「ふるさと納税普及啓発月間」（８月）の普及啓発活動 実施予定一覧

自治体名

北海道

沼田町

活動内容
【ホームページ】
町のふるさと納税募集ページ
「（https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/ujj7s300000019lf.html）において、ふるさと
納税特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図り、ＰＲする。
【広報誌等】
町の広報誌「広報ぬまた」において、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、町民に対して啓発・普及を
図る。

北海道

【独自の啓発活動】
東川町 公共施設にて、パンフレット設置等による、ふるさと納税の普及活動を行う。

北海道

【ホームページ】
増毛町 増毛町のふるさと納税ホームページ「増毛町 頑張れ増毛応援寄付」（https://furusato-mashike.jp/）
のトピックスにて、ふるさと納税月間に関する内容を掲載し、周知を図る。

北海道

北海道

【ホームページ】
遠別町ふるさと納税ページ「遠別町ふるさと納税まちづくり応援寄附金」
遠別町 （http://www.town.embetsu.hokkaido.jp/docs/2017022300016/）において、「ふるさと納税月間」を周
知する。
【広報誌等】
上士幌町の広報誌において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理
念や趣旨を伝え、町民に対して啓発・普及を図る。
上士幌町
【独自の啓発活動】
地元新聞社に対し、ふるさと納税月間の開始を発信し、ふるさと納税の理念や趣旨の理解を呼びか
け、記事掲載を依頼する。
【ホームページ】
町HP（http//www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/gyoseijoho/zaisei/kifukin/）にも広報誌同様の内容を掲
載し、ふるさと納税の理念や趣旨を啓発・普及を図る。

北海道

池田町 【広報誌等】
町の広報誌「広報いけだ」において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納
税の理念や趣旨を伝え、池田町民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。

北海道

【ホームページ】
足寄町 足寄町ＨＰにおいて、（http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/furusato/furusatotop.html）ふるさと納税
の仕組み等を周知する。

青森県

【独自の啓発活動】
年間100万人弱の観光客が訪れる当町では、観光シーズン本番となる8月にあわせて、観光・宿泊施
深浦町 設にふるさと納税PRチラシを配布することで、観光客や帰省者に対してふるさと納税の普及・啓発を
図る。
【ホームページ】
県の公式ホームページ「けんぜいねっと」において、ふるさと納税月間について周知し、ふるさと納税
の理念や趣旨について理解を図る。

岩手県

岩手県 【独自の啓発活動】
・県内ラジオ（IBCラジオ）及び当県広聴広報課ツイッターにより、当県ふるさと納税制度及びふるさと
納税普及啓発月間の紹介を行い、ふるさと納税の普及を図る。
・当県アンテナショップ（東京・大阪・福岡）で、ふるさと納税のPRチラシを配布し、周知を図る。
【ホームページ】
市のふるさと納税特設サイト「湯沢市ふるさと輝き寄附（ふるさと納税）サイト」
（http://www.city-yuzawa.jp/furusato/）
において、ふるさと納税月間ページを作成しふるさと納税の理念や趣旨の周知を図る。

秋田県

湯沢市

【独自の啓発活動】
①市公式Facebookにおいてふるさと納税月間を紹介し、ふるさと納税の理念や趣旨の周知を図る。
また、ふるさと納税応援メッセージの募集について掲載し、応募を呼びかける。
②JR湯沢駅内の観光案内施設にふるさと納税啓発チラシ、、ふるさと納税応援メッセージ募集チラ
シ、ふるさと納税PRのぼりを設置しふるさと納税の普及を図る。
③８月中に発送する返礼品にふるさと納税応援メッセージ募集チラシを同梱し、応募を呼びかける。

自治体名

活動内容
【ホームページ】
県のふるさと納税募集ページにおいて、ふるさと納税月間の広報を掲載、ふるさと納税の理念や趣
旨について周知を図る。

山形県

山形県

【広報誌等】
県のメールマガジンにおいて、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の
理念や趣旨を伝え、広く啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
①県庁ロビー及び各総合支庁、東京事務所にふるさと納税啓発チラシを設置し、ふるさと納税の普
及を図る。
②花笠まつりの前日に開催される観光物産市においてふるさと納税啓発チラシを配布しふるさと納
税の普及を図る。（８月４日）
③東京銀座のアンテナショップにおいて、ふるさと納税啓発チラシを設置し、ふるさと納税の普及を図
る。
【ホームページ】
山形市公式ホームページ「なんたっすやまがた」（http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/）で、ふ
るさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

山形県

山形市

【広報誌等】
市の広報誌「広報やまがた」8月15日号で、ふるさと納税月間の開始を発信し、ふるさと応援メッセー
ジ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【ホームページ】
市のふるさと納税募集ページ(http:/www.city.yonezawa.yamagata.jp/1550.html）において、ふるさと納
税月間に関するページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

山形県

山形県

山形県

【広報誌等】
米沢市 市報において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨を伝
え、米沢市民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
市役所１F市民ホールにふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集チラシを設置し、応募を呼び
掛ける。
【ホームページ】
酒田市 酒田市の参加しているポータルサイト内の自治体ページに「ふるさと納税普及啓発月間」と表示し、
周知を図る。
【ホームページ】
天童市 市のふるさと納税特設サイトにおいて、ふるさと納税普及啓発月間についてを掲載し、ふるさと納税
の理念や趣旨について周知を図る。
【ホームページ】
市のふるさと納税特設サイトにおいて、ふるさと納税普及啓発月間についてを掲載し、ふるさと納税
の理念や趣旨について周知を図る。

山形県

【広報誌等】
舟形町 ８月のふるさと納税月間の周知とふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募
を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
舟形町では8月に成人式があるため、その際にふるさと納税の理念・趣旨や制度内容をＰＲする。
【ホームページ】
市公式ホームページ上において、ふるさと納税月間の創設について掲出を行い、ふるさと納税の理
念や趣旨について周知を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。

茨城県

古河市
【独自の啓発活動】
随時、寄附者とのコミュニケーションの中で周知を行う。
（例：対応メールの署名欄などに、ふるさと納税普及啓発月間であることの表記を追加する）

自治体名

活動内容
【ホームページ】
市ホームページにふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知
を図る。

茨城県

茨城県

北茨城市

【独自の啓発活動】
市外からもたくさんの誘客がある北茨城市夏の一大イベント市民夏まつりにおいて、自治体連合の
チラシを配布する。

【独自の啓発活動】
「ふるさとと納税月間」及び「ふるさと応援メッセージ全国コンクール」募集案内
市内公共施設に月間PR及び募集案内チラシ（ポスター）を掲示し，ふるさと納税の啓発とともにメッ
守谷市
セージの募集を図る。
※PDFチラシを拡大して掲示
【広報誌等】
「広報さかい」において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理念や
趣旨を伝え、境町住民および帰省者に対して啓発・普及を図る予定。

茨城県

境町

【独自の啓発活動】
ふるさと納税について紹介したうちわを作成し、町内で行われる花火大会や祭り等で配布をする予
定。花火大会の参加者は年々多くなっており、多くの人にふるさと納税の理念や趣旨の理解を呼び
かけることができる。
【ホームページ】
町ホームページにおいて、ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合への加入と自治体連合
の趣旨、取組み事業などについて掲載し、町は、自治体連合を通したふるさと納税の健全な発展に
取組む旨、周知を図る。

栃木県

那須町HPアドレス
那須町 cms.town.nasu.lg.jp/index.html?id=1
【広報誌等】
町広報紙において、平成29年度のふるさと納税寄附状況や取組内容について周知するとともに、ふ
るさと納税の健全な発展を目指す自治体連合への加入と自治体連合の趣旨、取組み事業などにつ
いて掲載し、町は、自治体連合を通したふるさと納税の健全な発展に取組む旨、周知を図る。

群馬県

【ホームページ】
中之条町 中之条町HP内において、ふるさと納税月間お知らせページを作成し、ふるさと納税について周知を
図る。
【ホームページ】
市HP内の“がんばる”輪島応援寄附金（ふるさと納税）のページ
（http://www.wajima.ishikawa.jp/docs/2016121500037/)において、周知を図る。

