
「ふるさと納税」とは、“ふるさと”（自分が応援・貢献したいと思う都道府

県・市町村）への寄附金のことで、個人が２,000 円を超える寄附を行ったと

きに、住民税と所得税から一定の控除を受けることができる制度です。 

 寄附先の“ふるさと”に定義はなく、出身地やゆかりのあるまちなど自由に

選ぶことができます。 

ふるさと納税で

伯耆町を
応援 し て くだ さい

 ほ う  き  ち ょ う

【問合せ先】 伯耆町役場 総務課 ふるさと納税担当 電話 0859-68-3111

〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3 

自然環境の保全

大山、日野川などの豊かな自然環境

保全のため、リサイクルの推進や一斉

清掃などの環境美化活動などを通し

て、自然の大切さを学ぶ事業などに活

用します。

■生ごみ減量化事業

■自然公園事業

■有害鳥獣駆除事業  など

健康・医療・福祉の確保 

少子高齢化が進行する中で、住民だ

れもが健康で明るく過ごすために、高

齢者福祉の充実や将来の伯耆町を担

う次世代の育成などに関する各種事

業に活用します。 

■障害者社会参加推進拠点運営事業

■小中学校の少人数学級実施 

■学校図書の充実    など 

まちづくりの促進 

地域の自主的な活動などへのコミ

ュニティ活動助成や地域の防火水

槽・消火用ホース格納庫の改修などの

住民が安心して暮らせる防災活動へ

の支援事業などに活用します。 

■ＬＥＤ街灯整備事業 

■消防施設整備事業 

■防災体制整備事業   など 

「逆
さか

さ大山
だいせん

」伯耆
ほう き

町
ちょう

の上野堤
うえのつつみ

から見た大山
だいせん



伯 耆 町 ふ る さ と 納 税 お 礼 の 品 

（コカ・コーラ） 

 森の水だより2Ｌ×6本 

伯耆町内の大山工場において

採水された天然水（軟水）です。 

鳥取和牛チップ、ね

ぎチップ 各110g 

濃厚ステーキ塩胡椒風

味のチップスと甘みたっぷりの白ねぎのチ

ップスです。 

酒粕パウンドケーキ250ｇ、 

ブルーベリーパウンドケーキ250g 

久米桜酒造の八郷の酒粕

と伯耆町産のブルベリー

を練りこみました。 

（夢食研）おからかり

んとう３種おから、か

ぼちゃ、くるみ 

特許技術により、サクッ

としたソフトな食感です。

（夢食研）わかめ

佃煮、さんま佃

煮、しいたけ佃煮 

夢食研独自のうまみを熟成させる酵素処理

を施した、わかめとさんまを使用しました。

（夢食研）炙り豚肉、炙りハタハタ、

炙りサーディン（いわし） 

酵素処理を施し豚肉、

ハタハタ、いわしを使

用ました。 

伯耆町八郷産米コシヒカ

リ５kg 大山の名水とこ

だわりの有機肥料、減農

薬でおいしく作り上げま

した。

大山山麓の黒ぼく

で育った新鮮野

菜。その季節の旬

の物をお届け。 

伯耆和牛ﾐｯｸｽｽﾗｲｽ 300g 

大山山麓の恵まれた環境

の中でのびのびと育った

伯耆和牛様々な部位の美 

味しさが楽しめるﾐｯｸｽｽﾗｲｽをどうぞ。 

（コカ・コー

ラ）いろはす

天然水 555

ｍｌ×24本 

伯耆町内の大山工場で採水 

（大山Gビール） 

４種 6 本 ピルスナー

×2本、ヴァイツェン×

2本、ペールエール×1

本、 スタウト×1本 

どぶろくの大吟醸 

 「源流どぶろく上代」

伯耆町の西にそびえる

鎌倉山が育んだい地下 

水と、地元産の酒米から作りました。 

 (大山乳業農協)牛乳

900ml×1本、カフェ

オレ900m×1本、の

むヨーグルト750m 

×2本 クール便でおりします。 

203 ギフトミルクとのむヨーグルト 

 (大山乳業農協) ロールケーキと 

抹茶ロールケーキ

約 14ｃｍ×２個

クール便（冷凍）

でお送りします。 

