「ふるさと納税」で
桜の名所づくりに
参加しませんか？

新たな

の名所づくり

本年、明石城が築城400周年を迎えることを記念し、日本さくら名所
100選である明石公園において、補助競技場周辺に桜を植樹します。
桜が咲き誇る明石公園の新たな桜の名所づくりのため、桜の植樹
（寄附）にご協力いただける方を募集します。
事業内容 明石公園補助競技場周辺に桜の苗木を植樹（150本）
募集対象 趣旨にご賛同いただける方（個人・法人）
申込方法 ふるさとひょうご寄附金（ふるさと納税）※による寄附（寄附申出書及び詳細は裏面）
※兵庫県にお住まいの方も兵庫県に「ふるさと納税」ができます。 （寄付額に上限・下限はございません。）

募集期間 2019年３月23日（土）から12月31日（火）

特典

「ふるさとひょうご寄附金」の特典の他、以下の特典があります（ご希望の方のみ）
①寄附者一覧銘板にお名前を記名します
（当プロジェクトに「2万円以上」寄附いただいた方が対象）

②桜の植樹イベントにご参加いただけます

2019年11月30日（土）（予定）

お問い合わせ先 兵庫県県土整備部公園緑地課

詳しくはＨＰを
ご参照ください。

☎078-362-3549

078 – 362 – 4454

ファクシミリでお申込みの方は、
こちらから送信してください。

明石公園新
明石公園新たな
たな桜の名所
名所づくり
づくり「ふるさとひょうご
ふるさとひょうご寄附金」
ふるさとひょうご
」 寄附申出書
○ふるさと
ふるさと納税サイト
サイト「ふるさとチョイス
ふるさとチョイス」からのお申
申し出の場合は
は、寄附申出書
寄附申出書（本紙）のご提出
提出は不要です。
。
○ＦＡＸ
ＦＡＸ、メール、郵送
郵送、ご持参によるお
によるお申し出の場合
場合は、寄附申出書
寄附申出書（本紙）に
に必要事項をご
をご記入の上、以下
以下までご提出ください
ください。
（提出先
提出先） 〒650
650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通 5
5-10-1 兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課
局公園緑地課
TEL：：078-362-3549
3549 FAX：078
078-362-4454
4454 email：kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp
kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp

2019 年

月

日

兵庫県知事 井戸 敏三 あて
ご住所：
ご
〒
ふ り が な

お名前
お
：
ご連絡先：
ご
電話
電話：

ＦＡＸ：
ＦＡＸ

E-mail：
E
（ご記入いただいた個人情報につきまして
（ご記入いただいた個人情報につきまして
ご記入いただいた個人情報につきましては、
は、
「ふるさとひょうご寄附金」に関する業務以外には使用しません
「ふるさとひょうご寄附金」に関する業務以外には使用しません）

私は、「
、「ふるさとひょうご
ふるさとひょうご寄附金
寄附金」の趣旨
趣旨に賛同
賛同し、次のとおり
のとおり兵庫県
兵庫県へ寄附したいので
したいので申し出ます
したいので
ます。
１ 寄附金額

円 （明石公園新たな
明石公園新たな桜の
桜の名所づくり
名所づくりプロジェクト
プロジェクトに賛同
に賛同）

２ 寄附金の納付方法
寄附金 納付方法（以下のいずれか
のいずれか１
１つに☑をつけてください
をつけてください）
□

納付方法
①納入通知書払
納入通知書払い
い

後日、お送りする納入通知書により県が指定する金融機関の窓口で納入してください。なお、
後日、お送りする納入通知書により県が指定する金融機関の窓口で納入してください。なお、振込手数料は無料
振込手数料は無料です。

手続き等
等について

□

②県の
の窓口への持参
持参

窓口は、①兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課 及び ②兵庫県東京事務所です。
兵庫県東京事務所です。

□

③口 座 振 込

後日、ご連絡いたします
ご連絡いたします口座番号へ
ご連絡いたします口座番号へ、銀行窓口から
銀行窓口からお振込をお願いします（
振込をお願いします（
振込をお願いします（ATM・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞからは不可
からは不可)。
申し訳ありませんが、振込手数料は
申し訳ありませんが、振込手数料はご寄附される方のご負担
寄附される方のご負担となります。
寄附される方のご負担

□

④現金書留払
現金書留払い

申し訳ありませんが、郵送料は寄附される方のご負担となります。

※クレジットカードでの納付
※クレジットカードでの納付は、この寄附申出書を使用せず、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス
は、この寄附申出書を使用せず、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス
は、この寄附申出書を使用せず、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」
」(https://www.furusato
https://www.furusato-tax.jp/city/product/28000)
tax.jp/city/product/28000)
から直接お申し込みください。 （
「ふるさとチョイス」からは
「ふるさとチョイス」から 2019 年 4 月 1 日～2019
2019 年 12 月 31 日まで納付できます）
日まで
）

