
熊本市ふるさと応援寄附金
返礼品協力事業者の募集について
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１ ふるさと納税制度について

２ 地場産品基準（総務省基準）について

３ 返礼品割合の基準（総務省基準）について

４ 返礼品の対象（市独自基準）について

５ 返礼品数の上限（市独自基準）について

６ 返礼品の有効期限（市独自基準）について

７ 事業者の要件（市独自基準）について
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●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年度に創設されました。
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熊本市のふるさと納税
・平成28年熊本地震からの復旧・復興に対し、国内外からこれまで約61億円のご支援をいただき、

熊本城をはじめとした文化財や動植物園の復旧等に幅広く活用。
・令和２年度のふるさと納税の総額は、約４.７億円。
・昨年１１月より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農産物や加工食品を返礼品に採用。
（令和３年６月末現在、４２事業者・１０３品の返礼品を新たに指定）

１ ふるさと納税制度について



総務省告示第179号（平成31年４月1日付）により、
返礼品等に関する「地場産品基準」が定められています。

（熊本市ふるさと応援寄附金の返礼品等基準第2条参照）
・当該地方団体の区域内において生産されたものであること。
・当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産

されたものであること。
・当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程の
うち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもので
あること。 など
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２ 地場産品基準（総務省基準）について



１ 熊本市内において生産されたものであること
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（例）・熊本市内で生産された米
・熊本市内で生産された果物
・熊本市内で肥育された牛肉

２ 地場産品基準（総務省基準）について



２ 熊本市内において返礼品等の原材料の主要な部分が
生産されたものであること
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（例）・熊本市内で生産された野菜と豚肉を使用して、
熊本市外で製造された餃子

・原材料のみかんのうち、９割以上を熊本市内で
生産されたみかんを使用したジュース

２ 地場産品基準（総務省基準）について



３ 熊本市内において返礼品等の製造、加工その他の工程
のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が
生じているものであること
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（例）・熊本市内で生産された豚肉を、熊本市内で切断、
調理、袋詰めしている豚肉加工品

・熊本市外で生産された原材料を用いて、
熊本市内の醸造所において醸造した酒

２ 地場産品基準（総務省基準）について



8 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
①本市が近隣の他の市町村と共同でこれらの市町村の区域内において前各号のい

ずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの
②熊本県が県内の複数の市町村と連携し、当該連携する市町村の区域内において

前各号のいずれかに該当するものを熊本県及び当該市町村の共通の返礼品等と
するもの

③熊本県が県内の複数の市町村において地域資源として相当程度認識されている
もの及び当該市町村を認定し、当該地域資源を当該市町村がそれぞれ返礼品等
とするもの
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（例）・本市の近隣市域との共通返礼品
（県下１4市町村で共同）

い・ろ・は・す阿蘇の天然水

・熊本県共通返礼品（熊本県が認定）※市基準 県産or県内肥育に限る

馬肉、あか牛、天草大王、くまもと黒毛和牛※
※くまもと黒毛和牛とは?

・熊本県産牛肉消費拡大推進協議会が設定する黒毛和種の県内統一ブランド
・肉質等級3以上に格付けされた黒毛和種の牛肉（12ヶ月以上肥育を行った

最⾧かつ最終肥育地が熊本県内の去勢牛及び未経産雌牛に限るもの）

２ 地場産品基準（総務省基準）について



返礼品の調達費用は、「個別の」寄附額の３割以内とする。
（消費税及び地方消費税、梱包代を含む）
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個別の寄附

返礼品調達費用
３割

・寄附額は、返礼品の調達費用が個別の寄附額の3割以下と
なるように本市で設定する（10,000円～5,000円単位で設定。）

３ 返礼割合の基準（総務省基準）について



（１）農水産物・加工食品
①新型コロナウイルスの影響を受けた本市の農水産物や加工食品等
（条件）ECサイト上で購入ができる農水産物・ 加工食品を対象

②地域貢献活動等に取り組む事業者が提供する製品等

（２）障がい者就労施設等で生産された製品
①障がい者就労施設等で生産された製品
②障がい者就労施設等が生産工程の一部を受託している製品
③障がい者を雇用し、生産を行っている製品

４ 返礼品の対象（市独自基準）について

新

新
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（２）においても、農水産物・加工食品の申請は可能です。
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これまで募集を受け付けていました

