令和４年度版

あおもりふるさと寄附金
ふるさと納税制度による寄附金

三内丸山遺跡（青森市）

弘前ねぷたまつり（弘前市）

蕪島神社（八戸市）

青池（深浦町）

十和田湖（十和田市）

恐山（むつ市）

ふるさと納税制度は、自らが生まれ育った地域や、関わりが深い地域を応援したいみなさまの想い
にお応えするもので、対象になる自治体に寄附をした場合に、現在お住まいの自治体の住民税（県
民税・市町村民税）から、寄附金額に応じて一定額を控除するものです。

青森県

ふるさと納税制度とは？
対象になる自治体※に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額のおおむね2割
を上限として、税の軽減を受けることができます。

※青森県はふるさと納税の対象となる団体として総務大臣に指定されています。

例

東京都在住のＡさんが青森県に３万円寄附した場合

給与収入700万円・夫婦子2人（うち１人特定扶養）

１

寄附金3万円のうち、2,000円を
引いた残り28,000円が控除対象
となります。

２

所得税の寄附金控除（所得控除）
で、
（※）
28,000円×10％（限界税率）（※※）
＝2,800円の税額が軽減されます。

３

個人住民税の寄附金控除（税額控
除）で、残りの25,200円の税額
が軽減されます。

４

２ と ３ あわせて、28,000円の
税額が軽減されることになります。

所得税の限界税率10％、住民税額 293,500円

寄附金 ３万円
適用下限額
１ （寄附金控除の対象外）

寄附控除対象 ２万８千円

＝2,000円

２ 所得税の所得控除

による税額軽減
28,000×10％（※※）
＝2,800円

３

個人住民税の基本控除額

28,000×10％
＝2,800円

個人住民税の税額控除
２万5,200円
個人住民税の特例控除額

90％－10％（所得税の限界税率）
（※※）
＝80％
28,000×80％＝22,400円

（※）限界税率とは、この方に適用される所得税の最高税率
（注）特例控除額は個人住民税所得割額の2割が限度です。
をいいます。年収により5～45％となります。
（※※）平成25年から令和19年まで（個人住民税は平成26年度から令和20年度まで）の間は、所得税の限界税率に復興特別所得税率（2.1％）を乗じて得た率が加算
されます（全体の控除額に変更はありません）。

あおもりふるさと寄附金の手続き
寄

附 者
寄附した年の
翌年の３月15日まで

①お申込

②納入に関する
ご案内

③ご入金

④寄附金受領
証明書

⑤確定申告

⑥所得税の還付

※ワンストップ特例を
利用する場合は不要

青

森

県

税

⑦税額控除
寄附した年の翌年度分の
個人住民税から控除

務 署
連絡

お住まいの
市町村

①
②
③
④

インターネットから、または寄附申出書を使ってお申込みください。※お申込み先は裏面に記載
ご入金方法等について県からお知らせいたします。
お申込みの際に指定した方法によりご入金ください。
寄附金の入金確認後、県から寄附金受領証明書をお送りいたします。
寄附金受領証明書は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
⑤ ⑥ ⑦ 最寄りの税務署で所得税の確定申告を行うことにより、個人住民税・所得税が軽減されます。

ふるさと納税ワンストップ特例について
給与所得者等で確定申告を行う必要がない方について、寄附していただいた自治体が寄附者ご本人に代わって寄附金控除
を受けるための申請の手続きを行う制度です。
（この場合、確定申告が不要となり、所得税の控除相当額を含め、個人住民税からまとめて控除されることになります。
）
ただし、５団体を超える自治体に寄附をした方や、確定申告を行う方については、この特例は適用されません。
特例の適用を希望される場合は、寄附申出書の「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」欄に
チェックをしてください。寄附金の入金後、本県から申請書を郵送させていただきますので、必要事項をご記入のうえ本県
にご提出ください。

