ふるさと納税の健全な発展を目指す自治体連合 参加自治体
参加自治体名

担当所属

電話番号

平成29年8月18日時点
ふるさと納税に関するホームページURL

根室市

総合政策室

0153-23-6111

http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf/doc/38e8ec3e328283bd4925743d003952b2?OpenDocument

沼田町

総務財政課

0164-35-2111

http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/ujj7s300000019lf.html

東川町

企画総務課企画財政室

0166-82-2111

https://town.higashikawa.hokkaido.jp/stocks/

企画財政課

0164-53-1110

https://furusato-mashike.jp/

上士幌町

企画財政課

01564-2-2233

http://www.kamishihoro.jp/sp/ftax

池田町

企画財政課

015-572-3112

http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/gyoseijoho/zaisei/kifukin/779.html

足寄町

総務課地方創生推進室

0156-25-2141

http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/furusato/furusatotop.html

青森県 深浦町

総合戦略課

0173-74-2122

http://www.town.fukaura.lg.jp/syokusangyou/546.html

岩手県 岩手県

税務課

019-629-5144

http://www.pref.iwate.jp/zei/furusato/005943.html

秋田県 湯沢市

ひびく・つながる創造課

0183-55-8274

http://www.city-yuzawa.jp/furusato/

山形県

商業・県産品振興課

023-630-2190

http://www.pref.yamagata.jp/oen/

山形市

山形ブランド推進課

023-641-1212(407)

https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/shoko/brandsuishin/sogo/hurusatonouzei/hurusatonouzei.html

米沢市

総合政策課

0238-22-5111

http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1334.htm

酒田市

市長公室

0234-26-5736

http://www.city.sakata.lg.jp/shisei/furusatonouzei/index.html

天童市

ふるさと納税推進室

023-654-1111

https://furusato-tendo.jp/

舟形町

まちづくり課

0233-32-2111(353)

http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2014112800036/

古河市

企画課

0280-92-3111(2125)

http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/0000004598.html

北茨城市

企画政策課

0293-43-1111 （231）

http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2015030200151/

守谷市

財政課

0297－45-1795

http://www.city.moriya.ibaraki.jp/tetsuduki/kifu/contribution.html

境町

まちづくり推進課

0280-81-1314

http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page000008.html

栃木県 那須町

企画財政課

0287-72-6935

http://www.town.nasu.lg.jp/hp/menu000000100/hpg000000053.htm

群馬県 中之条町

企画政策課

0279-75-8802

http://www.town.nakanojo.gunma.jp/2-kikakuseisaku/furusato/

千葉県 富津市

総務部企画課

0439-80-1223

http://www.city.futtsu.lg.jp/0000003548.html

石川県 輪島市

地方創生推進室

0768-23-1144

http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016121500037/

福井県

地域交流推進課

0776-20-0665

http://info.pref.fukui.jp/rousei/furusato_ouen/index.html

敦賀市

ふるさと創生課

0770-22-8111

http://www.city.tsuruga.lg.jp/kurashi/zeikin/furusatonouzei.html

小浜市

人口増未来創造課

0770-64-6008

http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/kikaku/furusato_kifu/

勝山市

ふるさと創生・移住課

0779-88-8130

http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/page/index.php?cd=488

鯖江市

財務政策課

0778-53-2220

https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/kekaku_torikumi/furusatonozei/furusatonouzei.html

あわら市

政策課

0776-73-8005

http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0102/p000164.html

坂井市

企画情報課

0776-50-3013

http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kikaku/shisei/kifu/furusato/furusato-nozei.html

総務課

0776-61-3941

https://www.town.eiheiji.lg.jp/300/311/p000773.html

池田町

総務政策課

0778-44-8001

https://www.town.ikeda.fukui.jp/gyousei/furusato/1961/index.html

南越前町

観光まちづくり課

0778-47-8013

http://www.town.minamiechizen.lg.jp/tyousei/704/p002285.html

越前町

地域創生室

0778-34-8714

http://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/03/01/09/p004018.html

