
平成２６年１２月 

総務部市長公室 

総務部財政課 

～ふるさと応援寄附プロジェクト～ 
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◆～これまでの取組～ 

 寄附者に対する返礼はなく、簡易な礼状のみを送
付。 

 ＰＲは、在仙天童会や関東天童会など、天童市と
ゆかりのある方のみを対象に、簡易なパンフレッ
トを送付。ホームページでの紹介も画像の掲載が
なく、文面のみでの案内となっていた。 

年度 寄附件数 寄附金額 

Ｈ２３ １４件 ５６７，０００円 

Ｈ２４ ６件 ２，２０８，０００円 

Ｈ２５ ５件 ６６５，０００円 

その結果  
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◆～成功の秘訣～ 

事務方の 

整理 

① ４月１日からのスタートダッシュに合わせ
た条件整備（特産品の選定、ホームページ、
関係規程の整備） 

② 本市の強みを生かした戦略（希望者への将
棋駒ストラップのプレゼント、多様なフ
ルーツなど） 

③ ターゲットの明確化（ふるさと納税ポータ
ルサイトへの迅速なアプローチ） 

④ 他市に負けない魅力的でわかりやすいホー
ムページの構築 
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◆例）ホームページ上の工夫 

職員自前で作成 
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◆例）ホームページ上の工夫 

• 既存の４階層構成に捉われないページの構築 

 （利用者の目線に立ち、スクロールを極力抑制） 
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◆例）ホームページ上の工夫 

• 複合写真の作成もフリーソフ
トウェアを利用し、職員自前
で作成 
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◆例）ホームページ上の工夫 
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◆例）ホームページ上の工夫 
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◆～年度途中でも不断のカイゼン～ 
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◆～年度途中でも不断のカイゼン～ 
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◆～年度途中でも不断のカイゼン～ 
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◆～事業成果～ 

申込件数 寄附金額 

30,680人 361,385,614円 

前年比6,100倍 前年比約540倍 

Ⅰ 寄附申込件数（H26.11月末時点） 

Ⅱ プレビュー件数（H26.12月末時点） 

 (1)ふるさとチョイス（1,760自治体） 

月 件数 備考 

4月 約17,000ＰＶ 全国7位 

5月 約9,800ＰＶ 全国23位 

6月 約14,500ＰＶ 全国25位 

7月 約13,500ＰＶ 全国26位 

8月 約20,500ＰＶ 全国27位 

9月 約32,500ＰＶ 全国17位 

10月 約39,000ＰＶ 全国13位 

11月 約77,000ＰＶ 全国9位 

12月 約77,000ＰＶ 全国11位 

 (2)市ホームページ（4月期～11月期） 

月 件数 備考 

H25 807,288ＰＶ 

H26 1,130,319ＰＶ 前年比1.4倍 

※断水のあった７月期を除く。 

ふるさと応援寄附のページプレビュー純増
分（+258,089件）を除いても、約65,000ＰＶ
の増。誘発効果あり!! 

Ⅲ 税収効果 

項目 効果額 備考 

税収 約7,000万円 寄附金額の2割 

企業収益 約5,000万円 仕入控除割合8割 

消費税収 約200万円 仕入控除割合8割 
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◆～事業成果～ 

