
2021年度（令和３年度）

応援寄附金のご案内

いいでめざみの里

山形県飯豊町
い い で ま ち

https://www.town.iide.yamagata.jp

ふるさと納税
ふ る さ と の 産 品

飯豊直送



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附
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。

　特徴である田園散居集落景観、飯豊連峰の自然景観、
中津川地区の風景と里山文化を地域資源として、飯豊
町は「日本で最も美しい村」連合に加盟しています。
　「日本で最も美しい村」連合では、素晴らしい地域資
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。

飯豊町
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東北の夏祭り「花笠まつり」を彩る
菅笠伝承プロジェクト

　山形の夏の夜を彩る「花笠まつり」で使用される花笠の多
くが、町内でも山間に位置する中津川地区で生産されていま
す。花笠となる菅笠（スゲの葉で編んだかさ）は、地区住民
の冬の農閑期の仕事として生産してきました。
　しかし、年々担い手は減少しつつあり、こうした菅笠づく

りを担う後継者を育成し、
伝統文化の継承を図ること
を目的としたプロジェクト
です。

寄附の使い道

・ 菅笠の作製の担い手育成
・ スゲ、あけび、山葡萄のつる

など自然素材を活用した工
芸品、民芸品の生産継承

日本三大和牛「米沢牛」振興と
地域資源循環プロジェクト

　飯豊町は、「日本三大和牛」とも呼ばれるブランド和牛「米
沢牛」の約 4 割を生産する主生産地です。山形の豊かな自然
と盆地気候の寒暖の差の大きな環境で丁寧に育まれることで、
きめ細やかな霜降りと上質な脂の優れた肉質の牛肉を生産し
ています。米沢牛の更なる振興とともに、牛ふんの有機肥料

化やバイオガス発電など、
環境にやさしい循環型社会
の推進を目指します

　飯豊町では、東北地方に多く見られる昔ながらの伝統建築
である「中門造り」などの家屋を見ることができます。この
ような伝統的な家屋や町並みは、生活文化や伝統を知る上で
非常に貴重なものですが、維持管理には大きな手間や費用が
かかります。伝統的な古民家をリノベーションすることで、

地域内外の人々が集い、つ
ながることができる空間を
整備し、伝統文化の発信と
地域の活性化を目的とした
プロジェクトです

飯豊町は、飯豊山の麓の山あいの地域から、扇状地に田園が
広がる地域など、多様な地域により構成されています。その
9 つの地域それぞれでは、地域の伝統や文化、歴史や風土など、
魅力的な資源を活かした地域づくりに取り組んでいます。
　人口の減少や担い手不足といった課題に対して、地域それ

ぞれが主体的に創意工夫を
図りながら実施する、活力
ある地域活性化の取組を応
援するプロジェクトです。

　白川湖では春の訪れとともに、山々から大量の雪解け水が
流れ込み、4 月から 5 月半ばにかけて満水の時期を迎えます。
満々と水を湛えた湖畔には、新緑の木々が水面に浮かぶ幻想
的な風景と、東北のアルプスとも称される残雪の「飯豊連峰」
の山並みを見ることができます。この美しく幻想的な風景と、

自然豊かな環境を保全して
いき、全国へ発信するプロ
ジェクトです。

・ 米沢牛の生産振興
・ 牛ふん等の有機肥料化な

どの資源循環の取組
・ バイオガス発電の推進

ひと月だけの絶景「新緑の水没林」
保全プロジェクト

・ 湖畔周辺の自然環境の保全
・ 水没林を身近に感じるこ

とのできる環境整備

古民家保存、リノベーション
プロジェクト

・ 伝統的な古民家の保存や
リノベーション

地域づくり応援プロジェクト

・ 地域づくりの推進

寄附の使い道寄附の使い道

寄附の使い道 寄附の使い道

ふるさと納税は寄附金の使い道について指定す
ることができます。皆様からの寄附金は飯豊町
が実施する事業に大切に活用させていただいて
おります。その中でも、特徴的ないくつかのプ
ロジェクトについてご紹介します。

の ご 紹 介

寄附金活用
プロジェクト
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米沢牛　切り落とし　500g

21_100-1 【寄附額】10,000 円
「米沢牛」の切り落とし500gを冷蔵便でお届けしま
す。米沢牛のおいしさ、上質な脂身の旨味と香りをリー
ズナブルにお楽しみいただけます。

米沢牛　煮込み用肉　1kg

21_180-2 【寄附額】18,000 円
米沢牛の煮込み用肉をたっぷり１kgお届けします。丁
寧に煮込むことで上質な肉の旨みと甘みを味わうこと
ができます。シチューやカレーでお楽しみください。

