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寄附者の意向 件数 金額

子どもたちが健やかに、力強く成長するための取り組み 6,770 件 1億 9,744 万 3,000 円

農業振興に関する取り組み 1,545 件 4,273 万 5,770 円

地域公共交通の維持・確保に関する取り組み 698件 1,790 万 3,000 円

観光振興に関する取り組み 428件 971 万 3,000 円

移住定住促進に関する取り組み 213件 609 万 6,000 円

その他まちづくりに関する取り組み
または町長が必要と認める取り組み

798件 1,978 万 4,000 円

合　計　　※（ ）は前年度 10,452 件
（2,949 件）

2億 9,367 万 4,770 円
（4,250 万 8,641 円）

◎ふるさと納税とは◎ふるさと納税とは
　自分の生まれ育ったふるさとの自治体自分の生まれ育ったふるさとの自治体
や応援したい自治体に寄附を行う制度でや応援したい自治体に寄附を行う制度で
す。市町村に寄附した場合、確定申告やす。市町村に寄附した場合、確定申告や
ワンストップ特例申請を行うことで、そワンストップ特例申請を行うことで、そ
の寄附金額の 2,000 円を超える部分につの寄附金額の 2,000 円を超える部分につ
いて、所得税や住民税から控除されますいて、所得税や住民税から控除されます
（収入や家族構成などに応じて控除の上（収入や家族構成などに応じて控除の上
限額が異なります）。限額が異なります）。
※ワンストップ特例申請とは？※ワンストップ特例申請とは？
　確定申告をしなくてもふるさと納税で　確定申告をしなくてもふるさと納税で
寄附金控除が受けられる申請方法です寄附金控除が受けられる申請方法です

■寄附者の意向別件数・金額

●月形町に「ふるさと納税」で
　きるインターネットサイトが
   増えました！ (各サイトのお
　客様の評価も好評です！ )
●何度も寄附いただけるリピー
　ターの方も増加しています
●お礼品の魅力～お米やメロン
　などの農産物が人気です。（生
　産者の努力のおかげですね！）

どうして
寄附が増

えたの？

どうして
寄附が増

えたの？

令和元年度

寄附額
２億9,367 万 4,770 円
寄附件数
１万452件

　令和元年度に全国の皆さまからふるさと納税制度を
通じて、月形町へお寄せいただいたご寄附は、総数
１万452件（平成30年度2,949件）、総額２億9,367万4,770
円（平成 30 年度 4,250 万 8,641 円）と平成 30 年度に比
べ約７倍の寄附金をいただきました。
　ご寄附いただいた皆さまのご厚意に対し、心より感
謝申し上げます。

ふるさと納税実績報告
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■今後とも応援をお願いします

■地方別件数割合■お礼品別金額割合

　自分のふるさとや縁がある町に対して、特別な想いを抱くものです。その町に興味を持ったり、町
の魅力を人に伝えたくなったり共有したくなりませんか？そういった想いを形にしたものがふるさと
納税という手段ではないでしょうか。
　ぜひ、町外在住のご親戚やご友人などお知り合いの方にも、月形町の良さと一緒にふるさと納税制
度があることをご紹介ください。皆さんのご協力をお願いします。
※平成 29 年４月１日付けで総務省より「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方団体は、当該地方団
　体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること」との通知があり、月形町に住民登録がある方
　の本町に対する寄附については、返礼品が送付できませんので、ご留意ください