202ロールケーキと抹茶ロールケーキ 

(大山乳業農協)バニ

ラ、抹茶、いちご、

ブルーベリー 各２

個（131ml×８個）。 

クール便（冷凍）でお送りします。 

お好きなものをお選びください
お寄せいただいた寄附の金額に応じて、ラインナップの

中から、お好きなものをお選びください。 

お礼の気持ちは何度でも

年度内の寄附回数の制限はございません。寄附をお寄せい

ただくたびに、お礼の品をお贈りいたします。 

ご 注 意

ご入金を確認後に、事業者へ発送依頼を行うため、お礼

の品が届くまでに２週間～２ヶ月程度かかります。 

お礼の品は事業者からお届けするため、ご住所・お名前・

電話番号を事業者にお知らせしますので、ご了承ください。 

お礼の品は、季節等で変わる場合があります。 

寄附金額が５千円以上のお礼の品 

寄附金額が１万円以上のお礼の品 

201 アイス＆シャーベット 

204 いろはす  205 大山Ｇビール  206 源流どぶろく上代  

207 伯耆町産コシヒカリ  208 季節の野菜セット  209 伯耆和牛ﾐｯｸｽｽﾗｲｽ  

101 森の水だより  102 大山望チップス  103 大山望パウンドケーキ

104 おからかりんとう  105 佃煮セット  106 炙りセット  

ステーキカリー中辛240g×4箱 

  鳥取和牛の風味を活かす為、大きなサイコロステーキをゴ

ロっと入れて作りました。 

210 ステーキカリー4箱  



寄附金額が３万円以上のお礼の品 

大山 G ビール ４種１２本 ピルスナー、

ヴァイツェン、ペールエール、 スタウト  

大山の麓で良質な天然水を使って仕込んだ、

こだわりの地ビール。  

301 大山Ｇビール 12 本  

氷温乾燥熟成和牛 200g と伯耆和牛ハンバ

ーグ 10 個。 氷温熟成肉は摂氏０℃以下の

未凍結温度域で、旨みを引き出した熟成肉で

す。※毎月先着30セット限定 

302氷温乾燥熟成和牛と伯耆和牛ハンバーグ

伯耆和牛ミックス焼肉 600g 

大山山麓の恵まれた環境の中でのび

のびと育った伯耆和牛。様々な部位の

美味しさが楽しめるミックス焼肉 

303 伯耆和牛ミックス焼肉  

大山ペンション村内の素泊まり宿キッチン

洗濯室完備。ツインルーム宿泊券をお届けし

ます。 

【提供】大山バックパッカーズ 電話 0859-57-5516 

304 大山バックパッカーズ宿泊券

ロースステーキ

200g×2枚 

大山Gビール  

3種 3本 

大山望和牛カレー 中

辛 240g 10 食セッ

ト。伯耆牛を使用した

こだわりのカレー。

鳥取和牛ミック

ス焼肉８00g、 

バーベキュー用

野菜 ３種

寄附金額が５万円以上のお礼の品 

401 伯耆和牛ﾛｰｽｽﾃｰｷと大山 G ビール 402 大山望和牛カレー  404 BBQ 用和牛と野菜のセット 

寄附金額が１０万円以上のお礼の品 

季節の野菜セット（8～9種）、 

伯耆和牛ﾐｯｸｽｽﾗｲｽ １ｋｇ、 

八郷 1.8L × 2 本 

※毎月先着５セット限定 

501 伯耆和牛スライス１ｋｇと季節の野菜と地酒八郷

ミックス焼肉 600ｇ＋モモブロ

ック500g、季節の野菜セット（8

～9種）、ひとめぼれ５kg 

 ※毎月先着５セット限定

502 伯耆和牛と季節の野菜とお米 

第一回 ひとめぼれ １０kｇ 

第二回 こしひかり １０ｋｇ 

第三回 ハデ干し米 １０ｋｇ 

1ケ月に１０ｋｇを３回お届けします  

504 伯耆町産米 １０kｇ×３回

伯耆和牛厳選モモブロック 

 約 500g×3P  

大山山麓の恵まれた環境の中での

びのびと育った伯耆和牛 

503 伯耆和牛 厳選モモブロック  

寄附金額が３０万円以上のお礼の品 

大山 G ビール 12 本、伯耆和牛ﾛｰｽｽﾃｰｷ

200g×4枚、季節の野菜セット（8～9

種）、伯耆町産米 ５kg 

