
北海道 根室市

【ホームページ・SNS】
市のホームページにおいて、ふるさと納税特設ページ(https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/sougouseisakubu/shousikataisaku/16/4411.html)にて、ふるさと納税の理
念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
根室市ふるさと応援寄附金活用事業集を作成し、寄附金の使い道について周知を図る。

北海道 沼田町

【ホームページ・SNS】
ふるさと納税特設ページ（https://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/ujj7s300000019lf.html）において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図り、ＰＲする。

【広報誌等】
町の広報誌「広報ぬまた」において、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、町民に対して啓発・普及を図る。

北海道 遠別町

【ホームページ・SNS】
町ホームページ上において、ふるさと納税普及啓発月間のPRを実施予定

【広報誌等】
観光施設等の集客が見込める場所にふるさと納税普及啓発月間のポスターを掲示予定

【独自の啓発活動】
メールマガジンを配信し、プレゼントキャンペーンを実施する。

北海道 上士幌町
【ホームページ・SNS】
町ホームページ（https://www.kamishihoro.jp/）にて、ふるさと納税の趣旨及びふるさと納税を活用した施策等の紹介をする。
町ふるさと納税インスタグラム（https://www.instagram.com/kamishihoro.furunou/?hl=ja）を活用し、町の情報発信及びふるさと納税への感謝の気持ちを発信する。

北海道 足寄町

【ホームページ・SNS】
町ＨＰシティプロモーション特設サイト（https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/citypromotion/）において、「ふるさと納税普及啓発月間」の周知を図る。

【独自の啓発活動】
町道の駅にパンフレットを設置し、ふるさと納税普及啓発を図る。

北海道 白糠町

【ホームページ・SNS】
町のふるさと納税ページ・Instagram上に普及啓発活動について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
町広報11月号（10/25配布）にて周知予定。

【独自の啓発活動】
メールマガジンに普及啓発活動について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

青森県 三戸町

【ホームページ・SNS】
三戸町ホームページ（http://town.sannohe.aomori.jp/choseijoho/3/1/383.html）において、周知を図る。

【広報誌等】
町の広報誌において、８月のふるさと納税月間の発信をするとともに、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、町民および帰省者に対して啓発・普及を図る。

岩手県

【ホームページ・SNS】
県のホームページ(https://www.pref.iwate.jp/index.html)において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
県公式Facebook「いわてのわ」において、ふるさと納税月間を紹介し、ふるさと納税の理念や趣旨の周知を図る。

秋田県 八峰町

【ホームページ・SNS】
町のふるさと納税募集ページ（http://www.town.happou.akita.jp/docs/2015090100149/）において、ふるさと納税月間を周知する記事を掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について
周知を図る。

【広報誌等】
町の広報誌「広報はっぽう」において、８月はふるさと納税月間であることを発信し理念や趣旨について周知を図る。

秋田県 井川町
【ホームページ・SNS】
町の公式ＳＮＳにおいて、ふるさと納税に関する情報を発信し、ふるさと納税の普及啓発活動を行う。

山形県
【ホームページ・SNS】
県のふるさと納税募集ページにおいて、ふるさと納税普及啓発月間の広報を掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
県公式Twitterにおいて、ふるさと納税普及啓発月間の記事を投稿し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

山形県 山形市

【ホームページ・SNS】
山形市公式ホームページ「なんたっすやまがた」（http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/）で、ふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を
図る。

【広報誌等】
市の広報紙「広報やまがた」8月15日号において、ふるさと納税月間に関する記事を掲載し、制度の啓発と利用促進を図る。

山形県 天童市
【ホームページ・SNS】
本市ふるさと納税特設サイトにおいて、ふるさと納税普及啓発月間について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

山形県 舟形町

【ホームページ・SNS】
町のふるさと納税募集ページ（http://www.town.funagata.yamagata.jp/）において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
ふるさと納税月間に関する記事を掲載し、制度の啓発と利用促進を図る。

【独自の啓発活動】
8月に行われる成人式の際にふるさと納税の理念・趣旨や制度内容について周知を図る

山形県 白鷹町

【ホームページ・SNS】
本町のHPにおいて、ふるさと納税普及啓発月間について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
・町公式Facebook等において、ふるさと納税月間を紹介し、ふるさと納税の理念や趣旨について発信する。
・8月に行われる成人式の際に、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

茨城県 古河市
【ホームページ・SNS】
市公式ホームページ（https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kikaku/2/9011.html）において、ふるさと納税普及啓発月間について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周
知を図る。

茨城県 北茨城市

【ホームページ・SNS】
北茨城市移住支援ポータルサイト【KITAIBARAKEY】（https://kitaibarakey.jp/news/detail?id=94）において、ふるさと納税月間のお知らせページを作成し、ふるさと納税の理念趣旨に
ついての周知を図る。

【独自の啓発活動】
・北茨城市のふるさと納税各種ポータルサイトのメルマガ配信機能を使用して「ふるさと納税月間」の周知を図る。
・市内のイベント等にチラシ等を配布する。

「ふるさと納税普及啓発月間」（８月）の活動内容について

自治体名 活動内容



自治体名 活動内容

茨城県 守谷市
【ホームページ・SNS】
守谷市ホームページ・ふるさと納税：寄附の申込みふるさと納税月間（https://www.city.moriya.ibaraki.jp/contribution/moushikomi/gekkann.html）において、ふるさと納税月間特設
ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図るとともに利用促進を図る。

茨城県 境町

【ホームページ・SNS】
境町の公式ホームページ（http://www.town.sakai.ibaraki.jp/）において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。また、寄附者の方にメルマガ等を配信する際にもふるさと納
税月間開始について周知を図る。

【広報誌等】
「広報さかい」において、8月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、境町住民および帰省者に対して啓発・普及を図る。

【独自の啓発活動】
「道の駅さかい」にふるさと納税月間のポスターを掲載し、県外からの帰省者等への普及啓発を図る。

群馬県 中之条町

【ホームページ・SNS】
中之条町公式サイト内の「ふるさと納税」（https://www.town.nakanojo.gunma.jp/2-kikakuseisaku/furusato/index.shtml）において、「ふるさと納税について」のページを作成し、ふるさ
と納税の理念や趣旨について周知を図っている。

【独自の啓発活動】
町内観光施設において、「ふるさと納税月間」啓発用のチラシを設置し、ふるさと納税の普及を図る。

千葉県 富津市
【ホームページ・SNS】
市ホームページのふるさと納税ページ内（https://www.city.futtsu.lg.jp/0000003548.html）で自治体連合及びふるさと納税月間について周知する。

石川県 輪島市
【ホームページ・SNS】
輪島市のふるさと納税特設ページ（https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016121500037/）において、ふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨につい
て周知を図る。

福井県

【ホームページ・SNS】
県のふるさと納税募集ページ「ふるさと福井応援サイト」（http://info.pref.fukui.jp/rousei/furusato_ouen/）において、ふるさと納税月間特設ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣
旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
・県外の福井ゆかりの方におたよりを送付し、福井県の旬の情報をお届けするとともに、ふるさと納税での協力を呼びかける。
・東京事務所、大阪事務所、京都事務所、名古屋事務所においてふるさと納税月間ポスターやPRチラシを設置し、来訪者にふるさと納税のPRおよび協力を呼びかける。
・JR福井駅やえちぜん鉄道福井駅にPRチラシを設置し、利用客にふるさと納税制度を周知する。

福井県 福井市

【ホームページ・SNS】
市のHPにおいて、昨年度の寄附の状況や使途について掲載するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
ハピリン大型ビジョンで、お盆の帰省時期に合わせ、ふるさと納税のPR動画を放映し、ふるさと納税の普及を図る。（8月中旬）

福井県 敦賀市

【ホームページ・SNS】
市ホームページにて、啓発月間の周知及びふるさと納税の理念や趣旨について周知

【独自の啓発活動】
メールマガジンにて、啓発月間の周知及びふるさと納税の理念や趣旨について周知

福井県 小浜市
【ホームページ・SNS】
小浜市ふるさと納税特設サイトにおいて昨年度の実績と使い道を公開する。ふるさと納税の理念や趣旨について周知を行う。

福井県 勝山市

【ホームページ・SNS】
勝山市の公式ＨＰに、「ふるさと納税普及啓発月間」として、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
市の広報に、8月のふるさと納税月間の開始を発信。ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、福井県民および帰省者に対して啓発・普及を図る。

