
  

 竹原市ふるさと納税寄附促進事業に係るお礼の品等選定要項 

 

制定 平成２８年１２月 ６日 

改訂 平成２９年１２月 １日 

改訂 平成３１年 ４月 １日 

改訂 令和 ２年 ２月 １日 

    改訂 令和 ２年 ６月１８日 

 

１ 目的 

本要項は，ふるさと納税制度による本市への寄附促進と地元商品のＰＲ，販売促進及び

地元事業者の活性化などの相乗効果を図るため，寄附者へのお礼の品として進呈する商品

やサービスの選定方法について定めるものとします。 

 

２ 選定方針 

お礼の品・サービス（以下「お礼の品等」という。）は，本市への寄附促進と地元商品

のＰＲ，販売促進及び地元事業者の活性化のためにふさわしいと認められるものとし，お

礼の品等の発送・提供等について次に定める内容を履行することができる企業等（以下

「パートナー企業」という。）の提案をもって，竹原市ふるさと納税寄附促進事業に係る

お礼の品選定委員会が選定することとします。お礼の品等の選定結果は，「竹原市ふるさ

と納税お礼の品等決定通知書にて通知し，これをもって，本事業のパートナー企業として

登録されたものとします。 

 

３ 対象企業等 

  パートナー企業は，次の（１）～（４）の要件を全て満たす法人又は個人とします。 

（１）市内に事業所等があり，お礼の品等を市が指示した送付先に安定して提供できるこ

と。（送付先へ規格の商品が到着するまで又は寄附者が規格のサービスの享受を完了す

るまで者の責任で実施できること。） 

（２）市の魅力を発信し，品質の向上に努めていること。 

（３）お礼の品等を１品以上提案し，提案したお礼の品等が「４ お礼の品等」の選定基準

を満たしていること。ただし，広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコースについて

は，当該コースの要件を満たす商品を取り扱う事業者とします。 

（４）次に掲げる要件を全て満たしている者であること。 

（ア）本市における市税の滞納がないこと。 

（イ）代表者等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員

等でないこと。 

（ウ）代表者等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していない

こと。 

 

４ お礼の品等 

（１）お礼の品等は，次に掲げる要件のうち，いずれかを満たしたものとします。 

また，お礼の品が飲食物の場合は，賞味期限の残期間について，製造日から賞味期限

までの期間の半分の日数が保証されているものとします。（生鮮食料品又は製造から消



 

費期限までの期間が１４日に満たない飲食物（以下「生鮮食料品等」という。）の場合

は,この限りではありません。）。詰め合わせ・期間限定・数量限定等も可とします。 

（ア）竹原市内で生産された原材料を使用していること。 

（イ）竹原市内で加工・製造されていること。 

（ウ）竹原市特有のキャラクターグッズ又はオリジナルグッズであることが明白であるこ

と。 

（２）サービスは，次の要件を満たしたものとします。 

 （ア）竹原市内で宿泊又は体験できるアクティビティであること。 

（イ）食事の提供が主なサービスの場合は，食材のうちに竹原市内で生産されたものを使

用すること。 

（ウ）竹原市内に在住する者を見守り又は所在する物件等を管理するものであること。 

（３）広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコースは，次の要件を満たしたものとします。 

（ア）広島中央地域連携中枢都市圏参画市町が選定し，広島中央地域連携中枢都市圏セレ

クトコースの要件を満たす商品であることが確認できること。 

（イ）（ア）を満たす商品の取り扱い事業者が市の求める書類等を提出できること。 

 

５ お礼の品送付の流れ 

 

     ①寄附・お礼の品選択     ②発注（寄附者の住所・氏名等の連絡） 

 

                           ④請求・支払 

 

 

                  ③お礼の品発送 

 

ただし，広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコースのお礼の品送付の流れについて

は，当該コースの規定によります。 

 

６ お礼の品等の価格 

寄附金額 商品提供価格（市負担額） 

10,000円 3,000円相当 

12,000円 4,000円相当 

15,000円 4,500円相当 

17,000円 5,000円相当 

20,000円 6,000円相当 

25,000円 7,500円相当 

30,000円 9,000円相当 

35,000円 10,500円相当 

40,000円 12,000円相当 

45,000円 13,500円相当 

50,000円 15,000円相当 
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55,000円 16,500円相当 

60,000円 18,000円相当 

65,000円 19,500円相当 

70,000円 21,000円相当 

75,000円 22,500円相当 

80,000円 24,000円相当 

90,000円 27,000円相当 

100,000円 30,000円相当 

140,000円 42,000円相当 

150,000円 45,000円相当 

155,000円 46,500円相当 

160,000円 48,000円相当 

200,000円 60,000円相当 

350,000円 105,000円相当 

 

商品提供価格は，商品本体価格のほか，消費税，梱包等に要する経費など，送料以外の

全ての費用を含むものとします。 

送料は，市の実費負担とします。ただし，提案書に記載のある場合であって市で認める

場合には，２回まで市の実費負担とします。 

広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコースの商品価格及び市負担額については，広島

当該コースの規定によります。 

 

