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ふるさと納税
～あなたの想いがまちづくりに活かされています～

特 集

防災訓練実施
（裏表紙をご覧ください）
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北前船寄港地フォーラム
「日本遺産の指定によるまちづくり」
　 7 月17日、第16回北前船寄港地
フォーラムが大阪市で開催され、
全国の関係自治体など約650人が
出席しました。平谷市長は「尾道・
日本遺産、はじまります」と題して
講演を行いました。

全農杯　平成27年度全日本卓球選
手権大会（ホープス・カブ・バンビの
部）出場
（ 7月24日～26日＝兵庫県）
東川陽菜（向東小学校）
東川羽菜（向東小学校）

2015年スペシャルオリンピック
ス夏季世界大会・ロサンゼルス出場
（ 7 月25日～ 8 月 2 日＝アメリカ合
衆国）
延廣孝文

阿波おどりカップ全国学童軟式野
球大会2015出場
（ 8月 6日～10日＝徳島県）
日比崎竜王クラブ

市長表敬訪問／敬称略
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ふるさと納税～あなたの想いがまちづくりに活かされています～特集

　尾道市は、これまでの市民の皆さんとの協働の歴史と文化を活かしたまちづくりが評価され、平成27年4月24日、
日本遺産に認定されました。「活力あふれ感性息づく芸術文化のまち 尾道～ともに高めあう尾道文化の創造～」を
テーマにしたまちづくりを実現するため、さまざまな事業に取り組んでいます。皆さんからいただいた寄附金
は、このまちづくりを実現するために大切に活用しています。
　市外・県外にお住まいの家族や親戚、友人、お知り合いにも、ふるさと納税をご紹介ください。

ふるさと納税とは

　尾道のまちづくりを応援する寄附金のことです。
　「生まれ育ったふるさとに貢献したい」、「出身地でなくても、自分の想い入れのある自治体を応援したい」
という気持ちを寄附金としていただくものです。
　地方自治体へ寄附した場合、寄附金の2,000円を超える部分について所得税や住民税が控除されます。（た
だし、控除額に上限があります。）

寄附金の使い道

　尾道市総合計画の政策の目標等に沿って設定した 8つの活用分野から選んでください。

笑顔が集う交流の輪づくりに
・ 本因坊秀策囲碁記念館整備事業 ほか

次世代につなぐ誇りづくりに
・ 文化振興記念事業 ほか

未来を支える人づくりに
・ 子ども達の教育支援事業 ほか

子育て・長寿の幸せづくりに
・ ブックスタートプラス委託事業 ほか

地域産業の元気づくりに
・ 「おのみちスローフード」まちづくり事業 ほか

市民が主役の場面づくりに
・ 市民活動支援事業 ほか

安全で安心な暮らしづくりに
・ 高規格救急車購入事業 ほか

庁舎整備による防災の拠点づくりに

本因坊秀策囲碁記念館整備事業

高規格救急車購入事業



寄附金の申込の流れはこちら

ふるさと納税がさらに身近になりました

寄附者

最寄りの税務署

⑤確定申告

①寄附金の申出

連絡

③寄附金の振込

②振込用紙

④寄附金受領証明書

⑥住民税の減額（税額控除）
⑥所得税
　減額・還付
　（所得控除）

尾道市

住所地の市区町村

寄
附
の
申
込

税
務
申
告
の
流
れ

①寄附金の申出
【方法1】市にご連絡ください。申出書を郵送します。
【方法2】市ホームページから申し込みください。
　　　　（外部サイト－ふるさとチョイスの申込フォームに移動します。）

9月1日㈫からクレジットカードによる支払も可能になります。

寄附いただいた翌年の1月に郵送します。

②市から申出者宛に振込用紙を郵送

③寄附金の振込

④市から寄附金受領証明書を郵送

寄附金受領証明書を添えて確定申告してください。⑤確定申告書の提出

寄附金から2,000円を引いた残りが所得税と住民税か
ら控除されます。（ただし、控除額に上限があります。）⑥所得税の所得控除、住民税の税額控除

改正
ポイント1改正
ポイント1 改正

ポイント2改正
ポイント2

　平成27年 1 月 1 日以降に行ったふるさと
納税の特例控除額の上限について、住民税の
所得割の1割から2割に拡充されます。

　この制度を利用できるのは次のすべての条件に該当する人です。
 ・ 平成27年 4 月 1 日以降にふるさと納税を行う人
 ・ 確定申告や市の申告をする必要がない人
 ・ 同年にふるさと納税を 5団体以内の自治体に行った人
　寄附金の申出の際、ワンストップ特例制度を希望し、後日
送付する申告特例申請書を提出することにより、確定申告
が不要となります。

住民税の
約1割 住民税の

約2割
A市

B市

D市 E市

C市
ふるさと納税を
行う人に、手続き
の簡素化をはかる
ため、ワンストッ
プ特例制度が創設
されました。

ふるさと納税枠を
約2倍に拡充

手続きの簡素化
（「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設）

4 広報おのみち・平成27年8月



感謝の気持ちを込めて

9月1日㈫からクレジットカードによる支払も可能になります。

寄附いただいた翌年の1月に郵送します。

寄附金受領証明書を添えて確定申告してください。

　尾道市への温かいご支援をよろしくお願いいたします。
■問市民税課（☎0848-38-9154）

※産品によっては、受付期間が限定されています。
※ふるさと産品の一部を掲載しております。その他多数のふるさと産品を取りそろえています。詳しくは市ホームページをご覧ください。

　3万円以上ふるさと納税をしていただいた人に、感謝の気持ちをこめて尾道の誇る「ふるさと産品」を贈呈してい
ます。尾道の魅力がつまった商品全72種類から選んでください。（8月から商品を一部リニューアルしました。）

ふるさと納税
～あなたの想いがまちづくりに活かされています～

特 集
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学生カバン（帆布製カバン） 牡蠣のお土産詰合わせ 尾道の桜の香り5点セット 備前焼 桜葉銘々皿 5枚組

尾道レモン・八朔お菓子セット 瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 30個入り エコレモン Mサイズ 5kg せとか 3kg レモン入り

瀬戸内八朔、レモン大好き
はっさくの仲間たち（中）と
はっさくゼリー5個入り 発酵の力（50ml×20本） ふるさと産品詰合わせ

「ザ・おのみち」
尾道産 新鮮・天然活魚セット

瀬戸内六穀豚の
人気商品詰合せセット

割烹東山瀬戸内の刺身と
極上うにめしの
「ランチ特別プランペアチケット」 瀬戸内産杜仲茶600g（5g×120）

せとうち湊のやど　
GIFT CARD

ONOMICHI DENIM SHOP
GIFT CARD さをり織り3点セット たまごあいす（12個セット）
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