メロン　メロン　14.814.8％％
（4,328 万 7,000 円）（4,328 万 7,000 円）

お米　お米　73.273.2％％
（2億 1,504 万 7,000 円）（2億 1,504 万 7,000 円）

その他　1.0％
（304 万 5,000 円）

お肉　1.8％
（533 万 5,000 円）

野菜　0.8％
（238 万 770 円）飲み物　5.6％

（1,627 万円）

スイカ　2.8％
（831 万円）

中国　3.3％
（342 件）

東北　2.1％
（224 件） 四国　1.2％

（122 件）

関東

49.9％
（5,214件）

九州　5.0％
（524 件）

北海道　4.8％
（505件）

近畿近畿
20.020.0％％
（2,087 件（2,087 件））

中部中部
13.713.7％％
（1,434 件）（1,434 件）

令和元年度
　ふるさと納税実績報告
令

■寄附者の声
・・ダイナマイトスイカがとても美味しく毎年楽しみにしダイナマイトスイカがとても美味しく毎年楽しみにし
  ています！  ています！（東京都）（東京都）
・・ゆめぴりか、楽しみです。美味しいお米をつくる・届ゆめぴりか、楽しみです。美味しいお米をつくる・届
  ける活動、ありがとうございます。（神奈川県）  ける活動、ありがとうございます。（神奈川県）
・・今年で三回目、メロン楽しみにしています。月形町に今年で三回目、メロン楽しみにしています。月形町に
    行ったことは無いけれどメロンを通して身近な場所に行ったことは無いけれどメロンを通して身近な場所に
  なりました。いつか訪れてみたいと思ってます。（兵庫  なりました。いつか訪れてみたいと思ってます。（兵庫
  県）  県）
・・まんまるトマトこれまで飲んだことのないトマトジュまんまるトマトこれまで飲んだことのないトマトジューー
    スでした。とっても美味しいです。（東京都）スでした。とっても美味しいです。（東京都）

・以前にもお世話になったのですが、おいしいお米だっ・以前にもお世話になったのですが、おいしいお米だっ
  たのでまた申し込ませていただきました。これからも  たのでまた申し込ませていただきました。これからも
  おいしいお米を作ってください。（大阪府）  おいしいお米を作ってください。（大阪府）
・ふるさと納税のサイトで初めて貴町を知りました。　・ふるさと納税のサイトで初めて貴町を知りました。　
  鉄道が廃止された後の交通整備に少しでもお役に立  鉄道が廃止された後の交通整備に少しでもお役に立
  てればと思います。（神奈川県）  てればと思います。（神奈川県）
・ふるさと納税を通じて月形町を知ることができまし・ふるさと納税を通じて月形町を知ることができまし
  た。綺麗な風景だろうといつか訪問してみたいと思  た。綺麗な風景だろうといつか訪問してみたいと思
  います。（東京都）  います。（東京都）

■地域経済の活性化

　インターネットの普及により、全国か
ら寄附をいただいています。ふるさと納
税は寄附者の税控除やまちの収入になる
だけでなく、そのまちで生産されたお礼
の品を寄附者へ送ることにより、事業者
や生産者などに地域経済の活性化にも役
立っています。

寄附者

月形町

事業者・生産者町民の皆さん

寄附金で寄附金で

寄附金

商品代金商品代金

充当した政策充当した政策

お礼品お礼品
税金控除手続き税金控除手続き
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■寄附金の使い道
　皆さまからいただいた寄附は、「ふるさと納税基金」に一度積み立てを行い、寄附者の意向に沿って、
令和元年度においては次の事業に活用させていただきました。 
　また、令和元年度末「ふるさと納税基金」残高は、１億 9,964 万 2,751 円で、令和２年度以降に
つきましても引き続き寄附者の意向に基づき各事業に活用させていただきます。

　「月形町認定こども園花の里こども園」に通
う全ての子どもたちの「給食費を無償化」にす
るための経費のほ
か、こども園のボ
イラー設備の改修、
運営経費など、子
育て支援を充実さ
せるために活用し
ました。

子どもたちが健やかに、
　　　 力強く成長するための取り組み

認定こども園運営経費　充当額／ 1,000 万円
　月形町における農業技術の改良普及および
「月形町農業改良協会」が行うお米や果菜の生育
や質を高めるため、農業者に肥料などの経費を
補助する「循環型クリーン農
業・良質良食味米生産向上推
進事業」などに活用しました。
　また、ミニトマトの生産性
の向上・ブランド化を図るた
め、選別機購入に対し、活用
しました。