Aコース
寄附金額
10,000円以上
20,000円未満

A-04 りんご（サンふじ）３kg
中南

A-01 ねぶた漬
東青

A-02 ほたて塩焼３点セット
東青

む

A-03

青森スティック
へきれき
（青天の霹靂）
うす塩味

東青

つ わん

海 の 幸（数 の 子、ス ル メ、昆 布）
と山の幸（大根、キュウリ）を醤
油で漬け込んだご飯のお供。

陸奥湾産ほたてを使用した、ほた
て塩焼き、ほたてのしぐれ煮、ほ
たて一夜干しの詰め合わせ。

青森県産米「青天の霹靂」を使用
したスナックタイプのお菓子。

250g×4袋入り
消費期限：冷蔵で1か月
事業者：ヤマモト食品（株）

●ほたて塩焼き 45g×2袋／●ほたての
しぐれ煮 45g×2袋／●ほたて一夜干し
45g×2袋
消費期限：常温で6か月
事業者：（株）木戸食品

1個28g×12個入り
消費期限：常温で120日
事業者：（株）富士清ほりうち

A-05 りんごジュース

A-06 ねぶた競演いちご煮

A-07 たっこにんにく

「希望の雫」
１Ｌ×６本

中南

２缶

三八

三八

はちのへ

光センサーで厳選したりんごを
お届けします。
期間限定 8～1１月は発送休止

ふじ、王林、ジョナゴールドなど
をブレンドした、りんご果汁
100％密閉絞りジュース。

ウニとアワビを使用した、八戸地
方に古くから伝わる代表的な磯料
理。

濃厚な味と甘みが特長の高品質
ブランドにんにく。
期間限定 4月～９月は発送休止

３kg入り（９～１０玉程度）
事業者：（株）ヤマダイ

１リットル×６本入り
保存可能期間：常温で１年
事業者：JAアオレン

４１５g×２缶
消費期限：常温で３年
事業者：㈱味の加久の屋

AL規格500g（７～８個程度）入り
事業者：JA八戸

A-10 いか塩辛 浜育ち

A-11 ぶどう（生）２kg

三八

青森県産スチューベン

西北

はちのへ

じゅうさん こ

A-12 十三湖のしじみ満喫
セット

西北

青森サーモン（サク・

A-13 ネギトロ）セット
西北

しらかみさん ち

いかの街八戸の伝統的な塩辛。
ハチミツを添加することで、甘口
に仕上げています。

ニューヨーク生まれ津軽育ち。
酸味が少ない完熟極甘ぶどう。
期間限定 ２～９月は発送休止

身がふとって旨味が強く、活力に
あふれている十三湖のしじみ。レ
トルトと塩ラーメンの詰め合わせ。

白神山地の麓で育てた養殖サーモ
ンを、サクとネギトロのセットで
お届けします。

220g×4個
消費期限：30日（要冷蔵10℃以下）
事業者：マルヨ水産㈱

2kg入り（６～９房程度）
事業者：（有）津軽ぶどう村

●十三湖産レトルトしじみ貝
中粒180g×2パック／
●十三湖しじみラーメン1食入り×2パック
消費期限：常温で6か月
事業者：（株）トーサム

●サク100g×1／●ネギトロ100g×2
消費期限：冷凍で90日
事業者：㈱あおもり海山

フデばあさんの親孝行

A-16 黒にんにく（不揃い）
上北

海峡サーモン特選切身

A-17 ８切セット
下北

となみがおか

A-18 斗南丘ヨーグルトセット
下北

青森県産にんにくを独自製法によ
りじっくりと熟成させた、甘くて
フルーティな黒にんにく。

津軽海峡の荒波が生み出す極上の
純国産サーモンを手軽に楽しめる、
4種の味付け切身の詰め合わせ。

牧場だから作ることができる、新
鮮なミルク製品。香料・酸味料・
安定剤不使用。

190g×2袋入り
消費期限：常温で1年
事業者：（有）柏崎青果

●西京味噌漬、吟醸粕漬、塩麹漬
各100g×2切／●甘塩味80g×2切
保存可能期間：冷凍で90日
事業者：（株）北彩屋

●のむヨーグルト900ml×2本／
●+PGのむヨーグルト 100ml×7本
保存可能期間：冷蔵で2週間
事業者：（有）斗南丘牧場

ひがしどおり十割そば

A-19 セット
下北

石臼で丁寧に粉挽きした麦そば
「キタワセ」を使用した十割そば。

●そば乾麺「ひがしどおり十割そば」
200g（2人前）×3袋／
●そばつゆ 60g（1人前）×6袋
消費期限：常温で180日
事業者：一般社団法人東通村産業振興公社

