
みなさまの応援で、
元気なまちをつくります。

ふるさと
応援基⾦



興部町は、北海道最⼤の都市「札幌」から約290km離れ
たオホーツク海に⾯する⼤規模酪農による農業、⽔産資
源豊富な漁業の町です。

⼈⼝は約3,700⼈、乳⽜の頭数は約12,000頭。酪農が盛
んに⾏われ、⽣産された⽜乳からチーズやスイーツなど,
乳製品・加⼯⾷品も有名です。

平成元年にJR名寄本線が廃⽌され、主要な交通機関は⾃
家⽤⾞か都市間路線バス。
決して便利とはいえませんが、近隣のまちまではアクセ
ス良好です。

隣町の紋別市にはオホーツクの⽞関⼝「オホーツク紋別
空港」があり、東京からの直⾏便も就航しています。

⾃然に恵まれた環境の中で、
わたしたちは⽣活しています。

興部町の位置

札幌市
Sapporo City

290km
4時間30分約

興部町

士別剣淵ICより道央自動車道を利用

旭川市
Asahikawa City

152km

3時間00分約

羽田空港
Haneda Airport

1便1
日

ANA
直行便

1時間50分約

これからの
「おこっぺ」を育てます。
興部町は雄⼤な⾃然の中、酪農業、⽔産業、林業を中⼼に
豊かなまちづくりのため、さまざまな事業を⾏っております。
「ふるさと応援基⾦」はその事業へみなさまに参加していただ
く制度であり、広く全国からご⽀援を頂戴し、基⾦の運営を
⾏っております。
これからの興部町を育てていくのは、わたしたちとご賛同
いただけるみなさまです。
みなさまの温かいご⽀援お待ちしております。

北海道興部町-Okoppe Town,Hokkaido,Japan
⼈⼝︓3,758⼈（令和2年9⽉末現在）
世帯︓1,820⼾
住宅地地価︓1坪 2〜3万円 平均気温︓+ 5.4度
最⾼気温︓+34.3度/平成11年8⽉ 最⾼気温︓+32.5度
最低気温︓-29.8度/昭和53年2⽉ 最低気温︓-23.8度
町の⽊︓ナナカマド 町の花︓ハマナス
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興部町について

旭川紋別道

JR名寄駅JR名寄駅

遠軽IC遠軽IC
⽐布JCT⽐布JCT

⼠別剣淵IC⼠別剣淵IC

深川JCT深川JCT

札幌JCT札幌JCT

JR旭川駅JR旭川駅

JR滝川駅JR滝川駅

JR札幌駅JR札幌駅

JR稚内駅JR稚内駅

オホーツク
紋別空港

旭川空港旭川空港

新千歳空港新千歳空港

JR函館駅JR函館駅
JR新函館北⽃駅JR新函館北⽃駅

JR⽊古内駅JR⽊古内駅

道  央  道

⼤沼公園IC⼤沼公園IC



ふるさと納税は、⽣まれ故郷や応援したいまちに「寄附
⾦」という形でまちづくりの⽀援ができる制度です。

寄附いただいた寄附⾦は、まちで定める⽤途に活⽤され
まちづくりの原動⼒となります。

寄附いただいた⽅には、寄附⾦額のほぼ全額の減額措置
※があり、また御礼として地元の特産品を進呈するまち
もあります。

まちと応援していただけるみなさまをつなぐ制度です。みなさまからの応援が
まちの原動⼒となります。
ふるさと納税は、みなさまの⽣まれ故郷や応援したいまちに
「寄附⾦」という形で⽀援できる仕組みとして創設されました。
町を離れた⼈でも故郷に何か恩返しがしたいという思いを実現で
きる制度です。
いつか故郷に戻ったときに、⾃分の応援が形になっている。
みなさまの思いをわたしたちはお待ちしております。
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ふるさと納税とは

※寄附翌年の住⺠税及び所得税より減額・還付されます。

ふるさと納税の仕組み
みなさま 税務署

興部町 お住まいの⾃治体

確定申告
所得税還付

寄
附
受
領
書
・
特
産
品

ふ
る
さ
と
納
税

申
告
情
報
共
有

住⺠税の
減額

まちづくり

\
※この図はふるさと納税の
仕組みを簡略化して記載
したものです。
⼀部当てはまらないケー
スもございます。



興部町では、みなさまから頂戴した寄附⾦を６つの事業
に活⽤させていただいております。
⼈⼝減少により財源確保が難しくなる中、頂戴した寄附
⾦を有効に活⽤させていただき、未来のまちづくりに取
り組んまいります。

