
都道府県名 島根県 市区町村名

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

48,408,794 3,034 48,206,794

寄附金額

（円）

6,554,010 ○

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

400

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

3,038

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○

○

○

○     ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

竹島領土権の確立

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

3

3

2

2

1

1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他
竹島領土権の確立

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興

竹島領土権の確立



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

効果測定を実施していない。

島根県の良さを知っていただくきっかけとなり、観光振興や県産品振興の面の効果が表れている。

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

プロポーザル方式により県産品贈呈事業委託業者を１社選定している。
業者選考の際に、「しまね」ブランドのイメージアップにつながる、県内各地域の産品を取り揃えることなど
審査項目としている。

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

400,000

18,992,000

442,129 458,000

広報に係る費用

12,644,028

2,735,232

473,040

13,538,000

2,596,000

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

ふるさと島根寄附金管理システム改修費

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

合計

1,184,874

453,060

17,932,363

500,000

1,500,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

特になし

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 松江市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

80,306,870 ○ 7,929 78,504,870 ○

寄附金額

（円）

13,599,368

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

○ 　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,124

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

7,937

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

同窓会や県人会などにおける呼びかけ

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

3 2

3

2

1 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

○地元特産品等のＰＲを図り、松江市の財源確保及び地元企業等の知名度アップと地元特産品等の売上を期待している。

○市全体として予算の確保が困難な状況である中、歴史まちづくりや観光イベントの開催により松江市の誘客に期待してい
る。

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

○

○ 　　⑩その他

地元企業等が生産した特産品（５，０００円相当）の提案を基に選考しています。

お礼状

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

2,064,000

76,680,000

688,685 1,176,000

広報に係る費用

34,815,000

1,468,577

541,080

68,500,000

2,468,000

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

平成27年度：その他（ｼｽﾃﾑ運用管理委託費用103,680円、ｼｽﾃﾑ改修委託費用432,000円）
平成28年度：その他（現行ｼｽﾃﾑ利保守料48,000円、新ｼｽﾃﾑ利用料348,000円、新ｼｽﾃﾑ申込ﾌｫｰﾑ利用料45,000円、新ｼｽﾃﾑ構築費1,623,000円）

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

合計

180,063

535,680

38,229,085

2,090,000

382,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

○申請締切以降の申請を受付けている自治体があり、松江市でも受付を求められた。
○申請書下欄の受付書について返送を求められた。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 浜田市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

2,093,573,316 ○ 106,103 2,081,911,416 ○

寄附金額

（円）

387,121,628

○

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

19,206

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

106,266

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

○

○     ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

その他目的達成のために市長が必要と認める事業

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

旭小学校新築事業

旭小学校新築

検討中

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

地元事業者への工事発注。

地元小学生の教育環境が向上した。



○

○

○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

30,357,482

1,137,835,477

42,085,000

25,476,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

526,776,000

19,167,631 9,215,000

広報に係る費用

996,402,684

上記に含む

91,907,680

450,000,000

上記に含む

地元事業者に特産品等を提案してもらい、内部の審査会で選定する。
基準は、地域の魅力が体感できるものとしている。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

各自治体の節度のある制度運用を求めます。ワンストップ特例制度については、住民税を課税する自治
体の負担が大きすぎると思いますので、その点の改善を求めます。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

手続きが分かりにくい。寄附ごとに申請するのが面倒。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 出雲市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

167,691,143 12,927 166,598,143

寄附金額

（円）

19,155,293

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年5月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,514

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

12,945

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○

○     ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

歴史文化資源の保存・活用、高齢者の生涯健康　

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

3 3

2 2

1 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

観光振興・観光誘客推進事業

観光の情報発信、おもてなし環境づくり

教材備品等整備事業

小中学校の教材・図書等の購入

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

　「出雲大社の平成の大遷宮」を契機に「出雲」の注目度が高まるなかで、「出雲らしさ」「出雲ならではのおもてなし」を情報発信する
ことにより、全国から多数の観光客が訪れ、経済波及効果があった。

