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生駒市では制度本来の趣旨に立ち返り、ふるさとの「まちへの恩返し」をキーワードに、4 月から

ふるさと納税（ふるさと生駒応援寄附）をリニューアルします。 

 

ふるさと納税は、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、

いくらかでも納税できる制度」（総務省 HPより）ですが、この本来の趣旨から外れ、自治体間で返礼

品競争になっています。生駒市では、昨年からふるさと納税の本来の趣旨にもどり、使い道や返礼品

を工夫してきました。 

平成 29 年度は当初に生駒市外に住む生駒市出身者からの寄附を前年度の 2.5 倍の 300 人を目標に

かかげていましたが、0.5％の増（※）に留まりました。また、生駒市民が他市町村にふるさと納税を

されることにより、市税が約 2億円の減収となっています。 

平成 30年度は、「市民へ返礼品贈呈の廃止」、市外から多くの寄附をしていただけるよう「使い道の

充実と返礼品の追加」、「ＰＲなどの取組み」を実施します。 

※アンケート回答者のうち 生駒市出身者／市外在住者 H28 122／3235(3.8%)→H29 117／2711(4.3%) 

 

 

■ リニューアルのポイント 

1．寄附金の使い道  「まちへの恩返し」につながる具体的 9事業を設定 

2．返礼品の充実・追加 

 （１）公募等による返礼品の追加 

（２）「親御さんへの恩返し」の充実 

（３）特色ある返礼品の追加  

 

1．寄附金の使い道に、「まちへの恩返し」につながる具体的９事業を設定 

ふるさと納税の本来の趣旨に立ち返り、生駒市出身の皆さまに、ふるさと生駒の自然や文化、先輩

や後輩の子どもたちなどを市外から応援していただくため、寄附金の使いみちとして、「市長におまか

せコース」以外に 9つの具体的事業を設定します。（詳細別紙 1） 

①  生駒の音楽祭をみんなで創ろうコース 

② 「暮らす価値のあるまち生駒」を発信＆体感コース 

③ 生駒のシンボル・生駒山をナラ枯れから守れコース 

④ イノシシ突進を防いで地産地消拡大コース 

⑤ 殺処分ゼロを目指す 猫愛護コース 

⑥ 災害があれば、いつでも出動 消防自動車購入コース 

⑦ スポーツを通した感動体験応援コース 

⑧ 絵本や遊具を充実！いこまっこ成長サポートコース 

⑨ 贅沢だと切り捨てないで！小中学校エアコン設置コース 

 

「ふるさと納税」をリニューアル!! 
「ふるさと納税」本来の趣旨に戻り、使い道や返礼品を改革！ 
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2(1)．公募等による返礼品の追加 （詳細別紙 2 「①公募の返礼品」） 

従来、市が直接事業者や返礼品を選定していましたが、より多くの魅力ある返礼品を設定するため、

1 月 16 日（火）から 2 月 13 日（火）の間、返礼品の協力（提供）事業者を公募しました。応募者数

は４者、返礼品数は７種類で、全て本年 4月から登録となりました。 

返礼品の内容は、嫌煙飴（コーヒー味、ハーブ味）、抹茶菓子（抹茶を使ったロールケーキなど）、

素材にこだわったプリン、有名ホテルでも採用されているパイなどです。 

また、既存の返礼品についても、さらに充実を図ります。 

（参考）平成 29年度の協力事業者数は 45者（返礼品数は 119品） 

 

2(2)．「親御さんへの恩返し」の充実 

返礼品を通じて、ふるさとの「親御さんへの恩返し」をしたいという方のために、平成 29年度は、

生駒の実家などの家事を生駒市シルバー人材センターが定期的に支援し、親御さんなどの近況もお知

らせする「ぬくもり家事支援サービス」を充実しました。 

平成 30年度は、さらにサービスの充実として、理美容室に行くことが困難な方を対象に訪問理美容

を追加します。 

 