あおもりふるさと寄附金 お礼の品
青森県外にお住まいの方には、寄附額に応じたお礼の品をお送りいたします。

Bコース

ご注意
・ご入金を確認した翌月の発送となります。
※一部の期間限定品については、発送時期に制限があります。
・１回の寄附につき１品のみお選びください。
・県産品の返品／寄附者本人以外への発送／配達日の指定／長期不在等に
よりお受け取りできない場合の再発送はお受けできません。

たっ こ

さば

寄附金額
20,000円以上
30,000円未満

青森シャモロック

A-08 田子豚味噌漬セット

A-09 味わい鯖 ６缶セット

B-04 青森の桃１００

B-05 和の焼き肉セット

三八

三八

中南

三八

はちのへ

田子豚モモ肉とロースを、たっこ
にんにくと伝統の南部玉みそで
作った特製味噌ダレに漬け込んだ
加工品。

鯖の名産地・八戸漁港自慢の新鮮
な鯖を、丁寧に手詰めした鯖水煮
と鯖味噌煮のセット。

青森県産の桃だけを使用した果汁
100％桃ジュース。

青森県産地鶏「青森シャモロック」
を醤油麹、塩麹、西京味噌の味付
けで楽しめる焼き肉セット。

●田子豚ロース味噌漬（たっこにんにく使用）
100g×2枚／●田子豚味噌漬（たっこにんにく
使用）250g×2パック
消費期限：冷凍で180日
事業者：（株）肉の博明

●水煮200g×3缶／
●味噌煮200g×3缶
消費期限：製造日から36か月
事業者：㈱味の加久の屋

195g×30缶
消費期限：製造日から12か月
事業者：JAアオレン

●もも肉 200g入り×2パック／●むね肉
200g入 り×2パ ッ ク ／●さ さ み 200g入 り
×1パック
消費期限：冷凍で90日
事業者：（株）グローバルフィールド

なん ぶ

と

わ

だ

A-14 十和田焼き小籠包
上北

A-15 ながいも ３本
上北

かざ ま うら あんこう

B-09 風間浦鮟鱇鍋セット

B-10 甘塩うにセット

下北

下北

（４人前）

十和田ガーリックポーク、十和田
産米粉など、地元の食材を豊富に
使用した焼き小籠包。

良質で粘りが強くアクがないのが
特長の青森県産ながいも。

風間浦村特産の「きあんこう」を
家庭で簡単に楽しめる鍋セット。

津軽海峡で水揚げされた「キタム
ラサキウニ」を、アルコールや保
存料を使用せず塩のみで加工。

●十和田焼き小籠包 生タイプ8個入り×2パック
／●十和田焼き小籠包 焼き済みタイプ
6個入り×1パック
保存可能期間：冷凍で3か月
事業者：点心工房

A2L規格3本入り
事業者：JAゆうき青森

●あんこうの身、あら、皮300g×2 ／●あん
こうの肝30g×2 ／●醤油たれ300cc×2
消費期限：冷凍で30日
事業者：（株）駒嶺商店

60g×3本（化粧箱入り）
消費期限：冷凍で1年
事業者：佐井村漁業協同組合

大切な人に贈りたい

A-20「できるだし」ギフトセット

A-21

全県

東青

津軽びいどろ にほんの色
はるうら
グラスペア 春麗ら

かみ

ざ

縄文の奇跡セット

B-14 大吟 神の座

B-15 （赤・ロゼ各１本）

西北

西北

青森県の豊富な農林水産物を活用
した、手軽にだし活を実践できる
だし製品の詰め合わせ。

青森の移りゆく四季を色とりどり
の表情で魅せる伝統工芸品。桜と
青空をイメージしたペアグラス。

華やかに香り、まろやかで品良く
すっきりとしたキレのある味わい
の、白神山地の麓で醸す地酒。

縄文地層から採取された酵母と
青森県産スチューベンで造った
ワイン。

●焼き干しと昆布のだし／●大間産焼きまぐろ使用
あおもりのだし焙煎仕立て／●青森県産黒ごぼう入り
野菜スープストック／各1点
消費期限：常温で150日
販売事業者：久保田丸大㈱／㈲静岡屋／㈲柏崎青果、
発送事業者：丸大堀内㈱