７ お礼の品等の発送・提供 

  市から送付する依頼書（寄附者の住所・氏名・希望商品等を記載）に基づきお礼の品等

を発送・提供してください。 

  お礼の品等の発送・提供に当たり，お礼の品に係る責任は当該商品の提供者が負うもの

とします。（送付先へ規格の商品が到着するまで，又は寄附者が規格のサービスの享受が

完了するまでを事業者の責任で実施できること。） 

※市の発行する礼状及び市のパンフレット（依頼書に併せて郵送します。）を同封（複

数回発送の場合は１回目のみ同封）してください。 

※発送に箱等を使用する場合は，市の指定する箱又は自社製品の箱等を用いてくださ

い。 

※発送時に自社のパンフレット等を同封できます。その場合，あらかじめ同封するパン

フレット等を市に提供してください。 

※生鮮食料品等は，寄附者に直接お届け日の確認をしてください。 

  ※複数回発送する場合の進捗状況管理は，パートナー企業においても確実に行ってくだ

さい。 

 

８ お礼の品等の請求及び支払について 

  発送後は速やかに請求書を市に提出してください。 



 

複数回発送する場合は，各回の発送を整理し，最後の発送後に請求書を提出してくださ

い。 

  サービスを提供する場合は，寄附者が規格のサービスを享受した後，又はそのサービス

を享受できることを証した書面を寄附者に発送した後にサービス提供を確認できる書面及

び請求書を市に提出してください。 

  代金は，１日～１５日に市が請求書を受理した場合は翌月５日，１６日～月末に市が請

求書を受理した場合は翌月２５日の振込を原則とします。 

ただし，広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコースのお礼の品等の請求及び支払につ

いては，当該コースの規定によります。 

 

９ 申込方法 

次の書類に必要事項を記入し，添付書類とともに竹原市役所総務課まで提出してくださ

い。ただし，広島中央地域連携中枢都市圏セレクトコース申込方法については，当該コー

スの規定によります。 

（１）竹原市ふるさと納税お礼の品等に関わるパートナー企業登録書兼誓約書 

    竹原市ふるさと納税お礼の品等に関わるパートナー企業登録に必要な書類となりま

す。 

    企業内容の変更がない場合には，次年度以降本様式の再度提出は不要です。 

（２）竹原市ふるさと納税お礼の品等応募提案書 

お礼の品等が「４ お礼の品等」の選定基準を満たしているかを確認するととも

に，実際にふるさと納税ポータルサイトに掲載される内容となります。 

  また，お礼の品等の内容に変更などがあった場合は，随時提案書を作成の上，提出

してください。 

（３）お礼の品等の画像 

お礼の品等の写真は，電子データにより提出してください。提出された画像につい

て市がふるさと納税ポータルサイトに最適なサイズに加工して掲載する場合がありま

す。 

   

10 個人情報の保護 

パートナー企業は，この事業による業務を遂行するため，個人情報の取扱いについて，

竹原市個人情報保護条例及び関係法令を遵守してください。 

寄附者の個人情報は，お礼の品等の発送・提供以外の目的に使用することはできませ

ん。 

 

11 その他留意事項 

（１）提供していただくお礼の品は現物の確認を行います。 

（２）パートナー企業はあらかじめ申込みした品物・特典の変更・辞退をする場合や発送遅

延，販売中止，品質及び送付過程等で事故等の問題が発生した場合には速やかに市へ報

告するものとします。 

（３）パートナー企業は，品物・特典の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合は，

真摯に対応して解決に努めるものとし，苦情内容について市へ報告するものとします。                          

また，品質等による保証やクレーム対応について，市は一切責任を負いません。 



 

（４）市は，お礼の品等若しくはパートナー企業が本要項３又は４に定める要件に適合しな

くなった場合，又はふるさと納税寄附促進事業にふさわしくないと認められる場合に

は，その選定を取り消すことがあります。 

（５）市は，提案内容に虚偽があった場合又は市に損害を及ぼす行為等があった場合には選

定を取り消します。 

（６）市は，国の定めるふるさと納税に関する制度変更があった場合には，パートナー企業

との調整などを行う場合があります。 

（７）パートナー企業が，以後のお礼の品等の提供を辞退する場合には，辞退届出書（任意

様式）を提出してください。なお，辞退が承認されるまでの期間に申込のあったお礼の

品等については，パートナー企業の責任をもって，お礼の品の発送等を履行してくださ

い。 

（８）パートナー企業については，毎年 1 月から 2 月頃に選定されているお礼の品等の内容

の変更の有無等の確認を行います。変更や辞退がない場合には，次年度以降も引き続き

お礼の品等として寄附の受付けを行います。 



 

  年  月  日 

 

竹原市長 様 

 

竹原市ふるさと納税お礼の品等に関わるパートナー企業登録書兼誓約書 

 

所在地（住所） 

事業者名（氏名）          ㊞ 

代表者名 

電話番号 

 

