西脇市への寄附件数の推移
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西脇市への寄附額の推移
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災害支援にもふるさと納税
本市では、自然災害で甚大な被害を受けた自治体
を支援するため、ふるさと納税を通じた災害支援寄
附を代理で受け付けました。
これまでに「へそのまち」でつながりのある福島
県本宮市や熊本県山都町などへの支援に総額 1200
万円余りを集め、各市町へ送金しています。
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全国からの応援でまちを元気に
まちを応援する気持ちと、まちからの感謝の気持ちを贈り合う「ふるさと納税」。西
脇市は全国各地からたくさんの応援をいただいています。
今回はふるさと納税で受け入れた寄附金が、市民の皆さんの身近なところで活用され
ていることや、ふるさと納税が地域経済の振興につながっていることをご紹介します。
◆問合せ 商工観光課（市役所内線 2021）
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ふるさと納税とは

令和3年10月号
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H29

ふるさと納税は︑まちづくり
を応援したい自治体に寄附がで
き る 制 度 で す︒生 ま れ 故 郷 や お
世話になったまち︑縁があるま
ちを応援したいなど︑自分で選
んだ自治体に寄附ができること
がポイントです︒寄附を通じて︑
まちづくりに貢献できる仕組み
になっています︒
所得に応じて控除の上限額が
ありますが︑寄附金のうち２千
円を超える金額については︑翌
年度に支払う所得税と住民税か
ら差し引かれます︒

★まちの応援
★返礼品と税控除

H28

コロナ禍も規模拡大

返礼品

H27

ふるさと納税が制度化された
平成 年度以降︑ふるさと納税
の規模は拡大を続け︑寄附件数
や寄附額は年々増加傾向にあり
ます︒平成 年度には確定申告
をする必要がないワンストップ
特例制度が設けられたために急
拡大しました︒
令和２年度は新型コロナウイ
ルスの感染拡大による﹁巣ごも
り需要﹂もあり︑全国の寄附件
数は前年度比１・５倍︵約３４
８９万件︶に︑寄附額は同１・
４倍︵約６７２５億円︶に伸び
ています︒

寄附者

H26

全国から届く本市への応援

★売り上げ増
★全国にＰＲ

H25

西脇市では︑寄附者が応援し
たい３つの事業分野で︑いただ
いた寄附金を活用しています︒
また︑昨年度は市の新型コロナ
ウイルス感染症対策事業に活用
する寄附もいただきました︒
平 成 年 度 に 受 け 付 け を 始 め︑
令和２年度末までに受け入れた
寄附額は 億円余り︒全国各地
から多くの応援をいただいてい
ます︒
昨年度は約２万件・約６億７
千万円の寄附を受け付け︑過去
最高の実績となりました︵いず
れも災害支援寄附を除く︶
︒

★財源確保
★ファン拡大

寄附金

1.6 億円

1000万円突破

ふるさと納税のイメージ
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3.6 億円

初 の１億円突破！
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6.7億円

県内８位
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人気のある本市の返礼品は

ふるさと納税でまちを元気に

寄附者からの応援メッセージ

◆令和２年度の返礼品ランキング
順位

返礼品

１位

日本酒

２位

黒田庄和牛、神戸ビーフ

３位

寝具

４位

播州織製品

５位

かばん

西脇市では、ふるさと納税でいただいた寄附金を基金に積み立て、まちづくりの
貴重な財源として寄附者の意向に沿った３つの事業に活用しています。令和２年度
は基金から２億 1058 万円を取り崩し、さまざまな市の取り組みに活用しました。
また、これ以外にも新型コロナウイルス感染症対策として寄附を募り、児童手当
を受給する世帯を対象にした子育て応援商品券の支給に、寄附していただいた 750
万円を活用しました。