財源を確保することにより、市が目指す「げんき・やさしさ・しあわせのあふれる縁結びのまち出雲」にしていくための各種事業の充実を
図ることができた。

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

・経済面以外での効果

①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

○

○ 　　⑩その他

　　⑤地元の伝統工芸品等

市の魅力を十分にＰＲ・体感できる特産品・旅行商品を年度ごとに公募する。応募があったものについて、要件に合致しているか審査し、
決定する。

出雲ブランド商品（ＰＣ、文具、タオル、寝具）、地元加工品（地酒、ワイン、菓子、アイス、醤油、菜種油等）

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

17,937,000

172,000,000

1,320,077 3,260,000

広報に係る費用

63,978,500

上記に含む

280,800

147,000,000

上記に含む

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

平成28年度（当初予算額）

その他（臨時職員人件費、旅費、寄附システム導入経費、寄附申込サイト利用料、プロモーション業務委託料）

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

合計

1,280,949

4,589,026

71,449,352

1,707,000

2,096,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○     ⑤その他

商品であるため、継続していく考えである。

　　⑦その他

　　⑦その他

あわせて、寄附額に対する返礼品の割合についても、１／２程度などとルール化してもよいのではないかと思う。

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

ワンストップ特例制度にマイナンバーの記載が加わったことにより、添付書類の提出が必要となり、事務量が増加している。
自治体ならではの特色を活かす商品（その自治体で製造・生産されているもの）とそうでない商品（全国どこでも扱う商品）とは、区別を
して指導・通達していただきたい。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

特になし

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

出雲ブランド商品として認定している商品である。よって、出雲が誇る自慢の品として全国にＰＲしていくべき

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　②見直しを実施する予定。

電子機器を返礼品としているが、ＦＵＪＩＴＳＵが出雲の工場のみで製造しているノート型パソコンであり、

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 益田市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

45,652,300 1,671 44,432,300

寄附金額

（円）

7,850,000

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

366

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

1,679

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

2 3

1 1

3 2

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

周産期医療維持・継続等支援事業

益田圏域において、分娩を取り扱う医療機関に対し、周産期医療を維持・継続するために必要な研究費等の経費の一部を補助する。

周産期医療維持・継続等支援事業

益田圏域において、分娩を取り扱う医療機関に対し、周産期医療を維持・継続するために必要な研究費等の経費の一部を補助する。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

340件の分娩があり、人口拡大に効果があった。そのうち、63件が里帰り分娩によるもので、一時的な集客人口の拡大によ
る経済効果があった。

益田圏域における、安心・安全な周産期医療体制を確保し、定住促進による地域の活性化に寄与する。



○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

132,340

1,620,000

14,561,008

3,420,000

136,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

(H27)寄附金管理システム構築経費(H28)臨時職員雇用、旅費、寄附金管理システム保守経費

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

2,465,000

48,000,000

347,352 933,000

広報に係る費用

12,080,038

273,267

108,011

40,000,000

1,046,000

市内事業者から公募し、益田市ふるさとづくり返礼品選定委員会で採否を決定。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

ふるさと納税制度は、あくまでも全国のみなさまに寄附という形で益田市を応援していただき、そのお返しとして、益田市の特産品をお送
りするという認識で取り組んでいます。返礼品は、全国のみなさまに益田市を広く知っていただくPRのための１つの手段であると考えま
す。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

特になし。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 大田市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

152,352,909 12,375 152,082,909

寄附金額

（円）

23,566,500 ○

○

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,864

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

12,384

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

2

3

1 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

定住促進事業

移住・定住促進のための助成金や空き家バンク登録物件増加のための空き家調査、県
外でのＵＩターン相談会に参加など大田市への定住を促す事業を実施。

定住促進事業

昨年に引き続き、力を入れて実施する。定住促進事業のほかに「子ども医療費助成事
業」、「乳幼児等医療給付事業」、「妊婦・乳児健康診査事業」などにも寄附金を活
用し、子育て世帯の定住を推進する。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

移住・定住を推進することで若年層の増加により労働人口の増加が見込める。

定住促進の一環として子育て世帯への支援を進めることにより、市内在住者の市外への流出を防ぐことを見込める。



○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

2,314,677

2,383,386

95,248,258

7,339,000

3,705,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

【Ｈ２７年度】ふるさと納税事務に係る臨時職員の賃金等（2,383,386円）
【Ｈ２８年度】ふるさと納税事務に係る臨時職員の賃金等（4,084,000円）、出張旅費（6,000円）

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

4,090,000

155,734,000

1,449,935 3,000,000

広報に係る費用

75,924,701

12,970,359

205,200

116,100,000

21,500,000

市内事業者より申出のあったものについて、大田市のＰＲにつながるか等、返礼品としてふさわしいか
を判断した上で採用している。申出は随時受け付けしている。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