石川県

輪島市
【広報誌等】
市内全世帯に対し関係資料を回覧し、帰省者に対し周知を図る。
【ホームページ】
県のふるさと納税募集ページ「ふるさと福井応援サイト」
（http://info.pref.fukui.jp/rousei/furusato_ouen/）において、ふるさと納税月間特設ページを作成し、
ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
【広報誌等】
県の広報誌「県政広報ふくい」において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさ
と納税の理念や趣旨を伝え、福井県民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。

福井県

福井県
【独自の啓発活動】
①お盆期間中の８月１２日～１４日夜、福井県庁舎に縦２６ｍ、横１５ｍの「ふるさと納税月間」ポス
ター画像を大型プロジェクターにより投影。
②首都圏等にて放送中の「しあわせになるラジオ」（パーソナリティ：パトリック・ハーラン氏〔ラジオ日本、ＦＢＣラ
ジオ〕）において、ふるさと納税月間をＰＲ。（７月３０日）
③福井県立恐竜博物館においてふるさと納税啓発チラシを配布するとともに、ふるさと納税ブースを
設置しふるさと納税の普及を図る。（お盆時期）
④地元メディアに出演してふるさと納税月間の開始を発信し、ふるさと納税の理念や趣旨の理解を
呼びかける。（ラジオ、テレビ）

自治体名

活動内容
【ホームページ】
敦賀市ホームページにて、8月の「ふるさと納税普及啓発月間」の開始と、その理念や趣旨について
発信する。
また、「ふるさと応援メッセージ全国コンクール」の実施について掲載し、応募を呼び掛ける。

福井県

【広報誌等】
敦賀市 敦賀市広報誌「広報つるが」にて、「ふるさと応援メッセージ全国コンクール」に関するお知らせを掲
載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
敦賀駅、市庁舎及び市内温泉施設「リラ・ポート」のデジタルサイネージに、お盆の帰省時期に合わ
せて、帰省者に向けたふるさと納税啓発のメッセージを掲載する。

福井県

【ホームページ】
小浜市 小浜市のふるさと納税特設ＨＰにおいて、昨年度の寄附の状況や使途について周知を行うとともに、
ふるさと納税月間に関するＰＲを行う。
【ホームページ】
勝山市の公式ＨＰに、「ふるさと納税普及啓発月間」として、ふるさと納税の理念や趣旨について周知
を図る。ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。

福井県

勝山市

【広報誌等】
市の広報に、8月のふるさと納税月間の開始を発信。ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、福井県民
および帰省者に対して啓発・普及を図る。
【ホームページ】
鯖江市のＨＰ内にふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知
を図る。

福井県

福井県

鯖江市 【独自の啓発活動】
①お盆の帰省期間に合わせてＪＲ鯖江駅やハピテラス、高速道路ＳＡで、ふるさと納税啓発チラシや
観光案内チラシを配布し、ふるさと納税の普及を図る。（８月１１日予定）
②都市圏での市のＰＲイベントにおいて、ふるさと納税啓発チラシや観光案内チラシを配布し、ふるさ
と納税の普及を図る。（８月３１日予定）
【独自の啓発活動】
あわら市 公共施設等にて、ふるさと納税啓発チラシを配布し、ふるさと納税の普及を図る。
【ホームページ】
市のHPにおいて、ふるさと納税月間ページを作成し、また、県のふるさと納税募集ページ「ふるさと福
井応援サイト」をリンクに設定し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県

【広報誌等】
市の広報誌「広報さかい」において、全国で唯一の取り組みである寄附市民参画制度を改めて周知
するとともに、８月のふるさと納税月間の開始を発信し、坂井市民および帰省者に対して啓発・普及
坂井市 を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
８月のふるさと納税普及啓発月間と合わせて、戸越銀座商店街にある坂井市アンテナショップにお
いて、ふるさと納税啓発キャンペーンを実施する。来店者に対し、ふるさと納税啓発チラシを配布する
とともに、ふるさと納税の本質や寄附市民参画制度についての案内を行うことで、制度を理解したう
えで寄附者を増やすことを目的とする。（予定）

