
ふるさとぷらす

最終更新日：2021/1/21

ワンストップ特例申請書（寄附金税額控除に係る申告特例申告書）を郵送する自治体を選び、送付先の情報をご確認ください。また以下のご留意事項もお読みください。 

・申込期限：寄附先自治体へ寄附年の翌年1月10日までに必着となります。※自治体様により、早めに締め切る場合もございますので、自治体の情報ページ等でお確かめください。

・同封書類：ワンストップ特例申請書の他に必要書類（マイナンバー関連書類など）がございます。内容をお確かめのうえ発送のご準備をお願いいたします。 

・その他に：封書に「ふるさと納税特例申請書在中」と記載いただくことを推奨いたします。また郵送料は寄附者様側でご負担となりますので何卒ご了承ください。

「ふるさと納税 ワンストップ特例申請書」の送付先

都道府県名 自治体名 郵便番号 送付先住所 送付先宛名 電話番号

北海道 倶知安町 044-0001 北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目 倶知安町役場 総務課 管財係 0136-56-8000

北海道 余市町 046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26 余市町 総務部 企画政策課 0135-21-2117

北海道 仁木町 048-2492 北海道余市郡仁木町西町1丁目36-1 仁木町産業課 0135-32-3951

北海道 様似町 058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21 様似町役場 企画調整課企画係 0146-36-2122

北海道 石狩市 061-1444 北海道恵庭市京町56-1 MY恵庭ビル511 中央コンピューターサービス株式会社 恵庭ビジネスデザインセンター内 ふるさと納税BPO担当 011-374-8603

北海道 千歳市 066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34 千歳市ふるさと納税担当 宛
0570-666-532（JTBふるぽコールセンター業務委託先）

0123-24-3190（企画部主幹付主査　シティセールス戦略担当）

北海道 長沼町 069-1392 北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1-1 長沼町役場政策推進課ブランド戦略係 0123-76-8016

北海道 東川町 071-1426 北海道上川郡東川町北町1丁目1-2 東川町複合交流施設せんとぴゅあⅡ 東川スタイル課 0166-73-4666

北海道 砂川市 073-0195 北海道砂川市西6条北3丁目1-1 砂川市役所 総務課 庶務係 0125-54-2121

北海道 新十津川町 073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301-1 新十津川町役場 総務課企画調整グループ 0125-76-2131

北海道 紋別市 400-0053 山梨県甲府市大里町97-1 紋別市ふるさと納税サポート室 0120-954-683　(株)新朝プレス

北海道 中頓別町 098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172-6 中頓別町役場 総務課 総務グループ 01634-6-1111

宮城県 角田市 981ｰ1592 宮城県角田市角田字大坊41 角田市役所 商工観光課 宛 0224-63-2120

宮城県 大郷町 981-3592 宮城県黒川郡大郷町粕川字西長崎5-8 大郷町 町長部局 財政課 022-359-5501

秋田県 男鹿市 010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 男鹿市 観光文化スポーツ部 男鹿まるごと売込課 0185-24-9142

秋田県 秋田市 010-8560 秋田県秋田市山王1丁目1-1 秋田市人口減少・移住定住対策課 018-888-5487

秋田県 羽後町 012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 羽後町役場 企画商工課 ふるさと納税担当 0183-62-2111

秋田県 湯沢市 012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1-1 湯沢市協働事業推進課 ふるさと納税担当 0183-55-8274

秋田県 大仙市 014-8601 秋田県大仙市大曲花園町1-1 大仙市役所企画部まちづくり課 ふるさと納税担当 0187-63-1111

秋田県 にかほ市 018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1 にかほ市役所 まちづくり推進課 0184-43-7510

秋田県 五城目町 018-1792 秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 五城目町役場 まちづくり課 まちづくり担当 018-852-5361

秋田県 三種町 018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8 三種町企画政策課 ふるさと納税担当 0185-85-4817

秋田県 藤里町 018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8 藤里町 総務課 企画財政係（企画） 0185-79-2111

秋田県 北秋田市 018-3392 秋田県北秋田市花園町19-1 総務部 総合政策課 政策係 0186-62-6606

秋田県 鹿角市 018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 鹿角市政策企画課 ふるさと納税担当 0186-30-0205

秋田県 東成瀬村 019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 東成瀬村役場企画課 ふるさと納税担当 0182-47-3402

山形県 新庄市 996-8501 山形県新庄市沖の町10-37 新庄市総合政策課 ワンストップ特例申請 担当 宛 0233-22-2111

茨城県 北茨城市 319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630 北茨城市役所 市長公室 企画政策課 ふるさと納税担当 0293-43-1111

群馬県 長野原町 377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1340-1 長野原町役場 総務課 ふるさと納税担当 0279-82-2244

千葉県 長生村 299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村役場企画財政課 ふるさと納税担当 0475-32-4743

新潟県 十日町市 948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3 十日町市 総務部 企画政策課 移住定住推進係 025-755-5137

新潟県 南魚沼市 949-6696 新潟県南魚沼市六日町180-1 南魚沼市総務部財政課 ふるさと納税担当 025-773-6671

富山県 立山町 855-0076 長崎県島原市上折橋町甲1615-1 立山町ふるさと納税 事務受託業者 結デザイン有限会社 076-462-9968

富山県 射水市 939-0292 富山県射水市小島703 射水市役所 農林水産課 ふるさと納税担当 0766-51-6677

石川県 加賀市 922-8622 石川県加賀市大聖寺南町二41 加賀市役所 商工振興課 ふるさと納税担当 0761-72-7945

山梨県 甲斐市 400-0192 山梨県甲斐市篠原2610 甲斐市役所 秘書政策課 総合政策係 055-278-1678

山梨県 富士河口湖町 401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700 富士河口湖町政策企画課 ふるさと納税担当 0555-72-1129