・馬肉、牛肉、メロン、すいか、花き（※条件なし）
・公的支援制度（※）を利用した事業者が提供する加工食品

については、新規の募集を停止します。

・上記条件によって指定を受けた事業者については、現在の返礼品の有効期限を
令和3年8月末から令和4年3月末へ延⾧します。

・引き続き、返礼品の指定を希望される場合は、有効期限（令和4年3月末）までに
新条件での指定申請をお願いします。

（※）持続化給付金、家賃支援給付金、セーフティネット保証制度

４ 返礼品の対象（市独自基準）について



（１）農水産物・加工食品
①新型コロナウイルスの影響を受けた本市の農水産物や加工食品等

・返礼品の対象となる農水産物・加工食品を
ＥＣサイト（※）を通じて販売している事業者

※申請後、一定期間中にＥＣサイトでの販売を開始予定の事業者も含みます。
※今回、新たに加工食品を追加します。
※返礼品発送の際、ECサイトのURL（QRコード）等を記載したチラシ等を同封。

コロナ禍において、従来の営業活動が制限される厳しい状況の中、
今後一層の売上拡大が見込まれるEC市場へのチャレンジを応援します。

４ 返礼品の対象（市独自基準）について
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（※）インターネット上で商品を購入することができるウェブサイト



（１）農水産物・加工食品
②地域貢献活動等に取り組む事業者が提供する製品等

・ふるさと納税による収入を
地域貢献活動等に活用する事業者

※子ども食堂への食材支援、地域清掃活動、地域活動への寄附等の幅広い取組が
対象です（既に取り組んでいる活動への活用も可能）。

※取組内容については、各ポータルサイトの返礼品ページに掲載します。
※自社ホームページを運営されている方は、同内容の掲載をお願いします。

ふるさと納税を活用したさらなる地域の活性化に向け、寄附者に事業者
の地域貢献活動を応援していただく新たな循環をつくります。
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について



○ 寄附による地域貢献
・子ども食堂、地域を拠点に活動するＮＰＯ法人、地域団体（行事）等への寄附

○ 物資（自社製品を含む）の提供による地域貢献
・子ども食堂への食材の提供、地域行事（夏祭り等）への自社製品の提供による協賛、

地域の避難所への防災備蓄物資の提供、その他地域団体と連携した取組への物資提供 等

○ 事業者が自ら活動の担い手となる地域貢献
・地域活性化イベント（夏祭り、マルシェ等）の開催、参加
・定期的な事業所周辺の地域清掃活動、地域一斉清掃への参加
・ナイストライ事業（中学生の職場体験）、インターンシップの受入れ 等

地域貢献活動の対象として、以下のような幅広い活動を想定しています。
（既に取り組まれている活動も対象です。）
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について



① 熊本市子ども食堂応援プロジェクトのご紹介
・熊本市では、41か所（36団体）の子ども食堂が活動を

展開されています（令和3年6月時点）。
・食材の提供、ボランティア・物資・場所の提供、寄附等の様々な支援が可能です。

（リンク）熊本市子ども食堂応援プロジェクト / 熊本市ホームページ
※市内の子ども食堂のリストや、必要としている支援等も掲載されています。
※寄附による支援をご希望の場合は、子ども食堂をはじめ、広く子育て支援活動をする団体等への

支援（助成）を行う「熊本市子どもの未来応援基金」にて受付を行っています。
※支援をご検討の際は、熊本市子ども政策課（328-2156）にお問い合わせください。

これから新たに地域貢献活動に取り組みたい、活動を応援していきたい
という方向けに、熊本市において取り組まれている活動の一部をご紹介します。
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について



② 地域活性化や地域課題の解決に取り組むＮＰＯ法人のご紹介
・熊本市では、5団体の認定ＮＰＯ法人（※）、約300団体の認証ＮＰＯ法人を認定・

認証しています。（※）認定ＮＰＯ法人…市が認定する一定の基準を満たした法人。寄附に対する税制上の優遇措置あり。

・ＮＰＯ法人が展開される事業に賛同する場合、賛助会員・ボランティアとしての
活動への参加や、寄附による支援等を行うことができます。
（リンク）熊本市ＮＰＯ法人認証等ホームページ（認定NPO法人のご紹介）

※市が認定・認証しているＮＰＯ法人の活動内容等の検索ができます。
※支援をご検討の際は、各ＮＰＯ法人に直接お問い合わせください。

・市民の皆様からの寄附によりＮＰＯ法人やボランティア団体の皆様が行う市民公益
活動を応援（助成）する「くまもと・わくわく基金」への寄附も受け付けています。

※詳しくは、熊本市地域活動推進課（328-2036）にお問い合わせください。
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について