福井県

【広報誌等】
（平成30年8月号 広報誌掲載）
永平寺町 ・ふるさと納税の制度内容説明。
・毎年８月は、ふるさと納税の普及啓発月間であることの周知。
・帰省した際の、当町へのふるさと納税の呼びかけの依頼。

自治体名

活動内容
【ホームページ】
池田町ホームページ（http://www.town.ikeda.fukui.jp/）のトップ画面にて、「ふるさと納税ＰＲ月間」に
ついてＰＲページを作成し告知。町内Ｆｒｅｅ－Ｗｉｆｉを活用するときに目につくことで、効果的にＰＲを図
る。

福井県

【広報誌等】
池田町 毎月ある集落毎に全戸配布する区長配布にて、別紙「ふるさと納税啓発チラシ」を作成し同封する。
帰省が多い、８月の中旬にふるさと納税の理念、活用方法などとともに再周知を図ることで、まちの
活動を知ってもらい、健全なふるさと応援者へ呼びかけを図る。
【独自の啓発活動】
帰省客、観光客の多くが足を運ぶ、まちの駅こってコテいけだにて、町の活動やふるさと納税につい
て、同チラシについて配置する。（予定）
【ホームページ】
町のふるさと納税ページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県

南越前町 【広報誌等】
町の広報誌「南えちぜん」において、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、町民等に対して啓発・普及
を図る。

福井県

【ホームページ】
越前町 町ホームページでふるさと納税月間の特設ページを作成し、周知を図る。

福井県

【広報誌等】
美浜町 町の広報誌「広報みはま８月号」において、８月のふるさと納税月間の開始を発信し、ふるさと納税
の実績や寄附方法を伝え、美浜町民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
【ホームページ】
高浜町のホームページにて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について掲載をするとともに、ふ
るさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県

【広報誌等】
高浜町の広報誌【広報たかはま8月号】にて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について報告す
高浜町
るとともに、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
【独自の啓発活動】
海水浴シーズンに伴い、観光客が多く訪れる8月に海水浴場やイベント会場等でふるさと納税カタロ
グを積極的に配布し、周知を行うとともに、ふるさと納税啓発チラシを配布する。

福井県

【ホームページ】
おおい町 町の公式ホームページ内http://www.town.ohi.fukui.jp/index.htmlにおいて、ふるさと納税普及啓発
月間のお知らせ情報を掲載する。

福井県

【独自の啓発活動】
若狭町 東京在住、関西在住の若狭町出身者が参加するイベントにあわせて、ふるさと納税啓発チラシを配
布し、ふるさと納税の普及を図る。（８月１４日）

山梨県

【ホームページ】
甲州市 甲州市ふるさと納税ホームページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
【ホームページ】
村のふるさと納税のページ（http://www.vill.hakuba.lg.jp/somu/contribution/contribution.html）にお
いて、ふるさと納税月間に関する記事を掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。

長野県

白馬村 【広報誌等】
村の広報紙「広報はくば」の８月号において、ふるさと納税月間に関する記事を掲載し、ふるさと納税
の理念や趣旨を伝え、住民及び帰省者に対して啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【ホームページ】
県のホームページ（http://info.pref.fukui.jp/rousei/furusato_ouen/）において、ふるさと納税月間の紹
介ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

岐阜県

岐阜県

【独自の啓発活動】
金山駅（愛知県）で開催される東美濃観光物産展においてふるさと納税啓発チラシを配布しふるさと
納税の普及を図る。（８月１０日～８月１１日）

自治体名

活動内容
【ホームページ】
市ホームページのふるさと納税ページにおいて、ふるさと納税月間であることを謳い、制度の周知・
理解を図る。

岐阜県

郡上市

【広報誌等】
市の広報誌「広報郡上」において、ふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理
念や趣旨を伝え、市民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
【独自の啓発活動】
・広報郡上にふるさと寄附啓発チラシを折り込み、ふるさと納税の普及と啓発を図る。
・市内ケーブルテレビの行政情報番組にて、ふるさと寄附啓発番組を流し、ふるさと納税の普及と啓
発を図る。
【ホームページ】
町ホームページのふるさと納税ページにおいて、ふるさと納税月間であることを謳い、制度の周知・
理解を図る。