山梨県 都留市 683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目5-11 株式会社エッグ 旗ヶ崎分室（都留市 ふるさと納税業務受託業者） 行 0554-43-1111（都留市企画課政策担当）

長野県 小諸市 384-8501 長野県小諸市相生町3丁目3-3 小諸市役所企画課 企画広報係 0267-22-1700

長野県 安曇野市 399-8281 長野県安曇野市豊科6000 行政管理係（ふるさと寄附） 0263-71-2408

愛知県 南知多町 470-3495 愛知県南知多町大字豊浜字貝ヶ坪18 南知多町役場 検査財政課 0569-65-0711

愛知県 大府市 474-8701 愛知県大府市中央町5丁目70 大府市企画政策部財政課 0562-45-6252

滋賀県 高島市 520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 高島市 政策部総合戦略課 0740-25-8114
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滋賀県 草津市 525-8588 滋賀県草津市草津3丁目13-30 草津市役所 広報課 ふるさと寄附担当 宛 077-561-2327

大阪府 大東市 302-0115 茨城県守谷市中央4-13-17 NCビル202 レッドホースコーポレーション株式会社 ふるさと納税サポートセンター 大東市ふるさと納税（寄附）係 宛 072-870-4013

兵庫県 兵庫県 650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10-1 兵庫県企画県民部企画財政局財政課資金財産室 078-362-9051

兵庫県 洲本市 656-8686 兵庫県洲本市本町3丁目4-10 洲本市 企画情報部 魅力創生課 0799-24-7641

兵庫県 猪名川町 666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1 猪名川町 企画総務部 企画政策課 072-766-8711

兵庫県 三木市 673-0492 兵庫県三木市上の丸町10-30 三木市役所総合政策部縁結び課 0794-89-2310

兵庫県 上郡町 678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 上郡町企画政策課 ふるさと納税担当 0791-52-1112

兵庫県 神河町 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 神河町役場 総務課 0790-34-0001

和歌山県 日高町 649-1213 和歌山県日高郡日高町大字高家626 日高町役場 総務政策課 0738-63-3803

和歌山県 湯浅町 643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 湯浅町役場 ふるさと納税推進課 ワンストップ特例申請 宛 0737-63-2110

和歌山県 広川町 643-0071 和歌山県有田郡広川町大字広1500 広川町役場 税務課 0737-23-7734

和歌山県 美浜町 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278 美浜町役場 総務政策課 0738-23-4901

和歌山県 みなべ町 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742 みなべ町役場 総務課 0739-72-2051

和歌山県 九度山町 648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190 九度山町役場 企画公室 0736-54-2019

和歌山県 日高川町 649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160 日高川町役場 企画政策課 0738-22-2041

和歌山県 上富田町 649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763 上富田町役場 総務政策課 まちづくりグループ 0739-34-2370

和歌山県 白浜町 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600 白浜町役場 総務課 ふるさと白浜応援寄付金 担当宛 0739-43-7015

和歌山県 串本町 649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800 串本町役場 企画課 0735-62-0556

岡山県 倉敷市 710-8565 岡山県倉敷市西中新田640 倉敷市役所 税務部 税制課 086-426-3175

広島県 尾道市 722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 尾道市役所 政策企画課 協働統計係 ふるさと納税担当宛 0848-38-9314

広島県 大崎上島町 725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625-1 大崎上島町住民課税務係 ふるさと納税担当 0846-65-3111

徳島県 那賀町 771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104-1 那賀町役場 まち・ひと・しごと戦略課 0884-62-1184

香川県 まんのう町 766-8503 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430 まんのう町 地域振興課 ふるさと納税担当行 0877-73-0122

香川県 東かがわ市 769-2792 香川県東かがわ市湊1847-1 東かがわ市 地域創生課 0879-26-1276

高知県 室戸市 781-7185 高知県室戸市浮津25-1 室戸市役所 ふるさと納税担当 0887-22-5143

福岡県 鞍手町 807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705 鞍手町役場 政策推進課 政策係 0949-42-2111

福岡県 桂川町 820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424-1 桂川町役場 企画財政課 政策推進係 0948-65-1085

福岡県 豊前市 828-8501 福岡県豊前市大字吉木955 豊前市役所総合政策課企画管理係 0979-82-1111

佐賀県 上峰町 849-0192 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383-1 上峰町 ふるさと納税担当 宛 0952-37-5977

佐賀県 白石町 849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1 白石町役場 商工観光課 0952-84-7123

長崎県 島原市 855-8555 長崎県島原市上の町537 島原市 政策企画課 ふるさと納税担当 0957-62-8012

熊本県 南関町 861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町1316 南関町役場 総務課 0968-57-8500

宮崎県 木城町 885-0072 宮崎県都城市上町7-12 千日木野田ビル2F 木城町ふるさと納税 ワンストップ受付センター 050-8888-8274

鹿児島県 三島村 892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町12-18 三島村役場総務課 ふるさと納税担当 099-222-3141

鹿児島県 枕崎市 898-8501 鹿児島県枕崎市千代田町27 枕崎市役所企画調整課企画調整係 0993-72-1111

沖縄県 豊見城市 683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目5-11 豊見城市 ふるさと納税業務受託業者 株式会社エッグ分室 098-850-0364（豊見城市 企画調整課）

沖縄県 宜野湾市 901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 宜野湾市役所 企画部企画政策課企画政策係 ふるさと納税担当 098-893-4461
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