
ふるさとの産品ふるさとの産品

ふるさと納税

ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体への寄附金です。
「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい
自治体を選ぶことができる制度」として、平成２０年度に「ふるさと納税制度」が
誕生しました。この制度で都道府県・市町村に寄附を行った場合、２，０００円を
超える部分について、一定の上限まで税額控除されます。寄附金の使途を
選択し、「ふるさとを応援したい」「ふるさとに関わりたい」という想いを
実現することができます。ふるさと飯豊を応援してください！

“いいでめざみの里
 応援寄附金” のご案内
“いいでめざみの里
 応援寄附金” のご案内

平成２９年度





　山形県の南西部に位置する飯豊町。飯

豊連峰を源とする清流白川の流域に、屋

敷林に囲まれた美しい田園散居集落景観

が広がっています。

　町の人口は約7,400人。総面積329.41k㎡

のうち山林が約8割を占める森林資源が豊

かな町です。基幹産業は農業。米沢牛や

米、アスパラガス、山菜、どぶろくが主

な特産物です。

　飯豊町は田園散居集落の営み、飯豊連

峰の自然景観、中津川地区の風景と里山

文化の3つを登録する地域資源として｢日本

で最も美しい村｣連合に加盟しています。 
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い地域資源を持ちながら過疎にある町村

が、自らの地域に誇りを持ち、将来にわ

たって美しい地域づくりを行うこと、地

域の自立を推進すること、景観や環境を

守り、地域の特色を観光資源として付加

価値を高めることなど、地域資源の保護

と地域経済の発展を目指し取り組みを進

めています。
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3

「いいで人をつくろう」プロジェクト
誇りあるいいで人であふれる町をつくるプロジェクトです。
●豊かな感性を育むまちづくり事業
　（学校教育の充実、生涯学習・生涯スポーツ・芸術文化活動の推進）

「魅力あふれるめざみの里」プロジェクト

「飯豊ブランド化」プロジェクト

町長おまかせメニュー

環境にやさしい循環型社会の推進と、『飯豊』ブランド商品を立ち上げる
プロジェクトです。
●こだわりの産業づくり事業
　（農林業・商工業の振興、地域資源を活かした観光交流の振興）

町長おまかせで寄附いただける場合や1～ 4以外の町が実施する
まちづくりに対し寄附いただける場合は、こちらに該当します。

「いいでまちづくり推進」プロジェクト
行政と住民の協働により、持続可能な町をつくるプロジェクトです。

●にぎわいあふれるまちづくり事業
　（定住環境・子育て環境の整備、住民主体・若者・女性参画のまちづくり）
●生きがいと笑顔のまちづくり事業
　（福祉の充実、健康づくりの推進、地域医療の確保）
●持続可能なまちづくり事業
　（開かれた行政運営、効率的な行政運営）

美しい景観、里山文化などの地域資源を後世に受け継ぎ、安心して暮ら
し続けられる町をつくるプロジェクトです。
●自然と共生するまちづくり事業
　（豊かな自然景観の保全、循環型社会の構築、快適な生活環境の整備）
●安全・快適なまちづくり事業
　（安全・安心のまちづくり、交通基盤の整備、雪に強いまちづくり）

寄附金の活用方法について
■お寄せいただいた寄附は以下の事業に活用させていただきます。寄附金の活用方法を１つ選択してください。

1 4

5

3
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寄附の活用方法

１．いいで人をつくろうプロジェクト 

２．魅力あふれるめざみの里プロジェクト 

３．飯豊ブランド化プロジェクト 

４．いいでまちづくり推進プロジェクト 

５．町長おまかせメニュー 

　　　　平成27年度寄附合計 

1,621

2,039

1,285

1,283

5,296

11,524

22,687,801

29,153,000

19,017,000

18,777,000

79,099,101

168,733,902

■平成28年度寄附金活用実績（見込み）
○地域づくり推進事業 300万円

○空き家対策事業 100万円

○検診事業 600万円

○園芸作物産地化推進支援事業 100万円

○木材製品利用建築奨励等助成事業 300万円

○6次産業化推進事業 500万円

○外国語指導助手配置事業 400万円

○町立第一小学校改築事業 500万円

■平成27年度は「いいでめざみの里応援寄附金」として、延べ11,524
人の皆様から168,733,902円の寄附をお寄せいただきました。寄
附金は基金として積立て、翌年度以降寄附の際に選択いただいたプ
ロジェクトに活用させていただきます。

