
１．制度改正の理由

２．改正内容

①　特産品の贈呈
１回あたり１万円以上の寄附者に対して贈呈（特産品については、別添参照）
　 １万円以上１０万円未満 ２，０００円相当

１０万円以上 ５，０００円相当
５００万円以上 純金製手裏剣

②　寄附金の使途の見直し
変更前

1 忍者フェスタなどさまざまなまちなか観光でにぎわうまちづくり
2 芭蕉や地域文化などを学び、文化を大切にするまちづくり
3 まちなみ・自然環境を守るまちづくり
4 伊賀ブランドの価値を高め、ひろく発信するまちづくり
5 地域や住民自治活動を大切にするまちづくり
6 地域で支えあう福祉のまちづくり
7 伊賀市を思う一人ひとりが望むまちづくり
8 上記以外のもので、寄附者が希望するもの

変更後
1 市民の暮らしの「安全・安心」を確保するまちづくり
2 自立・維持できる「活力」を創出するまちづくり
3 未来を担う「人・地域づくり」を推進するまちづくり
4 その他（特に指定はしない）

③　寄付方法の変更
変更前 郵便振替による送金

変更後 １　郵便振替による送金（後日払込書を送付）
２　現金書留による送金
３　口座振替による送金（後日口座番号を送付）
４　総合政策課窓口での受付

※２、３にかかる手数料は寄附者の負担。

伊賀市ふるさと応援寄附金制度の改正概要

　伊賀市のファンづくりの一環として、伊賀市ふるさと応援寄附金をひとつのツールとし、
制度を拡充し、昨今全国的に注目されているふるさと応援寄附金において、伊賀市の特
産品のPRを進めていきます。
　あわせて、寄附金の使途についても、平成２６年度から実施している第2次伊賀市総合
計画再生計画に沿ったものに改め、送金方法も現在の郵便振替だけでなく、より寄附し
やすいものとします。

　 市内外の寄附者に関わらず、希望に応じて特産品を贈呈します。また寄附者の
希望により知人への特産品の送付を可とします。

資料：１ 
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３．いがし・ふるさとサポーター（いがサポ）への登録

４．その他

５．制度運用の開始

平成２６年１０月１日より新制度による運用を開始します。
（制度に適用については、平成２６年４月以降の寄附者を対象とします。）

　毎月の広報誌やイベント情報誌（「いがぐり」など）のほか、サポーター名刺を送付し、い
がし・ふるさとサポーター（いがサポ）として、分野に関わらず、伊賀市のPR等をお願いし
ます。
　※サポーターへの登録は、寄附者の意向で選択できます。

　今回、ふるさと応援寄附金制度を改正することにより、「伊賀市ふるさと応援寄附金取
扱要綱」の一部を改正し、今後制度改正に合わせた募集チラシの印刷を行います。
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ふるさと応援寄附金　特産品（お礼品）の送付について

１．特産品の贈呈基準

２．伊賀の特産品の種類

くみひも

伊賀酒

菜種油

和菓子詰め合わせ

漬物詰め合わせ

忍者グッズ

３．贈呈手順　（A・Bの例）　　※5,000,000円以上については直接対応

　　　「５．特産品発送
」については、伊賀上野地場産買物処（伊賀上野観光協会）に依頼する。

寄附金額 特産品

１０，０００円以上１００，０００円未満 A

１００，０００円以上 B　or　Ａ×２

5，０００，０００円以上 純金製手裏剣

A　（２,000円相当） B　（5,000円相当）

１　糸枠　１個 9　福鈴　1個

５　2本セット　2セット 15　七の花ギフトセット　1セット

２　忍者壺　半蔵　1本 10　詰め合わせ　3本

伊賀米 ３　5kg

11　5kg　2袋

12　5kg・伊賀牛カレー6個

伊賀牛

４　伊賀牛カレー　３個 13　500ｇ

14　300g・伊賀米3kg

６　和菓子詰め合わせ　1セット 16　和菓子詰め合わせ　1セット

７　漬物詰め合わせ　1箱 17　漬物・醤油詰め合わせ　1セット

８　忍者グッズセット　1セット 18　子ども夏用忍者衣装　1セット

１．寄附者からの寄附申込 

  （希望する特産品記入） 
２．払込用紙等送付 ３．寄附金送金確認 

４．選択された特産品に基づ

き特産品の送付を依頼 
５．特産品発送 

６．特産品料・発送料の支払

い 

資料：２ 
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○伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱（改正案） 