※毎月先着７セット限定 

601Ｇビールと和牛ステーキと季節の野菜と伯耆町産米

八郷 1.8L×2 本、伯耆和牛ﾛｰｽｽﾃｰｷ 

200g×4枚、季節の野菜セット（8～

9種）、伯耆町産米 ５kg 

※毎月先着７セット限定 

602 地酒と和牛ステーキと季節の野菜と伯耆町産米 

伯耆和牛 ヒレステーキ 

150g×5枚 大山山麓の恵

まれた環境の中でのびのび

と育った伯耆和牛です。 

※毎月先着３セット限定 

603 伯耆和牛 ヒレステーキ 

伯耆和牛ロースブロック１kg、モモブロッ

ク１kg  大山山麓の恵まれた環境の中で

のびのびと育った伯耆和牛は、生産者が一

頭一頭に丹精をこめた逸品です。 

※毎月先着１２セット限定。 

604 伯耆和牛厳選ブロックセット

伯耆和牛 厳選 切り落とし 1kg   大山山麓の恵まれた環境の中でのびのびと育った伯耆和牛は、生産者が一頭一頭 

伯耆和牛 厳選 切り落とし 1kg    に丹精をこめた逸品です。様々な お料理にご利用いただける切り落とし肉です。

403 伯耆和牛 1kg  



ふるさと納税制度について【制度の概要】 

■都道府県・市区町村に対してふるさと納税（寄附）をすると、ふるさと納税（寄附）額のうち 2,000 円を超え

る部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。 

寄   附   金  

適用下限額 

2,000円 

所得税・住民税の控除 
※控除の上限額は所得状況により異なります 

※寄附された年の所得税および翌年度の住民税から控除されます 
（例：年収700 万円の給与所得者(夫婦子なし)が、30,000 円のふるさと納税をすると、2,000 円を除く 28,000 円が控除されます。） 

■控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です。 

■確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申

請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例（ふるさと納税ワンストップ特例制度）が創設さ

れました。 

※伯耆町へ寄附をされた場合は入金確認後に確定申告用の寄附証明書とワンストップ特例申請のお知らせ(申請書)

をお送りします

総務省ホームページより 

寄附をお寄せいただく方法 
■郵便局から振込（手数料は無料です。）

郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口でご利用いただける振込用紙をお送りしますので、伯耆町役場ふるさと納税

担当へご連絡いただくか、伯耆町ホームページからお申込みください。 

伯耆町役場ふるさと納税担当 電話 ０８５９－６８－３１１１ 

ホームページ

■クレジット決済（手数料は無料です。）

クレジットカードにより、自宅に居ながら、申込みから決済までワンストップで手続きを行うことができます。 

 ホームページより、「ふるさとチョイス」のサイトにアクセスし「Yahoo! 公金支払いクレジットカード決済」

の手続きへお進みいただけます。 

ホームページ

伯耆町ふるさと納税  

ふるさとチョイス伯耆町 

鳥取県伯
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 ふるさと納税担当 

〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長３７番地３  Tel  0859-68-3111   Fax  0859-68-3866 
http://www.houki-town.jp/public/hfurusato/       e-mail  h_furusato@houki-town.jp 