岐阜県

笠松町

【広報誌等】
町の広報紙「広報かさまつ ８月号」において、ふるさと納税月間であることを周知。また、これまでの
活用実績などの経緯も併せて掲載し、普及・啓発を図る。
【ホームページ】
８月１日から西伊豆町HP(https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp)のお知らせコーナーでで普及啓発
月間を周知する。

静岡県

【広報誌等】
広報にしいず８月号で普及啓発月間を周知し、あわせて８月１日から開始するクラウドファンディング
西伊豆町 の募集を行う。
【独自の啓発活動】
①８月２日に秋葉原の日本百貨店しょくひんかん前でふるさと納税啓発チラシ及びクラウドファンディ
ング募集チラシを配布をし周知を図る。
②facebookでの発信

愛知県

碧南市

【ホームページ】
福井県ホームページ内ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合ページのリンクを市ホーム
ページに掲載する。
【独自の啓発活動】
市窓口にてふるさと応援メッセージ全国コンクールのチラシを配付し、啓発に努める。

【ホームページ】
滋賀県 近江八幡市 市ＨＰに、ふるさと納税月間の説明文及び、「ふるさと福井応援サイト」や自治体連合サイトへのリン
クを掲載する。

京都府

【ホームページ】
引き続き、府ホームページの各担当課ページにおいて、ふるさと納税の紹介・募集を行うとともに、ふ
京都府 るさと納税紹介サイトや総務省ふるさと納税ポータルサイトとリンクさせ、ふるさと納税の理念や趣旨
について周知を図る。
【ホームページ】
市のふるさと納税ページサイト
（http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/furusato/index.html）において、
ふるさと納税月間のお知らせページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

大阪府

泉佐野市
【独自の啓発活動】
市公共施設等において、啓発チラシを設置し、周知を図る。
イベントにおいても啓発チラシを設置し、周知を図る。

兵庫県

【独自の啓発活動】
兵庫県 平成29年度のふるさと納税受領実績の記者発表（資料配付）を行うのに合わせ、ふるさと納税月間
に関する案内を行い、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

自治体名

兵庫県

淡路市

活動内容
【ホームページ】
淡路市のＨＰにおいて、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の啓発・普
及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
伊丹空港において、観光パンフレットやふるさと納税啓発チラシを配布するとともに、ふるさと納税
ブースを設置しふるさと納税の普及を図る。（８月月下旬）

奈良県

下市町

【ホームページ】
町の、ふるさと寄附金募集ページ(http://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000081.html)において、ふる
さと納税月間や、ふるさと応援メッセージ全国コンクール、ふるさと納税の理念や趣旨について周知
を図る。
【広報誌等】
町の広報誌「しもいち」において、8月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の
理念や趣旨を伝え、下市町民および帰省者に対して啓発、普及を図る。
【ホームページ】
当市のホームページ内において、周知を図る予定。

和歌山県

有田市

【独自の啓発活動】
お盆の終盤頃に帰省者に向けて、和歌山駅等で啓発活動を実施予定。（詳細未定）
【ホームページ】
鳥取県ふるさと納税サイト（https://www.tottori-furusato.jp/）において、ふるさと納税月間特設ペー
ジを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

鳥取県

【広報誌等】
鳥取県の広報誌「とっとり県政だより」の８月号において、今年度鳥取県で行う新たな取組み（支援先
を具体化した「クラウドファンディング型ふるさと納税」）を紹介することで、広く社会が支援できる仕組
鳥取県
みである「ふるさと納税制度」の普及・啓発を図る。
【独自の啓発活動】
①改修を終えグランドオープンする鳥取空港において、帰省者等へふるさと納税パンフレット等を配
布する。
②鳥取県内公共施設、道の駅、高速バス車内等へふるさと納税パンフレット等を配架する。

鳥取県

【ホームページ】
琴浦町 琴浦町ふるさと納税サイト（http://kotoura.tax-furusato.jp/）において、ふるさと納税月間についての
お知らせを掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

島根県

【ホームページ】
県のふるさとしまね寄附金サイトにおいて、ふるさと納税月間のＰＲを行い、ふるさと納税の趣旨を伝
島根県 えるとともに、広く利用を呼びかける。
併せて、「ふるさと応援メッセージ全国コンクール」の周知を行う。

