
【報告書】

平成２９年度
氷見市ふるさと納税

氷見市商工観光課 電話 ０７６６－７４－８１０５

「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、
「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことが
できる制度」として平成２０年に創設された
ふるさと納税制度。

自主財源の乏しい地方にとって貴重な財源を確保
できる機会であり、また寄附に対してお届けする
お礼の品を通じて、市内経済の活性化にも貢献し
ています。

これまで、全国の皆様から意思のあるご寄附を
いただいております。ふるさと納税をきっかけに
皆様と氷見市の間にできた「ご縁」に感謝いたし
ます。



平成２９年度 氷見市ふるさと応援寄付金の実績

（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

月別の寄附件数・金額

寄附金額別寄附件数

（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

２９年度
年度計

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

寄附件数
（件）

161 161 127 163 211 253 386 858 3150 157 180 227 6,034 

寄附金額
（千円）

4,567 4,684 6,390 4,870 5,990 8,215 12,390 26,734 105,510 3,940 4,910 5,280 193,480 

寄付金額 件数

２万円未満 2353件

２万円以上（３万円未満） 1359件

３万円以上（４万円未満） 903件

４万円以上（５万円未満） 281件

５万円以上（６万円未満） 225件

６万円以上（７万円未満） 292件

７万円以上（８万円未満） 74件

寄付金額 件数

８万円以上（９万円未満） 122件

９万円以上（１０万円未満） 185件

１０万円以上（１５万円未満） 127件

１５万円以上（２０万円未満） 47件

２０万円以上（30万円未満） 39件

３０万円以上（50万円未満） 18件

５０万円以上 9件



使い道別寄附件数・金額

寄附金の主な充当事業

③ 魅力ある観光地づくり及び地域産業の振興

①市民の健康を守る保健医療の充実

②豊かな自然及び美しい地域景観の保全

④未来を担う子どもたちの教育環境の充実

⑤指定なし（市長におまかせ）

⑥春中ハンドの開催

⑦ぶり奨学金

（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（集計年度：平成29年度）

事業名 充当額（円）

保育所改修 9,644,840

がんセンター調査 2,546,640

未病対策 2,234,350

事業名 充当額（円）

観光広報強化 6,322,644

事業名 充当額（円）

小中学校営繕 12,700,368

小中学校図書購入 5,994,509

小中連携教育推進 1,500,000

事業名 充当額（円）

おらっちゃ創生支援 8,939,717

協働のまちづくり推進 2,686,168

事業名 充当額（円）

ぶり奨学プログラム事業 105,637

事業名 充当額（円）

鳥獣被害防止対策 26,700,000

公園管理 9,600,000

環境美化推進 4,024,491

世界農業遺産登録に向けての取組み 3,761,734

事業名 充当額（円）

春の全国中学生ハンド
ボール選手権大会の開催

10,000,000

平成２９年度事業に充当しなかった寄附金について
は、平成３０年度以降の事業へ充てるために基金に
積み立てました。

充当計 144,090,422円

件数（件） 金額（円）

① 市民の健康を守る保健医療の充実 482 16,290,000

② 豊かな自然環境及び美しい地域景観の保全 1,843 51,937,038

③ 魅力ある観光地づくり及び地域産業の振興 629 19,838,000

④ 未来を担う子どもたちの教育環境の充実 1,284 43,394,010

⑤ 指定なし（市長におまかせ） 1,462 53,699,090

⑥ 春中ハンドの開催 122 2,912,000

⑦ ぶり奨学金 212 5,410,000

6,034 193,480,138

事業の種類

計



（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

地方別寄附件数
の割合

地方別寄附金額
の割合

都道府県・地域別の寄附件数・金額

関東
54%

近畿
16%

東海
14%

北陸・甲信越 9%

北海道・

東北3%

中国・四国 2% 九州・沖縄2%

関東
54%

近畿
16%

東海
12%

北陸・甲信越 9%

北海道・東北 4%

中国・四国 3% 九州・沖縄 2%

地方 寄附件数 寄附金額 都道府県 寄附件数 寄附金額

北海道 85 ¥1,630,000

青森県 12 ¥360,000

岩手県 11 ¥530,000

宮城県 54 ¥1,560,010

秋田県 4 ¥120,000

山形県 20 ¥770,000

福島県 33 ¥1,000,000

茨城県 60 ¥1,790,000

栃木県 60 ¥1,850,000

群馬県 56 ¥1,530,000

埼玉県 341 ¥11,980,000

千葉県 326 ¥10,862,000

東京都 1,743 ¥57,503,000

神奈川 650 ¥18,300,000

山梨県 29 ¥960,000

長野県 83 ¥2,720,000

