特集

からの贈りもの

知って得する
「ふるさとづくり寄附金」
選べる９つの使い道

その他目的を達成する
ために市長が必要と
認める事業

27

ふるさと納税

2015.09 No.001

条件を満たすと
確定申告が不要に
今年３月までは、税の控除を受
けるために確定申告が必要でした
が、４月から「ふるさと納税ワン
ストップ特例制度」が始まり、次

また、郵送は〒 666-8501 と魅力創造課
のみで届きます。

の３つの条件を全て満たす場合
は、確定申告が不要になりました。
ただし、この制度を利用する場
合は、寄付先の自治体から送付さ
れる「申告特例申請書」を提出し

ファクス・郵送の場合は、同課へ連絡い
ただければ申込書を郵送します。

２０００円の負担で
記念品がもらえる
個人が自治体へ２０００円を超
える寄付をしたとき、超える部分
が一定の上限（左表参考）まで所

込みください。

なければ適用されません。
①給与所得者などで、寄付金控

クス（740）1315、郵送または窓口で申し

得税・個人住民税から全額控除さ
れます。

2015.09

ウンロード可）に必要事項を書き、メール
（kawa0204@city.kawanishi.lg.jp） か フ ァ

除を受ける以外に確定申告をする
必要がないこと ② 年１月１日
～３月末日の間に寄付をしていな

3

市役所４階の魅力創造課に設置の申込
書（市シティプロモーションサイトからダ

また、寄付者の負担額（２０００
円）を上回る特産品などが寄付の
お礼として贈られる自治体も。

付者へ送ります。

【メール・ファクス・郵送・窓口】

問い合わせ先

8万3,000円

いこと③１年間の寄付先が５自治
体以下であること（１つの自治体
に複数寄付をしても１カウント）

ください。申請書は特例制度を選択した寄

検索

8万6,000円

1万円
4万2,000円

支払った寄付金の
使い道を選べる
自分が応援したい自治体の政策

合は、市へ「申告特例申請書」を提出して

川西市ふるさとづくり寄附金

1万5,000円
4万6,000円

など、寄付金の使途を指定できま
す（自治体によって内容は異なり
ます。川西市は下記の通り）。
寄付は生まれ故郷だけでなく

「ワンストップ特例制度」を利用する場

から申し込みができます。

700万円 11万8,000円

居住地でもＯＫ！
ふ る さ と 納 税 制 度 は「 生 ま れ

大切に保管してください。

確定申告または
特例制度を選択

る受領証明書は、確定申告に必要ですので、

furusato-tax.jp/japan/prefecture/28217）

3万1,000円
6万7,000円

育ったふるさとに貢献できる制
度」ですが、寄付先は自分の意思
で応援したい自治体を選ぶことが
できます。もちろん、お住まいの

４
寄付金受領を確認後、市から送られてく

イ ト「 ふ る さ と チ ョ イ ス 」
（http://www.

300万円
500万円

自治体も選択できます。

トに応じて選べます。

記念品を
注文

力的な記念品の中から、寄付金額のポイン

index.html）を検索してください。外部サ

・子1人扶養 共働き・子２人扶養
給与収入 独身または共働き 配偶者
（子／高校生・大学生）
（子／高校生）

「ふるさとづくり寄附金」申し込みの流れ

３
寄付のお礼に市の特産品など、多数の魅

promotion.city.kawanishi.hyogo.jp/18049/

（総務省ＨＰの参考例より）

①申し込み→②入金方法を選択→③記念品を注文→④税控除手続き

（※振込手数料・郵送料は寄付者負担）

川西を寄付で応援

Ｃ．市指定口座への振り込み・現金書留

記念品の内容をカタログで確認できる
「川西市ふるさとづくり寄附金」（http://

【税金から全額控除される寄付金額（年間上限）の目安表】

〒666-8501

希望の方法で申し込み

から振り込み

入金方法は
３通りから選べます

Ｂ．市が発行する納入通知書で、金融機関

【問合せ】魅力創造課 Tel（740）1121
【詳しくは】市シティプロモーションサイト（http://promotion.city.kawanishi.hyogo.jp/）

記念品カタログ
※１年間に寄付した金額ー
2,000 円＝税金控除額 ( 住民税所得割額の
川西市中央町12-1 川西市役所４階
２割まで全額控除）
TEL：072-740-1121 / FAX：072-740-1315 / MAIL：kawa0204@city.kawanishi.lg.jp
※上表は住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていない
給与所得者の場合です。年金収入のみの場合や事業者、他の控除を受
けている給与所得者の控除額上限は異なりますのでご注意ください。