ワンストップ特例制度について、寄附先自治体へ申請書を送付するのではなく、居住地の自治体へ提出するほ
うが提出先自治体が１箇所で済み、寄附者の手間もなく、トラブル防止にもつながると思います。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

申請書を各自治体に送るのが手間。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 安来市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

136,285,601 ○ 10,060 136,245,601 ○

寄附金額

（円）

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,554

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

10,064

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ｂ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

子どもの健全育成またはふるさと教育の推進に関する事業

小・中学校のパソコンなど情報教育機器の更新リース費用に活用

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

1 3

1 1

2 2

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

子どもの健全育成またはふるさと教育の推進に関する事業

小・中学校のパソコンなど情報教育機器の更新リース費用に活用

ふるさとの自然環境及び景観の保全または、活用に関する事業

史跡富田城整備事業

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

具体的な算出不可。

充実したパソコンなどの情報機器を設置し、小･中学生ICT教育の取組を推進した。
史跡富田城跡の整備を行い、観光客の増大を期待している。



○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

1,023,956

2,409,820

66,076,994

545,000

1,726,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

寄附者管理システムの導入費用、システム保守及びサーバー利用料、システム機能追加費用、セミナー参加

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

374,000

58,000,000

1,304,927 5,355,000

広報に係る費用

61,289,691

不明(返礼品費に含まれる)

48,600

50,000,000

不明(返礼品費に含まれる)

安来市との関連性や価格帯を基準に、市から依頼する形で選定。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

特に無し。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

特に無し。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 江津市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

148,409,871 7,640 147,939,871

寄附金額

（円）

24,620,250

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,211

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

7,663

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

1

2

3

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

放課後児童クラブ事業

保護者が就労等により昼間家庭にいない概ね10歳未満の児童に対し、
授業終了後に適切な遊び場及び生活の場を与えるもの。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



②

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

平成28年度に初めて寄付を活用した事業実施をするため、活用状況についてはまだ公表していない。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

花火大会、文化祭等の事業への充当を予定しており、交流人口の増加を期待している。

・市内小中学校への図書整備を予定しており、より充実した図書を子どもたちに提供することができる。
・生活交通バス事業への充当を予定しており、移動の難しい地域への居住者・高齢者の生活サポートができる。



○

○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

459,286

388,800

55,815,343

50,000

601,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

寄付管理のためシステムの維持管理委託料

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

357,000

60,904,000

1,313,368 549,000

広報に係る費用

53,612,277

41,612

58,238,000

1,109,000

市内事業者向けに募集。応募のあったものについて審査を実施し、承認されたものについて採用
している。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

12月後半に寄付をした場合、ワンストップ特例申請締め切りまでの期間が短い。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 雲南市

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

13,957,000 ○ 225 10,298,000 ○

寄附金額

（円）

215,000

○

○

○

    ⑧その他

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

16

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

233

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

3

3

1 2

2 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

土曜日の学校事業

NPO等と協働し、小学生から高校生までが土曜日等に有意義に過ごすために行う土曜学習を行う。

おんせんキャンパス運営事業

10年後、20年後に地域をリードしていく人材を子ども達から育てることを目指し、学校に通うことに困難
を抱える子どもたちの支援やキャリア教育の拠点として設置された「おんせんキャンパス」の施設運営や
環境のさらなる充実を行う。

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

・学校図書の図書整備率向上
・キャリア教育の更なる推進を図り、生徒の地域への愛着心を育て、将来の地域のリーダーの育成を目指す。
・商店街で空き店舗を活用した祭りを開催し、交流人口の拡大や雲南ブランドのPRを行った。

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

　　⑩その他

雲南市農商工連携協議会の会員であること。
控除対象とならない額程度のものであること。

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

5,832,000

29,075,000

0 0

広報に係る費用

355,200

99,887

0

22,580,000

447,000

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

業務委託費

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

合計

0

0

455,087

216,000

0

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

・自治体の地方創生への取り組みに対する財源として有用な制度であると考える。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 奥出雲町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