米沢牛サーロインステーキ（230g）×2枚

21_270-3 【寄附額】27,000 円
“米沢牛のふるさと”飯豊町から、きめ細かな霜降りと
甘み・香りを感じる脂身が自慢の米沢牛の中でも、特
に自信を持っておすすめするサーロインステーキ２枚
を冷蔵便でお届けします。

飯豊町は
米沢牛の
ふるさと

発送時期：随時冷蔵便発送

米沢牛　すき焼き用肉　300g
21_130-1 【寄附額】13,000 円
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。霜降りが美
しくきめ細やかで上質なお肉を、鮮度・品質・おいしさ
はそのままに、冷蔵便でお届けします。

発送時期：随時冷蔵便発送 発送時期：随時冷蔵便発送 発送時期：随時冷蔵便発送

　英国人のチャールズ・ヘンリー・ダラスは1870年
（明治3年）、大学南校（現東京大学）のお雇い外国人
教師として招聘され、洋学舎が設立された米沢市の興
譲館に、洋学科の外人教師として赴任しました。
　ダラスは米沢興譲館洋学舎で教鞭を取る傍ら、畜牛
数頭を飼育していたと言われています。任期満了に際
して飯豊町添川地区からメス牛１頭を横浜の外国人居
留地に連れて帰り、英国人仲間にご馳走したところ、美
味と好評を博し、米沢牛が一躍有名になるきっかけと
なりました。ダラスは米沢を離れるに当たり、牛肉文化
を米沢に留めさせておくため、また、コックである萬吉
の将来のために資金を出して萬吉に牛肉店を開業さ
せました。
　日本三大和牛の一つとして上げられる米沢牛。飯豊
町は、その米沢牛の約４割を生産する主生産地です。
山形県、特に本町を含む置賜地域は高い山脈に囲まれ
た盆地であることから、気候風土は寒暖の差が大き
く、そこで育てられる肉牛の成長はゆるやかです。豪雪
地帯の飯豊町で生後32ヶ月以上をかけて育成された
未経産雌牛の黒毛和牛である米沢牛は、赤身に脂身
が十分に浸透し、香りのある肉質が特徴の3等級以上
の牛肉です。

　英国人のチャールズ・ヘンリー・ダラスは1870年
（明治3年）、大学南校（現東京大学）のお雇い外国人
教師として招聘され、洋学舎が設立された米沢市の興
譲館に、洋学科の外人教師として赴任しました。
　ダラスは米沢興譲館洋学舎で教鞭を取る傍ら、畜牛
数頭を飼育していたと言われています。任期満了に際
して飯豊町添川地区からメス牛１頭を横浜の外国人居
留地に連れて帰り、英国人仲間にご馳走したところ、美
味と好評を博し、米沢牛が一躍有名になるきっかけと
なりました。ダラスは米沢を離れるに当たり、牛肉文化
を米沢に留めさせておくため、また、コックである萬吉
の将来のために資金を出して萬吉に牛肉店を開業さ
せました。
　日本三大和牛の一つとして上げられる米沢牛。飯豊
町は、その米沢牛の約４割を生産する主生産地です。
山形県、特に本町を含む置賜地域は高い山脈に囲まれ
た盆地であることから、気候風土は寒暖の差が大き
く、そこで育てられる肉牛の成長はゆるやかです。豪雪
地帯の飯豊町で生後32ヶ月以上をかけて育成された
未経産雌牛の黒毛和牛である米沢牛は、赤身に脂身
が十分に浸透し、香りのある肉質が特徴の3等級以上
の牛肉です。
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飯豊産つや姫　白米　10kg

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

21_160-1令和２年産米
21_160-2令和 3 年産米

【寄附額】
16,000 円

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、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。

　町名の由来でもある飯豊連峰から流れ
る清流白川が町内を貫流し、清流沿いに
広がる豊かな稲作地帯を潤します。稲作
地帯では、屋敷林を有した家々が散在し
て存在する「田園散居集落景観」が広がっ
ており、古き良き田舎の原風景を見ること
ができます。清らかで滋養豊かな水源が
育てるつや姫などのブランド米の美味しさ
には定評があり、たくさんのリピーターか
ら愛されています。

　町名の由来でもある飯豊連峰から流れ
る清流白川が町内を貫流し、清流沿いに
広がる豊かな稲作地帯を潤します。稲作
地帯では、屋敷林を有した家々が散在し
て存在する「田園散居集落景観」が広がっ
ており、古き良き田舎の原風景を見ること
ができます。清らかで滋養豊かな水源が
育てるつや姫などのブランド米の美味しさ
には定評があり、たくさんのリピーターか
ら愛されています。