■平成29年度は、基金のうち6,000万円を地域づくり
推進事業、アスパラ産地拡大推進事業や６次産業化
推進事業など各種事業に寄附金を活用させていただ
く予定です。  

寄附者数（人） 寄附金額（円）

※上記事業を含め計6,000万円を活用させていただき
ました。多くの方に応援いただき、誠にありがとうご
ざいました。
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寄附して選ぶ　飯豊の魅力

ご寄附をいただいた方に、ささやかながらふるさと納税特典
として飯豊町の特産品をお送りします。

051. 特別栽培米　はえぬき5kg　つや姫2合付き
052. 秘境の湧き水　2リットル6本入り×1箱

101. 飯豊の地酒セット2銘柄　720ml　各１本
102. 飯豊のどぶろく詰合せ　6合程度
103. やまがた飯豊町こくわワイン　720ml×2本
104. 秘境の湧き水　2リットル６本入り×3箱
105. 飯豊町の特産品おっかのしゃえっこ（春編）
106. 飯豊町の特産品おっかのしゃえっこ（夏編）
107. あまくていいでぇ
108. かえでの森メイプルシロップ120ml×2本

109. 眺山放牧ミルクのジャム190g×5本
110. 飯豊産グリーンアスパラガス　2kg
111. 杵つき餅　詰合せセット（白餅・みそ餅）
112. 二度蒸しだんご詰合せ　30本
113. 特別栽培米　つや姫　白米　10kg
114. 飯豊産　はえぬき　白米　15kg
115. 特別栽培米　飯豊米プレミアムセット
116. 伝統工芸品　すげ笠
117. 飯豊町内提携宿泊施設共通利用券　5,000円分
118. 米沢牛すきやき用肉　500g
119. 馬刺しと馬チャーシューセット　500g
120. 米澤豚一番育ち豚肉ロース　800g
121. 柿酢と飯豊産豚肉1kgのしゃぶしゃぶセット
122. 東京都高円寺の飯豊町アンテナショップ利用券　5,000円分

201. 特別栽培米　つや姫　玄米　30kg

301. 秘境の湧き水　源泉セット

【ふるさと納税特典】

【5,000円の寄附で選べる特産品】

【10,000円の寄附で選べる特産品】

【20,000円の寄附で選べる特産品】

【30,000円の寄附で選べる特産品】



■寄附の都度、特産品をお送りします。回数に制限は設け
ておりませんので、年間を通して何度でも制度を活用
いただけます。

■特産品は、原則として寄附者のご住所宛にお送りしま
す。発送先の指定を承る事は可能ですが、事前に発送日
をお知らせする特産品については、寄附者の方へお知
らせすることとなります。

■年末年始期間に特産品を送付することはできません。

■特産品は、特産品を取扱う事業者より発送します。特産
品送付にあたり、寄附者のご住所・お名前・電話番号
を事業者へ提供させていただきますことをご了承くだ
さい。

■寄附１件につき複数の特産品をご選択可能です。希望
の特産品が複数ある場合は、特産品をお選びいただけ
る金額と寄附の合計額があっているか、必ずご確認を
お願いします。