64,688,625 4,867 64,678,625

寄附金額

（円）

10,845,000

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

832

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

4,868

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

ＰＲはすべて同等に行った

①

Ｃ



平成27年度 平成28年度（予定）

2

3

1

2

1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

町内の公立小中学校の教育用パソコン整備事業

ＩＣＴ教育の取組が推進

出産祝金支給事業

出生されたお子様1人に付き、町内で使用できる期限付き商品券10万円分を贈呈

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

経済面に効果があるだけの寄附が集まっていない。

・町内の公立小中学校にパソコン整備をすることにより、ＩＣＴ教育の取組が推進した。
・町内の町内の2つの公立図書館と12の小中学校にある図書検索システムがネットワーク化されることで家庭からでも図書
検索ができるようになり、より便利になった。
　
　

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

Ｈ27年度分の活用実績は今後公表する。

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

②

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

○

○ 　　⑩その他

町内の産品または、町内施設であること。

宿泊利用券

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

35,799,948

517,684 518,400

広報に係る費用

30,530,936

1,199,496

837,000

32,400,000

492,000

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

合計

353,548

33,438,664

2,036,000

353,548

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

○

　　⑦その他

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

・ワンストップ特例制度の申請は、寄附者がお住いの自治体に直接申請すべきと考える。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

・申込時に希望するだけで、手続き完了と思っていた方がいた。・対象かどうか、理解されて
いない方が大勢いた。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 飯南町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

108,502,839 ○ 9,359 108,462,839 ○

寄附金額

（円）

17,545,001 ○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1,514

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

9,363

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

3 2

2 3

1 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

将来を担う人材の育成に関する事業

（1）安心な子育てへの支援（2）家族や地域の教育力、学校の教育環境等の整備
（3）子どもたちの体験学習の充実（4）夢に溢れるスポーツ・文化活動の支援

将来を担う人材の育成に関する事業

（1）安心な子育てへの支援（2）家族や地域の教育力、学校の教育環境等の整備
（3）子どもたちの体験学習の充実（4）夢に溢れるスポーツ・文化活動の支援

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

　特になし。

・飯南町ふるさと納税返礼品として採用した特産品のPRにつながった。
・森林セラピー体験モニターツアーの開催や東京での森林セラピーのイベント開催によって、森林セラピーのPRにつながっ
た。
・医療機器の購入や医療用備品の購入等を行うことにより、病院設備の充実に寄与した。
・町内の公立小学校にタブレット端末を配備することにより、ICT教育の推進に寄与した。
・単身高齢者宅に緊急通報装置の設置を行い、一人暮らしの高齢者が有事の際に現場へすぐに駆けつけることが可能になっ
た。



○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

2,141,600

310,665

51,481,898

1,488,000

2,855,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

臨時職員の賃金、共済費及び通勤手当

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

2,143,000

53,865,000

929,191 879,000

広報に係る費用

47,192,019

（送料は返礼品の調達に係る費用に含まれる）

908,423

46,500,000

（送料は返礼品の調達に係る費用に含まれる）

　本社（本店）、支社（支店）、営業所等を町内に有する法人や個人事業者を対象として、飯南町の魅
力を伝え、PRにつながる商品を募集・選定している。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

　特になし。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　特になし。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 川本町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

7,184,000 84 4,399,000

寄附金額

（円）

310,000

○

○

○     ⑧その他

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

広域連携（石見地域）

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

8

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

139

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

2 2

1 1

3

3

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

島根中央高校への助成

部活動にかかる費用の助成

島根中央高校への助成

部活動にかかる費用の助成

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



②

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

今後、活用状況の公表を検討する。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

現在では特になし

町内の保育所での昼食を給食制度にし、温かい町内産のお米を食べさせることが可能になった。



○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計 833,000

116,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

3,569,000

69,000 52,000

広報に係る費用

715,000

49,000

3,350,000

51,000

町内の事業者に個別に依頼をしている。なるべく本町の特産品を使った商品を選ぶようにしている。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

特になし

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 美郷町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

3,001,000 41 2,881,000

寄附金額

（円）

100,000

○

○

○

○

○     ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

出身者会においての広報活動

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

1

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

46

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



④

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

受入額実績については、町独自（公式HPや広報誌など）での公表はしていないが、島根県などでは公表
している。
活用状況については、具体な事例がないため公表していない。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない



○

○

○

　　⑩その他

合計 208,074

120,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

574,500

1,350 4,500

広報に係る費用

147,400

51,548

7,776

300,000

150,000

町内事業者を対象とし、町内の産品を送付している。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 邑南町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