特にこの先も⼤都市への⼈⼝集中が進んでいくことが
予想され、まちの維持にはこの取組みは⽋かせません。

これから世の中に出て⾏く⼦どもたちが帰ってこれる故
郷づくりは今後も進めていかなくてはなりません。

住んでいる町⺠が幸せに⽣活できる環境づくり。また、
帰って来たいと思えるまちづくりをこれからも進めてま
いります。

みなさまから頂戴した寄附⾦は
未来のまちをつくる６つの
事業に活⽤いたします。
興部町は⼈⼝約3,700⼈の⼩さなまちです。
昭和35年の9,363⼈をピークに⼈⼝は
減少の⼀途をたどっています。
しかし、わたしたちは今後予想される更なる⼈⼝減少の波に
のまれないように、将来にわたり反映し続けるまちづくりを
継続して⾏っています。
そのまちづくりの基礎となるべく6つの事業に、
みなさまから頂戴した寄附⾦を活⽤させていただきます。

P
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未来のまちをつくる
６つの事業

⽣活基盤向上 産業の振興 保健・医療
福祉

教育・⽂化
スポーツ

⽣活環境向上 協働で
町づくり

寄附⾦を元に⾏う６つの事業

※寄附いただく際に、推進したい事業をみなさまにご指定いただいており
ます。

※頂戴した寄附⾦は、「興部町ふるさと応援基⾦」に積み⽴てを⾏い、事
業実施時に活⽤させていただきます。



興部町へ寄附いただく際には、
お申込書のご提出が必要となります。
下記のフローにてお申込をお願いいたします。

わたしたちと⼀緒に
まちづくりに
参加しませんか︖
これからの興部町の取組みに応援いただける⽅には、
詳細と寄附の⽅法についてご案内させていただきます。
また、少しでもご興味をもたれた⽅も、是非お問合せください。
みなさまと⼀緒に町づくりを⾏っていきたいと⼼から思っております。
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寄附⽅法について

①お申込書の取得
・興部町ホームページから取得
・興部町役場へ電話で請求

申込書

②お申込書のご提出
・郵送、FAX、E-mailでご提出

申込書

印

③寄附⽅法のご案内
・郵送及びE-mailにてご案内ご案内

④寄附⾦納⼊
・⼝座振替、郵便振込、現⾦書留等￥

⑤寄附⾦受領書の発送
・確定申告に必要な受領書を郵送
※申告まで⼤切に保管ください

受領書

印

⑥興部町ふるさと便の進呈
・興部町の特産品を進呈します
※興部町外にお住まいの⽅
・申込時にご指定ください

興部町役場 企画財政課 企画係
〒098-1692
北海道紋別郡興部町字興部710番地
TEL:0158-82-2132
FAX:0158-82-2990
Mail:okp-kikaku@town.okoppe.lg.jp
HP:https://www.town.okoppe.lg.jp

■寄附申込先

ふるさとチョイスからの
お申込みも可能です。 →



頂戴した寄附⾦額のうち2,000円を除くほぼ全額が、
所得税及び住⺠税より還付・控除が受けられます。
税の減額措置を受けるには、確定申告※が必要です。

わたしたちは
みなさまの思いを
⼤切にします。
ふるさと納税は、みなさまの意思で応援したい⾃治体に寄附で
きる仕組みです。
寄附いただいた⽅は、確定申告をすることで住⺠税・所得税の
減額措置を受けることができます。

⼀⽅で、お住まいの⾃治体にとっては寄附⾦額分の
税収が減ってしまうことも私たちは知って
おかなくてはなりません。

みなさまのお気持ちと、お住まいの⾃治体の
気持ちを⼤切にして、
まちづくりを⾏ってまいります。
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税の減額
措置について

（3万円-2千円）
×20%(※2)
=5.6千円

（3万円-2千円）
×10%(※1)
=2.8千円

（3万円-2千円）
×(100%-
10%-20%)
=1.96万円

15,600円（所得税）
＋

12,800円（住⺠税）
＋

19,600円（住⺠税）

適⽤下限額
2,000円

所得税の控除額
（ふるさと納額-2,000円）

×所得税率

住⺠税の控除額（基本分）
（ふるさと納税額-2,000円）

×住⺠税率(10％)

所得割額の2割を限度

住⺠税の控除額（特例分）

控
除
額

控
除
外

基本計算式 例

⾃⼰負担
2,000円

税の減額措置基本式と例
年収700万円・配偶者1名3万円の寄附を⾏った場合

合計

翌年減額措置が
受けられる

※１ 所得税の限界税率であり、年収により0〜45％の間で変動する。なお、
平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率と
なる。

※２ 対象となる寄附⾦額は、所得税は総所得⾦額等の40％が限度であり、個⼈
住⺠税（基本分）は総所得⾦額等の30％が限度である。

※3 控除上限額があります。
控除上限額は世帯収⼊額等により異なります。

28,000円=

※ワンストップ特例制度利⽤者は不要です。
特例制度の詳細は次⾴をご確認ください。



平成27年度の地⽅税法改正により、ふるさと納税が更に
⾝近になりました。
今まで税の減額措置を受ける場合には必ず確定申告が必
要でしたが、⼀定の条件を満たす⽅は確定申告が不要と
なります。

