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市の人口と予算 〈12月1日現在〉
人口・世帯   （　） 内は前月比／前年同月比
 合計 ＝ 184,828 人 （＋339 ／＋4,851）
 男 ＝ 91,421 人 （＋140 ／＋2,441）
 女 ＝ 93,407 人 （＋199 ／＋2,410）
 世帯 ＝ 76,357 世帯 （＋160 ／＋2,556）
予算
 一 般 会 計 ＝ 534億8,881万2千円
 特別・企業会計 ＝ 480億8,242万2千円

　ご自身が住む自治体にも「ふるさと納税」ができることをご存じです
か。流山市のふるさと納税では、寄附をする基金を選ぶことで、あなた
自身が寄附金の使い道を選ぶことができます。また、ふるさと納税を

していただいた個人の方には、善意に対する感謝の気持ちと市のPRを
目的に、よりすぐりの返礼品を贈呈しています。住みよいまちづくり
のために、ふるさと納税をしてみませんか。 ID 1008417

特集：ふるさと納税

井崎市長からのメッセージ

　皆さんの善意の寄附は指定され
た基金に積み立て、事業の財源とし
て活用し、思いをカタチにしてまい
ります。
　また、返礼品は流山の魅力を最大
限味わえる充実したラインアップ。
自信を持ってお届けいたします。
　市民の皆さんを幸せにするまちへとさらに進化を続け
ていくため、「ふるさと納税」でご支援ください。

 「ふるさと納税」で
流山を応援してください

流山市長
井崎 義治

あなたもできる!!
流山市への「ふるさと納税」

使い道を選べる寄附をしてみませんか

健康福祉基金

障害者の方や子ども、
高齢者の方などの暮らしのために

ふるさと緑の基金
緑や花が豊かなまちづくりに

ふるさと21まちづくり基金
安全で快適な暮らしやすいまちづくりに

教育、文化及びスポーツ振興基金
教育、生涯学習、スポーツ施設の充実に

国際交流基金
子どもの異文化交流のために

消防施設及び消防装備整備基金
消防・救急活動の維持・強化に

災害救助基金
災害時の救助や救護に 廃棄物処理施設整備等基金

ごみ処理施設の整備・維持に

健康や福祉など
援助を必要とす
る方のために役
立てます。市内2カ所の駅前送迎保育ステーションと各保育所（園）を結ぶ送迎事業

起震車を使った防災訓練

流山セントラルパーク駅から徒歩7分に位置する市総合運動公園野球場

ロータリーが整備された流山おおたかの森駅西口

建て替えにより訓練用バルコニーなどを備えた南消防署

遊具が整備された東部近隣公園

八木南小学校でのオランダ教室

稼働14年目を迎えるクリーンセンター

緑と花でいっぱいの
まちづくりや遊具の
整備に役立てます。
また、大堀川沿いに
桜の植樹をし、四季
折々に桜や草花が彩
る憩いの場づくりに
役立てます。

バリアフリー対応
などさまざまな人
が利用しやすい道
路や駅前、公園の整
備に役立てます。

教育や文化施設の充
実や、広く教育、文
化 お よ び ス ポ ー ツ
振興に役立てます。
また、市総合運動公
園 野 球 場 の 観 覧 席

（観覧用スタンド）の
整備に役立てます。

環境にやさしい
ごみ処理施設を
安定稼働させる
ための整備など
に役立てます。

災害救助を必要と
する大規模な災害
が 発 生 し た 際 の
救 助 や 救 援 の 活
動に役立てます。

的確で迅速な
消防・救急活動
の維持・強化に
役立てます。

トイレ改修（洋式化）でより使いやすくなった流山福祉会館

子どもたちの
外 国 文 化 へ
の 理 解 を 深
め、多様性へ
の適応力の高
い人材育成に
役立てます。

寄附金は基金に積み立てて活用
平成28年度の活用実績

 【健康福祉基金】
福祉会館整備事業、つばさ学園改修事業
障害者地域生活支援事業など
 【国際交流基金】
国際交流事業、教育指導人材充実事業
 【教育、文化及びスポーツ施設整備等基金】
スポーツフィールド整備事業
市民総合体育館備品整備事業
※平成29年度に「教育、文化及びスポーツ振興

基金」へ名称が変更されました

　お寄せいただいた寄附金は、各基金に積み立てた後、各事業の実施のために活用し
ています。平成28年度に基金を活用して実施した主な事業は次のとおりです。
ID 1008418

節税や
返礼品の
メリットも!