平成20年８月18日告示第162号 

改正 

平成22年１月15日告示第２号 

平成26年 月 日告示第 号 

伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、伊賀市ふるさと応援寄附金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象の事業） 

第２条 寄附金充当事業については、次に掲げるものを対象とする。 

(１) 市民の暮らしの「安全・安心」を確保するまちづくり 

(２) 自立・維持できる「活力」を創出するまちづくり 

(３) 未来を担う「人・地域づくり」を推進するまちづくり 

(４) その他（特に指定はしない） 

（寄附金の額） 

第３条 寄附金は、下限額を5,000円とし、1,000円単位の金額とする。ただし、市長が必要と認め

る場合は、この限りでない。 

（寄附金の受入） 

第４条 寄附金は、寄附申込書（様式第１号）により受付けるものとする。 

２ 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受

入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。 

３ 市長は、前項の決定をした場合は、その理由及び経過等を記録しておかなければならない。 

（寄附金台帳の作成） 

第５条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、伊賀市ふるさと応援寄附金台帳（様式第２号）

を作成しなければならない。 

２ 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければ

ならない。 

（特産品の贈呈） 

第６条 10,000円以上の寄附者に対しては、別に定める基準により、特産品を贈呈する。 

（運用状況の公表） 

資料：３ 



2  

第７条 寄附金の運用状況の公表については、市のホームページ等で行うものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成20年８月18日から施行する。 

附 則（平成22年１月15日告示第２号） 

この告示は、平成22年１月15日から施行する。 

様式第１号（第４条関係） 

      

様式第２号（第５条関係） 



 

伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱の一部を改正する告示新旧対照表 

 

 改正後 改正前 

伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱 伊賀市ふるさと応援寄附金取扱要綱 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 省略 第１条 省略 

（対象の事業） （対象の事業） 

第２条 寄附金充当事業については、次に掲げるものを対象とする。 第２条 寄附金充当事業については、次に掲げるものを対象とする。 

(１) 市民の暮らしの「安全・安心」を確保するまちづくり (１) 忍者フェスタなどさまざまなまちなか観光でにぎわうまちづくり 

(２) 自立・維持できる「活力」を創出するまちづくり (２) 芭蕉や地域文化などを学び、文化を大切にするまちづくり 

(３) 未来を担う「人・地域づくり」を推進するまちづくり (３) まちなみ・自然景観を守るまちづくり 

(４) その他（特に指定はしない） (４) 伊賀ブランドの価値を高め、ひろく発信するまちづくり 

                 (５) 地域や住民自治活動を大切にするまちづくり 

                 (６) 地域で支えあう福祉のまちづくり 

                 (７) 上記以外のもので、寄附者が希望するもの 

（寄附金の額） （寄附金の額） 

第３条～第５条 省略 第３条～第５条 省略 

（特産品の贈呈）  

第６条 10,000円以上の寄附者に対しては、別に定める基準により、特産品                                  

を贈呈する。                                  

（運用状況の公表） （運用状況の公表） 

第７条 寄附金の運用状況の公表については、市のホームページ等で行うも

のとする。 

第６条 寄附金の運用状況の公表については、市のホームページ等で行うも

のとする。 

（補則） （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 附 則 

この告示は、平成20年８月18日から施行する。 この告示は、平成20年８月18日から施行する。 

附 則（平成22年１月15日告示第２号） 附 則（平成22年１月15日告示第２号） 

この告示は、平成22年１月15日から施行する。 この告示は、平成22年１月15日から施行する。 



 

 改正後 改正前 

様式第１号（第４条関係） 

    

様式第１号（第４条関係） 
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伊賀市ふるさと応援寄附金に係る感謝状及び特産品贈呈基準（改正案） 