口径90mm×高さ90mm
満水容量260ml
事業者：北洋硝子㈱

720ml×1本
事業者：尾崎酒造（株）

●縄文の奇跡（赤）750ml×1本／
●縄文の奇跡（ロゼ）750ml×１本
事業者：WANO Winery

2個

しらかみさん ち

たましずく

りんごジュース

B-01 ほたての正直＆玉雫

B-02 嶽きみスイーツセット

B-03 「希望の雫」280ml×24本

東青

中南

中南

セット

む

つ わん

だけ

陸奥湾産ほたてを使用した、ボイ
ルほたてと冷凍貝柱のセット。

青森県産ブランドとうもろこし
「嶽きみ」を使ったロールケーキ、
アイス、プリンのセット。

ふじ、王林、ジョナゴールドなど
をブレンドした、りんご果汁
100％密閉絞りジュース。

●ほたての正直 400g ／
●玉雫 300g
消費期限：冷凍で18か月
事業者：（株）山神

●嶽きみロールケーキ×1 ／●嶽きみショー
トケーキ×5個／●嶽きみプリン×3 ／●嶽き
みアイス×3
保存可能期間：冷凍で3か月
事業者：農業生産法人有限会社ANEKKO

280ml×24本入り
保存可能期間：常温で9か月
事業者：JAアオレン

桜鍋用馬肉
（上肉）

Cコース
寄附金額
30,000円以上

B-06 ＋たれセット

B-07 いか尽くしセット

B-08 黒にんにくボトル

C-05 蜂蜜バラエティセット

三八

三八

上北

上北

はちのへ

直営農場を持つ馬肉店の、手作り
特製味噌たれ付きの桜鍋セット。

いかの街八戸で製造した、いか塩
辛、いか明太、いか一夜干しの3
種の詰め合わせ。

青森県産にんにくを独自製法により
じっくりと熟成させた、甘くてフ
ルーティな黒にんにくのボトル詰め。

3種のはちみつ、２種のりんご酢、
プロポリス飴の詰め合わせ。

●桜鍋用上肉 400g ／●なんばん漬1
袋／●鍋っこ君（たれ）180g
消費期限：冷凍で1か月
事業者：㈲尾形精肉店

●い か 塩 辛 浜 育 ち 220g×4 ／●い か 明 太
150g×2 ／●いか一夜干し 2枚入り×2袋
消費期限：いか塩辛 浜育ち 30日／いか明太
20日／いか一夜干し 12か月
事業者：マルヨ水産㈱

760g入り
保存可能期間：常温で1年
事業者：（有）柏崎青果

●りんご蜂蜜 300ml ／●とち蜂蜜 300ml ／
●女王蜂のしょうが蜂蜜 270g ／●女王蜂のり
んご酢 500ml ／●純りんご酢 500ml ／願効
飴（プロポリス飴）40g
消費期限：蜂蜜・りんご酢 2年／願効飴 1年
事業者：市川養蜂場

じょっぱり

タムラシードル

B-11 青森県酒造好適米セット

B-12 SEC＆BRUTセット

B-13

中南

中南

三八

む つ はっ せん

陸奥八仙（特別純米）＆
おとこやま
陸奥男山（超辛口純米）セット

おうちで陶芸キット

C-10 ＜たたき丸皿＞
中南

青森県産酒造好適米を使用した
純米大吟醸酒「じょっぱり 華想い」
と、「じょっぱり」の2本セット。

自社農園の完熟りんごを100％使
用したスパークリングアップルワ
インの2本セット。

フルーティータイプの「陸奥八仙」
と、辛口の「陸奥男山」の飲み比
べ2本セット。

リモート指導や動画を見ながら、ろく
ろ無しでおうちで陶芸体験ができる制
作キット。※作品の焼成に係る送料は
全て寄附者様にご負担いただきます。

●「じょっぱり華想い」720ml×1本／
●「じょっぱり」720ml×1本
事業者：六花酒造㈱

●SEC（セック）やや甘口 750ml×1本／
●BRUT（ブリュット）辛口 750ml×1本
事業者：タムラファーム㈱

●陸奥八仙 特別純米 720ml×1本／
●陸奥男山 超辛口純米 720ml×1本
事業者：八戸酒造㈱

●説明文・梱包方法チラシ／●津軽烏城焼ブラン
ドブック／●返送用梱包材／●返送用送り状（※
送料は寄附者負担となります）／●制作キット（粘
土７００g、クラフト紙、スポンジ、先を削った
割り箸、マクラ６個）
事業者：津軽烏城焼三筋工房