岡山県

【ホームページ】
笠岡市 ふるさと納税月間PR及びふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載する予定
【ホームページ】
吉備中央町のホームページにおいて、ふるさと納税制度の説明と、町の取り組み事業の名称を示
し、ふるさと納税の周知を図る。
（平成30年8月1日からホームページ掲載予定）

【独自の啓発活動】
岡山県 吉備中央町 地域住民等が参集することの多い公共施設に、ふるさと納税啓発チラシを配布する。
同時に、ご寄付とともに数多く寄せられている激励やねぎらいのメッセージを掲示する。
①イラスト付メッセージ (写真イメージ参照）
②メッセージ集
（平成30年8月1日から1ヶ月掲示予定）

徳島県

【ホームページ】
市ホームページの新着情報に掲載予定
鳴門市 掲載内容については検討中であるが、ふるさと応援メッセージ全国コンクールについて掲載する予
定である。

自治体名

活動内容
【ホームページ】
県のふるさと寄附金募集ページ（http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/furusato.html）におい
て、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

高知県

高知県

高知県

越知町

【広報誌等】
（普及月間ではないが）返礼品をリニューアルする６月と、寄附かけこみ時期の１１月に、県広報誌の
「県外版さんＳＵＮ高知」とふるさと寄附金のパンフレットを、県外の寄附者向けに送付している。
【ホームページ】
町のホームページにて月間のPRを予定。
（www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/soumu/info/hurusatokihukin.htm)
【独自の啓発活動】
庁舎内、観光施設等に啓発チラシを配布予定。
【ホームページ】
町のホームページ上において、ふるさと納税月間ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨につ
いて周知を図る。

高知県

【広報誌等】
町の広報誌「四万十町通信」において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと
四万十町 納税の理念や趣旨を伝え、町民および帰省者に対して啓発・普及を図る。
また、ふるさと応援メッセージ全国コンクールの募集内容を掲載し、応募を呼び掛ける。
【独自の啓発活動】
町役場及び各支所窓口にふるさと応援メッセージ全国コンクール募集のチラシを設置し、応募を呼び
掛ける。
【ホームページ】
平成29年度の寄付金の使い道について、町のホームページにて公開
※使い道の公開ページに、８月は啓発月間である趣旨の文言を加える。

佐賀県

上峰町
【独自の啓発活動】
ふるさと納税ポータルサイトの自治体ページにて、ふるさと納税の普及啓発について掲載する。
【ホームページ】
市のふるさと納税案内ページ
（https://www.city.omura.nagasaki.jp/furusato/shise/kifu/goannai/index.html）において、ふるさと納
税の趣旨について周知を図る。

長崎県

【広報誌等】
大村市 市の広報誌にて、ふるさと納税の趣旨と使途について周知し、啓発・普及を図る。
【独自の啓発活動】
①長崎空港にて県と合同で帰省客に対してふるさと納税啓発チラシを配布し、ふるさと納税の普及を
図る。（8月11日）
②日本橋長崎館にて、市の物産展を開催する際にふるさと納税PRチラシを配布し、ふるさと納税の
普及を図る。（8月23日～26日）

長崎県

熊本県

【ホームページ】
平戸市 ふるさと納税特設サイトおよび市ホームページにおいて告知する。

錦町

【ホームページ】
錦町のホームページ（http://www.nishiki-machi.com）において、ふるさと納税月間の開始を発信し、
ふるさと納税の理念や趣旨の理解を呼びかける。

【ホームページ】
あさぎり町ホームページ
熊本県 あさぎり町 ＜ｈｔｔｐｓ：//www.town.asagiri.lg.jp>に、ふるさと納税の理念・趣旨について周知を図る。

宮崎県

綾町

【ホームページ】
綾町ホームページでリンクしている「綾町ふるさと納税サイト」
（http://www.town.aya.miyazaki.jp/furusato/）において、ふるさと納税月間特設ページを作成し、ふる
さと納税の理念や趣旨について周知を図る。