302. 飯豊の逸品詰合せ
303. 飯豊町内提携宿泊施設共通利用券　20,000円分
304. 米沢牛焼肉用800g、サーロインステーキ200g×1枚

501. 米沢牛サーロインステーキ200g×5枚
502. 飯豊のいいもの!詰合せセット
503. 秘境の湧き水　源泉セット

801. 山ぶどうつるかご　
802. 米沢牛、豚肉、馬肉のお肉3種セット

901. いいでの恵 ふるさと便
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特典の送付について

【50,000円の寄附で選べる特産品】

【100,000円の寄附で選べる特産品】

【200,000円の寄附で選べる特産品】

（セット内容）
・米沢牛サーロインステーキ200g×5枚
・米沢牛　すきやき用肉　500g
・米沢牛焼肉用800g、サーロインステーキ200g×1枚

・馬刺しと馬チャーシューセット　500g
・米澤豚一番育ち豚肉ロース　800g

（セット内容）
・米沢牛　ステーキセット
・飯豊産はえぬき　白米　15kg
・飯豊のいいもの詰合せセット
・米沢牛すきやき用肉　500g

・飯豊のどぶろく詰合せ　6合程度
・杵つき餅　詰合せセット（白餅・みそ餅）
・二度蒸しだんご詰合せ　30本
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5，000円の寄附で選べる特典

日本穀物検定協会の食味ランキングで、22年
連続の特A評価を獲得した実績を持つ「はえ
ぬき」です。鮮度を保つため低温倉庫で保管
した「はえぬき」5kgに「つや姫」2合をおまけ
して、精米したてのお米をお届けします。

特別栽培米
はえぬき5kg つや姫2合付き

飯が豊かな町 いいでのお米

〈発送時期：随時〉

飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出る天然
水で、水質は極めて高く、透明に澄みきってい
ます。国内有数のミネラル分含有率を誇る、ま
ろやかな味わいの秘境の湧き水です。

秘境の湧き水
2リットル6本入り×１箱

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉

この特典内容は、平成２9年４月１
日以降「いいでめざみの里応援寄
附金」にお申込みいただいた方が
対象となります。入金後の特典変
更はできませんのでご了承くだ
さい。
すべての商品について写真はイ
メージであり、実際に発送される
商品とは異なる場合があります。
季節商品や数量に限りのある商
品がございます。申込前に町ホー
ムページなどで受付状況を必ず
ご確認ください。

特産品を
お選びいただく前に
必ずお読みください

051 052

1

2

3
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霊峰「飯豊山」のふもとにいだかれて常時０℃
から３℃に保たれた雪室で長期低温貯蔵によ
り熟成された飯豊の地酒を２本セットでお送り
します。飯豊の自然と良質な井戸水で仕込ん
だすっきりとしてまろやかなお酒です。

飯豊の地酒 若乃井酒造

〈発送時期：随時〉

「100%は飯豊町だけ」酸味と甘みがあり栄
養豊富な飯豊産こくわの実（さるなし）を
100%使用し、フルーティーに仕上げた甘口タ
イプのワインです。JTB「日本おみやげアカデ
ミーグランプリ」金賞受賞！

飯豊町のこくわ１００%

〈発送時期：随時〉

飯豊の大自然が育んだ「酒米」と繊細な「仕
込み」が生む気品ある味わい。がまの湯温泉
いいで旅館と白川温泉いいで白川荘、こだわ
りの杜氏が仕込む「飯豊のどぶろく」詰合せを
冬季限定「冷凍便」でお届けします。

飯豊のどぶろく 詰合せ
６合程度

飯豊の地酒セット ７２０ml 各１本
大吟醸「飯豊山」+特別純米酒「若乃井」

やまがた 飯豊町こくわワイン
７２０ml ×2本

どぶろく特区 飯豊

〈発送時期：12月～３月〉

10，000円の寄附で選べる特典
101 102 103
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10，000円の寄附で選べる特典

国内産トップクラスのカルシウムやマグネシウ
ム含有率を誇るミネラルウォーターです。また、
秘境の湧き水に含まれている成分サルフェー
トには生活習慣病予防やデトックス効果も期
待できます。