１

２

申し込み）

【インターネット】

理由の１つ。川西市では、市を応援してくれる皆さんの想いを大切にしようと、この制度
に「ふるさとづくり寄附金」という名称を付け、寄付していただいた皆さんへ川西発の逸
品を記念品として贈っています。どの記念品も応援事業者の皆さんが丹精込めて作ったこ
だわりの品ばかり。今号は、知って得する制度の仕組みをお伝えするとともに、応援事業
者の皆さんが記念品に込めた、それぞれのこだわりと想いに迫ります。

学生時代を
思い出す
感慨深い返
礼品

学生時代を
池田で過ご
し、買
い物などで
度々川西を
訪問しま
した。川西
と池田、両
方のハチ
ミツは、私
にとっては
感慨深い
返礼
品
で
し
た
。当時を懐
かしく
思いながら
頂いていま
す。

おいしかったので
両親にもプレゼント

大変おいしかったです。お店
が 主 人 の 実 家 近 く だ っ た の で、
さっそく実家に帰ったついでに
パスタを買って帰り、両親にも

プレゼントしました。また買い
に行こうと思っています。

（外部サイト「ふるさとチョイス」から

記念品の感想

作るこだわり、受け取る喜び

川西を愛する人と人をつなぐ

とっておきの逸品があります。

記念品を受け取った皆さんから

メッセージをいただきました。

甘くホクホクの栗

きました。
栗をいただ
い
たことのな
今まで食べ
と
ホク感で、
甘さとホク
。
かったです
てもおいし

の桃
初物の兵庫
にお裾分け
子どもたち

初めて
初物で今年
兵庫の桃、
みずみず
た。とても
口にしまし
す。
しかったで
甘くておい
しく、
まし
し
にお裾分け
子どもたち
産者の
ちそう
生
様でした。
た。ご馳走
びます。
が目に浮か
方のご苦労

Ａ．クレジットカード決済

応援したい自治体へ寄付をする「ふるさと納税制度」。今、この制度がさまざまな理由から
注目されています。寄付のお礼にと、地域の特産品などを贈る自治体が増えていることも

2

特集

からの贈りもの

記念品に込められた応援事業者の想い

たい」と思ったのがきっかけで、手打ち生パスタの
専門店を始めました。材料にこだわり、北海道産の
小麦「春よ恋」や厳選した新鮮な卵を使っています。
子どもたちが毎日食べてもおいしいって喜んでく

が強い酵母菌に育てるんです。天然酵母は手間と時
間がかかるので、本当は効率が悪いですが、味はピ
カイチにおいしい。こだわって使っています。
また、さらにおいしくなるようパン生地の気持ち
を考え、できるだけストレスやこね過ぎに注意して
います。作る過程で３回、合計で８時間じっくり寝
かします。
添加物を加えた作り方だと、天然酵母のみの発酵
より３倍速い時間でできますが、お客さまの安全と
安心が一番です。
これからも、体に優しいものにこだわって、おい
しいパンを作っていきたいと思っています。

藤田剛士さん

レーズンの酵母で
じっくり育てたパン

特産のいちじくを
オリジナルスイーツに

■ブーランジェリー

■㈱チェサピーク

パン職人

」

取締役営業部長

パヌトン

山本英仁さん

取締役法務統括

AR

「 安 全で安心なおいしい食品として、小さなお
子さまから高齢の方まで、皆さまに食べて
いただける自信があります。その理由は、素材の味
を引き出すためにマイナスイオンを取り入れた 40
年来の製法と徹底した品質管理のもと、余分なもの
を使わない純粋な昔ながらの豆腐造りにこだわって

います。また、有機 JAS の規定に基づいた品質管
理と ISO22000 の認証工場として、徹底した安全
衛生管理に取り組んでおります。
こうした取り組みの中で、独自の製法で生まれる

5

2015.09

23

61

「川 西の特産であるいちじくのシーズンは短いで
す。遠方のお客様にもおいしい川西のいちじ

くを味わっていただきたい、そんな思いから生まれ
たいちじくブランデーケーキ。収穫の時期には、川
西で育った朝採りいちじくを週３回は農園から直接
仕入れ、厨房へ運んでいます。香りと甘みが引き立
つよう、コンポートにし一晩寝かせてからオーブン
でセミドライにしたいちじくと、最高級のコニャッ
クを使ったぜいたくなスイーツです。食べた瞬間、
お口の中に広がる香りとプチプチとした食感を楽し
んでいただけたらと思います。