寄附の
受け入れ先
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寄附額 1万円以上

A1 ファンケル「化粧品Aセット」
A2 ファンケル「サプリメントAセット」
A3 ファンケル「発芽米 Aセット」
A4 ファンケル「青汁Aセット」

B1「ろこどる」の「絵皿」および
「自然派焼きそばソース」のセット
　流山をモデルにした漫
画「普通の女子校生が【ろ
こどる】やってみた。」（小
杉光太郎著／一迅社）のア
ニメキャラクターが描か
れた「絵皿」と西深井の髙
島醸造株式会社の「自然
派焼きそばソース」のセッ
トです。

C1 流山産コシヒカリ
　農産物検査員資格を持
つお米マイスターが、地
元生産者のお米を厳選。
減農薬ときれいな井戸水
で育てたおいしいお米で
す。（精米・無洗米・玄米・
5分づき・7分づき）

D1 カナルファーム収穫体験チケット
［大人1名（中学生以上）］
　利根運河建設に尽力したオランダ人技師・ムルデル
が離れに寄宿したことに因

ち な

んで「カナル（運河）」と名
付けられた農園で、季節の野菜や果物を収穫し、採れ
たて野菜のサラダやポタージュ、おいしいジャムなど
の作り方を学びます。料理の後は、ゆったりと食事を
お楽しみください。

T1 キッコーマン
万
ま ん

上
じょう

 金
き ん ぱ く

箔入り梅酒2本セット★
　流山で醸造を営んでいた二代目
堀切紋次郎が開発した白味

み

淋
り ん

「万
ま ん

上
じょう

味淋」。その当時は、飲んでおい
しく料理の味を引き立てるとあっ
て、全国にその名をとどろかせま
した。200年以上を経た今でも「マンジョウ本みりん」
として発祥の地・流山の、流山キッコーマン株式会社
で作られています。国産梅を使用してじっくり仕上げ
た万上梅酒。上品な甘みとすっきりした味わいです。

T2 蔵出・焼き芋 かいつか
焼き芋・干し芋・甘露煮セット★（冷蔵便）

寄附額 1万2,000円以上

T3 レタンプリュス
焼菓子詰合せ（流山市お礼品限定詰合せ）★
　東初石に平成24年に
オープンした洋菓子店。
伝統的なフランス菓子
を中心に、厳選した素
材を使って焼き上げた
菓子の詰め合わせです。

T4 ブラッスリーしんかわ
千葉県素材を使ったプリン詰合せ★
　大正ロマンを思わせる癒やしの空
間が体感できる、西深井にあるフレ
ンチレストラン。シェフが手がけた、
白みりんキャラメル・パッションフルーツ・はちみつの
3種類の味のプリンです（冷蔵便）。

T5 赤ちゃんの城 ベビー浴用ガーゼセット★

寄附額 1万5,000円以上

D2 カナルファーム収穫体験チケット［親子ペア］
（下記参照）

寄附額 2万円以上

D3 流鉄お仕事体験チケット（下記参照）

N1 「割烹せきや」
ペアランチ券（下記参照）
　〈森の御膳〉食前酒（ま
たはソフトドリンク）、
小鉢（和えもの）、前菜（３
点または5点盛）、上鰻
重、デザート（旬のフルー
ツまたは葛きり）

N2 「京料理かねき」
ペアランチ券（下記参照）
　〈一茶弁当〉先付け、造
り、京点心14種類、出

だ し

汁
巻玉子、お食事、赤出汁

N3 「そば懐石あずみ野」
ペアランチ券（下記参照）
　〈あずみ野膳〉先付け2
品、椀物、お造り、お凌

し の

ぎ、
焼き物、揚げ物、手打ち
蕎

そ ば

麦、デザート

N5 流山あかり館
美濃和紙インテリア照明「揉み紙」
　流山本町にあるインテリア和紙照明
専門店の揉み紙を使った和紙照明（テー
ブルランプ）です。

T6 赤ちゃんの城
バスタオルローブ★

寄附額 3万円以上

A11 ファンケル 
冬のうるおいセット
　乾燥する、ハリが
ない…。そんな冬の
お悩み肌を救うため
の冬限定セット。人
気の美容液・マスク
をはじめ、ファンケ
ルの「うるおい」に
こ だ わ っ た 商 品 を
セットにしました。