26,129,001 1,571 26,129,001

寄附金額

（円）

3,219,001

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

107

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

1,571

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

3

1

2

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

・ファミリーサポートセンター事業の実施により、子育て相互援助の実施を図り、子育て環境の向上を期待（H28年度事
業）
・町内小学校・中学校の机・イス・教材備品の整備により教育環境の向上と学力向上を期待（H28年度事業）
・東京オリンピックパラリンピックのキャンプ誘致活動により、町民の国際意識の向上と文化交流、インバウンドへの波及
を期待（H28年度事業）



○

○

○

○

○

○ 　　⑩その他

合計

635,989

10,026,138

0

2,759,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

11,287,000

205,261 200,000

広報に係る費用

8,907,069

277,819

0

8,000,000

328,000

公募、邑南町ふるさと寄附に係る「お礼の品特産品」提案募集要項による

空き家管理サービス

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

・総務大臣通知のとおり、高額、高率な返礼品は控えるべき。
・ふるさと納税制度により、疎遠になりかけていた当町出身者との新たな繋がりが広がっている。
・当町出身の寄附者から「お礼の品カタログで、初めて知った特産品が多くあった」という声があり、地域特産品のアピールや新たな特産
品開発の意欲向上にこのふるさと納税制度は役立っている。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

・ふるさと納税ワンストップ特例制度がよくわからない。
・確定申告するのと何が違うのかわからない。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 津和野町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

6,822,000 321 6,822,000

寄附金額

（円）

225,000

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

20

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

321

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

○

○     ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

3 3

1

2 2

1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

企業誘致対策事業

新たな企業進出に伴い、町有施設を寄付金を活用して改修し事務所として活用

津和野高校魅力化事業

地元高校の入学者数増加を目指した、高校の魅力アップの事業に取り組む

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他
使途の指定なし

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

新しく就労の場が確保された。

町外への人口流出を防止、法人税や住民税の今後増加の見込み。
町が保有する遊休施設の有効活用にもつながった（施設使用料が歳入として計上）



○

○

○

○

○

○

　　⑩その他

合計

0

0

3,278,868

754,360

2,531,294

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

平成28年度ふるさと納税管理システム導入経費（初期導入、保守管理）

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

3,934,680

12,399,334

0 279,000

広報に係る費用

2,852,821

426,047

0

3,500,000

1,400,000

町内で生産された産品を取り扱う町内の事業者から公募、役場内部での審査を経て決定する。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

特産品の返送は寄付控除の自己負担分（２千円）分程度にすることが適当である。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

制度の手続きが紙媒体でした対応できないので、不便

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 吉賀町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

4,950,000 30 4,790,000

寄附金額

（円）

160,000

○

    ⑧その他

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

4

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

32

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

2 2

3

3

1 1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

バースデイ・ブックプレゼント事業

親子の心のつながりを深め、本に親しむきっかけづくりを目的とした事業

同上

同上

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



①

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

約２，７００千円（２，０００冊分）の絵本が、町内の書店を通じて購読された。

ノーメディアデーの取組みを実践し、親子がふれあう時間が増加しています。



○

　　⑩その他

合計

1,728

2,157,322

1,994,960

1,635,984

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

3,872,944

広報に係る費用

56,938

7,776

2,090,880

242,000

公募により、町内に本社又は事業所(工場等を含む。)を有する法人又は個人が取り扱う商品又は
サービス

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 海士町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

22,210,400 1,182 22,210,400

寄附金額

（円）

3,550,000

○

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

184

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

1,182

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

2

1

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

特色ある米づくり事業

海士町の水田農業のブランド力確立し、ふるさと納税の返礼品として活用する

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



④

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

実績については、来年度以降公表予定

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

・ふるさと納税を財源として実施した特色ある米づくり事業により、農家の所得向上を目指す。
 

・海士産米の価値を高め、農業の魅力アップや後継者の育成を繋げ、集落営農組織や認定農業者、新規就農者が島内外で販
売実績を上げ、自信と誇りを持って米作りが実施できる体制を目指す。



○

○

○

　　⑩その他

合計 6,967,699

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

12,200,000

221,903 200,000

広報に係る費用

6,745,796 12,000,000

発送元と協議の上、選定している。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 西ノ島町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