農業振興に関する取り組み

農業改良事業　充当額／ 405万 4,000 円

　ＪＲ札沼線の廃止に伴い、町民の新たな生活
交通手段としての路線バス、月形浦臼線（かば
と～る号）、月形当別線（とべ～る号）の本格稼
働に向けて活用しました。

地域公共交通の維持
　　　　　・確保に関する取り組み

日常生活機能対策事業　充当額／ 100万円

　本年５月６日で一部区間廃止となったＪＲ札
沼線に関連した観光ＰＲ活動の経費をはじめ、
36回目を迎えた「つ
きがた夏まつり」の
開催経費の一部とし
て活用しました。

観光振興に関する取り組み

観光振興事業　充当額／ 130万円

　町への移住ＰＲ広告や分譲地の管理経費にふ
るさと納税を活用しました。

移住定住促進に関する取り組み

まちづくり推進事業　充当額／ 46万 3,000 円

　地域拠点施設の整備や皆楽公園の再整備に向
けた検討費用、町のＰＲ広告に係る経費に活用
しました。

その他まちづくりに関する取り組みま
たは町長が必要と認める取り組み

さまざまな事業　充当額／ 204万 2,000 円

樺戸博物館管理経費　充当額／ 95万 6,000 円

　月形樺戸博物館の運営に係る管理経費のほ
か、日本遺産「炭鉄港」の構成文化財となって
いる「旧樺戸集治監本庁舎」を宣伝するポスター
などの作製費用や樺戸集治監を含む３つの集治
監と２つの監獄が構成遺産となっている北海道
遺産「北海道の集治監」の展示パネルの作製費
用などに活用しました。

とべ～る号とべ～る号 かばと～る号かばと～る号
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お礼品お礼品をを提供提供してみませんかしてみませんか？？
　　　　　　～ふるさと納税「お礼品」提供事業者を募集中～～ふるさと納税「お礼品」提供事業者を募集中～

　町ではふるさと納税のお礼品を提供する事業者を随時募集しています。現在、
町のふるさと納税では、お礼品数が 80 種類、お礼品の事業者は７者です。昨年に
比べ寄附件数、寄附額ともに伸びています。全国の多くの方にお礼品やサービス
を届けてみませんか？

【提供事業者のメリット】
１　商品を全国に向けて宣伝できる！
　町のお礼品は、各種ふるさと納税寄附申込インターネットサイトや町で作成したパンフレットに掲載されて
います。全国に向けて商品を宣伝することで販路拡大が期待できます。また、インターネットに掲載されるこ
とで宣伝広告費などの負担がありません。

<町のふるさと納税寄附申込インターネットサイト>

　普段ネットショッピングとして利用されている「楽天」や「auPAY（旧 au Wowma!）」を使ってふるさと納
税が利用でき、多くの方にサイトが閲覧されています。

２　季節が限定された商品でも大丈夫！
　品質が保たれ、一定数量を安定的に供給できるものであれば、返礼
品にすることができます（季節のものなど期間や数量を限定することも
できます）。
３　お礼品の発送管理が省ける
　発送管理は町が委託している業者へ依頼できます。

・本社または事業所を町内に有する法人や個人事業者であること
・返礼品に対しての苦情などに対応できること
・町税の滞納がないこと

【事業者の要件】

【募集期間】

企画振興課企画係☎　 53・2325ふるさと納税について  問合せ先 ＩＰ

　平成29・30年度の寄附者のうち、
リピート率

24％

令和元年度
　ふるさと納税実績報告
令

【お礼品の要件】
　品質や数量が安定的に供給できる次のものを対象とします。
・町内で原材料の主要な部分が生産されたもの
・町内で製造・加工その他の工程のうち、主要な部分を行っているもの
・町内で提供されるサービス（食事券やサービス券など）

ａｕＰＡＹ
ふるさと納税

楽天ふるさと納税ふるなびふるさとチョイス

　随時受け付けています。お気軽に下記までお問い合わせください。

最近登録されたお礼品

の方に
令和元年度も寄附をいただいてい
ます！毎年、寄附くださる方もお
り、多くの方に応援いただいてい
ます。

◀生産者直送！
　花の詰め合わせ

◀手造り味噌

◀
レ
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ド
ム
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