自治体名

活動内容
【ホームページ】
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」に選べる使い道を記載する。「ANAのふるさと納税」
ポータルサイトでは使い道特集に宮崎県新富町として記事を掲載している。その他、サイト上でふる
さと納税月間のＰＲをし、ふるさと納税の理念や趣旨を掲載する。

宮崎県

【広報誌等】
新富町 自治会に配布される広報書類に、ふるさと納税の前年度寄附実績を記載した広報チラシとふるさと
納税月間のチラシを折り込み、用途と合わせて町内向けに広報を行なう。
【独自の啓発活動】
地元小学校6年生81 人を対象に、ふるさと納税教室を実施。ふるさと納税をサンプルとした税金の知
識を学ぶ場を提供しているほか、地元特産品の全国での評価を伝えることで地域愛の醸成にもつな
げる。

鹿児島県

大崎町

【ホームページ】
町ホームページのふるさと納税関係ページ（http://www.town.kagoshimaosaki.lg.jp/kc_shoukoukankou/kurashi/zekin/furusato/furusato.html）において、ふるさと納税の理念
や趣旨について周知を図る。
【広報誌等】
町の広報誌「広報おおさき」７月号において、ふるさと納税の使い道を中心に広報し、その理念や趣
旨を伝える。

福井市

【独自の啓発活動】
福井市 福井駅及び朝倉氏遺跡において、ふるさと納税啓発チラシを配布し、ふるさと納税の普及を図る。（８
月１３日、１６日、１７日）
※
【ホームページ】
大月市のホームページ「ふるさと大月応援寄附金」
(http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/shisei/shisaku_keikaku/furusatootsuki_ouenkifukin02.html)
においてふるさと納税月間をアピールし周知を図る。

山梨県

大月市 【広報誌等】
※
大月市の広報「広報おおつき」８月号にて、ふるさと納税のＰＲや平成２９年度の実績報告、寄附者
からのメッセージなどを発信する。
【独自の啓発活動】
大月市内のＪＲの駅（６駅）にてふるさと納税の趣旨を説明したパンフレットを配布する。

【ホームページ】
町のふるさと納税募集ページにおいて、ふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念
富士川町 や趣旨について周知を図る。
山梨県
※
【独自の啓発活動】
町内の公共施設においてふるさと納税啓発チラシを設置する。
【ホームページ】
「長野県 『日本のふるさと信州』応援サイト」において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を
図る。

長野県

岐阜県

長野県
※
【独自の啓発活動】
地元新聞社において、お盆シーズンに合わせて帰省する県出身者等向けにふるさと納税制度の意
義やふるさとへの応援を呼びかける記事を掲載予定。
【独自の啓発活動】
連続テレビ小説「半分、青い。」に関連して、岐阜県が実施する「青い、岐阜」キャンペーン・ロゴを冠
恵那市 した市内商品を返礼することで、東美濃地域をはじめ恵那市の魅力を全国に発信するため、ふるさと
※
えな応援寄附金（ふるさと納税）の返礼品として、「青い、岐阜 詰め合わせセット」の返礼を８月から
始めるよう、チラシやホームページにて周知する。

【独自の啓発活動】
太地町 「ふるさと納税利用促進月間」に開催される町関連イベントにて啓発チラシ等の普及促進活動を実施
和歌山県
※
予定。
【ホームページ】
有田川町のホームページにて、ふるさと納税の趣旨や理念を掲載し、周知を図る。
和歌山県

有田川町
【独自の啓発活動】
※
転出者に対してふるさと納税のチラシを配布し、ふるさと納税の周知および促進を図る。
駅前で、ふるさと納税のチラシを配布し、帰省者に向けて周知を図る。

自治体名

山口県

福岡県

光市
※

活動内容
【ホームページ】
市ホームページのふるさと納税「ふるさと光応援寄附金」
（http://www.city.hikari.lg.jp/kikaku/furusatotax/ooenkifukin.html）ページ内において、ふるさと納税
の理念や趣旨について周知を図る。

築上町 【独自の啓発活動】
地元FMラジオ「スターコーンＦＭ」に出演し、ふるさと納税のＰＲを行う。
※

※ ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合に参加していない団体（ふるさと納税月間の趣旨に賛同し、啓発活動を実施）