竹原市ふるさと納税お礼の品等応募提案をするに当たり，次の事項について誓約しま

す。 

（１）事業の実施において，竹原市ふるさと納税寄附促進事業に係るお礼の品等選定要項を

遵守し，市長の指示に従います。 

（２）決定を受けたお礼の品の生産，製造及び適正な品質管理体制を整備するとともに，消費者

に対して安全と信頼の確保に努めます。 

（３）決定を受けたお礼の品等の品質及び流通等において事故等のトラブルが生じたときは，

当方が一切の責任を負います。 

（４）別紙「竹原市個人情報取扱業務特記事項」に留意し，竹原市個人情報保護条例及び関

係法令を遵守します。 

（５）パートナー企業登録期間中，毎年 12 月末時点の市税の納税状況について市職員が確

認することに同意します。（竹原市物品調達等及び委託役務入札参加資格を有する事業

者は除く。） 

 

１ 担当者氏名  

２ 担当者連絡先 

電 話： 

F A X： 

メール： 

U R L： 

３ お礼の品等名称 

  （応募提案中含む。） 

 

 

 

添付資料 

（1）事業者概要（パンフレット等でも可・省略可能） 

（2）竹原市ふるさと納税お礼の品等応募提案書 

 

 

 

 



 

竹原市個人情報取扱業務特記事項 

 

（個人情報の取扱い） 

第１ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっ

ては，個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するために知り得た個人情報の内容を，

他に漏らしてはならない。 

２ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するための個人情報の取扱いを伴う業務

に従事している者又は従事していた者が，この事業に係る業務を処理するために知り得た

個人情報の内容を，他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は，この事業が終了し又は解除された後においても，また同様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため，個人情報を収集し又は利用

するときは，当該業務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供制限） 

第４ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため竹原市から提供された個人情

報が記録された資料等を，竹原市の承諾なしに第三者に提供してはならない。ただし，お

礼の品を発送するために，宅配業者に個人情報を提供することは除く。 

（再委託等の禁止） 

第５ パートナー企業は，この事業に係る業務の処理を第三者に委託し又は請け負わせては

ならない。ただし，あらかじめ竹原市が書面により承諾した場合は，この限りでない。 

（複製，複写の禁止） 

第６ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため竹原市から提供された個人情

報が記録された資料等を，竹原市の承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の適正管理） 

第７ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため竹原市から提供された個人情

報が記録された資料等をき損及び滅失することのないよう，当該個人情報の適正な管理に

努めなければならない。 

（提供資料等の返還等） 

第８ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため竹原市から提供された個人情

報が記録された資料等を，業務完了後速やかに竹原市に返還するものとする。ただし，竹

原市が別に指示したときは，当該方法によるものとする。 

（事故報告義務） 

第９ パートナー企業は，この事業に係る業務を処理するため竹原市から提供された個人情

報が記録された資料等の内容を，漏えい，き損及び滅失した場合は，竹原市に速やかに報

告し，その指示に従わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第１０ 竹原市は，パートナー企業が個人情報取扱業務特記事項の内容に反していると認め

たときは，パートナー企業の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

 



 

  年  月  日 

 

竹原市ふるさと納税お礼の品等応募提案書 

 

申込者 

所在地（住所） 

事業者名（氏名）         ㊞ 

代表者名 

電話番号 

 

 竹原市ふるさと納税に係るお礼の品等選定要項を遵守し，次のとおり提案します。 

商品名又は 

サービス名 

（フリガナ） 

 

商品の概要 

 

（HP 掲載の参

考にします 

100 字程度） 

 

商品の画像 

 

（HP 掲載など

に活用しま

す。添付資料

として提出

可。） 

 

市負担額区分   円 （消費税込）   

商品提供価格   円 （消費税込）   

申込受付時期 □通年      □期間限定   月（～  月） 

発送可能時期 □通年      □期間限定   月（～  月） 

発送可能数量 □数量限定なし   □数量限定   個（セット） 

発送までの期

間 
      週間程度  

発送方法 □常温   □冷蔵   □冷凍   □包装対応   □のし 

広島中央地域連携中枢都市圏 

セレクトコースへのエントリー 
   希望する   ・  希望しない 

備考 

 
 

添付資料 商品の画像（電子データ） 



 

  年  月  日 

 

 様 

 

竹原市ふるさと納税お礼の品等決定通知書 

 

竹   原   市   長 
〒725-8666 竹原市中央五丁目 1 番 35 号 

○ ○ ○ ○ 部  × × 課 

 

 竹原市ふるさと納税に係るお礼の品等応募提案を受け，審査した結果，次のとおり決定し

ましたので通知します。 

 

決定区分    □ 承認    □ 不承認 

商品名又は 

サービス名 
 

市負担金額            円（送料  回まで） 

申込受付時期 □通年      □期間限定   月（～  月） 

発送可能時期 
□通年      □期間限定   月（～  月） 

 

発送可能数量 □数量限定なし   □数量限定   個（セット） 

発送までの期間     週間程度  

発送方法 
□常温   □冷蔵   □冷凍   □包装対応   

□のし 

備考  

 

                担当：□□係 △△ 

電話：0846-22-○○○○ 