62,813,501 ○ 30 730,000 ○

寄附金額

（円）

○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

3,335

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

2

1 3

1

3 2

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

子育て支援

保育料を国基準の60％に軽減

子育て、定住対策

保育料軽減、家賃助成

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

ふるさと納税の特産品を送付することで、地元企業の活性化につながった。

町のPR

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

広報で公表はしているが、HPでの公表は未定

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

④

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○ 　　⑩その他

地元産であること

町特製カレンダー

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

24,000,522

522 522

広報に係る費用

24,000,000 24,000,000

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

合計 24,000,522

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

○

　　⑦その他

○

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

ワンストップ特例申請書・通知書について、マイナンバーを記載することにより、個人情報の取り扱い
や事務負担が増えた。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について



都道府県名 島根県 市区町村名 知夫村

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

2,145,000 51 2,145,000

寄附金額

（円）

95,000

○

○

    ⑧その他

○

○

　　⑦その他

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

4

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

51

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績



　

○

○

○

    ⑪その他

事業名

取組内容

①

Ａ

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。



平成27年度 平成28年度（予定）

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑩災害支援・復興

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

・平成27年度

・平成28年度

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他

　　⑦地域・産業振興



②

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

事業を行うにあたってのまとまった額が確保できていないことから事業を実施しておらず、基金を全て
繰越しているため。

・経済面以外での効果

12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない



○

○

　　⑩その他

合計 584,612

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

800,000

広報に係る費用

584,612 800,000

地元の特産物及び観光の推進となるもの。

　　⑤地元の伝統工芸品等



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について



都道府県名 島根県 市区町村名 隠岐の島町

寄附金額 寄附件数 寄附金額

（円） （件） （円）

13,488,000 489 13,458,000

寄附金額

（円）

690,000 ○

○

○

    ⑧その他

○

○

○

　　⑦その他

ふるさと納税現況調査（調査票Ａ）【回答期日：平成28年５月31日】

上記のうち特例申請書の提出があった寄附件数、金額

寄附件数

（件）

23

＜Ⅰ.ふるさと納税の受入額＞

１．平成27年度のふるさと納税の受入金額の実績について記入してください。

　※平成28年４月末時点において把握している数値を記入してください。
　※寄附件数及び寄附金額については、各市区町村（各都道府県）で「ふるさと納税」と整理して
　　いるものを記入してください。
  ※個人からの寄附件数・金額を記入してください。ただし、個人・法人からの寄附の区別ができ
    ない場合は、合算額を記入し、「個人・法人を区別することができない」に○を入れてくださ
　　い。

　※市区町村内・市区町村外（都道府県内･都道府県外）からの寄附の区別ができない場合は、右
    欄 には「－」を記入してください。
　※特例申請書の提出があった寄附件数、金額については、暦年で管理しているため、平成27年度
　　の状況が分からない場合は、「平成27年度分の回答ができない」に○を入れてください。その
　　場合は、暦年（平成27年４月１日～12月31日）の数値を記入してください。

　※数字を入力する場合には、半角で入力してください。

（件）

492

平成27年度分の
回答ができない

平成27年度に受け入れた寄附件数、金額 左記のうち、市区町村外(都道府県外）からの寄附に係るもの

個人・法人を区別す
ることができない

個人・法人を区別する
ことができない

○平成27年度の寄附額の実績

＜Ⅱ.ふるさと納税を募集する際の取組＞

３．ふるさと納税を募集する際に工夫している取組について選択してください(複数回答可)。その他と
回答する場合は、募集する際に工夫している点を記入してください。

　　①インターネットの活用、パンフレットの作成など広報の充実

    ⑤震災・災害への支援

    ⑥使途、事業内容の充実

    ⑦平成27年度における制度拡充（ふるさと納税枠の倍増、ふるさと納税ワンストップ特例
      制度の創設）

　　⑤各種イベントでのＰＲ、呼びかけ

　　⑥コンビニ納付やクレジットカード納付などの納付方法の充実

寄附件数

２．ふるさと納税の受入件数及び受入額が、平成26年度以前の実績と比較して増加している場合、増加
した主な理由について考えられるものを選択してください(複数回答可)。その他と回答する場合は、受
入額及び受入件数が増加した理由についても記入してください。

    ①返礼品の充実

    ②収納環境の整備（クレジット納付、電子申請の受付等）

    ③ふるさと納税の普及、定着

    ④ＨＰ等の広報の充実

　　②過去にふるさと納税をしてくれた方への呼びかけ、同窓会や県人会などにおける呼びかけ

　　③ふるさと納税の使途の明確化や選択できる事業の充実

　　④返礼品の充実、ＰＲ



　