N4「割
か っ

烹
ぽ う

柳家」ペアランチ券（下記参照）
　〈懐石コース〉前菜、椀物、造

つ く

里
り

、煮物、
炊き込みご飯、勇餅（わらび餅）

N6 流山あかり館
美濃和紙インテリア照明「宙

そ ら

白
し ろ

」

N7 流山あかり館
美濃和紙インテリア照明

「和風スタンド」(花うさぎピンク×小梅白)

寄附額 4万円以上

T7 赤ちゃんの城 お昼寝セット（トイーズ）★

T8 イングリッシーナ テーブルチェア★

寄附額 5万円以上

A5 ファンケル「化粧品Bセット」
A6 ファンケル「サプリメントBセット」
A7 ファンケル「発芽米Bセット」
A8 ファンケル「青汁Bセット」

T9 ワコール 「帯祝いセット」★

寄附額 8万円以上

T10 エルゴベビー ADAPT（抱っこひも）★

T11 レカロ イージーライフ（ベビーカー）★

寄附額 10万円以上

A9 ファンケル「Sセット」
　化粧品やサプリメント、発芽米、青汁など、ファン
ケルの主力商品を集めたスペシャルセットです。

寄附額 25万円以上

T12 コンビ ホワイトレーベル クルムーヴ スマート
ISOFIXエッグショックJG-800（チャイルドシート）★

寄附額 150万円以上

後藤純男日本画リトグラフ
　旭日小綬章や日本芸術院賞・恩

お ん

賜
し

賞を受賞された本
市初の名誉市民・（故）後藤純男氏の代表的な日本画作
品（リトグラフ）を後藤純男美術館からお届けします。
※E.A.もしくはエディション番号の指定はできません
N8「春映富士」8号
N9「大和の雪」8号
日本芸術院賞・
恩賜賞受賞作品
N10「塔映「花」」8号
N11「塔映「月」」8号
N12「塔映「雪」」8号

N13 中里保子作
万華鏡「秋草」(2017)
　市内在住の万華鏡作家・中里保
子さんが万華鏡世界大会で最優秀
賞を獲得した作品「秋草」を復刻
しました。

N14  紫
し

焔
え ん

窯
が ま

 田口佳子作
「白

は く ゆ う

釉彫
ちょう

紋
も ん

大
お お つ ぼ

壺」
　紫焔窯を主宰する田口佳子さんの
柔らかなかたちと色彩の美を追求し
た磁器です（下記参照）。

寄附額 200万円以上

N15 SAN-EI卓球台「i
イ ン フ ィ ニ テ ィ ー

nfinity2016」★
　東初石に本社のある株式会社三

さ ん え い

英が創り上げた世
界が認める卓球台。レジュ・ブルー(青の瞳)の名を持つ
infinity2016は、リオデジャネイロオリンピックで
使用された卓球台と同じモデルで、世界の大会で注目
される品質と美を誇ります。
　また、卓球台の脚部には、東日本大震災被災地域の
材料を用いるなど、卓球を通じて被災地の皆さんが笑
顔になれる時間を共有したいという願いが込められて
います。
※納品まで約3〜4カ月

※いずれも事前の予約が必要です。また、収穫体験と流鉄お仕事体験は開催日をご確認ください。

　昭和50年代、肌荒れに悩む女性が多く、
それは化粧品に含まれる防腐剤や添加物が
一因とされていました。創業者・池森賢二さ

んの「世の中の不安や不満を解消したい」と
いう強い思いで、ファンケル美健は市内の小
さな工場からスタートしました。従業員には
地域の方も多く、製造から研究まで女性も活
躍しています。生まれも育ちも流山の無添加
化粧品は、今では世界中で愛されています。

世界初の無添加化粧品。
「生まれは、流山です。」

　西深井で陶房「紫焔窯」を主宰する陶芸作家の
田口佳子さんは、陶歴36年。中国の宋の時代の紫

し

紅
こ う

釉
ゆ う

という銅を使って紫色を発色する技法に魅せ

られ、研究を重ねてきました。紫色を出すには濃
い釉

ゆ う

薬
や く

が必要ですが、磁器に濃い釉薬をかけると
割れやすくなるため、2種類の釉薬を開発して新た
な色彩を表現しました。色に懸ける情熱が生んだ、
紫焔窯でしか表現できない世界です。