新潟県 39 ¥1,190,000

富山県 262 ¥10,127,038
(市内） 3 ¥100,000
(市外） 259 ¥10,027,038

石川県 88 ¥2,230,000

福井県 21 ¥460,000

岐阜県 103 ¥3,420,000

静岡県 88 ¥3,320,000

愛知県 489 ¥17,845,000

三重県 54 ¥1,540,000

滋賀県 71 ¥2,470,000

京都府 151 ¥5,165,000

大阪府 441 ¥13,626,090

兵庫県 249 ¥6,532,000

奈良県 66 ¥2,310,000

和歌山県 19 ¥820,000

鳥取県 5 ¥140,000

島根県 10 ¥200,000

岡山県 42 ¥1,280,000

広島県 55 ¥1,690,000

山口県 14 ¥280,000

徳島県 21 ¥540,000

香川県 11 ¥230,000

愛媛県 14 ¥310,000

高知県 2 ¥60,000

福岡県 80 ¥2,140,000

佐賀県 10 ¥540,000

長崎県 10 ¥230,000

熊本県 14 ¥470,000

大分県 4 ¥120,000

宮崎県 12 ¥340,000

鹿児島県 13 ¥240,000

沖縄県 9 ¥150,000

合計 6,034 ¥193,480,138

北海道・
東北

219 ¥5,970,010

関東 3,236 ¥103,815,000

北陸・
甲信越

522 ¥17,687,038

東海 734 ¥26,125,000

４７都道府県

九州・
沖縄

152 ¥4,230,000

近畿 997 ¥30,923,090

中国・
四国

174 ¥4,730,000



（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

申込窓口

支払方法

ワンストップ特例申請利用状況

（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（寄附対象期間：平成29年1月1日～平成29年12月31日）

ワンストップ特例申請者
（平成29年寄附分）

件数 1,044 対象寄附金額 ¥35,485,000

平成29年寄付実績 件数 5,936 寄附金額総額 ¥194,520,138

寄附全体に占める割合 件数 18% 金額 18%

決済方法 件数 (割合） 金額 (割合） (一件あたりの寄附金額）

クレジットカード
（Yahoo公金取扱
サービス）

5,279 (87%) ¥164,229,100 (85%) ¥31,110

払込取扱票
（郵便局）

685 (11%) ¥28,041,038 (14%) ¥40,936

その他 70 (1%) ¥1,210,000 (1%) ¥17,286

計 6,034 ¥193,480,138 ¥32,065

申込方法 件数 (割合） 金額 (割合）
(一件あたりの平均

寄附金額）

ふるさと納税申込
ポータルサイト
（ふるさとチョイス）

4,762 (79%) ¥161,231,100 (83%) ¥33,858

ふるさと納税申込
ポータルサイト
（さとふる）

1,130 (19%) ¥22,110,000 (12%) ¥19,566

電話・ＦＡＸ等
（自治体）

142 (2%) ¥10,139,038 (5%) ¥71,402

計 6,034 ¥193,480,138 ¥32,065



お礼の品人気番付

（集計期間：平成29年4月1日～平成30年3月31日）

氷見産鮮魚お刺身セット
氷見産鮮魚お刺身セット

定期便9ヶ月連続
1万円以上の寄附に対する返礼品 9万円以上の寄附に対する返礼品

氷見産鮮魚お刺身セット
定期便3ヶ月連続

氷見産鮮魚お刺身セット
定期便6ヶ月連続

3万円以上の寄附に対する返礼品 6万円以上の寄附に対する返礼品

氷見産鮮魚お刺身セット
定期便6ヶ月連続

氷見産鮮魚お刺身セット
定期便3ヶ月連続

6万円以上の寄附に対する返礼品 3万円以上の寄附に対する返礼品

氷見うどん細麺7本入り
氷見産鮮魚詰め合わせ
定期便9ヶ月連続

1万円以上の寄附に対する返礼品 12万円以上の寄附に対する返礼品

氷見産鮮魚お刺身セット
定期便9ヶ月連続

氷見産鮮魚お刺身セット

9万円以上の寄附に対する返礼品 1万円以上の寄附に対する返礼品

白えび入り地魚お刺身おすすめセット
季節の干物・のどぐろ・汐ぶり入

年3回お届け

2万円以上の寄附に対する返礼品 4万円以上の寄附に対する返礼品

氷見牛ローストビーフ昆布じめ
誉一山荘　オーベルジュドゥ　ミクニ

宿泊御利用券

1万円以上の寄附に対する返礼品 20万円以上の寄附に対する返礼品

氷見うどん細麺6本入り
＜東京発着＞北陸新幹線グランクラス
往復利用「氷見の休日」2日間ペア

2万円以上の寄附に対する返礼品 80万円以上の寄附に対する返礼品

きときと魚一夜干し4種詰合せ 白えび入り地魚お刺身おすすめセット

2万円以上の寄附に対する返礼品 2万円以上の寄附に対する返礼品

件数（寄附件数） 金額（寄附件数×寄附金額）

108件

106件

104件

504万円

412万円

408万円

380万円

320万円

272万円

小結

前頭

前頭

前頭

前頭

前頭

192件

173件

114件

横綱405件

256件

213件

1,593万円

大関

関脇

1,302万円

789万円





これからも、氷見市ふるさと納税をよろしくお願いいたします！
https//www.furusato-tax/japan/prefecture/16205

ふるさと納税 氷見 検索