秘境の湧き水
2リットル6本入り×３箱

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉

田舎のお母さんから届く「愛と笑いの詰まった
あの小包」をじんわり懐かしみたい。そんな想
いから生まれた飯豊町産『超！愛情BOX』で
す。夏野菜などを好き勝手に詰め込んでお届
けするふるさと便をお楽しみください。

飯豊の特産品
おっかのしゃえっこ 夏編

ふるさとの母から届く段ボール箱

〈発送時期：８月上旬〉

山菜を中心に「その季節に一番おいしいも
の」と「愛情という名の母のお節介」を好き勝
手に詰め込んでお送りします。季節・収穫量に
よって商品の中身が変わります。

飯豊の特産品
おっかのしゃえっこ 春編

ふるさとの母から届く段ボール箱

〈発送時期：５月下旬〉

104 105 106
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10，000円の寄附で選べる特典

和菓子職人が丹念に練り上げた柿ようかん、蒸し大納
言、懐かしい味のくるみゆべし。眺山放牧ミルクのジャム
は、トーストやアイスにかけてもGOOD！大自然の恵を真
心こめて贈ります。

あまくていいでぇ

〈発送時期：随時〉

自然あふれる飯豊町で育った放牧牛の乳を使
用し、町産のトチ蜂蜜を入れて煮詰め、濃厚か
つ奥行きのある味わいに仕上がりました。パン
やアイスクリーム、ヨーグルト、ホットケーキなど
さまざまな食べ物と相性抜群です。

眺山放牧ミルクのジャム
190g×5本

飯豊産放牧酪農牛乳と蜂蜜の濃厚な味わい

〈発送時期：随時〉

飯豊町の奥山に自生するイタヤカエデの木か
ら、2月～3月の厳冬期のみ採取できる貴重な
樹液を丁寧に煮詰めて作る、自然の甘みをご
賞味ください。

かえでの森メイプルシロップ
120ml×2本

飯豊の森から深みのある濃厚な甘さ

〈発送時期：随時〉

飯豊の自然素材をおいしく！107 108 109

百合根入り蒸し大納言 1本、眺山放牧ミルクのジャム1本、
ふるさとゆべし1本、柿ようかん 1本、
飯豊かえでの森メイプルシロップ 1本
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10，000円の寄附で選べる特典

飯豊産グリーンアスパラガス
２㎏

飯豊町 特選旬の味（春）

地元のお米を使用して昔ながらの二度蒸し製
法でお米屋さんがつくる、なめらかさと弾力を
持つこだわりの団子です。じんだん・ごま・みた
らし・あんこなどの団子10本入り3ケースを
「冷凍便」で配送します。自然解凍してお召し
上がりください。

飯豊連峰を源とする清流「白川」の流域に広
がる肥沃な大地と昼夜の寒暖差が育む栄養
豊富で濃厚な甘みの飯豊産グリーンアスパラ
ガス。朝摘みのみずみずしさをそのままに数量
限定「冷蔵便」でお届けします。

二度蒸しだんご詰合せ
30本

おいしい米の里においしい団子あり

〈発送時期：随時〉

杵つき餅 詰合せセット（白餅・みそ餅）

食べ継がれてきた郷土の味

〈発送時期：１1月～２月〉

みそ餅は、昔から食べ継がれてきたふるさとの
味で、くるみ・ごま・青豆などを混ぜてほのかに
甘みを加えたみそ餅です。白きり餅とセットで
お届けします。

110 111 112

〈発送時期：平成30年５月〉※平成29年発送分は、受付を終了しました。

白きり餅400g3本、
みそ餅（くるみ、ごま、青豆）400g各1本
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10，000円の寄附で選べる特典

山形県が誇るブランド米「つや姫」の特徴は、
甘み、うまみ、艶などに優れているとともに、そ
れらのバランスが絶妙であり、口に入れた時に
広がる甘みと粘り気が人気です。また、お米の
白さや炊き上がりのつやなどの見た目にも定
評があります。