おうしょう

きたいさみしじょう

B-16 王松（大吟醸純米酒）

B-17

上北

下北

北勇至情
（純米吟醸）
＆
し か
北勇至華
（大吟醸）
セット

しもきた

なん ぶ さきおり

B-18 青森地酒の散歩道

C-12 南部裂織（クッション）

全県

上北

酒造好適米「山田錦」を35％まで
磨き、丹精込めて醸した大吟醸純
米酒。

下北半島唯一の醸造場が造った
「北勇 至情」と「北勇 至華」
の２本セット。

青森県を代表する酒蔵５社の地酒
競演！300mlずつの飲み比べセッ
ト。

物を大切にする女性たちの知恵か
ら生まれた、着物などをほどいて
作る伝統工芸品。

720ml×1本
事業者：桃川㈱

●北勇 至情 720ml×1本／
●北勇 至華 720ml×1本
事業者：有限会社関乃井酒造

●尾崎酒造 安東水軍／●鳩正宗 十和田湖ほま
れ／●桃川 火祭りねぶた生貯蔵酒／●駒泉 雪
中八甲田／●六花酒造 山廃だるまラベル生貯
蔵酒 じょっぱり／各300ml×1本
事業者：丸大堀内㈱

45cm×45cm
中袋クッション付き、ファスナー付き
事業者：南部裂織保存会

たっ こ

C-01 青森のほたてセット

C-02 りんご（サンふじ）10kg

C-03 田子牛リブロース

C-04 青森県産天然本マグロ

東青

中南

三八

西北

む

つ わん

ステーキ

陸奥湾産ほたてを使用した、ボイ
ルほたて、冷凍貝柱、炊き込みご
飯の素、ほたてフライの詰め合わせ。

光センサーで厳選したりんごを
お届けします。
期間限定 8 ～ 1１月は発送休止

青森県のブランド牛「田子牛」の
おいしさを存分に楽しめる豪快ス
テーキ！

ほどよい脂ののり加減で味の
良さに定評がある、青森県産の
天然本マグロ。

●玉雫 300g ／●ほたての正直 400g ／
●ほたての飯の素2合用 200g ／
●漁師のほたてフライ 20粒、400g
保存可能期間：冷凍で12か月
事業者：（株）山神

10kg入り（32 ～ 36玉程度）
事業者：（株）ヤマダイ

200g×2枚
消費期限：冷凍で30日
事業者：（株）肉の博明

●赤身200g ／●大トロ200g
保存可能期間：冷凍で7日
事業者：（株）あおもり海山

青森お刺身３点盛り

C-06 （マグロ･ほたて･たこ）

C-07

下北

全県

しもきた

青森県産米
へきれき
「青天の霹靂」10kg

つ がるぬり

からぬり

ブナコダストボックス

C-08 津軽塗（津軽唐塗 汁椀

C-09 （キャラメルブラウン）

中南

中南

梨地彩色 黄色仕上げ）

ひろさき し

下北を代表する魚介３種のセット。
お刺身以外の調理法でも美味しくお
召し上がりいただけます。

７年連続「特A」評価。粘りとキレ
のバランスがよく、さっぱりとした
美味しさのお米。

青森県弘前市を中心に制作される伝
統の漆塗り。国の重要無形文化財に
も指定されています。

ブナコの製法だからこそできる、
ユニークなデザインのダストボッ
クス。

●大間まぐろ（赤身）柵 200g ／●ほたて貝柱
300ｇ／●ボイルたこ足 2本
消費期限：大間まぐろ（赤身）柵 発送日から7
日／ほたて貝柱・ボイルたこ足 製造日から1年
事業者：㈲下北名産センター

5kg×2袋
保存可能期間：常温で3か月
事業者：JA全農あおもり

直径約12cｍ、高さ約7cm 1個
事業者：有限会社津軽工芸舎

size：205×205×H240mm
本体重量：270g ／素材：天然木（ブナ材）
／天然木突板貼りMDF
ウレタン塗装仕上げ
事業者：ブナコ㈱

つ がるかなやまやき

C-11 津軽金山焼 食器セット

とうせい

ちゅうなん

青森県は大きく６つの地域（東青・中南・

さんぱち

せいほく

かみきた

しもきた

三八・西北・上北・下北）に分けることがで

西北

きます。
三方を日本海、津軽海峡、太平洋に囲まれ、
おう う

内陸も中央を走る奥羽山脈で分断されている
ため、地域によって気候や風土がまるで違い
ます。

１３５０度の高温でじっくりと焼
き上げて固めた、深みのある独特
の風合いが特徴の焼物。

あおもりふるさと寄附金では、県内６地域
それぞれの特産・名物から、寄附額に応じて
お好きなお礼の品をお選びいただけます。

●変 形 皿：横 約23cm×縦 約13cm ／●飯 茶
碗：直 径 約13cm、高 さ 約5.5cm ／●小 丼：
直径約15cm、高さ約7cm ／●ろくろ目ロン
グフリーカップ：直径約9cm、高さ約12cm
事業者：（株）津軽金山焼