○

○

○

○

○     ⑪その他

事業名

取組内容

　　①選択できる

４．ふるさと納税を募集する際に、使途（ふるさと納税を財源として実施する事業等）を選択できよう
にしていますか。

　　Ａ：分野を選択

　　Ｂ：分野又は具体的な事業を選択

６．（４で①と回答した場合）使途として選択できる分野を下記から選んでください
　（複数回答可）。

　　⑥子ども・子育て

　　⑦地域・産業振興

　　②選択できない

　　⑧観光・交流・定住促進

       ※「⑪その他」を選ぶ場合は、使途として選択できる分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　Ｃ：具体的な事業を選択

　

５.（４で①と回答した場合）選択できる範囲について該当するものを選択してください。

　　⑨安心・安全・防災

　　⑩災害支援・復興

７.（５でＢ又はＣと回答した場合（具体的な事業を選択できる場合））特に力を入れてＰＲした
（する予定の）事業について、事業名と取組内容を記入してください。

領土権の確立

①

Ａ



平成27年度 平成28年度（予定）

3 3

2 1

1

2

事業名

取組内容

事業名

取組内容

　　⑦地域・産業振興

　　⑨安心・安全・防災

　　⑧観光・交流・定住促進

    ⑪その他
領土権の確立

　※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

＜Ⅲ.ふるさと納税に係る寄附金を活用して実施した（する）事業＞

８．ふるさと納税を財源として実施する事業（平成27年度実施事業及び平成28年度実施事業（予定を含
む。））について、ふるさと納税の充当額が多い事業（多い順に３事業）の分野を選択してください
（複数回答可）。その他と回答する場合は、その事業分野を記入してください。

　　①まちづくり・市民活動

　　②スポーツ・文化振興

　　③健康・医療・福祉

　　④環境

　　⑤教育・人づくり

　　⑥子ども・子育て

　

９. ふるさと納税を財源として実施した事業のうち、平成27年度において特に力を入れて実施した事業
の事業名と取組内容を記入してください。また、平成28年度において特に力を入れて実施する予定の事
業の事業名と取組内容についても記入してください。

   ※返礼品等に要したものやふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

   ※７と同一の内容である場合は、「７と同じ」と記入してください。

竹島資料館の備品購入

椅子、机、プロジェクター等の購入

図書の拡充

町立図書館の本の購入

・平成27年度

・平成28年度

　　⑩災害支援・復興

領土権の確立



12.（11で②～④と回答した場合）受入額実績や活用状況（事業内容等）の両方あるいはいずれかについ
て公表していない理由及び公表開始予定などを記入してください。

11．ふるさと納税の受入額実績や活用状況について、広報媒体（団体ＨＰ、広報誌等）を活用した公表
の状況として、該当するものを選択してください。

    ①受入額実績・活用状況（事業内容等）の両方を公表している

    ②受入額実績は公表しているが、活用状況（事業内容等）は公表していない

    ③活用状況（事業内容等）は公表しているが、受入額実績は公表していない

    ④受入額実績・活用状況（事業内容等）のいずれも公表していない

竹島資料館ができたことで、竹島について関心のある方が来訪しやすくなったため、観光客の増大による外貨の獲得に期待
したい。

竹島に関する資料を収集し、一つの施設で保管・展示できるようになった。

＜Ⅳ．その他＞

13．ふるさと納税に対する返礼品送付の状況について、該当するものを選択してください。
　※ここでいう「返礼品」とは、特産品等の物品や、施設の利用などのサービスが受けられる権利
　　などのような、経済的価値を有するものを広く含むものです。

今後、活用状況等を公表したい。

・経済面以外での効果

10．８又は９で実施した（する）事業がどのような効果を生んでいますか。また、どのような効果を期
待していますか。経済的効果やそれ以外の効果について、それぞれ記入してください。