川口厳悟さん

このいちじくブランデーケーキを食べていただく
ことで、少しでも川西を市外の人にも知ってもらう
きっかけになればうれしいですね。

AR

いるからです。素材にマイナスイオンを浸透させ、
さらに敷地に活性炭を敷き詰めて工場内を浄化して

AR

川西市中央町12-1 川西市役所４階

TEL：072-740-1121 / FAX：072-740-1315 / MAIL：kawa0204@city.kawanishi.lg.jp

」

「 パ ヌトンのパンは、レーズンから取った酵母菌
を使っています。約１週間かけて、膨らむ力

■㈱藤田食品

〒666-8501

れる、そんな生パスタを愛情を込めて作り続けてい
ます。

AR

本来の豆の味を
純粋に味わえる豆腐

2015.09 No.001

問い合わせ先

ふるさとづくり寄附金の記念品
は、９月１日現在で 事業者、 品

その頃、生パスタはまだあまり知られていませんで
した。おいしい手打ちうどんがあるのだから、生パ
スタも同じはず。「めっちゃおいしいパスタが食べ

記念品カタログ

目です。全国各地へ贈られる記念品
について、その全てをお伝えするこ
とはできませんが、５店舗の応援事

佐藤正昭さん

業者さんに、それぞれのこだわりと
想いを聞きました。
全品目については、市シティプロ
モーションサイト内の「ＷＥＢカタ

生パスタ職人

ロ グ 」 で、 詳 し く 紹 介 し て い ま す。
普段は見られない工場内などの動画

り、微妙な材料の合わせ加減やパスタを干す時間、
水分量などを調整しています。
川西でパスタを作り始めて 10 年になりますが、

■イルグラーノ製麺所

も順次配信しますので、ぜひご覧く
ださい。自慢したくなる、川西発の
逸品が見つかるかも知れません。

「イ ルグラーノで作る手打ちパスタは、その日の
気温や湿度による小麦の変化を手で感じと

こ の マ ー ク が あ る 記 念 品 は、
ひ ょ う ご 五 国（ 摂 津・ 播 磨・
但 馬・ 丹 波・ 淡 路 ） の 豊 か
な自然や歴史・文化を生かした商品
のうち、「地域らしさ」と「創意工夫」
とを兼ね備えた逸品「五つ星ひょう
ご」として選定された商品です。

本格イタリア料理の
生パスタをご家庭で

わが社の豆腐は、大豆本来の味を楽しんでいただけ
るものとして自信を持ってお届けしています。

」

」

HARUNA の食器は、白磁やボーン
「 Ｆ UYO
チャイナに鮮やかな色の花をあしらった絵
柄が特徴。母、春名芙蓉が描く絵を食器に転写した
もので、「少しでも、人の心を癒やせるものを」と
の想いが込められています。この食器を使って、い
つも笑顔や笑い声の絶えない家族での団らんを楽し

食器と共に届ける
心を癒やす時間
■芙蓉プロモーション㈱
代表取締役社長

塩見仁將さん

んでいただきたい。そのお手伝いができたらという
母の気持ちはずっと変わらず、83 歳になる今年も

想いを込めた新作を描きました。
また、そんな食器を実感していただければと、川
西市内にある本店では、定期的においしい紅茶の入
れ方などの講座を開催しています。お店でゆっくり、
23 年間皆さんに愛されてきた食器に触れていただ
けたらと思います。

」 AR
4

特集

からの贈りもの

開けた時、思わず笑顔になる川西発の逸品

新たな応援事業者を募集

問い合わせ先
〒666-8501

川西市中央町12-1 川西市役所４階

TEL：072-740-1121 / FAX：072-740-1315 / MAIL：kawa0204@city.kawanishi.lg.jp

【対象】市内に本社か主たる事業所（工場などを含む）がある法人・個人
【応募要件】
「ふるさとづくり寄附金応援事業者募集要領」の内容に同意・履
行できること
魅力創造課

薄波智香子

寄付を通じて

いちじくを練り込んだ

たっぷり使った「無花果

風味豊かなようかん

どら」やコクのある「無

や、いちじくジャムを

いちじくパウンドケー

花果パイ」など、老舗

包んだやわらかなカス

キが大人気

和菓子店の逸品

テラ風の和菓子など

使ったお菓子をいろい

キ ー が 入 っ た、 愛 情

ろ詰め合わせました。

たっぷりのオリジナル
セット

いるもの②地元事業者が行うサービス

の充実と PR に取り組んでいます。
で全国各地から寄付をお寄せいた

川西と近隣市町 13 カ

千年の歴史があるとい

だいていますが、この寄付で初め

所の障がい者事業所で

われる北摂栗。大向さ

構成するみんなの店か

んは卓越した生産技術

ら自家焙煎のコーヒー

を誇る「北摂栗マイス

トの回答がありました。これから
も、多くの皆さんに川西の良さを
感じてもらえるような記念品を贈
れるよう心掛けていきます。

㈲肉のナカムラ

HOPPL

知明湖キャンプ場でバーベキュー

コロコロ転がすと高さが変わる木

の食材に提供されている「南阿蘇

製のベビーチェア。６カ月児から

あか牛」の牛肉セット

長く使えます。６色から選択可

とお菓子のセット

事業者の思いも感じてもらうこと
で、市への愛着が深まればと思い
ます。
今回ますます魅力的な記念品が
増え、クレジット決済もできるよ
うになりました。ぜひこの機会に
寄付金制度を通じて、市の魅力を
感じてください。

