます。   

・いつまでも魅力ある温泉街で 

・⽗の出身地なので、良い街にして下さい。 

・昔旅行に行って良い思い出ができました。 地震等大変だったでしょうが頑張ってください。 

・温泉の香りが漂う別府を応援します！ 

・親戚がほとんど大分だから応援してます。 

・以前、地獄めぐりの時に、地獄プリンを食べて、また、食べたいと思ってたので、即、購入しまし

た。 

・昨年１１月より毎月、大阪府岸和⽥市から別府まで…さんふらわあや、飛行機で湯巡りに来てま

す。おかげで別府⼋湯温泉名人になり。 たくさんの友達ができました。 別府⼋湯温泉名人会にも

入会し、まさに第二のふるさとです。 別府のみなさんのために寄付します。 

・今年の 11 月に仕事で初めて別府に伺いました。 場所毎に独特の雰囲気を持つ温泉と美味しい食



事で、オフタイムを満喫出来ました。ありがとうございます。 入浴のお作法を優しく教えてくれた

日の出温泉のお⺟さん達への感謝の気持ちを込めて、ささやかながら納税させていただきます。  同

行した同僚は、ひょうたん温泉の言い伝え通り、8 のつく日に良いことが起こりました。 2 泊だけ

でしたが、思い出話の尽きない最高の出張になりました。 今度は旅行で伺いたいと思います。 

大分県はとても好きな場所で、別府も含め頻繁に遊びに行っています。 大好きな場所が、これから

も素敵な場所であるようにと願ってます。 

・以前、旅行で別府市に行って以来、大好きな地になりました。いつまでも素敵な別府市であり続け

て欲しいので微力ながら応援させていただきます！ 

・地震の復興支援に少しでも役立ててください 

・別府が大好きで別府⼋湯温泉名人になりました。 別府が大好きで毎月ヒマがあれば行きます。 別

府の人たちが大好きで癒されてきました。 だから恩返ししたいんです。  

・別府へは是非行ってみたいです。そして、温泉に入りたいです。 

・観光頑張って下さい。 昔の賑わいを取り戻して下さい。 

・別府の温泉大好きです。もっと充実させて 

・湯治宿の HP が宿によって差がありすぎてわかりにくいです。 

・独創的で魅力的な取り組みに感⼼しております。応援しております。 

・別府が古き良き街並みや風習を大切にしつつ、ますます魅力的な温泉地になることを願っていま

す。 

・⽗が別府育ちで、子供のころから別府には学校の休みを利用して毎年行きました。幼少時の別府



は観光客がいっぱいで、本当に賑やかな楽しい街でした。 大阪から北浜に着く船から目にした別府

…湯煙のがる街の光景は、今も目に焼きついています。別府が大好きです。 観光の町として、魅力

的な住環境の街として、 別府がまた活況な街に復活することを切に願っております。 

地域活性化に向けがんばってください。 

・別府の温泉に憧れて、三年前から別府の旅行を楽しみに毎日、働いています。 夏の湯〜園地に埼

⽟から行きました。たまたま、市⻑さんにお会いして感動しました。来年も何かの企画を期待して

います。 

・別府また行きたいです。 

・効率よくご活用いただければ幸いです 

・いつまでも素敵な観光地であってください‼ 

・失礼ながら，これまで別府市には，温泉というイメージしかありませんでしたが，今回のふるさと

納税を通じて，街や特産品の魅力を知りました。もっとアピールして活気のある街にしてください。 

・別府温泉最高。 これからも応援します。 

・別府市⻑の⻑野は別府⽻室台高校の私の同級です。 彼の市政改革を応援しています。 

・以前住んでいました。妻の出身校も別府です。帰省の際はいつも遊びに行っています。町の魅力ア

ップに少しでも貢献できると嬉しいです。 

・市⻑頑張れ！ 

・別府市の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

・別府市⻑大分県発展のために頑張ってください！ 



・別府は昔から今も大好きです！！観光事業をもっと進めて頂ければ幸いです。 

・出身地とまでは言えませんが、⺟の郷⾥が別府のため、別府生まれです。 関東ではなかなか売っ

ていませんが、子供たちにもざぼんを食べさせたく、届くのが楽しみです。 親戚も住んでいますの

で、近いうちに行きたいと思います。 

・別府市、とくに鉄輪温泉は大好きな場所で、年に何度も訪れています。震災の際には、宿泊客が私

一人という時もありましたが、最近は外国人の観光客も多く、賑わいを取り戻した感じがして嬉し

い限りです。鉄輪の風情のあるところを気に入っていまので、このまま残して頂ければと思います。

宿泊補助券、常宿にしている陽光荘さんの年賀状で知りました。早速、今月、訪れることにします。 

・旅行で訪れて以来、別府が大好きです。 

・温泉 PR がんばってください。 

・機会があれば、是非、別府温泉に行ってみたいです。 頑張ってください。 

・100 キロウォークでいつもお世話になっています。ありがとうございます。 

・別府温泉の魅力をもっともっと全国に広めてください。 応援しています！！ 

・家族みんな別府が好きです。 わずかばかりの寄付金ですが、お役に立てたら嬉しいです。 

・ささやかですが、応援させていただきます。 

・温泉楽しみにしてます 

・美しい自然が保全されますよう、寄附します。 

・自然と温泉を活かしたくつろげる素晴らしい観光都市になってほしいです。 

・インスタグラムのミツコさんという方がカトレア醤油を紹介されていて、もしかしてふるさと納



税にないか・・！？ と検索してみたらあったので頼んでみました！ 卵かけご飯で食べれるのを楽

しみにしています！ 別府は有名なので、いつか旅行にいきたいと思います！ 

・温泉の別府が昭和の時代のように以上に繁栄しますように。豊前市の出身です。 

 