  ※返礼品等によって生じた（る）ふるさと納税事業に係る事務費等は除きます。

・経済面での効果

②

①
　　①返礼品を送付している

　　②平成28年度においては、返礼品を送付する仕組みを設けていない

14.（13で②と回答した場合）返礼品の取扱いの予定について、下記より選択してください。

　　①今後の返礼品の送付を検討中

　　②現時点では、返礼品の送付は検討していない



○

○

○

○

　　⑩その他

地元の特産品を選定。

　　⑤地元の伝統工芸品等

平成28年度（当初予算額）

返礼品の調達に係る費用

送付に係る費用

決済等に係る費用

（クレジットカード手数料、金融機関の
取扱い手数料等）

1,711,000

118,000 107,000

広報に係る費用

    ⑦地元の公共施設の利用券等

　　⑧地元で開催するイベントへの招待（収穫体験、1日○○など）

17．ふるさと納税の募集や受入等に伴う費用について、平成27年度及び平成28年度の状況を回答が可能
な範囲で記入してください。

　※平成27年度分については、平成28年４月末時点において把握している金額を記入してください。

　※平成28年度分については、平成28年度当初予算計上額を記入してください。

区分 平成27年度

15．（13で①と回答した場合）送付（予定を含む。）している返礼品について、当てはまるもの全てを
選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な返礼品を記入してください。

　　①地元の農産物（加工品含む）

　　②地元の米（加工品含む）

    ③地元の水産物（加工品含む）

　　④地元の畜産品（加工品含む）

　　⑥被災地など他地域を応援するための当該地域の特産品

　※下記の項目に沿って記入をお願いします。なお、一括で事業者と契約している場合など、それ
　　ぞれの区分毎の金額が分からない場合は、想定される額に按分の上、記入してください。

　（単位：円）

・　（上記でその他に金額を記入した場合）具体的な内容を記入してください。

事務に係る費用

その他

2,086,000 1,590,000

合計

14,000

2,218,000

14,000

　　⑨感謝状、広報誌

16．（13で①と回答した場合）返礼品はどのように選定していますか。返礼品の選定の手法や基準など
について記入してください。



○

    ⑤その他

○

    ⑤その他

　　⑦その他

　　⑦その他

　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応について

　　②見直しについて検討し、平成28年度から見直しを実施することとした。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

　　①見直しを実施。

（２）平成28年４月１日以降の対応について

【以上】

　　④特段の返礼品の送付を行っていない。

19．（18で①、②又は⑤と回答した場合）その見直しの具体的な内容について、それぞれ該当するもの
を選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な見直し内容について記入して
ください。

　　③通知に沿った返礼品送付を行っており、見直しを行う必要はないと判断。

21．今後のふるさと納税制度のあり方など、ふるさと納税制度に対する意見を記入してください。（ふ
るさと納税ワンストップ特例制度に関する意見を含む）

ふるさと納税の基本的な目的が薄れてきており、寄附者にとっては、ネット通販のような感覚となって
きている。そのため、寄附者の方も自治体に縁もゆかりもない方がほとんどとなっている。

（２）平成28年４月１日以降の対応（18（２）の回答）について

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

　　②返礼品の価格の割合の表示の取りやめ
　　③金銭類似性の高いもの（プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料
　　　金等）の取りやめ
　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

20．ふるさと納税ワンストップ特例制度について、寄附者から寄せられたご意見やご要望などを具体的
に記入してください（複数回答可）。

特になし

　　⑥寄附額に対し返礼割合の高い返礼品の取りやめ（返礼割合の引き下げ）

　　⑤高額な返礼品の取りやめ（高額でない返礼品への変更）

　　④資産性の高いもの（電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等）の取りやめ

18．平成27年４月１日付総務大臣通知及び平成28年４月１日付総務大臣通知において、ふるさと納税に
係る返礼品送付への適切な対応について要請をしているところです。通知を踏まえた見直し等の取組
で、それぞれ該当するものを選択してください（複数回答可）。その他と回答する場合は、具体的な内
容等について記入してください。

　　①見直しを実施。

　　②見直しを実施する予定。

　　①返礼品の価格の表示の取りやめ

（１）平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間の対応（18（１）の回答）について


	00（島根県）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	01（松江市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	02（浜田市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	03（出雲市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	04（益田市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	05（大田市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	06（安来市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	06（江津市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	07（雲南市）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	08（奥出雲町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	09（飯南町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	10（川本町）【個表】調査票Ａ
	調査票

	11（美郷町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	12（邑南町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	13（津和野町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	14（吉賀町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	15（海士町）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	16（西ノ島町）【個表】調査票Ａ_
	調査票

	17（知夫村）【個表】調査票Ａ 
	調査票

	18（隠岐の島町）【個表】調査票Ａ 
	調査票