飯豊の水と土で育まれたブランド米

〈発送時期：随時〉

特別栽培米「つや姫」「はえぬき」「コシヒカ
リ」３種各５㎏の飯豊米プレミアムセット。山形
の主力品種「はえぬき」と、新ブランド米として
最高の食味評価を誇る「つや姫」に、不動の
人気「コシヒカリ」を加えた大満足の１５ｋｇセッ
トです。

飯豊米をぜいたくに食べくらべ！

〈発送時期：随時〉

日本穀物検定協会の食味ランキングで、22年連
続最高の特A評価を獲得した実績を持つ「はえ
ぬき」です。旨みに優れ、粒がしっかりしており、
粘りもあります。冷えても美味しい食味のため、
お弁当にもぴったりのお米です。真心こめて丁寧
に育てた「はえぬき」の味をご賞味ください。

飯豊産 はえぬき 白米
15kg

飯豊町 特選旬の味

　特別栽培米 つや姫 白米
10kg

特別栽培米 飯豊米プレミアムセット
「つや姫」「はえぬき」「コシヒカリ」 各５㎏

〈発送時期：随時〉

113 114 115
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10，000円の寄附で選べる特典

山形花笠まつりで使用されている「花笠」のも
ととなるすげ笠の９割が飯豊町中津川地区で
つくられています。ふるさとに受け継がれる伝
統の技、おばあちゃんの手仕事を心を込めて
お届けします。

飯豊町内の提携宿泊施設でのみ利用できます。
※要事前予約。
現金との引換え・新券との交換はできません。
つり銭はでません。
有効期限は発行日から１年間です。

伝統工芸品 すげ笠

ふるさとに受け継がれる技

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：随時〉

飯豊町内提携宿泊施設共通利用券
５，０００円分

のんびり ゆったり 飯豊を満喫

宿泊プラン・料金・施設の概要等の詳細は各施設にお問い合わせください。
■がまの湯温泉「いいで旅館」
■いいで添川温泉「しらさぎ荘」
■民宿「おじか」
■ホテル「フォレストいいで」
■湯ノ沢間欠泉「湯の華」
■白川温泉「白川荘」
■民宿「あらし」

・・・・・・・☎0238-72-3706
・・・・・☎0238-74-2161

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-75-2028
・・・・・・・・・・・☎0238-78-0010
・・・・・・・・・・・☎050-5534-3431

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-77-2124
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-77-2215

■なかつがわ農家民宿組合（飯豊町観光協会）

■山形屋旅館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-86-2411

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・☎0238-75-2518
（順不同）

http://www.iikanjini.com/tomaru_list.html
施 設 一 覧

飯豊町観光協会 検 索

116 117
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118 119 120

10，000円の寄附で選べる特典

全国に誇る和牛ブランド「米沢牛」は置賜の
豊かな自然の中で丁寧に育まれた最高級牛
肉です。鮮度、品質、おいしさ抜群！霜降りが美
しい、きめこまやかで上質なお肉を「冷蔵便」
でお届けします。

米沢牛の産地 飯豊町

澄んだ空気と水の置賜地方で育った豚で、
もっちりとした舌触りを賞味できるブランド豚
の高級部位ロース肉を味噌、酒粕漬にした贅
沢な一品です。

自然あふれる土地で育ちました

〈発送時期：随時〉

馬肉は牛肉、豚肉よりもコレステロール値が低
く、高たんぱくのヘルシーな食材です。飯豊町
を含む山形県の西置賜地区の一部では、以
前から馬肉を食す文化があり、馬刺しのほか、
チャーシューの入った馬肉ラーメンといった食
文化が根付いています。