私の寄附金が、まちの子どもたちの
ために使ってもらえればうれしいです。
（神奈川県・30 代男性）

播州織の品物を使ってみて、良
さを広めることに貢献したいです。
（千葉県・30 代女性）

※申し込み件数が多い順に並べています。

本市への寄附が多いところは

日本酒に和牛など世界に誇る日
本の食の発信地として頑張ってく
ださい。（愛知県・40 代男性）

◆令和２年度の都道府県別ランキング
順位

都道府県

件数

寄附額

１位

東京都

２位

神奈川県

2,083件

6,395万円

３位

兵庫県

1,930件

6,441万円

４位

愛知県

1,930件

5,661万円

５位

大阪府

1,797件

5,453万円

6,239件 ２億374万円

※１万円未満を四捨五入しています。

本市への寄附は北海道から沖縄県まで全国各
地から寄せられます。都道府県別では、東京都
が最も多く、全体の約３割を占めています。

住んでいる高齢者の方々にとって、
優しく暮らしやすいまちづくりを応
援したいと思いました。
（兵庫県・
50 代女性／西脇市出身）

全国から温かいメッセージ続々と

いのちいきいき事業

かんきょうすくすく事業

まちぐんぐん事業

3163 万円

教育、子育て、健康づくり、医療
・福祉、文化・芸術、スポーツの各
分野で、市民の皆さんがいきいきと
活躍できるまちづくりに活用します。

〔活用額〕4406

万円

環境の保全や農林業の振興、まち
なみ景観の創出などのほか、西脇市
らしい環境の保全・育成につながる
まちづくりに活用します。

〔活用額〕3489

万円

地場産業、地域資源、都市・生活
基盤、まちの安全・安心の各分野で、
市の活性化や魅力向上につながるま
ちづくりに活用します。

主な取り組み

主な取り組み

主な取り組み

▶健幸運動教室「Ni-Co」の開
催＝写真▶小中学校へのＡＬＴ
（外国語指導助手）の配置▶認
定こども園などの給食副食費の
無償化

▶野生鳥獣による農作物被害の
防止＝写真▶自然にやさしい農
業の推進に向けた堆肥の購入助
成▶河川の環境整備

▶乗合タクシー・むすブンの運
行＝写真▶各地区のまちづくり
団体が実施する事業の支援▶中
小企業者が実施する経営革新事
業への支援
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返礼品は感謝の気持ち

ふるさと納税の原動力となっ
ているのが︑まちの魅力が詰ま
った返礼品です︒国は自治体が
扱える返礼品にルールを設けて
おり︑市外在住者を対象に寄附
額の３割以下となる特産品に 限
っています︒
本市の返礼品は︑市内産山田
錦を原材料とした日本酒︑黒田
庄和牛︑市内の企業で製造・加
工された商品などで︑その数７
４０種類︒一つ一つの返礼品に
込められた思いとともにふるさ
と納税のポータルサイトで紹介
しており︑寄附額に応じて寄附
者に選んでもらうようにしてい
ます︒
返礼品を贈ることで︑寄附者
へ感謝の気持ちを伝えるととも
に︑市の魅力を全国にＰＲでき
る絶好の機会になっています︒
また︑ふるさと納税を通じて︑
本市に関心を持つ人が増えるこ
とが期待できます︒さらに︑返
礼品として市が商品を購入する
ことで︑市内の事業者の売り上
げ増加につながるなど︑地域産
業の振興の一翼を担っています︒

貴重な財源として活用

令和3年10月号

３

〔活用額〕１億

全国各地で人口減少のみなら

広報にしわき

ず︑都市部へのあらゆる資源の
集中化が進み︑地方の活力が失
われています︒そのような中で︑
地方創生を推進する制度のひと
つとして︑ふるさと納税が創設
されました︒
ふるさと納税の運用にはさま
ざまな制約がありますが︑自治
体の努力と工夫により︑都市部
と地方の税収格差を縮め︑地域
の活性化を図ることができる大
きなツールとなっています︒
本市では魅力あるまちづくり
に活用できる貴重な財源を確保
するため︑引き続きふるさと納
税の推進に取り組んでいきます︒
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２

皆さまの健康とまちの発展を祈ってい
ます。新型コロナが落ちついたら、訪れ
てみたいです。
（岐阜県・50 代男性）

企業向けのふるさと納税も
地方創生の加速を目的に、国では「企業版ふ
るさと納税（地方創生応援税制）
」を設けてい
ます。民間企業が自治体の取り組みに対して寄
附する制度で、条件を満たす企業は税の負担軽
減を受けることができます。
本市では制度が創設された平成 28 年度から
取り組んでおり、これまでに子育て拠点施設の
充実化や特産品の振興などに企業からの寄附金
を活用。令和２年度には５社から計 350 万円
の寄附をいただきました。
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店の看板料理×ふるさと納税

