2021

点

楽天、ふるさとチョイス、
さとふるでも掲載中
カタログに関しては

下記サイトをご覧ください。

千葉県栄町

http://www.town.sakae.chiba.jp
千葉県栄町企画政策課

0476-33-7773

謝礼品カタログ

2021年版

カタログ掲載点数
44

ふるさと納税

SAKAE
T OW N

謝礼品

10

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）

10 -1
ちば緑耕舎 栄 町 産 特別 栽 培 米
コシヒカリ 1 0 ㎏（ 5 ㎏ 袋 2）

数量
限定

北総台地の肥沃な土壌、利根川や印旛沼などの豊かな水、穏やかで
温暖な気候のもと、地元認定農家7人が丹精込めたお米です。生協へ
25年間に亘り提供し続けており、厚い信頼を得ています。しっかり
とした旨みと粘り、炊きあがった時のつやつや光るご飯の美味しさ
をどうぞご堪能ください。寄附をいただいてから、精米してお届け
いたします。

謝礼品

30 -1

30

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）

ちば緑耕舎 栄町産特別栽培米
コシヒカリ定期便（3ヶ月）

限定

30

セット

栄町産特別栽培米コシヒカリを毎月10㎏（5㎏袋 2）
、3 ヶ月間定期
的にお送りします。お米の買い忘れを心配をする必要がありません。
しかも、お届けは栄町産特別栽培米コシヒカリです。
10月の新米からのお届けです。
毎回精米したてをお届けいたします。
※5月寄附受付分より令和3年産米予約でお受けいたします。

※5月寄附受付分より令和３年産米予約とさせていただきます。

予約受付：
（令和3年産米）5月1日より8月末日まで

受付：
（令和２年産米）4月末まで

予約分発送：
（令和3年産米）10月、11月、12月

発送：
（令和２年産米）受付順に順次

新米予約受付：
（令和３年産米）5月1日より9月末日まで

新米予約分発送：
（令和３年産米）10月初旬より11月初旬まで受付順に順次
受付：
（令和３年産米）10月より令和4年3月末まで
発送：
（令和３年産米）11月初旬より順次

※予定数量を超えた場合はご希望に添えない場合があります。

※特別栽培米とは、栽培期間中化学農薬・
化学肥料の使用量を規定以下に減らして
栽培したお米です。

10 -2
栄町産 ふ る さ と 納 税 用
コシヒカリ 1 0 ㎏（ 5 ㎏ 袋 2）
北総台地の肥沃な土壌、利根川や印旛沼などの豊かな水、穏やかで
温暖な気候のもと、地元農家が丹精込め大切に育てたお米です。コ
シヒカリのしっかりとした旨みと粘り、炊きあがった時のつやつや
光るご飯の美味しさをどうぞご堪能ください。
寄附をいただいてから、精米してお届けいたします。

30 -2
栄町産 ふるさと納税用
コシヒカリ定期便（3ヶ月）

限定

50

セット

栄町産コシヒカリを毎月10㎏（5㎏袋 2）、3 ヶ月間定期的にお送
りします。お米の買い忘れを心配する必要がありません。しかも、
お届けは栄町産コシヒカリです。
令和４年1月からのお届けです。
毎回精米したてをお届けいたします。
※6月寄附受付分より令和３年産米予約でお受けいたします。
予約受付：
（令和３年産米）6月1日より11月末日まで

予約分発送：
（令和３年産米）令和４年１月、令和４年２月、令和４年３月

※6月寄附受付分より令和３年産米予約とさせていただきます。
受付：
（令和２年産米）5月末まで

発送：
（令和２年産米）受付順に順次

予約受付：
（令和３年産米）6月1日より9月末日まで

予約分発送：
（令和３年産米）9月下旬より11月初旬まで受付順に順次
受付：
（令和３年産米）10月より令和４年3月末まで
発送：
（令和３年産米）11月初旬より順次

栄町のおいしいお米ができました。
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ぜ ひ 、ご 堪 能 く だ さ い 。
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謝礼品

10

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）

10 -1
ちば緑耕舎 栄 町 産 特別 栽 培 米
コシヒカリ 1 0 ㎏（ 5 ㎏ 袋 2）

数量
限定

北総台地の肥沃な土壌、利根川や印旛沼などの豊かな水、穏やかで
温暖な気候のもと、地元認定農家7人が丹精込めたお米です。生協へ
25年間に亘り提供し続けており、厚い信頼を得ています。しっかり
とした旨みと粘り、炊きあがった時のつやつや光るご飯の美味しさ
をどうぞご堪能ください。寄附をいただいてから、精米してお届け
いたします。

謝礼品

30 -1

30

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）

ちば緑耕舎 栄町産特別栽培米
コシヒカリ定期便（3ヶ月）

限定

30

セット

栄町産特別栽培米コシヒカリを毎月10㎏（5㎏袋 2）
、3 ヶ月間定期
的にお送りします。お米の買い忘れを心配をする必要がありません。
しかも、お届けは栄町産特別栽培米コシヒカリです。
10月の新米からのお届けです。
毎回精米したてをお届けいたします。
※5月寄附受付分より令和3年産米予約でお受けいたします。

※5月寄附受付分より令和３年産米予約とさせていただきます。

予約受付：
（令和3年産米）5月1日より8月末日まで

受付：
（令和２年産米）4月末まで

予約分発送：
（令和3年産米）10月、11月、12月

発送：
（令和２年産米）受付順に順次

新米予約受付：
（令和３年産米）5月1日より9月末日まで

新米予約分発送：
（令和３年産米）10月初旬より11月初旬まで受付順に順次
受付：
（令和３年産米）10月より令和4年3月末まで
発送：
（令和３年産米）11月初旬より順次

※予定数量を超えた場合はご希望に添えない場合があります。

※特別栽培米とは、栽培期間中化学農薬・
化学肥料の使用量を規定以下に減らして
栽培したお米です。

10 -2
栄町産 ふ る さ と 納 税 用
コシヒカリ 1 0 ㎏（ 5 ㎏ 袋 2）
北総台地の肥沃な土壌、利根川や印旛沼などの豊かな水、穏やかで
温暖な気候のもと、地元農家が丹精込め大切に育てたお米です。コ
シヒカリのしっかりとした旨みと粘り、炊きあがった時のつやつや
光るご飯の美味しさをどうぞご堪能ください。
寄附をいただいてから、精米してお届けいたします。

30 -2
栄町産 ふるさと納税用
コシヒカリ定期便（3ヶ月）

限定

50

セット

栄町産コシヒカリを毎月10㎏（5㎏袋 2）、3 ヶ月間定期的にお送
りします。お米の買い忘れを心配する必要がありません。しかも、
お届けは栄町産コシヒカリです。
令和４年1月からのお届けです。
毎回精米したてをお届けいたします。
※6月寄附受付分より令和３年産米予約でお受けいたします。
予約受付：
（令和３年産米）6月1日より11月末日まで