Ⅲ ＰＲ効果 
日付 雑誌名 備考 

4.9 山形新聞 

4.15 さくらんぼテレビ 

5.15発売 女性セブン 約42万部 

5.21発売 ネットマネー 約8万部 

5.30 山形新聞 

6.14 毎日新聞 

6.16 Walker47記者発表 

6.24 TBS「あさチャン！」 

7.1発売 クロスワードランド 約20万部 

7.30 山形新聞 

7.30 読売新聞 

7.30 河北新報 

7.30発売 別冊宝島 約20万部 

8.9 日経新聞 

8.10発売 自治体D-FILE（７月上旬号） 

8.14 朝日新聞（東北6県版） 

8.21発売 ダイヤモンドＺＡＩ10月号 約21万部 

8.30 BS JAPAN「NIKKEIプラス1」 

日付 雑誌名 備考 

9.3 TBS いっぷく 

9.9発売 週刊女性 約25万部 

9.13 山形新聞 

9.17 さくらんぼテレビ 

9.17 ＴＵＹ 

9.17 ＹＢＣ 

9.18 朝日新聞 

9.18 河北新報 

9.19発売 角川書店 ふるさと納税ガイドブック 

9.20 毎日新聞 

9.20発売 ネットマネー 約8万部 

9.27 BS-TBS 大人が気になるテレビ 

10.1 時事通信 

10.3 日経新聞 

10.8 山形新聞 

10.9 毎日新聞 
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◆～事業成果～ 

Ⅲ ＰＲ効果 
日付 雑誌名 備考 

10.10発売 自治体Ｄ-ＦＩＬＥ（9月上旬号） 

10.16 河北新報 

10.21発売 ネットマネー 約8万部 

10.24 朝日新聞 

10.24 山形新聞 

10.29 ＹＢＣ 

10.30発売 
㈱メディアックス 
初心者にでもわかるふるさと納税 

10.31発売 
辰巳出版㈱ 
ふるさと納税裏ワザ大全 

11.10 ＣＡＴＶ「ふるさとタイム」 

11.10発売 自治体Ｄ-ＦＩＬＥ（10月上旬号） 

11.15 山形新聞 

11.15 河北新報 

11.21 ＮＨＫ 

11.21発売 ネットマネー 約8万部 

11.25発売 自治体Ｄ-ＦＩＬＥ（10月下旬号） 

11.26 読売新聞 

12.1発売 月刊ガバナンス12月号 約6万5千部 

日付 雑誌名 備考 

12.2発売 ダイヤモンドＺＡＩ10月号 約21万部 

12月上旬 関西テレビ「スーパーニュースアンカー」 

12.11発売 
㈱リアルコーヒーエンターテイメント 
ふるさと納税大活用Ｂｏｏｋ 

12.12発売 
晋遊舎 
ふるさと納税完全ガイド 

12.14発売 別冊宝島「ふるさと納税完全ランキング」 

12.15発売 
㈱廣済堂出版 
今すぐ始めたい!ふるさと納税 

12月15日発売 
スタンダーズ㈱ 
誰でもできるふるさと納税完全ガイド2015 

12.16 山形新聞 

12.18 山形新聞 

12.18 河北新報 

12.19 さくらんぼテレビ 

12.26発売 Biz Japan 

12.31 
テレビ朝日 
全国おもしろニュースグランプリ2014 

1.4発売 日経トレンディ2月剛 約15万部 
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◆～事業成果～ 

Ⅲ ＰＲ効果 
日付 雑誌名 備考 

1.7発売 
日経ＷＯＭＡＮ2月号 
お金がどんどん増える本 

約11万部 

1.16 ＹＢＣ 

1.17 山形新聞 

1.17 朝日新聞 

1.17 読売新聞 

1.19 ＴＹＵ 

2月 
プレジデント社 
一冊丸ごとふるさと納税攻略本 

2月 日経おとなのＯＦＦ 

2月1日発売 ダイヤモンドＺＡＩ 2月号 約21万部 

2.12日発売 
洋泉社 
ふるさと納税完全ガイド 

日付 雑誌名 備考 

広告料換算：約1,000万円超!! 
（広告価値換算ツール調べ） 

※テレビ出演分は除く 
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さくらんぼだけじゃなく、オリジナル将棋駒のストラップが魅力的でした。 

HPの工夫と見やすさがよかったです。  これからも応援したいと思いました。 

天童市のさくらんぼは美味しいと聞いていますので、 ホームページの真っ赤な写真を見
て楽しみにしています。  

ふるさと納税の仕組みと特典として提供されている物産が非常に魅力的だったため、他
の自治体と比較して、天童市へのふるさと納税申込を決めました。 

将棋好きな息子がおまけのストラップを頂けるとの事で喜んでおります。  他市区町村に

もふるさと納税をしましたが、天童市が一番サイトがわかりやすく、使い勝手も良かっ
たです。 

将棋のまちとして応援しています。 将棋駒ストラップは申込み段階で知りました、とて
もうれしいプレゼントです。 

まちの魅力が伝わってきます。 今後もふるさと納税をしていきたいと思います。 

はじめまして。 天童市は、将棋が有名なんですね。 失礼ですが、天童市も将棋の生産量
の事も知りませんでした。 HPを拝見しましたが、見やすく、くちびる美人コンテストな
んて 面白いイベントもされてるのですね。 寄付金１万円と少なくて申し訳ないですが、
天童市に決めました。 よろしくお願い致します。 

◆～事業成果～ 

利用者の声 
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 年１回の申込み制限の撤廃 

→利用者数の拡大と事務の煩雑性の解消 

 特産品贈呈数の区分の撤廃 

 現行：１万円～３万円未満・・特産品１点 

    ３万円～１０万円未満・特産品２点 

    １０万円以上・・・・・特産品１０点 

 繁忙期に供給できる特産品の確保 

 寄附採納部門と申込受付部門の一元化 

 激化する自治体間競争での生き残り 

 クラウドファンディングの検討 

 

 

 

◆～今後の課題～ 