（趣旨） 

第１条 伊賀市ふるさと応援寄附金に係る感謝状及び特産品の贈呈について

は、この基準の定めるところによる。 

（感謝状の贈呈基準） 

第２条 感謝状は、次のいずれかに該当する個人又は団体に対して市長がこれ

を贈呈する。ただし、寄附者が儀礼や感謝状を固辞された場合は、この限り

でない。 

（１） 年間の寄附額が個人 50万円以上、団体 100万円以上の場合 

ただし、すでに感謝状を贈呈したものについては、最後に感謝状を贈

呈した際の寄附金以前の金額を含めない 

（２） その他市長が必要と認めたとき 

（特産品の贈呈基準） 

第３条 特産品は、次に掲げるふるさと応援寄附金の寄附額に応じ、当該号に

定める特産品を当該寄附者に贈呈する。ただし、寄附者が特産品の贈呈を固

辞された場合は、この限りでない。 

（１） 寄附金額が１万円以上 10万円未満の場合 

価格が 2千円相当の特産品のうち当該寄附者が希望するもの１つ。 

 （２） 寄附金額が 10万円以上の場合 

価格が 5千円相当の特産品のうち当該寄附者が希望するもの１つ、また

は価格が 2千円相当の特産品のうち当該寄附者が希望するもの２つ。 

 （３） 寄附金額が 5百万円以上の場合 

    寄附金額が 5百万円以上の場合は純金製手裏剣を 1つ。 

資料：４ 
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２ 特産品の種類、内容等は、その都度別に定める。 

３ 第１項による記念品の贈呈は、市内協力事業者が特産品を寄附者に送付す

ることにより行うものとする。この場合において、送付に要する費用（商品

代、その他配送費等の経費を含む）は、事業者からの請求により市が負担す

るものとする。 

４ 特産品の送付については、寄附者の希望により知人への特産品の送付を可

とする。 

   附 則 

この基準は、平成 26年 月 日から施行し、平成 26年度の伊賀市ふるさと

応援寄附金の受入れから適用する。 

 

 

＜感謝状の書式＞ 

感謝状はＡ３横、市章入りの用紙とし、文面は以下のとおりとする。 

 

感謝状 

○○ ○○ 様 

あなたは市政および伊賀市ふるさと応援寄附金制度に対し深いご理解をいただ

き当市に多額のご寄附を賜りました 

ここに深く敬意と感謝の意を表します 

平成○年○月○日 

伊賀市長 ○○ ○○ 

 

※ あああああ部分が追加項目です 



魅力あるまちづくりにご協力をお願いします 
「伊賀市ふるさと応援寄附金」募集中です  

伊賀流忍術発祥の地 俳聖松尾芭蕉のふるさと 

伊賀市ふるさと応援寄附金に関するお問い合わせ・お申し込み 

伊賀市役所 
 企画振興部総合政策課 

郵便番号：518-8501 
住  所：三重県伊賀市上野丸之内116番地 
電  話：0595-22-9620 
F  A  X ：0595-22-9672 
E – Mail：sougouseisaku@city.iga.lg.jp 

伊賀市公式サイト  http://www.city.iga.lg.jp/ 

http://www.iganinja.jp/en/index.html


  伊賀市ふるさと応援寄附金は、伊賀市に「貢献したい」「応援したい」とお考えのみなさ

まから、広く寄附金を募集する制度です。 
 寄附金の使い道は、次のメニューの中から選択していただけます。 

1.市民の暮らしの「安全・安心」を確保するまちづくり 

２.自立・維持できる「活力」を創出するまちづくり 

3.未来を担う「人・地域づくり」を推進するまちづくり 

4.その他（特に指定はしません） 

市が重点的に取り組んでいる事業に有効に活用させていただきます 

寄 附 者 

住所地の市区町村 

寄附を受けた自治体 

税 務 署 

①申込書提出 

②ご案内 
（払込書等の送付） 

③寄附金入金 

④受領証明書等 
     を送付 

確定申告 

所得税還付 

住民税決定通知 
（寄附金控除後） 

２千円を超える寄附をすると、所得税・個人住民税から一定の控除が受けられます。 

ふるさと納税手続のイメージ 

ふるさと応援寄附金のお申し込みは 

  裏面の申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、ＦＡＸ又はＥメールにてお申し込みください。 

 ご寄附は5,000円を下限として、1,000円単位でお申し込みください。  
 申込書を確認後、払込書等をお送りしますので、寄附金のご入金をお願いします。 

地域医療、子育て支援、高齢者・障がい者福祉など健康・福祉の分野 

防災対策、環境保全、上下水道事業、消費者行政など生活・環境の分野 

観光、農林業、商工業、中心市街地活性化、雇用対策など産業・交流の分野 

都市計画、住宅、道路整備、公共交通対策など生活基盤の分野 

人権政策、学校教育、生涯学習、公民館・図書館活動など教育・人権の分野 

国際交流、文化、スポーツ、住民自治など文化・地域づくりの分野 

伊賀市ふるさとサポーター制度について 
  伊賀市ではふるさとサポーターとして、伊賀市を応援いただける方を募集しています。ふるさと応援寄

附金として、寄附いただいた皆さまは、ご希望により『ふるさと応援サポーター』としてご登録いただくこと
ができます。 



１万円以上１０万円未満の寄附をいただいた方 
 ①～⑧（黄枠内）より１点 
１０万円以上５００万円未満の寄附をいただいた方 
 ⑨～⑱（青枠内）より１点又は①～⑧（黄枠内）より２点 
５００万円以上寄附いただいた方 
 特製純金製手裏剣      をそれぞれ贈呈します。 

① 

④ 

⑩ 

⑬ 

⑯ 

② ③ 

⑤ ⑥ 

⑨ ⑧ 

⑪ 

⑭ 

⑫ 

⑮ 

⑱ ⑰ 

   伊賀酒 １本 

 伊賀酒は、酒づくりに
恵まれた自然条件から、
良質の伊賀米と良水を
用いた豊醇でおいしい
お酒です。 
 
 忍者壺半蔵 300ml 

糸枠（伊賀くみひも） １個 

 伊賀くみひもは、帯締
めなどの和装小物をは
じめ、古くから親しまれ
ています。糸枠は７色
の絹糸を巻いた厄除け
飾りです。 

伊賀牛カレー  ３個 

伊賀米コシヒカリ  ５ｋｇ 

伊賀の和菓子詰め合わせ Ａセット 菜種油２本セット ２セット 

福鈴（伊賀くみひも） １個（ケース付） 忍者グッズセット 

伊賀米コシヒカリ  ５ｋｇ（２袋） 伊賀酒詰め合わせ（３本セット） 伊賀米コシヒカリ５ｋｇ＆ 
     伊賀牛カレー５個  セット 

七の花ギフトセット（菜種油） 

伊賀の和菓子詰め合わせ Ｂセット 伊賀の漬物・醤油詰め合わせ 子ども夏用忍者衣装（４点セット） 

伊賀牛  ５００ｇ 伊賀牛３００ｇ＆ 
   伊賀米コシヒカリ３ｋｇ セット 

 伊賀くみひもは、帯締
めなどの和装小物をは
じめ、古くから親しまれ
ています。福鈴はケー
スに入れたままでも、結
びをほどいてそのままさ
げても、どちらでも。 

 「肉色鮮やか初霜の
如し 食してやわらか風
味よし 肉の横綱」 

 農家が丹精込めて育
んだ、三重ブランドに認
定された伊賀牛を１０
０％使用した贅沢なこだ
わりカレーです。 

 伊賀忍者の携帯食
（保存食）であったと
言われるかたやきや、
伊賀にちなんだ銘菓
が数多くあります。 

 忍者かたやき 
  くみひも最中 

 伊賀の菜種だけを、
生きた種子のままじっく
り時間をかけて非加熱
で搾油しました。 

 菜種が持つほのかな
香り、味が生きています。 

 古くから伊賀は良質
米の産地として知られ
ています。２０１３年度
産米食味ランキングで、
３年連続となる最高評
価「特Ａ」に認定されて
います。 

 「特Ａ」に認定された伊
賀米と三重ブランドに認
定された伊賀牛を１０
０％使用した、贅沢なこ
だわりカレーのセットで
す。 

 伊賀酒は、酒づくりに
恵まれた自然条件から、
良質の伊賀米と良水を
用いた豊醇でおいしい
お酒です。 
 忍者若戎 720ml  
 忍者壺半蔵 300ml 
 半蔵神の蔵 720ml 

 小さなお子様にも安
心のゴム製手裏剣ほ
か４点セットです。 

 ゴム製手裏剣 
 ゴム製苦無（くない） 
 忍びリストバンド 
 忍びハチマキ 

 天下一と評される伊
賀牛と、「特Ａ」に認定さ
れた伊賀米のセットで
す。 

 伊賀の菜種だけを
じっくり時間をかけて焙
煎・湯洗い・加圧して搾
油しました。自然なコク
と香りを与えて、ドレッ
シングなどにも幅広くお
使いいただけます。 

 古くから伊賀は、良質
米の産地として知られ
ています。２０１３年度
産米食味ランキングで、
３年連続となる最高評
価「特Ａ」に認定されて
います。 

 清い水を飲み、空気の
美しい里で育った肥育牛、
その伊賀牛は適度の脂肪
分で色合いは美しく、霜降
状になってやわらかく風味
があり、口に含まれた時の
まろやかさは、まさに天下
一品と評されています。 