C-13 ひば製お風呂セット
下北

お申込み時期や発送時期、数量に制限がある品物がございます。

また、在庫状況等により、予告なく受付を停止することがありますのでご了

承ください。

お申込み時期や発送時期、県産品の詳細については、以下のポータルサイト

をご覧ください。
青森県の木「ひば」の香りがお風
呂でのリラックス効果を高めるお
風呂セット。
●風 呂 い す180×300㎜、高 さ230㎜
／●入 浴 剤35g×3個 入 り ／●湯 玉33
㎜角 12個入り
事業者：（有）村口産業

ふるさとチョイス

さとふる

あおもりふるさと寄附金の使いみち
みなさまからお寄せいただいた寄附金は、次のような「青森県基本計画『選ばれる
青森』への挑戦」における重点的な取組（戦略プロジェクト）や、東日本大震災から
の復旧・復興対策等に活用します。
お申込みの際に、応援したい使いみちをお選びください。

1

「選ばれる青森」
食と観光成長プロジェクト

2

多様なしごと創出プロジェクト

〈食の商品力を極める〉 県産品のブランド力、価値向上を目指すと

〈魅力ある雇用の創出〉 デジタル分野等における新たなビジネスの

ともに、消費者ニーズに対応した売れる商品づくりに取り組みます。

創出と、成長産業であるデジタル・グリーン関連産業の戦略的な企業

〈食の販売力を極める〉 DX（デジタル・トランスフォーメーション）
の活用や国内外の EC（電子商取引）市場への参入促進・販路開拓に
取り組みます。

〈立体観光の推進〉 航空会社・旅行会社等とのネットワーク維持・
強化を図り、路線の充実や周遊観光を促進させます。

誘致に取り組みます。

〈多様な労働力確保〉 潜在的労働力の掘り起こしや求職者と企業と
のマッチング、各産業分野における担い手確保に取り組みます。

〈観光消費の拡大〉 新たな観光

〈生 産 性 向 上・働 き 方 改 革〉 DX

スタイルに応じた観光コンテンツ

に対する経営者の意識改革に取り組む

の磨き上げや、新型コロナウイル

ほか、農林水産業や建設業など、幅広

ス感染症の感染状況に連動したマ

い分野での DX を推進します。

イクロツーリズムなどの段階的な
誘客促進に取り組みます。

3

デジタルものづくりの誘致活動
（首都圏大規模展示会）

四季の自然美をドローンで撮影しPR

「住みたいあおもり」
若者・女性プロジェクト

〈高校生・大学生の県内定着促進〉 本県で「暮らす」「働く」価値・
魅力の発信や県内企業の採用力向上に取り組みます。

〈女性の県内定着促進〉 ライフスタイルに対応した多様な働き方を
推進します。

〈移住・Ｕターン促進〉 新たな移住関心層の獲得や県外転出後も青

4

未来へつなぐ
「地域のゆりかご」プロジェクト

〈持続可能な地域づくり〉 SDGs（持続可能な開発目標）の推進や
農山漁村の地域経営体の取組促進、市町村のデジタル化支援等を通じ
て、持続可能な地域づくりに取り組みます。

〈保健・医療・福祉体制の充実〉 関係機関が連携し、社会的孤立
や生活困窮等、支援が必要な方へのアウトリーチ策を強化します。

森県とつながる仕組みづくりに取り組みます。

〈交通ネットワーク形成・買い物支援の推進〉 持続可能な地域公

化・芸術施設が連携して魅力の発信と体

〈多様な主体・人財の参画・協働〉

〈魅力ある生活環境づくり〉 魅力ある生活環境づくりや県内の文
験機会を創出します。

共交通ネットワークを構築します。

若者の参画促進、関係人口の創出・

〈結婚・妊娠・出産・子育てしやすい
環境づくり〉 結婚したい男女の希望を

拡大など、地域活動の担い手の確保・
育成に取り組みます。

叶えることができるように、結婚支援対
策を実施します。

5

健康ライフ実現プロジェクト

〈健やか力の向上〉 地域や職域などで、県民の健康意識の向上と健
康的な生活習慣の定着を進めます。

〈「食」と「運動」で健康〉 減塩や食育の推進などによる食生活の
改善や、運動習慣の定着などを促します。

〈こころの健康〉 悩み
を抱えた人の早期発見・
早期対応に向け、関係機
関の情報共有や相談窓口
の普及啓発などを進めま
す。
フレイル啓発動画

青森県SDGsフォーラム2021

ハイブリッド型移住イベント

6

東日本大震災からの復旧・復興対策

 東日本大震災の風化防止や震災復興に資する取組等につい
て、岩手県、宮城県及び福島県と連携して情報発信します。
 被災地の自然・文化を活用した産業振興と交流人口の拡大
を図るため、被災自治体が連携して三陸ジオパーク（※）の
取組を推進します。
※三陸ジオパーク：青森県八戸市から岩手県
沿岸を縦断して宮城県気仙沼市まで続くジ
オパーク。平成25年9月に日本ジオパーク
として認定されました。三陸ジオパークの
活動は、東日本大震災からの復興にもつな
がるとともに、津波災害の経験や教訓を伝
えることも目的としています。
青森県震災復興シンボルマーク

あおもりふるさと寄附金Ｑ＆Ａ――よくあるご質問

Q

寄附金の支払い方法はどのようなものがありますか？

Q

県産品（お礼の品）はいつ届きますか？

Q

寄附金受領証明書はいつ届きますか？

Q
Q

A
A
A

寄附申出書の場合、銀行振込、ゆうちょ銀行（郵便局）、納入通知書によるご入金が可能です。
クレジットカードやコンビニ等でのご入金をご希望の場合は、ポータルサイト（ふるさとチョイス・
さとふる）からお申し込みください。
配達日の指定はできますか？

ご入金が確認できた月の翌月の発送となります。配達日の指定はできませんのでご了承ください。

支払方法により異なりますが、おおむねご入金が確認できてから 1 ～ 2 か月程度での発送となります。

青森県内に住んでいますが、寄附した場合は控除の対象になりますか？

A

県産品（お礼の品）はもらえますか？

寄附金控除の申請をしていただくことで、控除上限額内であれば控除の対象となります。
なお、県産品のご送付は、県外にお住まいの方のみを対象にしております。

年末に寄附をする場合の注意点は？

A

令和５年度住民税において寄附金控除の適用を受けることができる寄附金は、令和４年12月31日までに
青森県に納入されたものが対象となります。希望される方はお早めにお申し込みをお願いいたします。

寄附をお申し出いただく前にお読みください
お申込み時期や発送時期、数量に制限がある品物がございます。
色や柄が写真と異なる場合がございます。
県産品の内容量は時季により変動することがございます。
県産品のパッケージデザイン等は予告なく変更されることがございます。
万が一県産品が品切れ、販売中止の際は、同等の県産品に差し替えさせていただく場合がございます。
県産品は委託業者等から直接お送りするため、ご寄附いただいた方のご住所・お名前・連絡先などの
情報を委託業者等に提供させていただきますので、あらかじめご了承ください。
 発送伝票には「あおもりふるさと寄附金」の表示が掲載されます。
 県産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。







寄附は青森県を応援いただくみなさまの善意に基づく自発的なものであり、寄附金募集をかたっての寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。

お問い合わせ・寄附申出書によるお申し込み

インターネットからのお申し込み

青森県総務部税務課 総務・企画グループ
ＴＥＬ 017-734-9064（平日8:30～17:00）
ＦＡＸ 017-734-8008
〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1
furusatokifukin@pref.aomori.lg.jp
あおもりふるさと寄附金

クレジットカード、コンビニエンスストア、
各種オンライン決済によるご寄附の場合
は、「ふるさとチョイス」及び「さとふる」
にてお申し込みを受け付けております。
検索

リーフレット掲載の県産品に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県物産振興協会
ＴＥＬ

017-777-4616（平日8:30～17:30）

この印刷物は2,700部作成し、印刷費用は１部当たり18.15円です。（R４.６月作成）