予約分発送：
（令和３年産米）令和４年１月、令和４年２月、令和４年３月

※6月寄附受付分より令和３年産米予約とさせていただきます。
受付：
（令和２年産米）5月末まで

発送：
（令和２年産米）受付順に順次

予約受付：
（令和３年産米）6月1日より9月末日まで

予約分発送：
（令和３年産米）9月下旬より11月初旬まで受付順に順次
受付：
（令和３年産米）10月より令和４年3月末まで
発送：
（令和３年産米）11月初旬より順次

栄町のおいしいお米ができました。
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ぜ ひ 、ご 堪 能 く だ さ い 。
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謝礼品
10-3

10

謝礼品

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）

受付：6月末日まで
発送：3月〜 6月末頃

10-4

10-5

受付：4月〜12月末まで
発送：2022年1月頃〜

10-12

10

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）
10-13

10-14

期間限定

NOLAND 栄町産ミニトマト3種
1㎏（ギフトボックス） 2箱

しっかりとした噛み応えと少しの酸味とコクの
ある甘さの赤、皮が薄く、酸味が少なくトマトが
苦手な方やお子様から人気の黄、酸味と甘さの
バランスが良い橙。各種それぞれの味の違いを
食べ比べしながら、新鮮で高糖度の味のミニト
マトを楽しめるセットをギフトボックスに入れて
お送りします。※ギフトボックスは4色あり、2色
を当農園で選んで組み合わせてお送りします。

10-6

数量限定
期間限定

とれたて産直館 栄店
栄町産新鮮・季節の野菜詰合せ
（ドレッシング付き）
季節の新鮮な野菜をお届けします。
※写真は夏野菜の例です。

10-7

受付：4月〜 9月末まで
発送：10月中

期間限定

（株）アドバンスフーズ 国産豚ロース
（切り身500g ／スライス1kg）
しょうが焼、豚しゃぶなど、様々な料理で
お楽しみいただけます。

10-9

栄町の特産品
どらまめ枝豆（2.5㎏）

栄町の特産品どらまめ（丹波黒）の枝豆です。
2.5㎏をお送りします。10月の解禁後、この時
期にしか味わえない芳醇で甘い独特の豆です。
一度食べたら、忘れられない味です。ぜひ、この
美味しさをご堪能ください。

10-10

岡戸農園

いちご４パック

品種は「あきひめ」か「紅ほっぺ」です。
※1日当たりの収穫量が限られるため、発送ま
で多少お待ちいただく場合があります。

10-8

受付：10月末まで
発送：12月初旬
受付：11月1日〜11月末まで
発送：12月下旬

NEW!

限定100セット

栄町産の餅米100%使用。
塩（2袋）、醤油（2袋）、砂糖醤油（2袋）
七味（1袋）のセットです。

10-15

老舗割烹金田屋 生カステラセット
(黒豆・抹茶・落花生）

栄 町の特産品どらまめ（丹波 黒）をたっぷり
使った新食感和スイーツ『黒豆の生カステラ』
は千葉の逸品発掘コンテスト金賞、千葉の落花
生を使った『落花生の生カステラ』はフード・ア
クション・ニッポン アワード2016受賞です。

10-16

黒豆吟醸酒ケーキは栄町特産の「黒豆（どらま
め）」を金田屋がじっくりと丁寧に炊き上げ成田
の銘酒「長命泉」が香るケーキに仕上げました。
落花生ブランデーケーキも千葉県産の落花生
を金田屋がじっくりと丁寧に炊き上げブラン
デー香るケーキに仕上げました。2本をセットに
してお送りします。大人の味わいをお楽しみく
ださい。※当製品にはアルコール分3％が含ま
れています。お車を運転される方やお子様、お
酒に弱い方はご注意ください。

10-17

期間限定

春月堂 くろまめのまめかん（6個入り）
丹精込めて育てられた栄町の特産品どらまめ
（丹波黒）の黒豆をじっくりと炊き上げました。
豆の風味を引き出しながら仕上げた寒天には
太陽の光を存分にあびた黒豆のエキスがたっ
ぷり。天地返しの要領で小鉢などに盛り付けて
いただくと一層引き立ちます。やさしさあふれ
る味をぜひご堪能ください。※必ず冷蔵保存の
上、お早めにお召し上がりください。

10-11

（株）わたや やみつき揚げ餅
食べ比べセット（7袋）

老舗割烹金田屋 黒豆吟醸酒ケーキ（1本）
＆落花生ブランデーケーキ（1本）

受付：2022年1月末まで
発送：12月〜 2022年2月

春月堂

大鷲最中・焼菓子セット

安食銘菓 大鷲最中（求肥入り）8個と焼菓子
（ドラいも、ごまスフレ、カステラ）をセットにし
てお送りします。
※季節により商品を変更する場合があります。
※ドラいもは、さつまいもとバターを使った
スイートポテト風のお菓子です。

10-18

ケーキハウス自由ヶ丘
人気スイーツ詰合せ

マドレーヌ（プレーン）、どらマド（どらまめ、どら
まめきな粉入りマドレーヌ）、祝栗（栗を白あん
で包み、外側はパイ生地）、ブランデーケーキの
セットです。
※パッケージを変更する場合があります。

ねむの里

スイーツ詰合せ

マドレーヌ3 種（プレーン、きな粉、紅茶）と、
クッキー4種（おから、コーンフレーク、アーモ
ンド、紅茶）をセットにしてお送りします。

10-20

受付：11月末まで
発送：11月〜 12月

10-19

期間限定

期間限定

とれたて産直館 栄店 栄町の特産品
どらまめセット

栄町の特産品どらまめ
（丹波黒）
を使った味噌
（ど
らまめ味噌）
、
お茶
（どらまめ茶）
、
乾豆
（黒豆）
、
き
な粉
（どらまめきな粉）
、
甘納豆
（どらまめ甘納豆）
を詰め合わせたセットです。
冬季はこのセットに
どらまめの煮豆が入ります。
冬季以外はどら豆の
甘納豆を１袋増やしてお届けいたします。
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とれたて産直館 栄店 栄町の特産品
健康どらまめセット

栄町の特産品どらまめ（丹波黒）を使った味噌
（どらまめ味噌）、お茶（どらまめ茶）、乾豆（黒
豆）、きな粉（どらまめきな粉）を詰め合わせた
身体に優しいセットです。

（株）わたや ふさのもちセット
栄町産の餅米「ふさのもち」で作った昔ながら
の杵つき餅です。
白餅12枚入り（1）、8枚入り（2）、どらまめ餅
6枚入り（1）、海苔餅6枚入り（2）のセットです。

（株）紀文食品
（株）紀文食品
カロリーライトデザートセット（3種12個）
なめらかな口当たりが 特 徴の「杏 仁とうふ」
（64Kcal、糖質2.4g）、マンゴーの風味豊かな
「マンゴープリン」
（77Kcal、糖質7.2g）、話題の
チアシード入り「ココナッツプリン」
（ 74Kcal、
糖質1.7g）の3種12個入り身体にやさしいデ
ザートセット。
※内容が変わる場合があります。