馬刺しと馬チャーシューセット
500g

高たんぱく、低コレステロールのヘルシー食材

　米沢牛 すきやき用肉
500g

米澤豚一番育ち豚肉ロース
800g

〈発送時期：随時〉〈発送時期：随時〉 ※入金の翌月以降順次発送いたします。
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10，000円の寄附で選べる特典

飯豊町の自然あふれる環境でのびのび育った
豚肉たっぷり1kgをお届け。柿酢と合わせて
しゃぶしゃぶでお召し上がりください。
冷凍便でお送りします。

東京都杉並区高円寺にある「高円寺純情コミュニ
ティーカフェ＆ショップIIDE」では、東京にいながら飯豊
町を楽しむ事ができます。なかなか飯豊町まで足を運
べなくとも、ふるさと納税を活用して、手軽に飯豊町の
魅力を味わってみてはいかがですか。
※現金との引換え・新券との交換はできません。
　つり銭はでません。有効期限は発行日から6ヶ月です。

利用場所、利用可能な内容など詳細は、ショップへ直接お問合せく
ださい。
■山形県飯豊町アンテナショップ
　「高円寺純情コミュニティーカフェ＆
　ショップIIDE」
　東京都杉並区高円寺北2-7-6
　tel：03-5356-9922
　http://iide-kouenji.com/

柿酢と飯豊産豚肉1kgの
しゃぶしゃぶセット

たっぷり豚肉のしゃぶしゃぶセット

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：随時〉

東京都高円寺の飯豊町アンテナショップ利用券 5,000円分

アンテナショップで飯豊町を楽しもう121 122

JR高円寺駅

コンビニ

高円寺純情
コミュニティー
カフェ＆ショップ
IIDE

コンビニ
北口

東京三菱
UFJ銀行

高円寺銀座商店会
事務所
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山形の新ブランド米として最高の食味評価を
誇る「つや姫」。栄養豊富な玄米30㎏をどん
とお届け！安全でおいしい飯豊のお米をご賞
味ください。※玄米限定商品です。白米での
お届け希望は承ることができませんのであら
かじめご了承ください。

おいしいごはんを召し上がれ！

①ビネガードリンク柿2本・こくわ2本、柿の
コンフィチュール2本、柿のようかん以上、常
温発送
②飯豊産豚ロース（トンカツ・焼肉用）10枚、
豚スライス1kg（モモ・バラ・肩いずれか）、肩
ロース600g（しゃぶしゃぶ用）以上、冷凍便

飯豊を丸ごとお届け

〈発送時期：随時〉

秘境の湧き水 源泉セット　特別栽培米 つや姫 玄米
30kg 飯豊の逸品詰合せ

30，000円の寄附で選べる特典の寄附で
選べる特典20，000円

201 霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水301 302

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：随時〉

飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出る天然
水で、水質は極めて高く、国内有数のミネラル
分含有率を誇る、まろやかな味わいの秘境の
湧き水セットです。

２リットル  ６本入り×４箱
５００ｍｌ  ２４本入り×２箱
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30，000円の寄附で選べる特典

飯豊町内の提携宿泊施設でのみ利用できま
す。※要事前予約。
現金との引換え・新券との交換はできません。
また、つり銭はでません。
有効期限は発行日から１年間です。
詳細は特典117を参照ください。

〈発送時期：随時〉

“米沢牛の郷”飯豊町から、全国に誇る和牛ブ
ランド「米沢牛」のサーロインステーキと焼き
肉用をセットにして「冷蔵便」でお届けします。
味わい深い上質な牛肉をぜひご賞味くださ
い。

飯豊町内提携宿泊施設共通利用券
20,000円分

米沢牛 焼肉用 ８００ｇ +
米沢牛サーロインステーキ ２００ｇ×１枚

〈発送時期：随時〉

米  沢  牛
～自然の恵みと生産者の努力の調 和～

高い品質を維持するブランド牛

米沢牛銘柄推進協議会が認定した飼育者が生
産する生後月齢３２ヶ月以上の黒毛和種の未経
産雌牛で、公益社団法人日本食肉格付協会が
定める３等級以上の外観並びに肉質及び脂質
が優れている枝肉で、山形県の放射性物質全
頭検査において放射性物質が｢不検出｣である
ものです。