令和3年10月号

ふるさと納税
×
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を届けています︒
＊

7

藤本渉太

質なものを楽しんでほしいので︑
皆さんに喜んでもらえる商品づ
くりに取り組んでいます﹂と播
田さん︒企業努力が実を結び︑
今は毎年同じ返礼品を選ぶリピ
ーターが多くいるそうです︒
﹁さ ま ざ ま な 特 産 品 が あ る 中
で︑多くの方に黒田庄和牛を選
んでもらっていることは︑大変
うれしいです︒今後もＰＲして︑
さらにファンを増やしていきた
いです﹂
ふるさと納税の広がりに期待
を寄せています︒
＊
市では︑今後も貴重な財源と
し て︑ふ る さ と 納 税 を 推 進 し て
いきます︒また︑寄附者の皆さ
んが応援したくなるまちを目指
し て︑ふ る さ と 納 税 を 生 か し た
まちづくりを展開し︑本市の活
性化に努めていきます︒

ふるさと納税担当 商工観光課

ふるさと納税ホームページ

企業努力でリピーター獲得

組合では﹁できる限り寄附者
の要望に応えたい﹂と︑一般的
に冷凍で配達されることが多い
牛肉を冷蔵で届けています︒仕
入れや配送準備に手間が掛かり
ま す が︑
﹁味 で も 見 た 目 で も 良

市外在住の家族や友人にぜひ紹介を
心温まるメッセージとともに、これまでに
全国から 17 億円の寄附をいただき、教育や
子育て、公共交通などの市の取り組みに活用
してきました。今後も全国の皆さんに応援し
てもらえるよう、ふるさと納税の取り組みを
推進していきます。
本市ならではの魅力ある特産品がまだまだ
数多くあると思っています。返礼品は販路の
開拓や販売の拡大につながります。市内で作
られた製品だけなく、市内限定のサービスや
食事券なども返礼品となりますので、事業者
の皆さんからのご相談をお待ちしています。
市民の皆さんには、市外に住むご家族やご
友人に、ぜひ本市のふるさと納税を紹介して
ください。
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販売の柱のひとつに

「市の地場産品だけが、ふるさと納税の
返礼品に認められると思っていました。店
の看板料理も返礼品になってうれしいで
す」と話すのは、飲食店「笑仁。」を経営
する藤原大輔さん＝写真。市では、店で作
られるシューマイや点心な
どを、今年８月から返礼品
として取り扱っています。
新型コロナウイルスの感
染拡大で、飲食店は営業
時間の短縮や休業、酒類
の提供自粛を強いられて
きました。藤原さんは、
「コロナ禍で売り上げが
落ちた中、ふるさと納税
が販路拡大につながり、
とても助かっています」

﹁ふるさと納税は︑販売の柱
のひとつになっています﹂
そう話すのは︑みのり農業協
同組合特産開発センターの播田
慶人センター長＝右下写真＝︒
同組合は︑本市のふるさと納税
の開始当初から参加し︑黒田庄
和牛のほか︑黒田庄和牛のコロ
ッケやレトルトカレーなどを返
礼品として取り扱っています︒
神戸ビーフの素牛である牛肉が
食べられるとあって︑全国の寄
附者から多くの支持を集め︑本
市への寄附を支えてきました︒
播田さんは﹁返礼品の取扱量
が増えると︑私たちは農家から
の仕入れ量を増やします︒私た
ちだけでなく︑農家の皆さんに
も喜んでもらっていますし︑や
りがいにもつながり︑相乗効果
になっています﹂と話します︒

市では、ふるさと納税の促進と特産品のＰＲ
を図るため、返礼品を取り扱う事業者を随時募
集しています。
条件を満たす商品やサービスを提供する事業
者が対象となります。まずは下記へご相談くだ
さい。
◆対象となる返礼品
・市内で生産または加工された製品や市内産の
原材料などで作られた製品
・市内でのみ受けられるサービス
・市内でのみ使える食事券
◆その他
・返礼品を発送するまでの作業をお願いします。
・配送料は市が負担します。
・取扱期間や数量を限定することもできます。
◆応募・問合せ
商工観光課
☎市役所内線 2021
shoukou@city.nishiwaki.lg.jp

本市の返礼品は︑農畜産物や
加工品︑衣料品︑食事券︑宿泊
券︑サービスなど︑さまざま︒
現 在 は 市内約 の 取 り 扱 い 事 業
者が︑本市への寄附者に返礼品

返礼品の取り扱い事業者募集

返礼品の取り扱い事業者にインタビュー

地場産品

ふるさと納税を一緒に盛り上げましょう
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