糖質0g麺（18袋）

おからとこんにゃくで作った糖質0g麺。
1食あた
り11Kcal
（うどんの1/13以下）
と糖質制限をされ
ている方はもちろん、
ダイエット中の方にも最適。
茹でずに水洗いするだけ、
食物繊維は1食あたり
8.6gでレタス2.5個分。
こんにゃく独特のにおい
がなく、
麺つゆで食べる他、
焼きそばなどアレン
ジ多彩！※内容が変わる場合があります。

（株）紀文食品 おでん
食べくらべセット
（3種類 2）

※名古屋風おでん
盛付け例

名古屋風味噌煮込おでんは八丁味噌をベース
に甘辛く煮込んでいます。本場八丁味噌を使っ
た仕上げ味噌付き。静岡風おでんは濃口仕立
てスープでごはんのおかずにもピッタリ。サバ
粉、アオサのだし粉付き。東京下町風おでんは
かつおだしに醤油を効かせた甘辛いつゆで煮
込んでいます。
※内容が変わる場合があります。
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謝礼品
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10

謝礼品

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）

受付：6月末日まで
発送：3月〜 6月末頃

10-4

10-5

受付：4月〜12月末まで
発送：2022年1月頃〜

10-12

10

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）
10-13

10-14

期間限定

NOLAND 栄町産ミニトマト3種
1㎏（ギフトボックス） 2箱

しっかりとした噛み応えと少しの酸味とコクの
ある甘さの赤、皮が薄く、酸味が少なくトマトが
苦手な方やお子様から人気の黄、酸味と甘さの
バランスが良い橙。各種それぞれの味の違いを
食べ比べしながら、新鮮で高糖度の味のミニト
マトを楽しめるセットをギフトボックスに入れて
お送りします。※ギフトボックスは4色あり、2色
を当農園で選んで組み合わせてお送りします。

10-6

数量限定
期間限定

とれたて産直館 栄店
栄町産新鮮・季節の野菜詰合せ
（ドレッシング付き）
季節の新鮮な野菜をお届けします。
※写真は夏野菜の例です。

10-7

受付：4月〜 9月末まで
発送：10月中

期間限定

（株）アドバンスフーズ 国産豚ロース
（切り身500g ／スライス1kg）
しょうが焼、豚しゃぶなど、様々な料理で
お楽しみいただけます。

10-9

栄町の特産品
どらまめ枝豆（2.5㎏）

栄町の特産品どらまめ（丹波黒）の枝豆です。
2.5㎏をお送りします。10月の解禁後、この時
期にしか味わえない芳醇で甘い独特の豆です。
一度食べたら、忘れられない味です。ぜひ、この
美味しさをご堪能ください。

10-10

岡戸農園

いちご４パック

品種は「あきひめ」か「紅ほっぺ」です。
※1日当たりの収穫量が限られるため、発送ま
で多少お待ちいただく場合があります。

10-8

受付：10月末まで
発送：12月初旬
受付：11月1日〜11月末まで
発送：12月下旬

NEW!

限定100セット

栄町産の餅米100%使用。
塩（2袋）、醤油（2袋）、砂糖醤油（2袋）
七味（1袋）のセットです。

10-15

老舗割烹金田屋 生カステラセット
(黒豆・抹茶・落花生）

栄 町の特産品どらまめ（丹波 黒）をたっぷり
使った新食感和スイーツ『黒豆の生カステラ』
は千葉の逸品発掘コンテスト金賞、千葉の落花
生を使った『落花生の生カステラ』はフード・ア
クション・ニッポン アワード2016受賞です。

10-16

黒豆吟醸酒ケーキは栄町特産の「黒豆（どらま
め）」を金田屋がじっくりと丁寧に炊き上げ成田
の銘酒「長命泉」が香るケーキに仕上げました。
落花生ブランデーケーキも千葉県産の落花生
を金田屋がじっくりと丁寧に炊き上げブラン
デー香るケーキに仕上げました。2本をセットに
してお送りします。大人の味わいをお楽しみく
ださい。※当製品にはアルコール分3％が含ま
れています。お車を運転される方やお子様、お
酒に弱い方はご注意ください。

10-17

期間限定

春月堂 くろまめのまめかん（6個入り）
丹精込めて育てられた栄町の特産品どらまめ
（丹波黒）の黒豆をじっくりと炊き上げました。
豆の風味を引き出しながら仕上げた寒天には
太陽の光を存分にあびた黒豆のエキスがたっ
ぷり。天地返しの要領で小鉢などに盛り付けて
いただくと一層引き立ちます。やさしさあふれ
る味をぜひご堪能ください。※必ず冷蔵保存の
上、お早めにお召し上がりください。

10-11

（株）わたや やみつき揚げ餅
食べ比べセット（7袋）

老舗割烹金田屋 黒豆吟醸酒ケーキ（1本）
＆落花生ブランデーケーキ（1本）

受付：2022年1月末まで
発送：12月〜 2022年2月

春月堂

大鷲最中・焼菓子セット

安食銘菓 大鷲最中（求肥入り）8個と焼菓子
（ドラいも、ごまスフレ、カステラ）をセットにし
てお送りします。
※季節により商品を変更する場合があります。
※ドラいもは、さつまいもとバターを使った
スイートポテト風のお菓子です。

10-18

ケーキハウス自由ヶ丘
人気スイーツ詰合せ

マドレーヌ（プレーン）、どらマド（どらまめ、どら
まめきな粉入りマドレーヌ）、祝栗（栗を白あん
で包み、外側はパイ生地）、ブランデーケーキの
セットです。
※パッケージを変更する場合があります。

ねむの里

スイーツ詰合せ

マドレーヌ3 種（プレーン、きな粉、紅茶）と、
クッキー4種（おから、コーンフレーク、アーモ
ンド、紅茶）をセットにしてお送りします。

10-20

受付：11月末まで
発送：11月〜 12月

10-19

期間限定

期間限定

とれたて産直館 栄店 栄町の特産品
どらまめセット

栄町の特産品どらまめ
（丹波黒）
を使った味噌
（ど
らまめ味噌）
、
お茶
（どらまめ茶）
、
乾豆
（黒豆）
、
き
な粉
（どらまめきな粉）
、
甘納豆
（どらまめ甘納豆）
を詰め合わせたセットです。
冬季はこのセットに
どらまめの煮豆が入ります。
冬季以外はどら豆の
甘納豆を１袋増やしてお届けいたします。
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とれたて産直館 栄店 栄町の特産品
健康どらまめセット

栄町の特産品どらまめ（丹波黒）を使った味噌
（どらまめ味噌）、お茶（どらまめ茶）、乾豆（黒
豆）、きな粉（どらまめきな粉）を詰め合わせた
身体に優しいセットです。