③ その他地域団体（自治会等）の活動のご紹介
・熊本市では、小学校区ごとに自治会をはじめ社会福祉協議会、青少年健全育成協

議会、公民館、防犯協会等の多くの地域団体が組織され、地域コミュニティ活動
の推進に取り組まれています。
（主な地域コミュニティ活動例）

○地域のまつり、体育祭、敬老会、文化祭、成人式等
○太鼓の育成等の伝統文化の継承
○防犯・防災活動
○いきいきサロン・子育てサロン等の福祉活動

・事業所のお近く等で地域コミュニティ活動を支援したい等のご希望がある場合は、
市の各まちづくりセンターの職員にお繋ぎしますので、まずは、熊本市広報課
（328-2043）にお問い合わせください。
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について



加工食品については、以下のア～ウに該当するもの等、

「本市の魅力の発信に資するもの」を対象とします。

ア 商品名や商品説明に「九州」・「熊本」など本市が含まれる地域の表記が使用
されているものや、本市を訪れた観光客や全国の消費者向けに熊本の名産品とし
て認知されている、または認知を目指しているもの。

イ 原材料の主要な部分について、熊本県の特産品として生産されており、原材料の
原材料の生産地としてのアピールが可能なもの。

ウ 本市特有の自然環境や歴史文化（食文化）の発信に寄与するものや、寄附者が当
該返礼品を選択することが熊本地震の復興支援などの社会貢献に繋がるもの。

等
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４ 返礼品の対象（市独自基準）について
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（２）障がい者就労施設等で生産された製品

①障がい者就労施設等で生産された製品

※障がい者就労施設等を対象。
（施設で生産された製品を取り扱う施設間の任意団体及び共同受注窓口を含む）
※障がい者就労施設等とは、「令和3年度（2021年度）熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の

推進を図るための方針（令和3年（2021年）5月6日）」３（１）に掲げる施設とする。
（詳細については、リンク先 障害者優先調達推進法 / 熊本市ホームページ をご参照ください。）

４ 返礼品の対象（市独自基準）について
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（２）障がい者就労施設等で生産された製品

②障がい者就労施設等が生産工程の一部を
受託している製品

※障がい者就労施設等に生産工程の一部を委託
している事業者を対象。

４ 返礼品の対象（市独自基準）について

本市返礼品「郷彩 根っこ 馬肉コロッケ」
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（２）障がい者就労施設等で生産された製品

③障がい者を雇用し、生産を行っている製品
※熊本市障がい者サポート企業・団体の認定を受けた事業者を対象。

（リンク）障がい者サポート企業・団体を募集しています / 熊本市ホームページ

４ 返礼品の対象（市独自基準）について



（１）農水産物・加工食品

※（例）■馬肉３品・メロン３品・スイカ３品・米１品で計１０品→可 ■馬肉５品→不可

対象 提案上限数

① ECサイトを通じて販売している
事業者が提供する製品等

１０品
（※同一品目の上限は３品）

② 地域貢献活動に取り組む事業者が
提供する製品等 ３品

５ 返礼品数の上限（市独自基準）について
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（２）障がい者就労施設等で生産された製品

対象 提案上限数

① 障がい者就労施設等で生産された製品
（施設で生産された製品を取り扱う施設間の任意団体
及び共同受注窓口）

３品
（上限なし）

② 障がい者就労施設等が生産工程の一部を
受託している製品 ３品

③ 障がい者を雇用し、生産を行っている製品 ３品

５ 返礼品数の上限（市独自基準）について
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原則として、指定された日から ２年間 を
有効期限とします。

６ 返礼品の有効期限（市独自基準）について
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◆次に掲げる要件を全て満たしていることを条件とする。
（１）各種法令等を遵守し、それに基づいた営業活動を実施していること。
（２）返礼品の生産、製造等が計画的に行われ、かつ品質の良い返礼品が発送できること。
（３）原則として、「熊本市ふるさと納税出荷管理システム」の利用ができるなど、返礼品の受発注

体制が整備されていること。
（４）熊本市税の滞納がないこと。但し、新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予

を受けている者を除く。
（５）熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０５号）第３

条第１号の規定に該当しないこと。
（６）本市から指名停止措置を受けていないこと。
（７）本市に本店、支店、事業所、工場等を有する法人、団体、個人事業者であること。
（８）寄附者からのクレーム等に適切に対応し、再発防止策を講じることができること。
（９）個人情報を取り扱うため、個人情報保護法及び関係法令等を遵守できること。
（１０）本市の施策や取組、ふるさと応援寄附金の推進に理解を示し、協力的であること。

７ 事業者の要件（市独自基準）について