３ ふるさと納税ワンストップ
ふるさと
ワンストップ特例制度
特例制度の利用
利用について
について

特例制度を（
特例制度
利用する
利用
・利用
利用しない ）

・確定申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請することができます。
確定申告が不要な給与所得者等は、ふるさと納税の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請することができます。
・確定申告義務者・確定申告を行う方、暦年
確定申告義務者・確定申告を行う方、暦年
確定申告義務者・確定申告を行う方、暦年(1 月～12 月)のうち
のうち 5 団体を超える地方自治体に寄附をされた方は、この制度を利用できませんので、
を超える地方自治体に寄附をされた方は、この制度を利用できませんので、
を超える地方自治体に寄附をされた方は、この制度を利用できませんので、現行どおり確定申告
現行どおり確定申告
を通じて、控除を受けてください。

４ 兵庫県外にお住
兵庫県外
住まいの個人
個人で５万円以上
万円以上の寄附をされた
をされた方には
には、以下の
の兵庫ゆかりの
ゆかりの産品のうち
のうち、いずれか
いずれか一点
を贈呈
贈呈いたしますので
いたしますので、ご希望
希望の商品に
に ☑ をつけてください
をつけてください。※兵庫県内在住
※兵庫県内在住の方は対象外
対象外ですので、
、ご注意ください
ください。
□ 五つ星
星ひょうご選定商品詰
選定商品詰め合
合わせ～兵庫
兵庫の山と海の
の幸～
□
県内の
の障害福祉作業所
障害福祉作業所で生産
生産される「＋NUKUMORI
NUKUMORI」商品
商品の詰め合
合わせ
□ 五つ星
星ひょうご選定商品詰
選定商品詰め合
合わせ～兵庫
兵庫のスイーツとお
のスイーツとお菓子～
～
□ 県内の
の障害福祉作業所
障害福祉作業所で生産
生産される「＋NUKUMORI
NUKUMORI」商品
合わせ
□ 「+NUKUMORI
+NUKUMORI」商品詰
商品詰め合わせ
わせ Japanese
Sake cake
セット 商品の詰め合
※アルコール（
※
（約 1.3%）を含んだ
んだ商品です。
。
□ 「+NUKUMORI
+NUKUMORI」商品詰
商品詰め合わせ
わせ + NUKUMORI スイーツセット
５ 明石公園新たな
明石公園新たな桜の名所づくりプロジェクトの
づくりプロジェクトの特典
づくりプロジェクトの
※こちらは兵庫県
兵庫県内在住の
の方も対象となります
となります。
・
「明石公園新たな桜の名所づくりプロジェクト
「明石公園新たな桜の名所づくりプロジェクト」にご寄附
」にご寄附いただいた方には、次の特典（希望される方のみ）
いただいた方には、次の特典（希望される方のみ）があります。
いただいた方には、次の特典（希望される方のみ）
【別途、
別途、ご希望の確認をさせていただき
をさせていただきます】
】
①現地に設置する「寄附者一覧銘板」に、寄附いただいた方のお名前を
①現地に設置する「寄附者一覧銘板」に、寄附いただいた方のお名前を
に設置する「寄附者一覧銘板」に、寄附いただいた方のお名前を掲示いたします。
いたします。
【当プロジェクトへの寄附金
当プロジェクトへの寄附金2 万円以上の方が対象】
②桜の植樹イベント（
桜の植樹イベント（
桜の植樹イベント（明石公園内、2019
2019 年 11 月 30 日予定）に参加していただく
日予定）
していただくことができます。
ことができます。
【10 月末までに寄附いただいた方が対象、
月末までに寄附いただいた方が対象、交通費等は支給されません】
交通費等は支給されません】

６ 募集期間：
募集期間 2019 年 3 月 23 日（土）～
）～2019 年 12 月 31 日（火）まで
日
●「ふるさとひょうご寄附金」
●「ふるさとひょうご寄附金」については、
については、兵庫県ホームページ内の
兵庫県ホームページ内の「兵庫の
兵庫のふるさと納税」
」のページを参照ください
ページを参照ください。

お問い
い合わせ先

●「ふるさとひょうご
ふるさとひょうご寄附金制度
寄附金制度」については
については
兵庫県企画県民部財政課資金財産室
兵庫県企画県民部
財政課資金財産室
TEL:078
TEL:078-362-9051

●「明石公園新
● 明石公園新たな桜の名所
名所づくりプロジェクト
づくりプロジェクト」については
については
兵庫県県土整備部まちづくり局 公園緑地課
TEL:078-362
362-3549
FAX:078
FAX:078-362-4454
Email:kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp
mail:kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp

