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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

月
刊 

「ふるさと納税ってよく聞くけど、やったことない、難しそう」という声が聞こえてきそうです。今月号はそんなあ

なたのための特集。 

 「ふるさとを応援したい」「ふるさとの発展に貢献したい」という気持ちをふるさと納税(寄附)として形にする

と、寄附者は確定申告などにより住民税や所得税の一部が控除され、寄附を受けた自治体はその寄附金を活用して、

地域活性化を積極的に展開することができます。自分の住む市町村以外の自治体に寄附をすると特産品をゲットでき

るという仕組みが、お得感もあり、人気の秘密です。確定申告をする必要のない人には「ワンストップ特例制度」

が、インターネットを利用しない人には郵便振替や直接市役所窓口で寄附をすることもでき、思ったよりハードルは

低そうです。 

 「返礼品が欲しくて」という声も聞きますが、寄附をすることによってその自治体が元気になる、特産品を提供し

ている事業所・生産者が元気になる、ということが、一番大事なコンセプト。 

 淡路を離れて遠くに住む家族が淡路３市にふるさと納税をする、ポケットあわじの読者が自分の住む市以外の島内

自治体に寄附をすることで、淡路全体が元気になっていけばうれしいですね。   （応援隊：村上 紀代美） 
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                 Page ２ 応援隊取材記事・洲本市 

洲本市企画情報部 魅力創生課 

℡ ０７９９－２２－３３２１（代表） 

℡ ０７９９－２４－７６４２（直通） 

 洲本市の返礼品は現在835種類あって、これ

から70種類程度が増える予定です。その中でも

人気があるのは①淡路牛②アワビやサザエなど

の魚介類③玉ねぎで、特徴のあるものとして、

湊かなえさんの直筆サインの本や、洲本温泉の

宿泊券などがあります。 

 １件当たりの納税額は20,000円までが80パー

セントを占めています。返礼品について納税者

の声として「淡路牛」や「由良産のウニ」が美

味しかったなどが多く、要望として「果物」も

あるそうです。 

寄附金は、赤レンガ建物のリノ

ベーション、図書館の充実、ケーブル

テレビの支援、子どもの医療費の助成

など多種にわたって使用されていま

す。 

最後に塩寺課長は、「全国の多く

の方から洲本市にふるさと納税制度を

利用して寄附をいただいていることに

対して、厚くお礼を申し上げます。淡

路島内の皆さまもよろしくお願いいた

します。」と話されていました。 

応援隊：田処 壱久、瀬戸 由美子） 

ふるさと納税について洲本市の状況などをお聞きしに洲本市役所を訪

れました。洲本市のふるさと納税を担当しているのは企画情報部魅力創生

課で、課長の塩寺さんに対応していただき、ふるさと納税についてのいろ

いろな話を聞かせていただきました。 

 昨年度は約79,000人から納税があり、その金額は約24億円、毎年その金

額が増えてきているそうです。今年度も好調で昨年度を上回る見込みだそ

うです。 

 これは担当職員のきめ細やかな事務と、返礼品を業者任せにせず、職員

自らの目で確かめているなどの、努力の成果かもしれません。また東京に

設置しているアンテナショップの効果なども大きいとのことです。 

洲本市企画情報部 魅力創生課 

℡ ０７９９－２２－３３２１（代表） 

℡ ０７９９－２４－７６４２（直通） 

 



ポケットあわじvol.221  20２０年12月号 

 

 

                 Page ３ 応援隊取材記事・南あわじ市 

南あわじ市には、ふるさと

南あわじ応援寄附金特産品カ

タログもありますが、QRコー

ドを読み取ってインターネッ

ト「ふるさとチョイス」のサイトにいく

と、すぐ南あわじ市の特産品や頑張って

いる企業・グループ・生産者の紹介が

載っています。市民として、とても興味

深く読ませてもらいました。 

南あわじ市総務企画部ふるさと創生課つながり開発室の担当者の方に

お話を伺いました。応援隊の３人は南あわじ市民ですが、市役所にふる

さと納税を通して市のPRを行う開発室があるのを初めて知りました。南

あわじ市の特産品を知ってもらいたいという取り組みの結果、事業者さ

んの協力のもと良い返礼品が生まれていることを担当のお二人が熱く語ってく

れました。 

南あわじ市総務企画部 

ふるさと創生課 

℡ ０７９９－４３－５２５１ 

FAX ０７９９－４３－５３０５ 

寄附額の多い価格帯 

10,000円以上30,000円未満 

   約４７％ 

5,000円以上10,000円未満 

   約２０％ 

寄附額の多い都道府県 

東京都・大阪府・兵庫県 

【今年度の目標】新規のふるさと納税出品事

業者を増やす。新しい返礼品を追加する。 

 

原坂さん 近江さん 

 

たくさんある返礼品の中でも南あわじ市

にしかないものは、３年とらふぐセット、淡

路島牛乳の乳製品詰め合わせ、松帆銅鐸の形

をしたお昼寝布団、八木馬回集落のお手製薪

セット、沼島の天然赤海老、飛行犬撮影デー

タセット、淡路人形座パスポート等々です。

返礼品のタクシーチケットは、「市内に住む

運転免許証を返納した両親に活用してほし

い」との声を受けて始めたそうです。 

洲本市・淡路市の皆さん、南あわじ市に

「ふるさと納税」、いかがでしょうか？ 

（応援隊：坂本厚子、村上紀代美、川原雅代） 
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 淡路島の北部に位置する［淡路市］

は、明石海峡を横断して架けられた世

界最大の吊り橋「明石海峡大橋」を神

戸から淡路へ渡ったところにありま

す。東方面では朝日が昇るのを目にし

て清々しい気分で一日の元気をいただ

き、また西方面では夕日の美しさに見

とれ一日の疲れも吹っ飛び、明日への

頑張りが湧いてくる自然豊かなところ

です。 

 平成20年、全国的にふるさとが過疎

化で淋しくなりかけているのでもっと

活性化するようにと「ふるさと納税」

が始まりました。最初はご協力いただ

いた方全員に納税金額に応じて返礼品

を選んでいただきお送りしていました

が、平成30年度からは市外の方だけが

対象となり、昨年６月からは納税金額

の３割相当の品物を返礼品から選んで

いただいています。  

Page ４ 応援隊取材記事・淡路市 

淡路市企画情報部 

     まちづくり政策課 

℡０７９９－６４－２５０６（直通） 

 昨年度の人気商品は、１位は淡

路牛、２位は白いちご、３位は玉

ねぎ、４位はハンバーグ、５位は

パスタの順でした。 

 制度を開始した平成20年度は、

皆さまから2917万円のご協力をい

ただきました。平成26年度は2億

8750万円で県下１位になりまし

た。令和元年度は5億1419万円で県

下７位でした。令和２年度は昨年

度よりも多くなりそうです。 

 皆さまからお寄せいただいた寄附金は、１．活力ある地域づくり支援事業、２．環境保全支援事業、３．教育の推進充

実、４．観光の振興（世界的観光立島へ！）、５．その他市長が認める事業（例：暴力団排除活動支援、自主防災組織拠点

整備等）に使って、淡路市に住んで良かった、帰って来て良かった、訪れて良かったと思える「いつかきっと帰りたくな

る街づくり」をキャッチフレーズに職員一丸となって目標に向かって努力していますと、担当者の淡路市企画情報部ま

ちづくり政策課の池本暁彦さんと一瀬紗矢香さんのお二人が丁寧に説明してくださいました。 

 市役所へ入った途端、緊張した５人ですが、別室でお二人のお話を聞いてたくさんの質問にも丁寧に答えていただ

き、帰りの顔は全員ニコニコ顔でした。ありがとうございました。 

                                  （応援隊：廣岡ひろ子 竹代 結 岡まさよ 米田静子 平見幸子） 

担当の池本 暁彦さん、 

     一瀬 紗矢香さん 
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 所得税や住民税が還付・減額！ 
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お墓の清掃サービス利用者は、淡路市１件、洲本市・

南あわじ市ともになし。来年は増えるかな？？ 

 

淡路市から三原のおばあちゃんに

鯛の宝楽焼きセットをサプライズ

プレゼントして喜ばれました。 

 

名古屋在住です。故郷に恩返しをしたく

て毎年淡路島にふるさと納税してます。 

 
淡路島はワンチーム。ふるさと納

税は必ず島内にしています。 

 

由良のウニおいしかった！現地で食べた

くなってGO TOで来ちゃいました。 

 

ふるさと納税歴５年。返礼品でええ

もん食べて家族に感謝されてます。 

 

 

 所得税や住民税が還付・減額！  所得税や住民税が還付・減額！ 

 確定申告、または 

ワンストップ特例申告書の           

    提出が必要になります。 

 

<ふるさと 
チョイス> 
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 この時期になると成人式の晴れ着に関する相談が増加します。 

晴れ着のレンタル契約にはどんな注意が必要でしょうか  

主な確認事項 
1.衣装の契約内容はどうなっているか。 
2.レンタル以外のサービス 
   内容は。（着付け、写真等） 
3.レンタル料はいくらか。 
4.レンタル期間はどの位か。 
5.契約成立はいつか。 
6.解約した場合の解約金は 

   いくらか。  

 「今だけキャンペーン」「期間限定特典」などと、 

業者から契約を迫られることがありますが、トラブルを避けるため
にも、迷っていたり、契約内容に不審な点があったりする場合は、
契約ぜず充分な情報を集めてから決めましょう。 

淡路県民局 交流渦潮室  

県民・商工労政課（消費者センター）        

☎0799-26-3360 

 

 

 「淡路花祭2020春」のイベントの一環で実施

した「第8回淡路花祭フォトコンテスト」は、人

と花の関わりをテーマにした「人・花部門」と

「花の札所」の魅力をテーマにした「花の札所

部門」の２部門で募集し、島内外から112作品

の応募がありました。審査により決定した入賞

作品17点を下記のとおり展示しますので是非、

ご覧ください。 

 

■展示期間 12月3日(木)～12月24日(木) 

■展示場所 洲本市文化体育館 

 

☆第9回「淡路花祭フォトコンテスト」も来年開

催を予定しています。詳細は決まり次第ホーム

ページに掲載いたします。 

 

 申込・問合わせ先：（一財）淡路島くにうみ協会 

 電話：0799-24-2001 FAX：0799-25-2521 

 Eメール：awajishima@kuniumi.or.jp 

 ホームページ：http://www.kuniumi.or.jp 

☆第８回「淡路花祭フォトコンテスト」 
            入賞作品展示 

成人式の晴れ着レンタル。契約時の注意点は？ 

［事例］ 最近、娘に成人式の晴れ着のダイレ

クトメールが届いた。２年も先なのに、契約金

を全額入金するのは不安。 
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インフォメーション Page 7 

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、各イベント開催予
定が変更されることもありま
すので、お出かけ前には、主催
者にお問い合わせをされます
ようお願いします。 

 ご注意 
 

□所  656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎   0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 
 
 
 

 福を授けます 戎舞 
①「バックステージ」 

   「人形解説」 

   「戎舞」 

□時 10:00,11:10,13:30,15:00 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

②「バックステージ」 

 「人形解説」 

   「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段」 

□時 土曜日、日曜日の11:00，13:30 

  〔5日(日)、20日(日)は除く〕 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

※上演内容は変更になる場合がありま

す。ご了承ください。 

    ◆淡路人形座公演案内  
 
 
 
□所 〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎  0799-74-1200 □Ｆ  0799-74-1201 

□時 10:00～18:00 (最終入館は閉館の 

  30分前まで) 

 

 

 

□日  11月14日(土)～1月17日(日) 

□￥ 入館料：大人７00円、70歳以上 

   (要証明)350円、高校生以下無料 

 

 
 
◆プリザーブドフラワー教室 
◆アロマセラピー教室 
◆お正月苔玉教室 
□日  12月19日(土)～12月20日(日) 

★材料費要 

★予約優先(詳細は植物館まで)  

□￥ 入館料：大人７00円、70歳以上 

   (要証明)350円、高校生以下無料 

 

 

 
◆子どもミュージカル◆ 
□日 12月19日・20日①11:00～②14:00～ 

出演：ミラクルメイツ 
◆オペラ 
□日 12月19日①15:00～②19:00～ 
出演：日下部祐子(ソプラノ)、谷浩一

郎(テノール)、山下諒(ピアノ) 
◆ポップスステージ 
□日 12月20日①16:00～②19:00～ 

出演：ジェード・ビリアローザ(ボーカ 

ル)、小村雅弘(ギター) 

★観覧無料 

□￥ 入館料：大人７00円、70歳以上 

   (要証明)350円、高校生以下無料 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 

「奇跡の星の植物館」 

◆淡路市立しづかホール  
□所 〒656-2132淡路市志筑新島5-4    
☎  0799-62-2001 □Ｆ0799-62-6465 

Mail：info@shizukahall.com 

□休 火曜日 

 

 

 自分で体をなでたりツボを押すなど、

体の声を聞きながら心までほぐれていく 

『神楽道』ー神楽健康教室ー 

※創生神楽「なぎとなみの巡り愛」に

も参加できます。ご興味のある方は是

非、体験してみてください。 

【講師】表 博耀  (オモテ ヒロアキ) 

    日本国エンターテイメント観 

    光大使・創生神楽宗家 

□日 12月 3日(木)19:00～21:00 

□会 しづかホール ホール            

□￥ 1,500円(月1回)(初回体験￥500) 

【対象】幼児～(年齢制限なし) 

【服装】軽い体操のできる服装(スト 

    レッチ・神楽所作な 

    ど)でお越しください。 

 
 

 初心者でも大歓迎です。みんなで合

唱する楽しさを体験してみませんか。 

※初回体験無料/随時募集中！！ 

□日12月12日(土)・12月19日(土) 

    14:00～15:30 

□会 しづかホール  リハーサル室     

【対象】小学生～ 

□￥ 1,000円（月2回） 

《申し込み・問い合わせ》しづかホール 

TEL:0799-62-2001   

Mail :  info@shizukaha l l .com  

しづか少年少女合唱団  

神楽道ー神楽健康教室ー  

定時公演 

淡路人形座へご来座される 

  お客様へのお知らせとお願い 

         

     
 国及び自治体の定める新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドラインに基づいて、感

染予防処置を実施しております。お客様に

はマスクの着用、手指の消毒、検温の実施

等へのご協力をお願い申し上げます。 

 

 
第7回 阿波路会  

 竹本友和嘉・鶴澤友勇 

      女流義太夫公演 

「演目解説」正井良德〔公益財団 

      法人淡路人形協会理事長〕 
 

「生写朝顔日記 宿屋より 

   大井川の段」(素浄瑠璃) 
□時 12月20日 (日） 

    開場 17:30 (開演 18:00) 

□￥ 大人 前売り1,000円/当日1,500円 

      学生(高校生以下)・淡路人形座 

    サポートクラブ無料 

※ 未就学児は入場不可 

※ 前売り券発売中(全席指定) 

主催：淡路人形座・阿波路会 

〔臨時公演〕 

※定時公演が30名様以上の場合、下記

の時間帯で臨時公演も可能です。(15日

前までの事前予約が必要です。) 

□時 9:00、 16:00  

□休 【12月の休館日】      

2日(水)、4日(金)午後、5日(土)、9日

(水)、10日(木)午後、11日(金)、16日

(水)、23日(水)～31日(木) 

 

１２月の特別公演 

 

クリスマスフラワーショー  
  2020-「宇宙のクリスマス」  

クリスマス体験教室  

クリスマス音楽イベント  
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「ポケットあわじ」は、応援隊の手により取材や編集がされ、月に

3,500部発行しています。そして、島内各市の庁舎・公民館・商業施

設など約250ヶ所に無料配布しています。今後も生活情報新聞とし

て、豊かな情報をお届けしたいと思いますので、ご愛読よろしくお願

いします。また、読者の皆さまからのお便り、情報をお待ちしていま

す。 

 なお、バックナンバーを淡路文化会館のホームページに掲載してい

ますので、こちらも是非ご覧ください。 

(発行)淡路生活創造応援隊 淡路文化会館 淡路文化会館運営協議会 
□〒 656-1521淡路市多賀600   
☎0799-85-1391 □F 0799-85-0400  
E-mail：a-pocket@hyogo-ikigai.or.jp  
 H   P  ：https://www.awaji-bunkakaikan.jp/ 

インフォメーション 

◆洲本市文化体育館  

 

□所  656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

☎  0799-25-3321 □Ｆ 0799-25-3325 

 

 

 「人と花の関わり」や「花の札所の

魅力」をテーマに撮影された写真コン

テストの入賞作品を展示します。 

□日 12月３日(木)～12月24日(木) 

□会  エントランス 

□￥ 無料 

□問  (一財)淡路島くにうみ協会 

    ☎ 0799-24-2001 
 
 
 
 学生と一般作品の書道の展示会です。 

□日 12月12日(土)～12月13日(日) 

 10:00～18:00(最終日16時迄) 

□会  会議室1A 

□￥ 無料 

□問 淡路書道連盟事務局 

     ☎090-5881-5264(吉田) 

 

 

 

 蒼開中学・高等学校ジャズバンド部 

によるジャズコンサートです。ホール

ホワイエで、中高文化部展示を同時開

催しています。 

□日 12月20日(日) 開場：13:30  

        開演：14:00 

□会  文化ホール「しばえもん座」 

□￥ 無料 

□問 蒼開高等学校 ☎0799-22-2552      

     蒼開中学校       ☎0799-22-2551      

       お知らせ 

 
 新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、各イベント開催予定が変

更されることもありますので、お出

かけ前には、主催者にお問い合わ

せをされますようお願いします。 

 

 

□所 〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎ 0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

□時  10:00～18:30 

□休  毎週木曜日/祝日の翌日 

(祝日翌日が、土日または祝日の場合、

その祝日以降最も近い平日） 

  

 

 

 日頃サンシャインホールで練習して

いる、少年少女合唱団、ハンドベル、

「ふだんぎコンサート」のメンバーの

他、今回は東浦中学校吹奏楽部の皆さん

が、一足早いクリスマスをお届けしま

す。曲当てビンゴ大会もあります。(景

品付) 

□日 12月6日（日） 14時開演 

□￥ 入場料：無料 

◆淡路市立サンシャインホール 

クリスマスコンサート 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

□休 月曜休館 

 

〔作品展〕 

□日 12月4日(金)～12月6日(日) 

〔１日体験教室〕 

※事前申し込みが必要 

□￥一部有料  

 

 

 

  淡路支部会員の撮影した写真を展示します。 

□日12月８日(火)～12月27日(日) □休月曜休館 

□時 9:00～21:00(最終日は17時まで) 

□会１階アールギャルリー □￥無料  

編集だより 
 

 「ふるさと」って良い言葉ですね。洲本市育ちで、今も

洲本市で生活している私の「ふるさと」はどこでしょう。 

 「ふるさと納税」未経験の私ですが、今回の取材で「ふ

るさと納税」について学ぶことができました。これを機会

に、私なりの「ふるさと納税」に挑戦してみたいと思います。 

 みなさんも、自分なりの「ふるさと納税」について考え

てみてください。      （応援隊：田村 ひろ子） 

                   

蒼開中学・高等学校ジャズバンド部  

クリスマスファンファンコンサート 

   ◆洲本市民工房 

フォトコンテスト入賞作品展示  

 

□所 〒656-1521 淡路市多賀600 

☎0799-85-1391 □F 0799-85-0400 
□時 9:00～17:00 □￥ 観覧無料 
 
 
 美術展示室と資料室で展示していま
す。ご来場をお待ちしています。 

〔第25回スケッチ淡路100景展〕 

ー美術展示室ー 

 12月12日(土)～12月27日(日) 

展示時間：9:00～17:00 

〔美サロン展(美術展示ボランティア作

品展)〕 

ー資料室ー  

 12月12日(土)～12月27日(日)  

展示時間：9:00～17:00 

書友展  第39回洲本展  

◆洲本市民交流センター 

  ◆淡路文化会館 

美術展示 

市民交流センター文化祭  

 全日本写真連盟  
    淡路支部会員展  