からお届けする自慢の米
ご「飯」が「豊」かな町  飯豊町

飯豊産つや姫　玄米　10kg

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、口に入れた時に広がる甘みと粘り気が人気
です。玄米でお送りいたします。

21_150-6令和２年産米
21_150-7令和 3 年産米

【寄附額】
15,000 円

21_200-6令和２年産米
21_220-5令和 3 年産米

【寄附額】20,000 円
【寄附額】22,000 円

生産者の顔が見える米  特別栽培  つや姫 10kg

創業160年、米専門店が自信を持ってお届けするつや
姫。生産者の顔写真や生産者情報を掲載した、安心・
安全でおいしいお米です。

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降 R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

山形の人気のブランド米「つや姫」
日本穀物検定協会が発表した最新のコメ
の食味ランキングで、「つや姫」はデビュー
以来最高の「特Ａ」を獲得しつづけており、
国内でも 1、2 を争うブランド米となって
います。上品な甘みがあり、粘りのなか
に感じるさらっとした噛み心地、のどごし
の快さ、ごはんのおいしさを実感できると
ころがつや姫の魅力です。炊き上がった

「つや姫」の白い輝きは、ふくいくとした
香りとともに一粒一粒が、その存在感を
示します。

山形の人気のブランド米「つや姫」
日本穀物検定協会が発表した最新のコメ
の食味ランキングで、「つや姫」はデビュー
以来最高の「特Ａ」を獲得しつづけており、
国内でも 1、2 を争うブランド米となって
います。上品な甘みがあり、粘りのなか
に感じるさらっとした噛み心地、のどごし
の快さ、ごはんのおいしさを実感できると
ころがつや姫の魅力です。炊き上がった

「つや姫」の白い輝きは、ふくいくとした
香りとともに一粒一粒が、その存在感を
示します。

☆令和２年産、令和３年産で番号が異なります。ご注意ください。
　令和２年産米……準備ができ次第随時発送いたします。在庫が無くなり次第受付終了となります。
　令和３年産米……令和３年秋、新米ができてからの発送となります。

い い で ま ち
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極うま  馬肉ブレンドハンバーグ（100g）×5個

発送時期：随時

21_60-1 【寄附額】6,000 円
馬肉と牛肉の専門店が送るオリジナルブレンドのハン
バーグ。馬肉・米沢牛牛脂・鶏軟骨・生パン粉・玉ねぎ・
クリームチーズを使い完全手作りで、保存料や添加物
を使用せずに美味しさを追求した人気の品です。ソー
スはついておりませんが、そのままでも美味しく召し上
がっていただけます。

米澤豚一番育ち豚肉ロース　5枚セット

発送時期：随時

21_100-2 【寄附額】10,000 円
「米澤豚一番育ち」は澄んだ空気と水の置賜地方で育
ち、肉の柔らかさ、甘さ、脂の旨味のバランスが良く
さっぱりとした上品な味わいが最大の特徴です。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、酒粕などで味付けし、ご飯に合う一
品に仕上げました。

柿酢と辛南蛮で食べる
飯豊産豚肉 800g のしゃぶしゃぶセット

発送時期：随時

21_160-5 【寄附額】16,000 円
飯豊町の豊かな自然あふれる環境で、のびのび育った
豚肉をたっぷり800g お届けします。柿酢と醤油に薬
味を合わせて、しゃぶしゃぶでお召し上がりください。
麹で作った辛南蛮をつけて食べるのもおすすめ。

米沢牛いも煮セット

発送時期：9 月末～ 2 月

21_160-8 【寄附額】16,000 円
山形の郷土料理といえば、やっぱりいも煮。米沢牛、発
送日の午前中に剥いた里芋、まいたけ、こんにゃく、ね
ぎといった芋煮の材料と、味付け不要のしょうゆダレ、
レシピが付いたセットを冷蔵便でお届けします。

極うま　馬肉晩酌セット

発送時期：随時

21_120-7 【寄附額】12,000 円
専門店オリジナルの馬肉セット。低カロリー高タンパク
の健康食品である馬肉に親しんで欲しいという想い
から生まれました。馬肉チャーシューは地元で昔から
愛される人気商品。3つの味わいをお楽しみください。
●馬刺し　100g、馬チャーシュー  200g、
　馬もつ煮込み　250g×3　

米沢牛 焼肉セット 500g(部位おまかせ2種)