美浜町

企画政策課

0770-32-6701

http://www.town.mihama.fukui.jp/www/info/detail.jsp?id=3863

高浜町

総務課

0770-72-7700

http://www.town.takahama.fukui.jp/page/soumuka/furusato.html

おおい町

総務課

0770-77-4050

http://www.town.ohi.fukui.jp/object/object02/p12668.html

若狭町

総合戦略課

0770-45-9112

http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/town/furusatonozei/

山梨県 甲州市

政策秘書課

0553-32-5064

http://www.city.koshu.yamanashi.jp/oshirase/detail/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6

長野県 白馬村

総務課

0261-72-7002

http://gyosei.vill.hakuba.nagano.jp/somu/contribution/contribution.html

清流の国づくり政策課

058-272-8078

http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/npo-tiiki/furusatonozei/

岐阜県 郡上市

企画課

0575-67-1831

http://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-533.html

笠松町

企画課

058-388-1113

http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012122300324/

北海道 増毛町

山形県

茨城県

福井県 永平寺町

岐阜県

静岡県 西伊豆町

まちづくり課

愛知県 碧南市

秘書情報課

0558-52-1114
0566-41-3311（273）

https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/kakuka/kankou/furusato/furusatonouzei.html

http://www.city.hekinan.aichi.jp/hisyojohoka/furusato-tax/furusato-tax.html

滋賀県 近江八幡市 政策推進課

0748-36-5587

http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?frmId=8962

京都府 京都府

文教課

075-414-4521

http://www.pref.kyoto.jp/furusatokifu/index.html

大阪府 泉佐野市

政策推進課成長戦略室

072-463-1212(2422)

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/furusato/

奈良県 下市町

財務監理課

0747-52-0001

http://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000081.html

有田市

ふるさと創生室

0737-83-1111（260）

https://www.city.arida.lg.jp/somu/furusato.html

北山村

地域事業課

0735-49-2331

http://official.murablo.jp/hurusato/

兵庫県

総務課

078-362-3043

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ac02/kihu01.html

淡路市

まちづくり政策課

0799-64-2506

http://www.city.awaji.lg.jp/site/kifu/

鳥取県

財源確保推進課

0857-26-7069

http://www.tottori-furusato.jp/

琴浦町

総務課

0858-52-2111

http://www.kotoura-furusato.jp/

政策企画監室

0852-22-6063

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/furusato/

ふるさと寄附課

0865-69-1088

https://www.city.kasaoka.okayama.jp/life/4/38/165/

吉備中央町 協働推進課

0866-54-1301

http://furusatotownkibichuo.azurewebsites.net/

鳴門市

戦略企画課

088-684-1120

http://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/shokai/furusatonozei/index.html

海陽町

総務課

0884-73-4151

http://www.town.kaiyo.lg.jp/furusato/

高知県

政策企画課

088-823-9563

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111601/furusato.html

総務課

0889-26-1111

http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/soumu/info/hurusatokihukin.htm

四万十町

にぎわい創出課

0880-22-3145

http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=2308

上峰町

まち・ひと・しごと創生室

0952-52-2182

http://www.town.kamimine.lg.jp/furusato_nouzei

みやき町

企画調整課

0942-89-1600

http://www.town.miyaki.lg.jp/tyousei/_1019/_1138.html

大村市

観光振興課ふるさと物産室 0957-53-4111(241)

http://www.city.omura.nagasaki.jp/shise/kifu/index.html

平戸市

企画財政課

0950-22-4111（2480)

https://furusato-hirado.jp/

錦町

企画観光課

0966-38-4419

http://www.nishiki-machi.com/docs/2014062700042/

あさぎり町

企画財政課

0966-45-7211

http://www.asagiri-town.net/q/aview/67/7666.html

大分県 佐伯市

地域振興課

0972-22-3486

http://www.city.saiki.oita.jp/city/hurusatonouzei-lp.html

宮崎県 綾町

総務税務課

0985-77-1113

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/i_living/tax/furusatonouzei_top.html

0994-76-1111

https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/so_densan/kurashi/zekin/furusato/index.html

和歌山県
兵庫県
鳥取県

島根県 島根県
岡山県
徳島県

笠岡市

高知県 越知町

佐賀県
長崎県
熊本県

鹿児島県 大崎町
企画調整課
合計７３自治体（９府県、２９市、３３町、２村）