真っ白い磁器にたなびく紫雲に魅せられて

利根運河の曲線からインスピレーションも
　幼いころから引っ越しが多く、結婚後には海
外赴任も経験。帰国後、住むと決めたのが流山
でした。平成元年に独立後、手造りの陶房から
始まり、苦労の多い時期を周囲に支えられ、「流
山から陶芸家として第一歩を踏み出した」と語
る田口さん。利根運河の
川辺はお気に入りの散
歩コースで、涸

か

れること
なく溢

あ ふ

れる創作意欲の
源でもあるそうです。

開かれたクリーンな工場
　「全てを見て安心してもらいたい」という思いから、工場の一般
公開にも力を入れています。菌を大敵とする無添加化粧品は、外
気を遮断したパイプを通して別室へ送り、容器に詰められます。
医薬品製造レベルのクリーンな環境を誇る作業過程の全てを見学
することができます。また、千葉工場ではサプリメントも製造して
おり、2つの設備を持つ唯一の複合型工場である点も特徴です。

　若い頃から、「女性も仕事を持ち、社会参加す
べき」と考えていたので、職業として陶芸の道に
進みました。創作活動だけでなく、芸術の普及
にも力を入れています。陶芸教室では多い時は
100人ほどの生徒を受
け持ち、ボランティア
で市内の学校へ出前授
業を行うほか、フラン
ス人の弟子をとるなど
海外の方に教える機会
もあります。

　今、私たちは、「健康寿命を延ばしましょう」とい
う提案をしています。長寿国・日本で、いかに、健やか
な肌を保ち、健康的な食事
をして、将来的に病気にな
らない体を作るか。誰もが
末長く美容と健康を手に入
れ、豊かな人生を送ること
を願って、日々、生産に取り
組んでいます。この機会に、
ぜひお試しください。

健康寿命を延ばして、末長く楽しい人生を
千葉工場 管理グループ課長　椎野 達也さん

　貴重な経験や特別な時間を楽しむことができる体験型の返礼品で
家族や友人との思い出をつくりませんか。

CMでもおなじみの化粧品。
流山が「誕生の地」であることをご存じですか? 「壺の中に自分がいる」。

大壺の創作で想いを表現する
田口さんのアトリエを訪ねました。

D3 流鉄お仕事体験チケット（親子ペア）
寄附額2万円以上
　流鉄は、明治29年（ 1916年）の開業から、
100年以上にわたり流山市民の足として流山駅
〜馬橋駅間を走り続けています。編成ごとに車
両の色が異なり、それぞれ「菜の花」「流星」な
ど愛称がつけられ、市民はもちろん、全国の鉄道
ファンからも愛されています。
　体験では、車内アナウンスや切符販売、手旗信
号での車両の移動ができます。昼食にはE

エ イ ゼ ン

IZENの
管理栄養士が作る弁当を車両内で食べられます。

株式会社
ファンケル

美健 

紫
し

焔
えん

窯
がま

窯元
田口 佳子

さん

千葉工場 見学リポート 陶房探訪 
〜創作の現場から〜

大壺も入るガス窯。長い時は
24時間、窯の中の微妙な火
加減を見守る

昭和57年（1982年）、十太夫に㈱ファ
ンケルの最初の工場として創業後、
流山工業団地（西深井）に移転。主力
生産工場として、市内小学生の社会
科見学を受け入れるほか、一般に向
けて見学ツアーも開催しています

申し込みは12月31日まで。ランチ券の有効期限は平成30年3月31日まで

友人やご夫婦でご一緒に
N1 N2 N3 N4 ペアランチ券
寄附額2万円以上・3万円以上
　割

かっぽう
烹せきや、京料理かねき、そば懐石あず

み野、割烹柳家のペアランチ券。市内の老舗
の料亭やお食事処

どころ

での贅
ぜいたく

沢な時間を。
※割烹柳家のみ寄附額3万円以上 割烹柳家〈懐石コース〉

家族や友人と一緒に楽しめる!
お食事券や体験チケットも！

表現者として、社会で輝く女性として

無添加化粧水の原料はスイー
トピーなど植物由来のエキス。
30〜50種を配合しています

流山市の返礼品一覧

N6 N7

A1 A2

N5

N14

A5 A6

平成29年12月ま
で。平成30年1月
からは皿のみ

平成30年2月28日まで

N13

N9

　ふるさと納税していただいた個人の方には、市外の方にも市内にお住ま
いの方にも返礼品を贈呈しています。流山の産品や市にゆかりの芸術作品、
体験チケットやペアランチ券など、流山の魅力を満喫できるものを追加し
ました。
　また、髙島屋セレクション（★印）では、市内にある唯一の百貨店・髙島屋
と連携して、「母になるなら、流山市。」のメッセージを込めた、子育てに役
立つアイテムや、家族だんらんのひとときにぴったりの逸品を揃