９月１日から制度を充実
クレジットカード決済が利用可能に

寄付の申し込みとクレジット決済による支払いは、インターネッ
トサイト「ふるさとチョイス」から利用可能になりました。

１年間に何度でも、寄付金額に応じた記念品を
１年間に１度のみの回数制限をなくし、寄付していただくごとに
記念品を贈ります。寄付金額１万円につき１ポイント分の記念品を
選べます。１～ 11 ポイント分のバラエティに富んだ記念品を用意

くスイーツのセット

室町時代から続く炭焼

デスクや窓辺で手軽に

早春の桜やナタネ、ア

キャラクター「きんた

きの伝統技術を継承す

家庭菜園を楽しめる

カシヤなど、地元の里

くん」をデザインした

る今西家から上質の菊

キット。プチトマト、

山で採れた新鮮な百花

グッズ詰め合わせ。Ｔ

炭を。お茶席用、観賞

サニーレタスなど 10

蜜は、地域や季節によ

シャツは名入れも可

用など希望に応じます

種類から選べます

り個性的な味わいに

があります。
AR 用アプリのインストール方法について、詳しくは市
ホームページ（ID 番号 K17393 でサイト内検索）へ。

せてリニューアルしています。
記念品に関する情報を、写真や動画を使って詳しく紹介
している WEB カタログは、市シティプロモーションサイ
トからご覧ください。

キッシュとスイーツが
自慢のおしゃれなカ

特産のいちじくと国産

お店自慢のカスタード

夢限舎

らは、新たな品ぞろえや新登場のお店など、内容を充実さ

sweets club BeBee

品として選べる全記念品を掲載しています。9 月 1 日㈫か

川西能勢口振興開発㈱

にスマートフォンをかざすと動画が流れます。

AR（拡張現実）を使って動画を見るためには、お使い

（カフェナット）
café n.a.t.

WEB カタログでは「ふるさとづくり寄附金」のお礼の

2015.09

万能梅ソース、いちじ

川西の元気いっぱい

９月１日からWEBカタログをリニューアル！

←このマークが付いている４・５ページの写真

のスマートフォンに AR 用アプリをインストールする必要

7

レッシングと南高梅の

しています。

AR用アプリで川西発の逸品を動画チェック！

AR

をセットで。季節限定

みと酸味を生かしたド

㈱カンノ蜜蜂園本舗

い、さらにその品物に込められた

ンや季節のジャムなど

川西特産いちじくの甘

㈲緑のマーケット

品をこの寄付を通じて知ってもら

100％のいちじくワイ

炭の今西

品を初め、今まで知らなかった逸

川西特産完熟いちじく

で早生桃も※数量限定

ター」※時期・数量限定

クレハ綿業

また、市民の皆さんにも、特産

大向善信さん

これまでにも北海道から沖縄ま

果実の郷ＩＲＯＨＡ

らいたいという思いで寄付金制度

ＪＡ兵庫六甲川西営農支援センター

【９月１日からの応援事業者】

じて、全国に市の魅力を知っても

て川西市を知ったというアンケー

いちじく

北摂栗の生産者

「ふるさとづくり寄附金」を通

①市内で採取、栽培などをしている農作物や販売、製造、加工などをして

川西特産のいちじくを

いちじくをふんだんに

ツときんたくんクッ

みんなの店

市の魅力を広めたい

【記念品とする特産品など】創意工夫により市を PR できるもの

特産のいちじくスイー

和菓子のむらかみ

2015.09 No.001

記念品カタログ

照月堂

promotion.city.kawanishi.hyogo.jp/18049/018337.html）へ。

御菓子司

市では随時、寄付者にお贈りする記念品の応援事業者を募集して
います。応募方法など、詳しくは魅力創造課 Tel（740）1121 か市シ
テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン サ イ ト 内 応 援 事 業 者 募 集 ペ ー ジ（http://

川西名産ケーキのおおたに

担当者が語る制度への思い

お菓子の工房アリス

市の魅力を PR できる特産品などの提案を

季節に応じて店主が選

牛ミンチなどをたっぷ

クリームを、ほんのり

び抜いたこだわりの干

り使用。いちじくの甘

甘い蜂蜜が入ったふわ

物をセットで。無添加

キッシュ４種詰め合わ

みがバランスのいいマ

ふわの生地で巻いた

なので子どものおやつ

せをお届けします

イルドな辛さのカレー

ロールケーキ

にも安心

フェから、こだわりの
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