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２０２０年度瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者募集要項 

 

 

１ 目的 

ふるさと納税（寄附金）制度を活用し、瀬戸市のシティプロモーションを行うとと

もに、瀬戸市への寄附の促進並びに地場産品などのＰＲ、販売促進及び地元企業の活

性化などの相乗効果を図ることを目的として、ふるさと納税による寄附者に対し、返

礼品等として贈呈する商品やサービスを提供する事業者（以下「協力事業者」という。）

を募集します。 

 

 

２ 事業概要 

寄附者が瀬戸市ホームページや瀬戸市が利用する民間のふるさと納税ウェブサイト

等を通してふるさと納税制度による寄附を行う際、寄附金額に応じて、希望する商品

やサービスを選択します。商品やサービスが選択された協力事業者は寄附者へ当該商

品等をふるさと納税の返礼品として発送します。 

協力事業者は、瀬戸市ホームページや瀬戸市が利用する民間のふるさと納税ウェブ

サイト等における情報発信により、全国に商品等をＰＲできます。 

また、返礼品等の発送時に、商品のパンフレット等を同封し、販売促進・ＰＲを行

うことができます。 

 

 

３ 事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税寄附者 

 

瀬戸市 

協力事業者 

⑤返礼品等・体験で作成した作品

等（体験クーポン）の発送 

＊事業者パンフレット等の同封 

④寄附者の住所・氏名、電話番号等を連絡 

②寄附 

③返礼品等の選択 

①市と事業者の契約 

⑥市への発送の報告及び負担額の請求  

 ⑦市から負担額の支払い  
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４ 協力事業者としての要件 

協力事業者は、次に掲げる要件をいずれも満たしている者とします。 

(1) 原則として、瀬戸市内に事業所（本店、支店等は問わない。）又は工場等を有す

る法人、組合、その他団体又は個人であること。 

(2) 市税の滞納が無いこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月１５日法律第７

７号）に規定する暴力団、暴力団員又は当該暴力団もしくは暴力団員と密接な関係

を有するものでないこと。 

(4) 各種法規則、条例に沿った操業、生産、製造、販売等を行っていること。 

(5) 本事業の目的に賛同し、責任を持った対応ができること。 

(6) 個人情報保護法及び瀬戸個人情報保護条例等関係法令を遵守し、個人情報の取扱

いを適切に行うことができること。 

(7) 瀬戸市からの依頼後、速やかに返礼品を発送できること。また、飲食物の場合は、

食品衛生法等関係法令を遵守し、寄附者に到着後適切な賞味期限が保証されること。 

 

 

５ 募集する返礼品等 

  次のいずれの要件も満たす商品等とし、ふるさと納税制度の返礼品等としてふさわ

しいものであることとします。 

なお、１事業者が返礼品等として登録・掲載できる商品数は、１０品までとします。 

また、１０品のうち、同一商品（サイズ・規格違い等）は３品を上限とします。 

ただし、申込状況等により上限数は調整する場合があります。 

 

(1) 瀬戸市の魅力を感じることができ、観光ＰＲ、シティプロモーションにつながる

要素を持つ商品等であること。 

 (2) 品質及び数量の面において、安定的に供給を見込めるもの。ただし、季節や期間

限定、数量限定で供給可能な商品等も可とし、その場合はその予定や提供開始及び

終了期間について迅速な連絡、調整が適時行えること。 

 (3) 以下の総務省が定める地場産品基準のいずれかに該当すること。 

   ア 瀬戸市内で生産されたもの。 

   イ 瀬戸市内で返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの。 

   ウ 瀬戸市内で製造・加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の

付加価値が生じているもの。 

   エ 近隣の自治体で生産されたものと混在することが避けられないもの(米など)。 

   オ 瀬戸市の広報のために生産された瀬戸市のキャラクターグッズ、オリジナルグ

ッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から瀬戸市独
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自の返礼品等であることが明白なもの。 

   カ 関連ある複数の返礼品をセットで提供する場合、主要なものが瀬戸市の特産品

など基準に該当するものであること。 

   キ 瀬戸市内で返礼品等として提供される役務その他これに準ずるものであって、

当該役務の主要な部分が瀬戸市と相当程度関連性のあるもの。 

(4) 著しく高価なものでなく、また換金性や資産性が低いこと 

 

 