～米沢牛とは～

特産品
紹介
特産品
紹介

※入金の翌月以降順次発送いたします。

のんびり ゆったり 飯豊を満喫303 米沢牛の産地　飯豊町304
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歴史ある優秀な生産農家が多く、米沢牛の約
４割を生産する“米沢牛の郷”飯豊町から、全
国に誇る和牛ブランド「米沢牛」（サーロイン
ステーキ）を「冷蔵便」でお届けします。味わい
深い上質な牛肉をぜひご賞味ください。

米沢牛の産地 飯豊町

〈発送時期：随時〉

飯豊のいいもの！ 詰合せセット米沢牛サーロインステーキ
２００ｇ×５枚

飯豊の「いいもの」選りすぐり！

〈発送時期：随時〉

つや姫5kg、コシヒカリ5kg、椿みそ1kg3
袋、白きり餅500g2袋、みそ餅500g2袋、
だったんそばギフト（そば・パスタ各2袋、お
茶1袋）、雪室コーヒー10袋、美味しい飲む
酢（コクワ、グミ、柿）各1本、柿のコンフィ
チュール1本、詰め合わせセット

※入金の翌月以降順次発送いたします。

霊峰「飯豊山」が育んだ天然湧水

〈発送時期：随時〉

秘境の湧き水 源泉セット

50，000円の寄附で選べる特典
501 502 503

飯豊山系の地下岩盤水脈から湧き出る天然
水で、水質は極めて高く、国内有数のミネラル
分含有率を誇る、まろやかな味わいの秘境の
湧き水セットです。

ペットボトル 2リットル６本入り×10箱 ＋
500ml 24 本入り×2箱
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希少な地元産の山ぶどうを使って、丁寧に編
み上げたつるかごは、使い込むほどに味わい
が深まる一品です。
H 22cm／W 30cm／D 10cm
※天然素材の手づくり工芸品のため、若干サ
イズが異なる場合があります。

米沢牛の郷、飯豊町からお送りす
る米沢牛と豚肉、馬肉のセット品。
それぞれのお肉の魅力を楽しめる
大満足のお得なセットです。

〈発送時期：随時〉 〈発送時期：随時〉

山ぶどうつるかご

100，000円の寄附で選べる特典
天然素材の工芸品801

米沢牛、豚肉、馬肉のお肉3種セット

贅沢お肉食べくらべ802

・米沢牛サーロインステーキ 200g×5枚
・米沢牛焼肉用 800g、サーロインステーキ 200g×1枚
・米沢牛すきやき用肉 500g
・馬刺しと馬チャーシューセット 500g
・米澤豚一番育ち豚肉ロース 800g
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〈発送時期：上記のとおり〉

901

200，000円の寄附特典

「米沢牛」ステーキセット（ヒレ150g×5枚+
サーロイン200g×5枚)を含む飯豊町自慢の
特産品をお届けするふるさと便。町の魅力を
ぎゅっと詰め込んだ限定100セットの厳選企
画です！

魅力ある特産品をセットにしてお届け！

いいでの恵 ふるさと便

二度蒸し団子詰合せ杵つき餅詰合せ飯豊のどぶろく詰合せ飯豊のいいもの詰合せセット

平成29年10月31日（火）まで申込受付 ただし、定数に達し次第受付を終了します

随時発送
11月
11月
11月
１月
１月
１月

米沢牛ステーキセット
米沢牛すきやき用肉 500g
飯豊産はえぬき白米 15kg
飯豊のいいもの詰合せセット
飯豊のどぶろく詰合せ
杵つき餅詰合せ
二度蒸し団子詰合せ