2(3)．特色ある返礼品の追加 （詳細別紙 2「②公募以外の返礼品」） 

その他、本市指定管理者の㈱モンベルの災害時の１次避難用品、テントなどアウトドア用品１２品

をはじめ、社会福祉法人青葉仁会のカレーなどのレトルト食品や冷凍食品、(有)アライが生駒のレイ

ンボーラムネにちなみ、レインボーマカロンやレインボーストールなどレインボーをキーワードに生

駒のまちをＰＲする返礼品を追加します。 

 

■ レインボーラムネ、夏に再開予定！ 

「幻のラムネ」と言われ、今も数々のメディアに取り上げられているレインボーラムネが今年の夏

に再開予定です。 

 

≪参考≫ 

平成 29年度の実績（H30.1月末現在） 

寄附件数 3,649件    （268件減、前年度比 93％） 

寄附額  60,250,151円 （178,340円減、前年度比 99.7％、高額寄附を除く） 

 

平成 29年度 記念品ランキング（H30.1月末現在） 

1位  幻の「レインボーラムネ」2箱        2,294件 

2位  幻の「レインボーラムネ」8箱                                 386件 

3位  おちやせん感謝ギフト（高山かきもち、レインボーラムネ、ラスク）  195件 

4位  幻の「レインボーラムネ」12箱                                  58件 

5位  大和肉鶏 焼き鳥セット       55件 

6位  生駒で採れたはちみつ｢山桜｣        45件 

7位  奈良で採れたはちみつ３本｢山桜｣｢ヘアリーベッチ｣｢生駒百花｣   42件 

8位  作業工具箱 ドカット D-4700           41件 

 

 

この件に関する報道関係からのお問い合せ 

生駒市課税課（課長 平田、課長補佐 植島） 0743-74-1111(内線 281) 
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別紙１ 

平成３０年度ふるさと生駒応援寄附の使い道 

 

皆さんから寄せられた寄附は、生駒に魅力をつくる１０つの事業に使います。 

 

ふるさと納税の使いみちは寄附をするみなさんに選んでもらうことができます。生駒市のふるさと納

税の使い道は以下の１０。寄付をしていただいた皆さんと一緒に、「魅力あるまち」をつくりたいと考え

ています。 

各コースにおいて、寄附額のうち事業額を超えた部分は、他のコース若しくは生駒市の他の事業に活用

させていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

なお、使い道の実績につきましては、生駒市のホームページで公表いたします。 

 

生駒の音楽祭をみんなで創ろうコース 

クラシック、ジャズ、オペラ、和楽器から世界の民族音楽まで、幅広いジャンルの公演を半年にわたり

生駒市内の各所で開催する「市民みんなで創る音楽祭」 

市民団体を中心に自由な発想で企画し、素敵な音楽との出会いを身近に創造する生駒ならではの音楽

祭を応援するコースです。 

 

「暮らす価値のあるまち生駒」を発信＆体感コース 

子育て環境に定評のある生駒市は、親子で幸せな時間を過ごせるまち。そんなまちの雰囲気を体感して

もらうために、市内で活動するママや事業者といっしょに実施するファミリーイベント「IKOMA SUN 

FESTA」の運営をサポートするコースです。   

 過去の実施内容はこちら http://ikoma-sunfesta.com/ 

 

生駒のシンボル・生駒山をナラ枯れから守れコース 

生駒のシンボル・生駒山がナラ枯れに悩まされています。緑いっぱいの山なのに山の一部が紅葉してい

るように見えるのは「ナラ枯れ」被害が広がっている証拠。これが広がるのを防ぐために、できるだけ早

く被害木を伐採する費用に使うコースです。 

詳しくはこちら http://www.city.ikoma.lg.jp/0000002884.html 

 

イノシシ突進を防いで地産地消拡大コース 

生駒は大都市近郊に位置しながらも自然豊かなまちです。山や森が多いから、イノシシも多く、農作物

の被害も少なくありません。このコースは地元野菜をイノシシから守るために、イノシシを捕獲する捕獲

檻の購入費用に使います。 

詳しくはこちら http://www.city.ikoma.lg.jp/0000008128.html 
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殺処分ゼロを目指す 猫愛護コース 