 忍者やその他伊
賀にちなんだ銘菓が
数多くあります。 
 忍者かたやき 
 くみひも最中 
 伊賀のまめ助 
   俳風お好焼 

 伊賀の自然の中で育
まれた農産物を素材と
した、自然を生かした名
産が数多くあります。 
 養肝漬 
 伊賀越漬 
 はさめず（醤油） 
 玉みそポリ樽 

 夏仕様、着崩れ防止の
紐が付いた子どもサイズ
の忍者衣装です。（Ｓ・
Ｍ・Ｌ  黒・青・ピンク） 

   上衣 
  スラックス 
  帯 
  ハチマキ 

⑦ 伊賀の漬物詰め合わせ 

 伊賀の自然の中で育
まれた農産物を素材と
した、自然を生かした名
産が数多くあります。 
 
 養肝漬 

http://3016.jp/ninja/item.cgi?up_item5=item-087
http://3016.jp/ninja/item.cgi?up_item5=810931-1
http://www.igakumihimo.com/shopdetail/003000000009/003/O/page1/brandname/


１．寄附金の使途

２．寄附金の送金方法（いずれかの方法にチェックをおねがいします。）

郵便振替による送金（後日、払込用紙を送付させていただきます。）

現金書留による送金（下記の連絡先まで送金してください。）

口座振替（後日、口座番号等を送付させていただきます。）

総合政策課窓口での受付

３．希望する特産品

４．伊賀市に対するご意見（寄附をされようと思われたきっかけ）等があれば、ご記入ください。

※　記載いただきました個人情報は、伊賀市への寄附金に関する事務以外には使用いたしません。

【連絡先】
〒518-8501　　三重県伊賀市上野丸之内116番地

伊賀市企画振興部総合政策課　TEL：0595-22-9620　FAX：0595-22-9672　E-mail：sougouseisaku@city.iga.lg.jp

伊 賀 市 ふ る さ と 応 援 寄 附 金 申 込 書

様式第１号（第４条関係）
寄　附　申　込　書

一金

日

氏 名 （ 団 体 名 ）

円也

上記のとおり、伊賀市ふるさと応援基金事業に対して寄附したいので申込みます。
平成 年 月

住 所 〒 -

メールアドレス ＠

項　　　　　　目 寄　附　金　額 備　　　考　　　欄

電 話 番 号 - -

市民の暮らしの「安全・安心」を確保するまちづくり ,000円　

自立・維持できる「活力」を創出するまちづくり ,000円　

未来を担う「人・地域づくり」を推進するまちづくり ,000円　

その他（特に指定はしない） ,000円　

【記載要領】
・寄附金額欄については、5,000円を下限とし、1,000円単位でご記入ください。
・具体的に希望する事業等がある場合は、対象の項目の備考欄へご記入ください。

　１万円以上１０万円未満でご寄付いただいた方は、お礼品の一覧１～８の中から１点、
１０万円以上のご寄付をいただいた方は、９～１８の中から１点または１～８の中から２
点、ご希望の番号をご記入ください。

⇒
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今後の予定とＰＲについて 

 

 伊賀市のファンづくり・ＰＲの一環として、伊賀市ふるさと応援寄附金の制

度の見直します。制度改正の詳細については、資料１のとおりとなりますが、

次に示すスケジュールにより、新たな伊賀市ふるさと応援寄附金制度を実施し

ます。 

 

◆今後の予定 

９月２５日 ・市議会議員全員協議会にて制度の改正について報告 

９月下旬 ・伊賀市ふるさと応援寄附金募集チラシ作成 

１０月１日 ・新制度による運用開始 

１０月～ ・広報、市ＨＰ等により制度改正についてＰＲ 

※募集チラシについては、市外イベント等での配布、市外からの参加者が多く集まる市

内イベントでの配布、各公共施設等への設置を検討します。 

 

◆今後のＰＲについて 

・市内で行われる市外からの参加者が多く集まるイベントでの募集チラシの配

布 

  直近では、上野天神祭・芭蕉生誕３７０年記念関連事業での募集チラシの

設置、伊賀上野シティマラソンでの募集チラシの封入 

 

・市外で行われるイベントでの募集チラシの配布 

  浅草や荒川区等で開催されるイベントにおいて、募集チラシを配布。 

 

・三重県人会での案内 

  三重県東京事務所・大阪事務所にて三重県人会等の情報提供をいただき、

募集チラシを配布。 

 

・市内高等学校同窓会等での案内 

  市内各高等学校事務局にて、同窓会総会等の情報提供をいただき、募集チ

ラシを配布。 

資料：６ 