まちづくりへの参加が
もっと⾝近になりました。

本当はもっと⾃分の気持ちをまちづくりに反映させたい。
でも、⼿続きが複雑でわかりにくいから、なかなか寄附できない。

もっと簡単に⼿続きできればいいのに。

税の減額措置を受ける場合に必ず必要だった確定申告も、⼀定条件を満たす
ことで不要になる制度もスタートしました。

まちづくりがもっと⾝近に。⼼のふるさとがもっと⾝近に。

お⼿続きでご不明な点は何なりとお問合せください。
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ワンストップ
特例制度について

みなさま

興部町 お住まいの⾃治体

③申告情報の連絡

④翌年度の
住⺠税減額

①特例申請書
ご提出

②特例申請書
受領書送付

税務署

確定
申告
不要

ワンストップ特例制度の仕組み
ご寄附いただいた後の流れ

申請条件
①年間(1⽉〜12⽉)寄附先⾃治体数が5団体以内の⽅
②確定申告が必要のない⽅

寄附申込書の特例制度利⽤欄にご記⼊ください。
ご寄附いただいた後、寄附⾦受領書発送の際に
特例申請書をお送りします。
ご記⼊後興部町役場へご提出ください。

申請⽅法

※所得税の控除は
⾏わず住⺠税より
減額になります。



ご寄附いただいた⽅に
の特産品「興部町ふるさと便」をお贈りいたします。

興部町の豊かな⾃然を感じられる特産品を是非ご賞味く
ださい。

興部町の豊かな⾃然を
感じてください。

私たちの住んでいる興部町を少しでも感じていただきたい。
海・⼭・川・広⼤な台地の中で私たちは暮らしています。

豊かな⾃然は⼼に癒しを与えてくれます。

そんな興部町を少しでも感じていただきたく、ご寄附いただい
た⽅には、興部町の特産品をお贈りしております。

興部町を少しでも感じていただけましたら幸いでございます。

また、いつかみなさまとこの興部町でお逢いできることを
⼼よりお待ちしております。
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興部町ふるさと便

乳製品

海産物

加⼯⾷品

興部町ふるさと便の内容について
新たに特産品が選べるようになりました。
本カタログの末尾から掲載しておりますカタログをご覧
いただき、ご希望の特産品をご指定ください。

チーズ・ヨーグルト等

カニ・⼲物等

ハム・ソーセージ等

申込⽅法

寄附申込書の該当欄にご記⼊ください。
ご指定のない場合は、興部町にて指定し進呈いたし
ます。

お届⽅法

チルド便・冷凍便・常温便にて御申込のご住所へ発送
させていただきます。

お届時期

ご寄附いただいた後おおむね1ヶ⽉以内にお贈りさせ
ていただきます。お届け⽇時のご指定はいただけませ
んのでご了承ください。

は、感謝の気持ちとして、興部町



ご寄附いただく前に、必ず下記内容のご確認をお願いい
たします。
また、ご不明な点は興部町役場企画財政課までお問合せ
ください。

わたしたちのまちづくりは
これからも続きます。

わたしたちのまちは、様々な取組みにより今に⾄っています。
戦後の⾼度経済成⻑により、⽇本は先進国へと⾶躍的に成⻑を
遂げましたが、その⼀⽅で地⽅のまちは⼤都市への⼈⼝流出、それに
伴う産業の衰退・鉄道の廃⽌など、苦境に⽴たされているのは事実です。

しかし、そんな今だからこそ
町⺠と応援いただけるみなさまと共に、
繁栄し続けるまちづくりが必要です。

わたしたちはあきらめません。

これからもみんなが幸せになれる
まちづくりを⾏ってまいります。
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注意事項について

納⼊

・寄附⾦は、個⼈・法⼈問わずどなたでも納
⼊いただけます。
・納⼊回数の制限はございません。

・特産品については、納⼊回数毎に進呈させ
 ていただきます。
・特産品の内容についてはお申込時期によ
り異なる場合がございます。特産品

税控除
TAX

・税の減額措置については、世帯所得等によ
り変動します。
・詳しい控除額等について興部町役場ではご
回答できかねますので、ご了承ください。

・お申込に際し取得した個⼈情報については、
ふるさと納税に係る⼿続きのみで利⽤させ
ていただきます。
・特産品発送の際に寄附者様のお名前・ご住
所・お電話番号等を関係先に提供させてい
ただきますのであらかじめご了承ください。

個⼈情報

詐欺注意

興部町ではふるさと納税に関す
るPRを⾏っていますが、突然ご
案内⽂書・振込⽤紙・⼝座番号
を通知することはありません。
⼗分ご注意ください。