猫の安楽死ゼロを目指し、地域猫の不妊去勢手術費を補助します。 

また、地域猫活動や譲渡までのエサ等の費用、病気にかかっているかどうかを検査する費用の補助、捕

獲に必要な捕獲器の購入費用に充てる予定です。 

 

災害があれば、いつでも出動 消防自動車購入コース 

市民の皆さんが安全で安心して暮らせるまちづくりを目指し、消防救急体制を確立するために消防車・

救急車や設備などの増強・更新を行っています。あらゆる災害から市民の皆さんの生命、身体及び財産を

守るために、消防救急活動のために必要な設備等を整備する費用に使います。 

 

スポーツを通した感動体験応援コース 

オリンピックメダリストを招いたスポーツイベントやトップアスリートと触れ合うスポーツ教室開催

をサポートするコースです。 

また、誰もがいつでもスポーツに親しみチャレンジすることができるよう車椅子対応型卓球台の購入

費用にも充てる予定です。 

 

絵本や遊具を充実！いこまっこ成長サポートコース 

市立幼稚園や保育園は老朽化による改修の時期にあり、ハード面の整備に市の予算を使わざるを得ま

せん。園庭の遊具や室内のおもちゃ、絵本などを購入し、子ども達の創造力や主体性を育むことを応援す

るコースです。 

 

贅沢だと切り捨てないで！小中学校エアコン設置コース 

市立小学校や中学校はエアコンがなく、日本の蒸し暑い夏の学習環境は厳しいものがあり、学習するこ

とに集中しにくい状態です。エアコンを購入し、子どもたちの学習環境を改善し、学習効率改善を図るコ

ースです。 

 

市長におまかせコース 

このコースは使いみちを生駒市長に任せるというものです。市長が今年度の事業の中から「これこそ生

駒の魅力づくりだ」と判断したものに振り分けます。 

上記９つのコース以外に使う可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 
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別紙 2 

 
平成 30年 4月から新たに追加する返礼品 
 

① 公募の返礼品 

 

清栄薬品㈱  (嫌煙飴コーヒー4 袋)、(嫌煙飴コーヒー2 袋、ハーブ 2 袋)  寄附金額各 1 万円 

 

抹茶菓子処 ふう （プレミアム抹茶テリーヌ１個）           寄附金額 2 万円 

         （濃茶ロールケーキ１個）              寄附金額 1 万円  

 

キッチン アミア やまとぷりん 6個（食べるクッキースプーン 12 本）   寄附金額 1 万円 

         ドリップ珈琲｢たけまるくん｣16袋            寄附金額 1 万円 

 

グルメファクトリー リーフグルメパイ 5 個入り×７パック         寄附金額 1 万円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※トッピングは含みません 

 

② 公募以外の返礼品 

生駒市の山麓公園の指定管理者である㈱モンベルが初登場 

（エマージェンシーイニシャルセット【１次避難用品】１６種類） 寄附金額 10万円 

（キャンプチェアー）（ランタン）寄附金額各 1万円 

（バックパック）寄附金額 1万 5千円 

（寝袋）（トレッキング用傘）寄附金額各 2万円 

（キャンプチェアー）寄附金額 2万 5千円 

（ビジネスバッグ）寄附金額 3万 5千円 

（バックパック）寄附金額 4万円 

（トラベルバッグ）寄附金額 5万円 

（寝袋）寄附金額 9万円 

（２人用テント）寄附金額 15万円 

 

社会福祉法人青葉仁会の食品を追加 

（カレー８種セット）（シチューセット）寄附金額各 1万円 

（ピザ５種セット）（杣の森ギフトボックス【お菓子】）寄附金額各 1万 5千円 

 

理容組合・美容組合 

（訪問理美容）寄附金額 2万円 
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(有)アライ 

（レインボーマカロン）寄附金額 1万 5千円 

（レインボーストール）寄附金額 5万円 

（訪問着付）寄附金額 3万 5千円 

 

レインボーラムネの受付を夏再開予定！ 

「幻のラムネ」と言われ、数々のメディアに取り上げられたレインボーラムネが今年も登場。 

1万円、3万円、5万円コースを予定。数量等は調整中です。 
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