（株）わたや ふさのもちセット
栄町産の餅米「ふさのもち」で作った昔ながら
の杵つき餅です。
白餅12枚入り（1）、8枚入り（2）、どらまめ餅
6枚入り（1）、海苔餅6枚入り（2）のセットです。

（株）紀文食品
（株）紀文食品
カロリーライトデザートセット（3種12個）
なめらかな口当たりが 特 徴の「杏 仁とうふ」
（64Kcal、糖質2.4g）、マンゴーの風味豊かな
「マンゴープリン」
（77Kcal、糖質7.2g）、話題の
チアシード入り「ココナッツプリン」
（ 74Kcal、
糖質1.7g）の3種12個入り身体にやさしいデ
ザートセット。
※内容が変わる場合があります。

糖質0g麺（18袋）

おからとこんにゃくで作った糖質0g麺。
1食あた
り11Kcal
（うどんの1/13以下）
と糖質制限をされ
ている方はもちろん、
ダイエット中の方にも最適。
茹でずに水洗いするだけ、
食物繊維は1食あたり
8.6gでレタス2.5個分。
こんにゃく独特のにおい
がなく、
麺つゆで食べる他、
焼きそばなどアレン
ジ多彩！※内容が変わる場合があります。

（株）紀文食品 おでん
食べくらべセット
（3種類 2）

※名古屋風おでん
盛付け例

名古屋風味噌煮込おでんは八丁味噌をベース
に甘辛く煮込んでいます。本場八丁味噌を使っ
た仕上げ味噌付き。静岡風おでんは濃口仕立
てスープでごはんのおかずにもピッタリ。サバ
粉、アオサのだし粉付き。東京下町風おでんは
かつおだしに醤油を効かせた甘辛いつゆで煮
込んでいます。
※内容が変わる場合があります。

TOWN OF SAKAE 2021
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謝礼品
10-21

10

謝礼品

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）
10-22

10-23

受付：4月〜 9月末まで
発送：7月〜10月初旬

限定100セット

日本食研（株）
セレクト8（たれ詰合せ）

厳選された人気商品シリーズを8本詰め合わ
せたセットです。※季節や商品改訂などにより
商品やデザインが変更となる場合があります。

10-24

日本食研（株）
旨だし醤油3本入り＆エブリデイギフト
こんぶ、かつお節などの旨みが素材の味を引
き立てる「旨だし醤油500ml」と「焼肉のたれ
宮殿・空と大地のドレッシングきざみ玉ねぎ」
のセットです。※季節や商品改訂などにより商
品やデザインが変更となる場合があります。

10-25

20-1

20

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：2 万 円 ）
20-2

期間限定

よつ葉乳業（株）よつ葉のむヨーグルト
プレーン、ベリーミックス、
国産みかん＆ゆず（各6本、計18本）

とろっと濃厚なミルク感が口の中いっぱいに
広がるドリンクタイプのヨーグルト。乳原料は
北海道産を100%使用し、栄町の工場から全
国へお届け。酪農王国北海道で育まれた良質
なミルクのおいしさを楽しむことができます。
※内容は一部変更することがあります。

10-26

（株）アドバンスフーズ 国産黒豚ロース
（切り身1kg ／スライス1kg）

高級豚として知られる黒豚のお肉です。しょう
が焼、豚しゃぶなど、様々な料理でお楽しみい
ただけます（写真は調理例）。

日本食研（株）宮殿ギフト
人気の商品を2段になった箱の中にたっぷり詰
め込んで、バンコグッズ（日本食研（株）のキャ
ラクター）も入れてお届けします。※季節や商
品改訂などにより商品やデザインが変更とな
る場合があります。

20-4
（新米）千葉県栄町産特別栽培米コシヒカリ5㎏1袋付き！
2022さかえリバーサイドマラソンハーフの部 出走権
※コースが変更になる場合があります。

（ドラムの里）農家レストラン ゆめテラス
鶏南蛮そばセット（ソフトドリンク付き）
お食事券（2人前）
古墳や里山の緑に囲まれたゆめテラスはガラス
張りの解放感に溢れた栄町の自然を満喫出来る
レストランです。シェフがお隣の直売所「龍の市
場」
から仕入れ手作り料理を提供しています。
温
かい鶏出し汁と葱とゆずの香りをお楽しみくださ
い。
山椒のアクセントを効かせ大人も大満足の一
品です。ソフトドリンクが１人に付き１杯サービ
ス！ ※メニュー内容は変わる場合があります。

10-27

老舗割烹金田屋
すし点心 お食事券（1人前）

季節の前菜、揚げ物、焼き物、茶そば、こだわり
の創作寿司にデザート（黒豆の生カステラ）の
セットです。お好きなドリンクが1ドリンクつき
ます。
（季節により内容に変更あり）
※お米は栄町産を使っています。

10-28

20-3

印旛そば石亭
石亭おすすめセットお食事券（2人前）
創業以来、不動の人気メニュー「鴨つけそば（う
どん）」と只今人気上昇中の「なまずの天ぷら」
をセットでお得に提供します。ソフトドリンク1
杯付き。

10-29

50名限定

老舗割烹金田屋
すし点心 お食事券（2人前）

季節の前菜、揚げ物、焼き物、茶そば、こだわり
の創作寿司にデザート（黒豆の生カステラ）の
セットです。お好きなドリンクが1ドリンクつき
ます。
（季節により内容に変更あり）
※お米は栄町産を使っています。

期間限定

寄附受付：4月〜 9月末
出走権のご案内発送：10月頃
新米の発送：10月初旬頃

千葉県立房総のむらと国指定史跡の龍角寺古墳群を駆け抜け
たあとは、広大な田園地帯と雄大な利根川の景観を楽しめる
歴史と自然を感じられるコースです！
■大会名：2022さかえリバーサイドマラソン
■期日：2022年2月20日（日）
（予定） ※雨天決行
※開催日は実行委員会が後日決定します。
■会場：ふれあいプラザさかえ「スタート・フィニッシュ」
■日程：受付7：30 〜 9：30 開会式：9：30 〜
競技開始：10：25（ハーフの部）制限時間3時間30分
■表彰式：種目別に随時（6位まで賞あり、特別賞あり）
■成績・記録：完走者全員に完走証を当日発行
■ふるさと納税枠としてハーフの部出走権(一般男女先着50名）

※この手続きでマラソンのエントリーは完了しません。寄附金の入金確認
後に実行委員会より送付される案内に従ってエントリー期限までに手続き
してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる場合があります。

20-5

農家レストラン

ゆめテラス

（コスプレの館）コスプレ体験（2人分）
＆（ドラムの里）農家レストラン ゆめテラス
鶏南蛮そばセット（ソフトドリンク付き）
お食事券（2人前）

柳鮨 店長おすすめ にぎり鮨セット
お食事券（1人前）
にぎり鮨10貫、天ぷら、茶碗蒸し、焼き物、サラ
ダのセットです。
※お米は栄町産を使っています。
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そば・日本料理八郎治 八郎治セット
お食事券（2人前）