※上記要件に適合していても、市が事業者として適当でないと認めた場合や、返礼品

等として適当でないと認めた場合は、本事業に参加できないことがあります。 

また、募集した返礼品等に重複が生じた場合、調整を行うことがあります。 

 

 

６ 返礼品等の価格区分 

１品目当たりの返礼品等の価格単価（箱代や包装代、焼成代等、消費税などを含む）

は、次のとおり１０区分とします。 

なお、送料については、市がその実費を負担します。 

 

寄附金の区分 
返礼品等の価格単価（市が負担する金額） 

（箱代や包装代、焼成代等、消費税などを含む） 

① 寄附金 1万円以上 2万円未満 2,000円相当（消費税等込） 

② 寄附金 2万円以上 3万円未満 4,000円相当（消費税等込） 

③ 寄附金 3万円以上 4万円未満 6,000円相当（消費税等込） 

④ 寄附金 4万円以上 5万円未満 8,000円相当（消費税等込） 

⑤ 寄附金 5万円以上 6万円未満 10,000円相当（消費税等込） 

⑥ 寄附金 6万円以上 7万円未満 12,000円相当（消費税等込） 

⑦ 寄附金 7万円以上 8万円未満 14,000円相当（消費税等込） 

⑧ 寄附金 8万円以上 9万円未満 16,000円相当（消費税等込） 

⑨ 寄附金 9万円以上 10万円未満 18,000円相当（消費税等込） 

⑩ 寄附金 10万円以上 20,000円相当（消費税等込） 
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７ 瀬戸市との契約 

  返礼品等の区分に対応した単価により別途、瀬戸市と契約を結んでいただきます。 

 

 

８ 返礼品等を提供することとなる寄附の期間 

契約を締結し、ふるさと納税ウェブサイト（ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税）

等への返礼品等の掲載が完了した日から２０２１年３月３１日まで。 

ただし、返礼品等を発送していただく期間とは異なります。 

 

 

９ 発送及び請求 

寄附者に返礼品等を発送する際には、協力事業者においてお届け日等の確認を行い、

発送を行っていただきます。その後、返礼品等の発送が完了した旨、市へ報告を行っ

た後、所定の手続きにより、市が負担する金額（契約金額）と発送に係る実費の合計

金額をご請求ください。 

瀬戸市が数量や金額を確認した後、協力事業者の口座に市が負担する金額（契約金

額）の振り込みを行います。 

 

 

10 個人情報の保護 

協力事業者は、個人情報の取り扱いについて、瀬戸市個人情報保護条例及び関係法

令を遵守してください。 

寄附者の個人情報は、お礼の品の送付以外の目的に使用することはできません。 

ただし、協力事業者が返礼品等を送付した後に、寄附者から入手した個人情報は対

象としません。 

 

 

11 募集期間 

  ２０２０年２月２８日（金）まで（２０２０年４月返礼品等の提供開始予定） 

※応募については随時受付を行いますが、返礼品の提供の開始は登録等の手続完了後、

順次行うものとします。 

 

 

12 申し込み方法 

別紙の申込書類に必要事項を記入し、関係書類を添えて、瀬戸市経営戦略部政策推

進課へ持参または郵送にて提出してください。 
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(1) 『２０２０年度 瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者 登録申込書』 

寄附者への返礼品情報となりますので、返礼品とする商品ごとに 1枚作成し、提出

してください。  

(2) 『登録する商品等の画像データ』 

※１商品につき４枚まで登録可（CD-R 等に保存して提出してください） 

ア「ふるさとチョイス用」 

① JPEG 横 520px×縦 323px（画像サイズ５㎆以下） 

イ「楽天ふるさと納税サイト用」 

① 商品トップページ用画像 JPEG 横 200px×縦 200px １枚 

② その他画像 JPEG 横 520px×縦 323px（画像サイズ５㎆以下） ３枚まで 

(3) 『事業者概要』（任意様式 パンフレット等でも可） 

 

 

13 その他の留意事項 

(1) 返礼品等の品質や到着時の毀損などに関する寄附者からの苦情等があった場合     

は、各事業者において真摯に対応して解決に努めることとし、苦情内容や対応状況

について市へ報告するものとします。 

(2) 市ホームページやふるさと納税ウェブサイト（ふるさとチョイス・楽天ふるさと

納税）等への返礼品等の掲載順位や掲載位置については、市へ一任するものとしま

す。 

(3) 市は、登録された事業者又は返礼品等が、本要項に定める要件に適合しなくなっ

たと認める場合、その登録を取り消すことがあります。 

(4) 登録された返礼品等は、寄附者から返礼品として選択された場合に提供をお願い

するものです。選択されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

(5) ふるさと納税制度及び返礼品について、総務省からの見直し等の通知があった場 

合は、要件等を変更する場合があります。 

 