【独自の啓発活動】
市広報を県外発送業務（他課取り組み）に合わせ、ふるさと納税啓発普及チラシを同封し県外在住者に対し周知を図る。各観光施設等市外客が多集まる所へＰＲチラシを設置す
る。

福井県 鯖江市
【ホームページ・SNS】
市のＨＰにおいて、昨年度の寄附の状況や使途について掲載するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県 あわら市

【ホームページ・SNS】
市のHPにおいて、ふるさと納税の実績と使い道、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
・帰省客や観光客に向けてのふるさと納税の啓発・普及を目的とし、市内旅館と連携し、旅館HPにふるさと納税普及のためのバナーを設置する。
・ふるさと納税の啓発・普及を目的とし、市内ゴルフ場と連携し、ゴルフ場ロビーにふるさと納税普及のための看板等を設置する。また、10月から11月までの間は、ゴルフ場繁忙日に
職員を配置し、さらに普及活動に力を入れる。

福井県 坂井市

【ホームページ・SNS】
市のＨＰ内、ふるさと納税月間ページに福井県のふるさと納税募集ページ「ふるさと福井応援サイト」や「ふるさと納税自治体連合ＨＰ」をリンク設定し、ふるさと納税の理念や趣旨に
ついて周知を図る。

【広報誌等】
「広報さかい」において、全国で唯一の取り組みである寄附市民参画制度を改めて周知するとともに、制度の啓発と利用促進を図る。

【独自の啓発活動】
８月に東京で行うファンミーティング（予定）において、ふるさと納税の本質や寄附市民参画制度についての案内を行うことで、制度を理解したうえでの寄附者獲得を狙う。

福井県 永平寺町

【ホームページ・SNS】
町のホームページにおいて、昨年度の寄附実績や使途について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
・町のFacebookやInstagram等で、ふるさと納税普及啓発月間の記事を投稿し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
・町内事業者や施設に、パンフレットの設置を働きかける。

福井県 池田町

【ホームページ・SNS】
池田町ホームページ（http://www.town.ikeda.fukui.jp/)にて、「ふるさと納税PR月間」についてPRページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
池田町広報誌「広報いけだ」にて8月のふるさと納税普及啓発月間について掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
帰省客や観光客の多くが足を運ぶ、まちの駅こってコテいけだにて、「ふるさと納税チラシ」を配置し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県 越前町
【ホームページ・SNS】
町のホームページに「ふるさと納税普及啓発月間」として、ふるさと納税の理念や趣旨について周知



自治体名 活動内容

福井県 美浜町

【ホームページ・SNS】
町のふるさと納税ページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
自治体連合サイトへのリンクを掲載する。

【独自の啓発活動】
県外の美浜町ゆかりの方等に、町の広報誌等旬の情報をお届けするとともに、ふるさと納税での協力を呼びかける。

福井県 高浜町

【ホームページ・SNS】
高浜町のホームページにて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について掲載をする。

【広報誌等】
高浜町の広報誌【広報たかはま8月号】にて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について報告する。

福井県 おおい町
【ホームページ・SNS】
町のホームページにて、ふるさと納税の実績と使い道について掲載するとともに、ふるさと納税普及月間の情報を掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

福井県 若狭町

【ホームページ・SNS】
町ホームページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
ふるさと納税月間のポスターやPRチラシを役場、公民館、体育施設等に設置する。

山梨県 甲州市
【ホームページ・SNS】
甲州市ふるさと納税ホームページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

山梨県 富士川町
【ホームページ・SNS】
町ホームページのふるさと納税ページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

長野県 小諸市
【広報誌等】
広報こもろ8月号において、ふるさと納税の特集記事を掲載。ふるさと納税に協力してくださる事業者3名と市長が会談を行い、市民向けにふるさと納税についてＰＲした。