毎朝、市場で仕入れた鮮魚とこだわりのおそば
のセットはお店でも大人気。
そば（冷・温）またはうどん（冷・温）、天ぷら、寿
司（6貫）、茶碗蒸しのセットです。
※お米は栄町産を使っています。
※寿司は仕入れにより内容が変わります。

あ じき

海鮮和食 仲々 安食御膳
お食事券（2人前）

産地直送の鮮魚が自慢です。鯵なめろう、イワ
シの梅しそ揚げ、栄町の特産品「どらまめ」のか
き揚げ、酢の物、玉子焼き、サラダ、ご飯、味噌
汁、新香のセットです。ソフトドリンク1杯付き。
※お米は栄町産を使っています。
※季節により内容が変わる場合があります。

千葉県立房総のむらに隣接する「ドラムの里」にある栄町
国際観光拠点「コスプレの館」で新撰組や忍者などの和装
コスプレを体験しませんか。周辺の古墳群や重要文化財に
も指定された「旧学習院初等科正堂」
、隣接する「房総のむ
ら」などの散策もお薦めです。もちろん、シャワーのご利
用も2人分サービスします。古墳や里山の緑に囲まれたゆ
めテラスで、
「鶏南蛮そばセット」
（ソフトドリンク1人1杯
付き）をお召し上がりください。

※シャワーをご利用の場合は、シャンプーやタオルの用意はありま
せんので、各自でご持参下さい。
※メニュー内容は変わる場合があります。
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謝礼品
10-21

10

謝礼品

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：1 万 円 ）
10-22

10-23

受付：4月〜 9月末まで
発送：7月〜10月初旬

限定100セット

日本食研（株）
セレクト8（たれ詰合せ）

厳選された人気商品シリーズを8本詰め合わ
せたセットです。※季節や商品改訂などにより
商品やデザインが変更となる場合があります。

10-24

日本食研（株）
旨だし醤油3本入り＆エブリデイギフト
こんぶ、かつお節などの旨みが素材の味を引
き立てる「旨だし醤油500ml」と「焼肉のたれ
宮殿・空と大地のドレッシングきざみ玉ねぎ」
のセットです。※季節や商品改訂などにより商
品やデザインが変更となる場合があります。

10-25

20-1

20

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：2 万 円 ）
20-2

期間限定

よつ葉乳業（株）よつ葉のむヨーグルト
プレーン、ベリーミックス、
国産みかん＆ゆず（各6本、計18本）

とろっと濃厚なミルク感が口の中いっぱいに
広がるドリンクタイプのヨーグルト。乳原料は
北海道産を100%使用し、栄町の工場から全
国へお届け。酪農王国北海道で育まれた良質
なミルクのおいしさを楽しむことができます。
※内容は一部変更することがあります。

10-26

（株）アドバンスフーズ 国産黒豚ロース
（切り身1kg ／スライス1kg）

高級豚として知られる黒豚のお肉です。しょう
が焼、豚しゃぶなど、様々な料理でお楽しみい
ただけます（写真は調理例）。

日本食研（株）宮殿ギフト
人気の商品を2段になった箱の中にたっぷり詰
め込んで、バンコグッズ（日本食研（株）のキャ
ラクター）も入れてお届けします。※季節や商
品改訂などにより商品やデザインが変更とな
る場合があります。

20-4
（新米）千葉県栄町産特別栽培米コシヒカリ5㎏1袋付き！
2022さかえリバーサイドマラソンハーフの部 出走権
※コースが変更になる場合があります。

（ドラムの里）農家レストラン ゆめテラス
鶏南蛮そばセット（ソフトドリンク付き）
お食事券（2人前）
古墳や里山の緑に囲まれたゆめテラスはガラス
張りの解放感に溢れた栄町の自然を満喫出来る
レストランです。シェフがお隣の直売所「龍の市
場」
から仕入れ手作り料理を提供しています。
温
かい鶏出し汁と葱とゆずの香りをお楽しみくださ
い。
山椒のアクセントを効かせ大人も大満足の一
品です。ソフトドリンクが１人に付き１杯サービ
ス！ ※メニュー内容は変わる場合があります。

10-27

老舗割烹金田屋
すし点心 お食事券（1人前）

季節の前菜、揚げ物、焼き物、茶そば、こだわり
の創作寿司にデザート（黒豆の生カステラ）の
セットです。お好きなドリンクが1ドリンクつき
ます。
（季節により内容に変更あり）
※お米は栄町産を使っています。

10-28

20-3

印旛そば石亭
石亭おすすめセットお食事券（2人前）
創業以来、不動の人気メニュー「鴨つけそば（う
どん）」と只今人気上昇中の「なまずの天ぷら」
をセットでお得に提供します。ソフトドリンク1
杯付き。

10-29

50名限定

老舗割烹金田屋
すし点心 お食事券（2人前）

季節の前菜、揚げ物、焼き物、茶そば、こだわり
の創作寿司にデザート（黒豆の生カステラ）の
セットです。お好きなドリンクが1ドリンクつき
ます。
（季節により内容に変更あり）
※お米は栄町産を使っています。

期間限定

寄附受付：4月〜 9月末
出走権のご案内発送：10月頃
新米の発送：10月初旬頃

千葉県立房総のむらと国指定史跡の龍角寺古墳群を駆け抜け
たあとは、広大な田園地帯と雄大な利根川の景観を楽しめる
歴史と自然を感じられるコースです！
■大会名：2022さかえリバーサイドマラソン
■期日：2022年2月20日（日）
（予定） ※雨天決行
※開催日は実行委員会が後日決定します。
■会場：ふれあいプラザさかえ「スタート・フィニッシュ」
■日程：受付7：30 〜 9：30 開会式：9：30 〜
競技開始：10：25（ハーフの部）制限時間3時間30分
■表彰式：種目別に随時（6位まで賞あり、特別賞あり）
■成績・記録：完走者全員に完走証を当日発行
■ふるさと納税枠としてハーフの部出走権(一般男女先着50名）

※この手続きでマラソンのエントリーは完了しません。寄附金の入金確認
後に実行委員会より送付される案内に従ってエントリー期限までに手続き
してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になる場合があります。

20-5

農家レストラン

ゆめテラス

（コスプレの館）コスプレ体験（2人分）
＆（ドラムの里）農家レストラン ゆめテラス
鶏南蛮そばセット（ソフトドリンク付き）
お食事券（2人前）

柳鮨 店長おすすめ にぎり鮨セット
お食事券（1人前）
にぎり鮨10貫、天ぷら、茶碗蒸し、焼き物、サラ
ダのセットです。
※お米は栄町産を使っています。

05
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そば・日本料理八郎治 八郎治セット
お食事券（2人前）

毎朝、市場で仕入れた鮮魚とこだわりのおそば
のセットはお店でも大人気。
そば（冷・温）またはうどん（冷・温）、天ぷら、寿
司（6貫）、茶碗蒸しのセットです。
※お米は栄町産を使っています。
※寿司は仕入れにより内容が変わります。