 

14 問い合わせ先 

  〒489-8701 瀬戸市追分町 64-1 瀬戸市経営戦略部政策推進課 

  電話 0561-88-2500 Eメール：seisakusuishin@city.seto.lg.jp 



 

２０２０年度 瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者 登録申込書 

 

年  月  日 

（宛先） 瀬戸市長 

（申込者） 

所在地 

法人名（屋号） 

代表者               印 

連絡担当者 

電話 

Eメール 

 

瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者募集要項に基づき下記のものを提供し

たいので協力事業者として申し込みします。 

なお、申し込みに当たっては、個人情報の保護など要項を遵守すること、この申込書が

事実と相違ないこと、法令等を遵守すること及び市税の滞納が無いことを誓約します。 

 

記 

お礼の品の名称  

価格区分と 

契約予定金額 

価格区分 契約予定金額 

□寄附金 1万円以上 2万円未満 2,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 2万円以上 3万円未満 4,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 3万円以上 4万円未満 6,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 4万円以上 5万円未満 8,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 5万円以上 6万円未満 10,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 6万円以上 7万円未満 12,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 7万円以上 8万円未満 14,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 8万円以上 9万円未満 16,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 9万円以上 10万円未満 18,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 10万円以上 20,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

内容の簡単な説

明（ホームページ

等に記載します） 

内容についてご記載ください。（50～100文字程度） 

配送方法 冷凍  冷蔵  常温 

お礼の品の容量 約     グラム   サイズ 

賞味期限 なし  あり  ＊ありの場合の期限（        程度） 

アレルギーに関

する注意 
 

【添付資料・データ】・登録するお礼の品の画像データ 1～4点



 

○
○ 

２０２０年度 瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者 登録申込書 

 

2020年○月○○日 

（宛先） 瀬戸市長 

 

（申込者） 

所在地 瀬戸市○○町○丁目○○番地 

法人名 ○○○会社 

代表者 ○○ ○○          印 

連絡担当者: ○○○ ○○○ 

電 話：0561－12－3456 

E メ ー ル：○○○○@abc.com 

 

瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者募集要項に基づき、下記のものを提供

したいので協力事業者として申し込みします。 

なお、申し込みに当たっては、個人情報の保護など要項を遵守すること、この申込書が

事実と相違ないこと、法令等を遵守すること及び市税の滞納が無いことを誓約します。 

 

記 

お礼の品の名称 季節の○○○○絵皿 ３皿セット 

価格区分と 

契約予定金額 

価格区分 契約予定金額 

□寄附金 1万円以上 2万円未満 2,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 2万円以上 3万円未満 4,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 3万円以上 4万円未満 6,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 4万円以上 5万円未満 8,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

☑寄附金 5万円以上 6万円未満 10,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 6万円以上 7万円未満 12,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 7万円以上 8万円未満 14,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 8万円以上 9万円未満 16,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 9万円以上 10万円未満 18,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 10万円以上 20,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

内容の簡単な説

明（ホームページ

等に記載します） 

内容についてご記載ください。（50～100文字程度） 

 和食にも、洋食にもマッチする染付の大絵皿３枚セットです。 

 大皿のうえに直接料理を盛り付けても、料理の見栄えを邪魔しないさりげない絵付けを

施したものです。自分使いだけでなく、大切な人の記念日などの贈り物にもどうぞ。 

配送方法 冷凍  冷蔵  常温 

お礼の品の容量 約 800グラム    サイズ 30センチ×30センチ×5センチ 

賞味期限 なし  あり  ＊ありの場合の期限（        程度） 

アレルギーに関

する注意 
なし 

【添付資料・データ】・登録するお礼の品の画像データ 1～4点

別途、保存した画像データをお送りください。 

記入例① 



 

○
○ 

２０２０年度 瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者 登録申込書 

 

2020年○月○○日 

（宛先） 瀬戸市長 

 

（申込者） 

所在地 瀬戸市○○町○○番地の○○ 

法人名 ○○○工房 

代表者 ○○ ○○○         印 

連絡担当者: ○○○ ○○ 

電 話：0561－65－4321 

E メ ー ル：○○○○@xyz.com 

 

瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者募集要項に基づき下記のものを提供し

たいので協力事業者として申し込みします。 

なお、申し込みに当たっては、個人情報の保護など要項を遵守すること、この申込書が

事実と相違ないこと、法令等を遵守すること及び市税の滞納が無いことを誓約します。 

 

記 

お礼の品の名称 瀬戸の豚 ハム・ソーセージ５点セット 

価格区分と 

契約予定金額 

価格区分 契約予定金額 

☑寄附金 1万円以上 2万円未満 2,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 2万円以上 3万円未満 4,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 3万円以上 4万円未満 6,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 4万円以上 5万円未満 8,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 5万円以上 6万円未満 10,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 6万円以上 7万円未満 12,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 7万円以上 8万円未満 14,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 8万円以上 9万円未満 16,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 9万円以上 10万円未満 18,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 10万円以上 20,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

内容の簡単な説

明（ホームページ

等に記載します） 

内容についてご記載ください。（50～100文字程度） 

瀬戸の豚を使ったハムとソーセージの定番詰め合わせです。豚を知り尽くした職

人が手がける瀬戸豚の甘みがギュッと詰まったウィンナーに、分厚いハムは食卓

を贅沢に彩ってくれます！ 

配送方法 冷凍  冷蔵  常温 

お礼の品の容量 約 800グラム   サイズ 30センチ×20センチ×7センチ 

賞味期限 なし  あり  ＊ありの場合の期限（製造年月日から２週間程度） 

アレルギーに関

する注意 
なし 

【添付資料・データ】・登録するお礼の品の画像データ 1～4点 

・お手数ですが、この申込書は、お客様へ

の返礼品情報となりますので、返礼品の

種類ごとに作成してください。 

・申込書電子データ（Word形式）もござい

ます。ご利用の際は、問い合わせ先まで

ご連絡ください。 

別途、保存した画像データをお送りください。 

記入例② 



 

○
○ 

 

２０２０年度 瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者 登録申込書 

 

2020年○月○○日 

（宛先） 瀬戸市長 

（申込者） 

所在地 瀬戸市○○町○○番地の○○ 

法人名 ○○○窯 

代表者 ○○ ○○○         印 

連絡担当者: ○○○ ○○○ 

電 話：0561－98－7654 

E メ ー ル：○○○○@1234.com 

 

瀬戸市ふるさと応援寄附金「返礼品」協力事業者募集要項に基づき下記のものを提供し

たいので協力事業者として申し込みします。 

なお、申し込みに当たっては、個人情報の保護など要項を遵守すること、この申込書が

事実と相違ないこと、法令等を遵守すること及び市税の滞納が無いことを誓約します。 

 

記 

お礼の品の名称 瀬戸焼ろくろ体験（吹きガラス体験など） 

価格区分と 

契約予定金額 

価格区分 契約予定金額 

☑寄附金 1万円以上 2万円未満 2,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 2万円以上 3万円未満 4,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 3万円以上 4万円未満 6,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 4万円以上 5万円未満 8,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 5万円以上 6万円未満 10,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 6万円以上 7万円未満 12,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 7万円以上 8万円未満 14,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 8万円以上 9万円未満 16,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 9万円以上 10万円未満 18,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

□寄附金 10万円以上 20,000円（税・梱包代・焼成費等込） 

内容の簡単な説

明（ホームページ

等に記載します） 

内容についてご記載ください。（50～100文字程度） 

○○年続く窯屋です。やきものづくりの現場の雰囲気を味わいながら、あなただけのオ

リジナルやきものを作ってみませんか。やきものづくり体験をした後は、自然豊かな瀬戸

市をぶらり観光してみてください。（金額による対応の可能人数などご記入ください） 

配送方法 クーポンをお送りしますので、体験は現地へお越しいただきます。要予約となります。 

お礼の品の容量 約 800グラム   サイズ 

賞味期限 なし  あり  ＊ありの場合の期限（               程度） 

アレルギーに関

する注意 
なし 

【添付資料・データ】・登録するお礼の品の画像データ 1～4点 

記入例③ 

・お手数ですが、この申込書は、お客様へ

の返礼品(体験)情報となりますので、返

礼の種類ごとに作成してください。 

・申込書電子データ（Word形式）もござい

ます。ご利用の際は、問い合わせ先まで

ご連絡ください。 

別途、保存した画像データをお送りください。 