発送時期：随時

21_200-3 【寄附額】20,000 円
みんな大好きな焼肉。米沢牛の霜降り肉と赤身肉を計
500ｇ、部位おまかせの2種セットでお送りいたします。

笹巻　20 個

発送時期：5 月中旬～ 7 月下旬

21_140-11 【寄附額】14,000 円
笹巻きは、水に浸したもち米を笹とスゲでくるみ、茹で
上げた山形の伝統食です。笹の香りが爽やかな初夏を
感じさせます。
◆笹巻き20個（5個入り×4箱）冷凍
　秘伝豆きな粉、黒糖、三温糖付き。

二度蒸しだんご詰合せ 30 本

発送時期：随時

21_180-5 【寄附額】18,000 円
山形産「はえぬき」を使用し、こだわりの2度蒸仕上げ
の団子です。冷凍でお送りしますので、お好きな時に
つるっとした食感、なめらかさとコシのあるお団子をお
楽しみいただけます。
◆ずんだ、あんこ、みたらし、ごま、季節のあん各6本

飯豊町産  雪若丸　白米 10kg

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

21_140-3令和２年産米
21_140-4令和 3 年産米

【寄附額】
14,000 円

大きくてしっかりした粒形、雪のように際立つ白さが
美しいお米です。粘りと硬さのバランスが、これまでに
ない新食感を感じさせます。

飯豊町産  はえぬき　白米 10kg

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

21_130-5令和２年産米
21_130-6令和 3 年産米

【寄附額】
13,000 円

一粒一粒がしっかりとしており、程よい粘りと硬さのバ
ランスがとれた飽きのこないお米。弾力があり、炊き立
てはもちろん冷めてもおいしくいただけます。

特別栽培米  飯豊米プレミアムセット

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

21_270-1令和２年産米
21_270-2令和 3 年産米

【寄附額】
27,000 円

山形県のブランド米「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」各
5kgをセットでお届けします。
それぞれの違いを楽しみながら、お気に入りの一品を
お探しください。

飯豊町産  どまんなか  白米  10kg

R2 ： 随時発送時期 R3 ：秋（新米時期）以降

21_130-3令和２年産米
21_130-4令和 3 年産米

【寄附額】
13,000 円

全国的にも有名な駅弁にも使用されているお米です。
大きめの粒で炊き上がりはしっかり。ササニシキ系で
あり、甘みもありながらさっぱりとした味わいです。

☆令和２年産、令和３年産で番号が異なります。ご注意ください。
　■令和２年産米……準備ができ次第随時発送いたします。在庫が無くなり次第受付終了となります。　■令和３年産米……令和３年秋、新米ができてからの発送となります。
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発送時期：7月下旬～ 9月

21_100-3 【寄附額】10,000 円
実入りが良く、香り豊かで食味が優れたえだまめをお届
けします。美味しく味わってもらうため、実が熟したタイ
ミングで収穫し、即日クール便で発送します。天候等の
影響で生育が変動するため、発送時期の変動がありま
す。生鮮品であることから、再発送はできないため、受
け取り希望の曜日や時間があればお知らせください。

朝採り“とうもろこし”農家直送！

発送時期：7月下旬～ 9月

21_100-4 【寄附額】10,000 円
生でも美味しいスーパースイート系品種のとうもろこし
を約15本お届けします。有機質肥料を十分に施した土
づくりと、減農薬での栽培が特徴です。天候等の影響で
生育が変動するため、発送時期の変動があります。生鮮
品であることから、再発送はできないため、受け取り希
望の曜日や時間があればお知らせください。

かえでの森メイプルシロップ

発送時期：随時

21_150-1 【寄附額】15,000 円
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、純度100％の自然の恵みと甘みをご賞
味ください。
◆メイプルシロップ　120ml　1本、　50ml　1本

雪室熟成珈琲ドリップパックセット

発送時期：通年

21_100-10 【寄附額】10,000 円
雪室とは、雪を活用した昔ながらの食材の保存方法です。
湿度が高く保たれるため、食材や飲み物の美味しさを損
なわず熟成が進むとされています。雪室で熟成することに
より角が取れ、スムースでマイルドな珈琲になりました。
◆ブラジル・コロンビアのブレンド深煎り
　ドリップパック　１杯用（10g）×16袋

飯豊産はちみつ 2 本セット

発送時期：通年

21_90-3 【寄附額】9,000 円
飯豊町の豊かな自然に育まれた100％町内産の純粋
ハチミツは、とろりとした食感と口当たりの良さが印象
的で、上品な甘さが特徴です。トーストやコーンフレー
ク、ミルクなどの飲み物にもぴったりです。
◆アカシア蜜200g、とち蜜200g　各1本