あ じき

海鮮和食 仲々 安食御膳
お食事券（2人前）

産地直送の鮮魚が自慢です。鯵なめろう、イワ
シの梅しそ揚げ、栄町の特産品「どらまめ」のか
き揚げ、酢の物、玉子焼き、サラダ、ご飯、味噌
汁、新香のセットです。ソフトドリンク1杯付き。
※お米は栄町産を使っています。
※季節により内容が変わる場合があります。

千葉県立房総のむらに隣接する「ドラムの里」にある栄町
国際観光拠点「コスプレの館」で新撰組や忍者などの和装
コスプレを体験しませんか。周辺の古墳群や重要文化財に
も指定された「旧学習院初等科正堂」
、隣接する「房総のむ
ら」などの散策もお薦めです。もちろん、シャワーのご利
用も2人分サービスします。古墳や里山の緑に囲まれたゆ
めテラスで、
「鶏南蛮そばセット」
（ソフトドリンク1人1杯
付き）をお召し上がりください。

※シャワーをご利用の場合は、シャンプーやタオルの用意はありま
せんので、各自でご持参下さい。
※メニュー内容は変わる場合があります。

TOWN OF SAKAE 2021
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30

謝礼品
30-3

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）
30-4

受付：11月末まで
発送：12月29日到着便で発送

30-5

30

謝礼品
受付：11月末まで
発送：12月中旬〜 1月初旬

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）

成田ヒルズカントリークラブ
平日セルフプレー券
（1人分・食事なし）

30-7

知る人ぞ知る名店「鴨料理 きよみ」。芸能人も
訪れ、テレビにも取り上げられた同店が提供
する天然かも鍋セット（栄町産ネギつき）。温
めるだけで、名店の柔らかくて美味しい天然か
も鍋をご家庭で手軽にいただけます。

20-6

20

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：2 万 円 ）

うなぎの名店 さかた
上うな重 お食事券（2人前）
江戸前の蒸しと関西の焼き
を調和させ、独自の調理 法
でうなぎの旨みを最大限に
引き出しています。秘伝のタ
レは、砂糖を使用せずあっさ
りとした味です。
※お米は栄町産を使ってい
ます。

鬼才ピート・ダイ設計のコー
スです。
18ホール7,113ヤードのコー
ス。一番短いレッドティから
は、4,740ヤードト変化に富
み、上級者からビギナー、女
性まで十分楽しんでいただ
けるコースです。

40-1

40

給与所得者等で 確定申告を要しないかたが寄附を行った場合、税額（住民税）が軽減されます。
そのためにはワンストップ特例制度の申請書「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を栄町企画政策課
にご提出ください。

た だ し 、次 の 方 は 従 来 通 り 、確 定 申 告 が 必 要 で す 。

！
点

どらまめ収穫体験チケット（一区画、約20m分）
【どらまめ収穫体験について】
どらまめは、丹波黒という大粒の黒大豆の最高級品種です。栄町まで
お越しいただき、枝豆や黒豆の収穫を体験していただきます。なお、
詳細のご案内は別途差し上げます。
※現地までの交通費は自己負担になります。

謝礼品

ふるさと納税がしやすくなっています！
■ 確定申告が不要となります

1.枝豆 時期：10月上旬〜 11月上旬 さや付で約15kg相当の枝豆が
収穫できます。香り立つ風味とほのかな甘みの極上の枝豆を
お楽しみください。
2.黒豆 時期：12月上旬〜中旬 煮豆にすると、芳醇なコクと甘みで
極上の黒豆になります。

謝礼品

成田ヒルズカントリークラブ
土日・祝日セルフプレー券
（1人分・食事なし）

天然かも鍋セット（4人前）

紀文食品のこだわりおせちセットです。
※内容が変わる場合があります。

受付：4月〜8月末まで 新米の発送：10月初旬頃
収穫体験に関する詳細のご案内：９月下旬〜１０月初旬

期間限定

70-1

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：7 万 円 ）

期間限定

どらまめ収穫体験チケット（一区画、約20メートル分）
（新米）栄町産特別栽培米コシヒカリ5㎏1袋付き！

30-6

数限限定

数量限定

1

意

A5等級とは、歩留まり・肉質ともに最も優れた
等級です。やわらかな肉質、ジューシーな舌触
り、旨みがギュッと濃縮された美味しさをお楽
しみください。※写真は調理例です。

（株）紀文食品
こだわりおせちセット

期間限定

注

（株）アドバンスフーズ
和牛A5等級ロース（340g 3枚）

70

鬼才ピート・ダイ設計のコー
スです。
18ホール7,113ヤードのコー
ス。一番短いレッドティから
は4,740ヤードと変化に富
み、上級者からビギナー、女
性まで十分楽しんでいただ
けるコースです。

※盛付け例

数量限定

謝礼品

2

医療費控除などでふるさと納税以外で確定申告を行うかたについては
従来通り合わせて寄附金の申告が必要です。
（町が発行する寄附金受納証明書を添付して、確定申告をしてください）

6団体以上に寄附されたかた。

■ 確定申告が必要なかたの手続き

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：4 万 円 ）

うなぎの名店 さかた
上うなぎパック詰合せ（4人前）

寄附金の払込み

2

寄附受納証明書の発行
栄町出納室

寄附者

名店の味をご家庭でお気軽
にご賞 味いだけるように 、
蒲焼を真空パック（冷凍）で
お届けします 。電 子レンジ
は使わず、お 湯で温めてお
召しあがりください。

1

3

確定申告をしてください。
（2の証明書を提出）
最寄りの
税務署

4

6

所得税の還付
（住民税は翌年度の課税から控除されます）

次の年度の住民税が
減税されます。

お 住 ま い の 市 区 町 村（ 役 所 ）

5

申告書の送付

最終ページに納付書を添付しています。ご利用下さい。
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30

謝礼品
30-3

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）
30-4

受付：11月末まで
発送：12月29日到着便で発送

30-5

30

謝礼品
受付：11月末まで
発送：12月中旬〜 1月初旬

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：3 万 円 ）

成田ヒルズカントリークラブ
平日セルフプレー券
（1人分・食事なし）

30-7

知る人ぞ知る名店「鴨料理 きよみ」。芸能人も
訪れ、テレビにも取り上げられた同店が提供
する天然かも鍋セット（栄町産ネギつき）。温
めるだけで、名店の柔らかくて美味しい天然か
も鍋をご家庭で手軽にいただけます。

20-6

20

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：2 万 円 ）

うなぎの名店 さかた
上うな重 お食事券（2人前）
江戸前の蒸しと関西の焼き
を調和させ、独自の調理 法
でうなぎの旨みを最大限に
引き出しています。秘伝のタ
レは、砂糖を使用せずあっさ
りとした味です。
※お米は栄町産を使ってい
ます。

鬼才ピート・ダイ設計のコー
スです。
18ホール7,113ヤードのコー
ス。一番短いレッドティから
は、4,740ヤードト変化に富
み、上級者からビギナー、女
性まで十分楽しんでいただ
けるコースです。