長野県 御代田町

【ホームページ・SNS】
町のふるさと納税紹介ページ（https://www.town.miyota.naganop.jp/category/furusatonouzeiannai/147149.html）において、ふるさと納税の制度や概要について周知を図り、各ポータ
ルサイトへのリンクを掲載する。
また、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について掲載をする。

【広報誌等】
町の広報誌「広報やまゆり８月号」にて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について報告するとともにふるさ納税の理念や趣旨について周知を図り、PRする。

【独自の啓発活動】
御代田町のTwitterアカウントでふるさと納税の内容充実を図り、広く発信を行う。

岐阜県

【ホームページ・SNS】
県のホームページにおいて、ふるさと納税月間の紹介ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。
本課の所有する移住定住系のアカウントにてふるさと納税のPRを行う。

【独自の啓発活動】
岐阜県のマスコットキャラクターミナモを派遣する県外イベントにて派遣業務内でふるさと納税のPRチラシを県外在住者向けに配布する

岐阜県 中津川市

【ホームページ・SNS】
市のふるさと納税ホームページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨、ふるさと納税月間について周知を図る。

【広報誌等】
市の広報誌「広報なかつがわ８月号」にて、昨年度のふるさと納税の実績と使い道について報告する。

岐阜県 山県市
【ホームページ・SNS】
市ホームページ（https://www.city.yamagata.gifu.jp/site/furusato-nouzei/7614.html）において、ふるさと納税の理念や趣旨、ふるさと納税月間について周知を図る。

岐阜県 郡上市
【ホームページ・SNS】
市ホームページのふるさと納税ページ（https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/post-720.html）において、ふるさと納税の理念や趣旨、ふるさと納税月間について周知を図る。

静岡県 西伊豆町

【ホームページ・SNS】
西伊豆町ホームページ（https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/）で周知する。

【独自の啓発活動】
普及啓発について、Facebook、Instagramでの発信を行う。

愛知県 江南市
【ホームページ・SNS】
市ホームページ（https://www.city.konan.lg.jp/shisei/1004632/1006307/1010124.html）において、ふるさと納税月間について周知を図る。

滋賀県 近江八幡市
【ホームページ・SNS】
市HPに、ふるさと納税月間の説明文及び自治体連合サイトへのリンクを掲載する。

京都府
【ホームページ・SNS】
引き続き、府ホームページの各担当課ページにおいて、ふるさと納税の紹介・募集を行うとともに、ふるさと納税紹介サイトや総務省ふるさと納税ポータルサイトとリンクさせ、ふるさと
納税の理念や趣旨について周知を図る。

大阪府 高石市
【ホームページ・SNS】
高石市のホームページの担当課ページにおいて、ふるさと納税月間の開始を掲載し周知を図る。

兵庫県

【ホームページ・SNS】
寄附対象事業、返礼品、寄附実績等を県HPに掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図っている。

【広報誌等】
県広報紙８月号において、特定分野に注目したふるさと納税の活用事業や返礼品の特集を掲載し、事業趣旨の理解促進による寄附獲得を図る。

【独自の啓発活動】
活用事業を紹介するリーフレットやポスター（8月完成予定）を作成し、寄附者の共感と賛同による寄附獲得を図っている。

兵庫県 淡路市
【ホームページ・SNS】
淡路市のホームページ（http://cms.city.awaji.lg.jp/site/kifu/）において、ふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の啓発・普及を図る。

和歌山県 有田市
【ホームページ・SNS】
市のふるさと納税特設サイト（http://furusato-arida.com/）において、「お知らせ」のページにふるさと納税月間について掲載し周知を図る。



自治体名 活動内容

鳥取県

【ホームページ・SNS】
県のホームページにおいて、ふるさと納税月間についてのお知らせを掲載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【広報誌等】
東海鳥取県人会の会報にふるさと納税の広告を掲載。