山ぶどうのつるかご

発送時期：通年

21_2300-1 【寄附額】230,000 円
希少な地元産の山ぶどうのつるを使って、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逸品です。
H 22cm／W 30cm／D 10cm／重さ　約400g　
※つるの幅　約7.5mm、約6ｍｍより選べます
※天然素材の手づくり工芸品のため、若干サイズが異な
ることがあります。

やまがた　飯豊町こくわワイン

発送時期：通年（数に限りがあります。）

21_170-2 【寄附額】17,000 円
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」金賞受賞のワインをお試しください。
◆こくわワイン（720ml）×2本

ベイクドチーズケーキ　１台

発送時期：通年

21_130-10 【寄附額】13,000 円
ふと無性に食べたくなると評判の香月のチーズケーキ
は、40年来の看板商品です。しっとりなめらかで濃厚な
プディングの様な食感。チーズのえぐみもなく、甘さも
控えめでチーズケーキ嫌いの方にも喜ばれています。
◆内容量600ｇ

飯豊の地酒セット

発送時期：随時

21_150-3 【寄附額】15,000 円
霊峰「飯豊山」の麓にいだかれて、常時0℃から３℃に保たれた雪
室で長期低温貯蔵すること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
すっきりまろやかなお酒です。
◆大吟醸「飯豊山」720ml
◆特別純米酒「若乃井」720ml

飯豊町中津川産  どぶろくセット

発送時期：12月～ 3月

21_120-3 【寄附額】12,000 円
飯豊の大自然が育んだどぶろくは、繊細な仕込みが生
む気品ある味わい。こだわりの杜氏が仕込む「飯豊の
どぶろく」を冬季限定「冷凍便」でお届けします。紅白
両方のどぶろくをお楽しみください。
◆白川荘どぶろく（白）300ml
◆白川荘どぶろく（赤）300ml

発送時期：7月～ 10月

21_140-8 【寄附額】14,000 円
やまがた伝統野菜に認定されている「薄皮丸茄子」。柿
渋散布、天然無農薬で栽培され、皮が薄く、パリッとした
食感の丸茄子を浅漬けにしました。丸茄子の皮がきれ
いな青い色に変われば食べ頃です。
◆薄皮丸茄子　900ml の瓶詰×2 本

飯豊ばあちゃんの漬物　置賜特産　薄皮丸茄子の浅漬け

発送時期：随時

21_120-1 【寄附額】12,000 円
飯豊ながめやま牧場は、東北で初めて「放牧畜産実践牧場」の認
証を取得しました。飯豊の自然豊かな環境で育った乳牛から、新
鮮でこだわりの牛乳とヨーグルトをセットでお届けします。
◆放牧酪農牛乳（1000ml ）×１本
◆放牧酪農プレーンヨーグルト（400g）×4本
◆県産こだわりヨーグルト（70ｇ）×6個

放牧酪農牛乳とヨーグルト詰合せ

えだまめ 2kg　新鮮・農家直送 !

他にもお礼の品を多数ご用意しています。詳しくはふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」でご確認ください。
（次ページに掲載のQRコードからご覧いただけます。）
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飯豊プロモーション映像
「やっぱり、飯豊で幸せになる。」

山形県飯豊町のページ

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せは下記までお願いします。

E メール：i-furusato@town.iide.yamagata.jp　URL：http://www.town.iide.yamagata.jp
TEL：0238-87-0748 （ふるさと納税担当直通）　FAX：0238-72-3827
〒999-0696　山 形 県 西 置 賜 郡 飯 豊 町 大 字 椿 2888 番地
飯豊町（いいでまち）役場　企画課総合政策室

ふるさと納税を騙った詐欺には
十分ご注意ください。

寄附申込

ふるさと納税
特典の受取

寄附金払込

証明書類の受取
・確定申告

¥

手続きの流れ

ふるさと納税の手続きの流れ（イメージ）

※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。

※上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
控除で軽減が行われます。

お住まいの自治体
・所轄の税務署

確定申告 寄附

所得税の還付
住民税の軽減

寄附金受領証明書
の発行

寄附者

飯豊町

寄附金の有効利活用
（住民サービス）

地域住民

地元
生産者

お礼の品発注

お礼の地元特産品

地域活性化

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。

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。
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　ロ座名義：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。

寄附のお申込みをいただいても
飯豊町からお振り込みをお願いする
電話をすることはありません。!

BANK