40-1

40

給与所得者等で 確定申告を要しないかたが寄附を行った場合、税額（住民税）が軽減されます。
そのためにはワンストップ特例制度の申請書「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を栄町企画政策課
にご提出ください。

た だ し 、次 の 方 は 従 来 通 り 、確 定 申 告 が 必 要 で す 。

！
点

どらまめ収穫体験チケット（一区画、約20m分）
【どらまめ収穫体験について】
どらまめは、丹波黒という大粒の黒大豆の最高級品種です。栄町まで
お越しいただき、枝豆や黒豆の収穫を体験していただきます。なお、
詳細のご案内は別途差し上げます。
※現地までの交通費は自己負担になります。

謝礼品

ふるさと納税がしやすくなっています！
■ 確定申告が不要となります

1.枝豆 時期：10月上旬〜 11月上旬 さや付で約15kg相当の枝豆が
収穫できます。香り立つ風味とほのかな甘みの極上の枝豆を
お楽しみください。
2.黒豆 時期：12月上旬〜中旬 煮豆にすると、芳醇なコクと甘みで
極上の黒豆になります。

謝礼品

成田ヒルズカントリークラブ
土日・祝日セルフプレー券
（1人分・食事なし）

天然かも鍋セット（4人前）

紀文食品のこだわりおせちセットです。
※内容が変わる場合があります。

受付：4月〜8月末まで 新米の発送：10月初旬頃
収穫体験に関する詳細のご案内：９月下旬〜１０月初旬

期間限定

70-1

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：7 万 円 ）

期間限定

どらまめ収穫体験チケット（一区画、約20メートル分）
（新米）栄町産特別栽培米コシヒカリ5㎏1袋付き！

30-6

数限限定

数量限定

1

意

A5等級とは、歩留まり・肉質ともに最も優れた
等級です。やわらかな肉質、ジューシーな舌触
り、旨みがギュッと濃縮された美味しさをお楽
しみください。※写真は調理例です。

（株）紀文食品
こだわりおせちセット

期間限定

注

（株）アドバンスフーズ
和牛A5等級ロース（340g 3枚）

70

鬼才ピート・ダイ設計のコー
スです。
18ホール7,113ヤードのコー
ス。一番短いレッドティから
は4,740ヤードと変化に富
み、上級者からビギナー、女
性まで十分楽しんでいただ
けるコースです。

※盛付け例

数量限定

謝礼品

2

医療費控除などでふるさと納税以外で確定申告を行うかたについては
従来通り合わせて寄附金の申告が必要です。
（町が発行する寄附金受納証明書を添付して、確定申告をしてください）

6団体以上に寄附されたかた。

■ 確定申告が必要なかたの手続き

ポ イ ン ト（ 寄 附 金 額：4 万 円 ）

うなぎの名店 さかた
上うなぎパック詰合せ（4人前）

寄附金の払込み

2

寄附受納証明書の発行
栄町出納室

寄附者

名店の味をご家庭でお気軽
にご賞 味いだけるように 、
蒲焼を真空パック（冷凍）で
お届けします 。電 子レンジ
は使わず、お 湯で温めてお
召しあがりください。

1

3

確定申告をしてください。
（2の証明書を提出）
最寄りの
税務署

4

6

所得税の還付
（住民税は翌年度の課税から控除されます）

次の年度の住民税が
減税されます。

お 住 ま い の 市 区 町 村（ 役 所 ）

5

申告書の送付

最終ページに納付書を添付しています。ご利用下さい。
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2,000円の自己負担で

例えば

全額 ※ 控除される

多額の寄附が出来ます

ふるさと納税額（年間上限）の目安
ふるさと納税をした者本人の給与収入とその家族構成のパターン別のふるさと納税額（年間上限）の目安一覧です。
ふるさと納税額（年間上限）は、2,000円を除き全額が所得税（復興特別所得税を含む。）及び個人住民税から控除される額の上限です。
あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお尋ねください。

1

年収350万円で、独身の方や共働きの方

2

年収400万円で、配偶者や子供（高校生）1人を扶養している方

〈表の見方〉給与収入300万円で独身の方は、28,000円以下のふるさと納税であれば自己負担額は2,000円となり、ふるさと納税額から2,000円を除いた額が
個人住民税から控除される金額となります。28,000円を超えるふるさと納税をした場合、超える金額分の自己負担が増えることとなります。
● 給与所得者のケース（給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない方。）

1 の方は、自己負担2,000円で上限34,000円まで、寄附ができます。
●

※「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていないケースを指します。
（配偶者の給与収入が201万円超の場合）
※「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※ 中学生以下の子供は（控除額に影響がないため）、計算に入れる必要はありません。
例えば、
「夫婦子1人（小学生）」は、
「夫婦」と同額になります。また、
「夫婦子2人（高校生と中学生）」は、
「夫婦子1人（高校生）」と同額になります。
（注1）年金収入のみの方や事業者の方は、下記とは異なります。（注2）社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定。

2 の方は、自己負担2,000円で上限25,000円まで、寄附ができます。
●
1 の方が34,000円寄附をしていただくと、
例えば、令和3年中に●

以下のようになります。

2 .税金の軽減や還付について
34,000円から2,000円を引いた32,000円が控除されます。
1.確定申告をする方
・所得税（控除率5%）

1,600円 ・・・ 令和3年分が還付

・住民税（控除率95%）

30,400円 ・・・ 令和4年度分が軽減

2.確定申告をしない方
・住民税（控除率100%）

32,000円 ・・・ 令和4年度分が軽減

キッズランドで遊ぶ赤ちゃん

主な使い道
令和2年度

子育て支援事業

定住移住事業

TOWN OF SAKAE 2021

又は

注 意 町内の方への謝礼品の贈呈はありません。

30ポイント分の謝礼品を謝礼品カタログ（1〜8ページ）からお選びいただけます。

09

（単位：円）

ふるさと納税をした者の家族構成
独身

1. 謝礼品について

※2,000円を除く

●

少子化対策推進事業

●

定住移住促進事業

●

学力向上支援事業

●

給食センター建替事業

●

避難所充実事業

共働き

夫婦

共働き＋子１人
（高校生）

共働き＋子１人
（大学生）

夫婦＋子１人
（高校生）

共働き＋子２人

夫婦＋子２人

（大学生と高校生） （大学生と高校生）

300万円
325万円
350万円
375万円
400万円
425万円
450万円
475万円
500万円
525万円
550万円
575万円
600万円
625万円
650万円
675万円
700万円
725万円
750万円
775万円
800万円
825万円
850万円
875万円
900万円
925万円
950万円
975万円
1000万円
1100万円
1200万円
1300万円
1400万円
1500万円
1600万円
1700万円
1800万円
1900万円
2000万円
2100万円
2200万円
2300万円
2400万円
2500万円
出典:総務省ふるさと納税

TOWN OF SAKAE 2021
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2,000円の自己負担で