【独自の啓発活動】
鳥取県人会幹事会（8月開催分）で参加者にふるさと納税パンフレットを配布する。
関西本部メールマガジン「まいど！鳥取県関西本部です」で、ふるさと納税への協力を呼び掛ける。
8月に開催する百貨店フェア（主催：鳥取県関西本部）で、ふるさと納税への協力を呼び掛ける。
県外本部等事務所来訪者に対し、ふるさと納税のＰＲ及び協力を呼び掛ける。
8/25に開催する「鳥取学出前講座」（主催：鳥取県開催本部）でふるさと納税への協力を呼び掛ける。

鳥取県 琴浦町
【ホームページ・SNS】
琴浦町のふるさと納税専用サイトにおいて、ふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の啓発・普及を図る。

島根県
【ホームページ・SNS】
件のふるさとしまね寄附金サイトにおいて、ふるさと納税月間のPRを行い、ふるさと納税の趣旨を伝えるとともに、広く利用を呼びかける。

島根県 安来市

【ホームページ・SNS】
市の公式ホームページのふるさと納税関連ページ(https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/furusatokifu/index.html）において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
メールマガジンやSNS等にて、ふるさと納税月間の周知を図り、ふるさと納税の理念や趣旨を伝え、利用促進を図る。

島根県 川本町

【ホームページ・SNS】
■川本町ホームページにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知するページを作成する
■川本町公式Facebookにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知する記事を投稿する
■川本町ふるさと納税SNS(Facebook、インスタグラム)において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知する記事を投稿する

【広報誌等】
広報かわもと8月号において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知する記事を作成する

【独自の啓発活動】
■町内施設でポスターの掲示、チラシの設置を行う
■島根県立島根中央高校生の保護者向けにチラシを作成して配布する

岡山県 笠岡市

【ホームページ・SNS】
笠岡市のホームページにおいて、ふるさと納税制度の説明、前年度の寄附実績及びその使途について、市の取り組み状況を公表することにより、ふるさと納税制度の理念や趣旨に
ついての周知を図る。

【広報誌等】
笠岡市の広報誌において、ふるさと納税制度の概要、前年度の寄附実績及びその使途についての周知，そして，市民の方々へふるさと納税を積極的に宣伝して頂くことのお願いな
ど，市の取り組み状況を掲載することにより、ふるさと納税制度の推進を図る。

岡山県 井原市
【ホームページ・SNS】
井原市のホームページにおいて、ふるさと納税制度の説明、寄附実績やその使途について公表することにより、ふるさと納税制度の理念や趣旨についての周知を図る。

岡山県 高梁市
【ホームページ・SNS】
市のふるさと納税募集ページ（http://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/2/furusatokifuannai.html）において、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

岡山県 吉備中央町
【ホームページ・SNS】
吉備中央町のホームページにおいて、ふるさと納税月間の開始を発信し、ふるさと納税の啓発・普及を図る。

愛媛県 新居浜市

【ホームページ・SNS】
新居浜市の公式ＨＰにおいて、「ふるさと納税普及啓発月間」についてのお知らせを記載し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

【独自の啓発活動】
市内墓地の利用者(新居浜市に縁やゆかりのある方)への案内にふるさと納税のＰＲチラシを封入する。

福岡県 八女市
【ホームページ・SNS】
八女市のホームページ（https://www.city.yame.fukuoka.jp/index.html）において、ふるさと納税普及啓発月間ページを作成し、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図る。

長崎県 平戸市

【ホームページ・SNS】
市独自の特設サイトにて、ふるさと納税の理念や趣旨について周知を図るとともに利用促進を図る。

【広報誌等】
市広報誌８月号において、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨を伝える。

【独自の啓発活動】
市独自の特設サイト会員様へのメルマガにて、８月のふるさと納税月間の開始を発信するとともに、ふるさと納税の理念や趣旨を伝える。

熊本県 錦町
【ホームページ・SNS】
町のHPにおいて、ふるさと納税の理念や趣旨の理解を呼びかける。

鹿児島県 大崎町

【ホームページ・SNS】
SNSを通じてふるさと納税の産品を配信し、ふるさと納税への誘導を図る

【広報誌等】
広報誌を通じて、ふるさと納税の産品のプレゼント企画を行い、町内住民への産品の周知を図る

【独自の啓発活動】
各ポータルサイト上でのメールマガジン送信。