飯豊産はえぬき 15kg

米沢牛すきやき用肉 500g

米沢牛ステーキセット（ヒレ150g×5枚、サーロイン200g×5枚）
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インターネット・郵便・FAX・電子メールのいずれかの方法でお申込みください。
申込受付後、飯豊町から寄附申込内容確認書を郵送しますので、寄附者情報等に誤りがないか必ず確認してください。

１.郵便振替・・・飯豊町から専用の払込取扱票を郵送します。ゆうちょ銀行（郵便局）で払込ください。（手数料は無料です）
２.金融機関振込・・・次の口座にお振込みください。（振込み手数料はご負担いただくことになります）　
　【山形おきたま農業協同組合　飯豊支店 （普通）8258580　口座名義：イイデマチカイケイカンリシャ（飯豊町会計管理者）】
３.現金書留・・・現金書留で飯豊町役場まで郵送ください。（郵送料はご負担いただくことになります）
４.飯豊町役場窓口払い・・・飯豊町役場２階総務企画課で受付します。
５.クレジット決済・・・インターネットの申込フォームにてクレジット決済を選択し、決済画面からお手続ください。

寄附のお礼としてお選びいただいた特産品をお送りします。
寄附金受領証明書を送付する際、特産品の発送時期についてのお知らせを同封しますので、必ずご確認ください。

入金確認後、飯豊町から寄附金を受領した旨の証明書をお送りします。
寄附した翌年の３月15日までに最寄の税務署に確定申告します。（所得税申告が不要な方は、住所地の市区町村に住民税申告します）
ワンストップ特例制度の適用を希望される場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税制控除に係る申告特例申請書」（第55号の5様式）を、
寄附した翌年の１月10日までマイナンバー及び本人確認書類を添えて飯豊町役場へ提出してください。

郵便振替・金融機関振込・現金書留・役場窓口払い・クレジット決済のいずれかの方法で払込みください。

寄附申込

寄附金払込

証明書類の受取
・確定申告

ふるさと納税
特典の受取

手続きの流れ
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飯豊町 地域住民

地元
生産者お礼の地元特産品

お礼の品発注

地域活性化

寄附金の有効利活用
（住民サービス）

寄附

寄附金受領証明書
の発行

確定申告

所得税の還付
住民税の軽減

お住まいの自治体
・所轄の税務署

〒999-0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
TEL : 0238-87-0748（ふるさと納税担当直通） FAX : 0238-72-3827
Eメール ： i-furusato@town.iide.yamagata.jp  URL : http://www.town.iide.yamagata.jp

資料請求など 「いいでめざみの里応援寄附金」 に関してのお問い合わせは下記までお願いします。

飯豊町（いいでまち）役場　総務企画課総合政策室
寄附のお申込みをいただいても
飯豊町からお振込みをお願い
する電話をすることはありません。
ふるさと納税を騙った詐欺には
十分ご注意ください。

！

の手続きの流れ（イメージ）

寄附者

￥

￥

※寄附金額や回数に制限はありませんが、制度上、税額控除には一定の上限があります。
　詳しくは 総務省・国税庁のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村にお問合せください。
※下記は確定申告をする場合の手続きイメージです。ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税から
　の還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。



飯豊町は、山形県の南西部に位置する人口７千人余りの小さな町です。
町の80％を緑豊かな森林が占め、東北地方でも有数の豪雪地帯として知られています。町名にも由来する飯豊連峰から流れる清流白
川が形成した扇状地に、農地や屋敷林に囲まれた住居が点在する田園散居集落が特徴的な景観を形成しています。ふるさと納税として
皆様からお寄せいただいた寄付金は、美しい景観や里山文化の保全、まちづくりなどに有効に活用させていただきます。

飯豊町について、詳しくお知りになりたい場合は、QRコードから町のホームページをご覧いただけます。

あなたの寄附でいいでを元気に。あなたの寄附でいいでを元気に。