例えば

全額 ※ 控除される

多額の寄附が出来ます

ふるさと納税額（年間上限）の目安
ふるさと納税をした者本人の給与収入とその家族構成のパターン別のふるさと納税額（年間上限）の目安一覧です。
ふるさと納税額（年間上限）は、2,000円を除き全額が所得税（復興特別所得税を含む。）及び個人住民税から控除される額の上限です。
あくまで目安であり、具体的な計算は、お住まい（ふるさと納税翌年1月1日時点）の市区町村にお尋ねください。

1

年収350万円で、独身の方や共働きの方

2

年収400万円で、配偶者や子供（高校生）1人を扶養している方

〈表の見方〉給与収入300万円で独身の方は、28,000円以下のふるさと納税であれば自己負担額は2,000円となり、ふるさと納税額から2,000円を除いた額が
個人住民税から控除される金額となります。28,000円を超えるふるさと納税をした場合、超える金額分の自己負担が増えることとなります。
● 給与所得者のケース（給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない方。）

1 の方は、自己負担2,000円で上限34,000円まで、寄附ができます。
●

※「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者（特別）控除の適用を受けていないケースを指します。
（配偶者の給与収入が201万円超の場合）
※「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケースを指します。
※「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、
「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※ 中学生以下の子供は（控除額に影響がないため）、計算に入れる必要はありません。
例えば、
「夫婦子1人（小学生）」は、
「夫婦」と同額になります。また、
「夫婦子2人（高校生と中学生）」は、
「夫婦子1人（高校生）」と同額になります。
（注1）年金収入のみの方や事業者の方は、下記とは異なります。（注2）社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定。

2 の方は、自己負担2,000円で上限25,000円まで、寄附ができます。
●
1 の方が34,000円寄附をしていただくと、
例えば、令和3年中に●

以下のようになります。

2 .税金の軽減や還付について
34,000円から2,000円を引いた32,000円が控除されます。
1.確定申告をする方
・所得税（控除率5%）

1,600円 ・・・ 令和3年分が還付

・住民税（控除率95%）

30,400円 ・・・ 令和4年度分が軽減

2.確定申告をしない方
・住民税（控除率100%）

32,000円 ・・・ 令和4年度分が軽減

キッズランドで遊ぶ赤ちゃん

主な使い道
令和2年度

子育て支援事業

定住移住事業

TOWN OF SAKAE 2021

又は

注 意 町内の方への謝礼品の贈呈はありません。

30ポイント分の謝礼品を謝礼品カタログ（1〜8ページ）からお選びいただけます。
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（単位：円）

ふるさと納税をした者の家族構成
独身

1. 謝礼品について

※2,000円を除く

●

少子化対策推進事業

●

定住移住促進事業

●

学力向上支援事業

●

給食センター建替事業

●

避難所充実事業

共働き

夫婦

共働き＋子１人
（高校生）

共働き＋子１人
（大学生）

夫婦＋子１人
（高校生）

共働き＋子２人

夫婦＋子２人

（大学生と高校生） （大学生と高校生）

300万円
325万円
350万円
375万円
400万円
425万円
450万円
475万円
500万円
525万円
550万円
575万円
600万円
625万円
650万円
675万円
700万円
725万円
750万円
775万円
800万円
825万円
850万円
875万円
900万円
925万円
950万円
975万円
1000万円
1100万円
1200万円
1300万円
1400万円
1500万円
1600万円
1700万円
1800万円
1900万円
2000万円
2100万円
2200万円
2300万円
2400万円
2500万円
出典:総務省ふるさと納税
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「ふるさと応援寄附金」
（ふるさと納税）の活用
「ふるさと応援寄附金」の使い道を指定する場合は、次の中から選ぶことができます。
指定のない場合は、町長が事業の指定を行います。

ふるさと応援寄附金はこんな事業に活用されています!
子育て支援に

1. ふるさとの両親や子どもたちのために
高齢者の暮らしの支援・介護予防の推進・子育て支援の充実・ 学習環境の整備
その他高齢者子どもたちのための事業

まちの活性化のために
2.ふるさとの活性化と人口増加のために

ふるさと応援寄附金は、従来から次のような事業に活用されてきました。
今後も、新型コロナウイルス感染症予防に努めながら、
「元気なまちづくり」に邁進してまいります。

商工業の活性化・観光の推進・自然環境の保全・安心、安全対策の強化
その他まちおこしのための事業

3.ふるさとのスポーツ振興のために

花火

シーズンイルミネーション

各種大会・教室の開催・その他スポーツに慣れ親しむための事業

4.その他

さかえリバーサイドマラソン

栄町さくらまつり

コスプレ

まちづくりの目的達成のために町長が必要と認める事業

活用実績は10月上旬にホームページでお知らせします。
11
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産業まつり

なべまつり
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「ふるさと応援寄附金」
（ ふるさと納税）
の方法
① 指定金融機関及び収納代理金融機関での払込み
令和

添付している「納入通知（納付）書」に必須事項を記入して、下記の金融機関へご持参下さい。
納付にかかる手数料は不要です。（※現金自動預け払い機（ＡＴＭ）では、払込みできません。）
指 定 金 融 機 関・・・西印旛農業協同組合
収納代理金融機関・・・千葉銀行／千葉信用金庫／京葉銀行／千葉興業銀行／みずほ銀行
りそな銀行／三井住友銀行／水戸信用金庫
各本・支店

令和

「振込取扱票公」に必要事項を記入して、お近くの郵便局・ゆうちょ銀行へご持参下さい。
払込みにかかる手数料は不要です。

③ 現金書留

１８

② 郵便局・ゆうちょ銀行での払込み

「納入通知（納付）書」に必須事項を記入して「
、ふるさと応援寄附金」と一緒に、下記の住所へ
送付ください。（※郵便料金は、申込者の負担となります。）
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台 1-2 栄町会計管理者

④ 役場へ直接ご持参いただく場合
栄町出納室 (１階エレベーター脇 ) にて受付けさせていただきます。

１８

○○○○○○

令和

１８

○○○○○
○○○○○○

令和

令和

○○○○○

○○○○○

１８

○○○○○○

1

4

令和

令和

1０-1×2

000

１８

令和

ご氏名・金額を記入して下さい（
。３箇所）

令和

「納入通知
（納付）
書」
の記載例

３０-3

0000

○○

○○市○○町○○
000

0000

0000

令和

１ 指定する事業番号（１1ページ / ふるさと応援寄附金の活用）を参照してください。
※寄附を充てる事業番号の記入がない場合は、町政全般に活用します。
２ 希望の謝礼品番号を記入してください。
例：５万円の寄附をしたかた（５０ポイント贈呈）
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令和

１８

３ 必ず住所・電話番号を記入してください。
４ 紹介者がいる場合に記入してください。

令和

１０-1×２【米１0 kg を２組（１０ポイント ×２＝ ２０ポイント）】
３０-３【和牛A５等級ロース（ ３０ポイント ）】
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令和

１８
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