そ ろ

えました。

　セット内容など詳細は、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」をご
覧ください。
※ A1 などは商品番号です。
問 A 〜 D で始まる商品番号…商工振興課
　☎7150－6085 FAX 7158－5840
　 N・T で始まる商品番号…マーケティング課（ふるさと納税返礼品専用）
　☎7199－3441 FAX 7150－0111

親子で楽しむ！
D2 カナルファーム
収穫体験チケット（親子ペア）
寄附額1万5,000円以上
　「娘に畑での収穫や料
理を体験させたい」と参
加した野澤さんファミ
リー（東初石在住）。朝
採れ野菜のみずみずし
さにビックリ！ 酸味の
きいた手作りブルーベ
リージャムは「家でも作りたい」と大喜び。ママ
やパパにも貴重な１日になりました。

QRコード



掲載記事へのお問い合わせの際は、電話番号の押し間違えのないようにお願いします。
ID =ページID（市ホームページのトップページで入力すると、関連ページがすぐに見られます）古紙70％再生紙、 植物油インキ使用

特集：ふるさと納税第1482号　平成29年12月11日㈪ 4

［4］寄附金を納入する
　「寄附（ふるさと納税）申出書」に必要事項を明記の上、各基金担当
課（〠270－0192流山市役所）へ郵送またはファクス（ FAX 7159
－0133）、ふるさとチョイスから申し込み、次の①〜⑤から選択し
た納入方法で寄附金を納入します。

② 納入通知書：申し込み後に郵送される「納入通知書」で、市指定の金融機関
に納入します（振込手数料は無料）。

ふるさと納税の申し込み手続き
［1］寄附の受け入れ
　　 先を決める

　寄附の受け入れ先（右表）
から希望するものを選びま
す。基金の使い道は本紙（1
面）または市ホームページ

（ ID 1016206 ）でご確認くだ
さい。

［3］返礼品
　　 を選ぶ

　本紙（2〜3面）や市ホームページ（ ID 1008417）、
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で寄
附額に応じた返礼品を選びます。

返礼品選びから申し込みまでがスムーズ!
ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」
　日本最大級のふるさと納税サイト。日本全国全ての自治体のふ
るさと納税の返礼品や寄附金の使い道などが掲載されています。
　また、控除年間上限額のシュミレーションもできます。

QRコード

返礼品を受け取る
　寄附金の納入後、１〜２週間で寄附金受領証明書と返礼品が届きます。
※一部の返礼品は１カ月〜数カ月程度かかるものもあります。
※クレジットカードでの納入の場合は、入金確認完了後1〜２カ月

かかります。

確定申告とワンストップ特例制度について
平成29年分のワンストップ特例制度の提出期限は1月10日まで

問 市民税課☎7150－6073 ID 1000465

基金名 担当課
1 健康福祉基金 社会福祉課☎7150－6079
2 ふるさと緑の基金 みどりの課☎7150－60923 ふるさと緑の基金（大堀川桜並木整備事業）※12月31日まで
4 ふるさと21まちづくり基金 まちづくり推進課☎7150－6090
5 国際交流基金 企画政策課☎7150－6064
6 教育、文化及びスポーツ振興基金 教育総務課☎7150－6103
7 教育、文化及びスポーツ振興基金（総合運動公園野球場観覧席建設） スポーツ振興課☎7157－2225
8 消防施設及び消防装備整備基金 消防総務課☎7158－0299
9 災害救助基金 防災危機管理課☎7150－6312
10 廃棄物処理施設整備等基金 クリーンセンター☎7157－7411

よくあるお問い合わせ
　12月29日〜1月3日の間、市役所は閉庁となりますが、ふるさとチョ
イスからのお申し込みは年末年始に関わらず受け付けています。

決済方法 申込期限 決済・入金締切 備考
クレジット決済 12月31日㈰ 12月31日㈰ オンラインの決済完了

納入通知書・
郵便振替 12月15日㈮

12月28日㈭
※金融機関などの取り扱

い状況により異なる
振り込み完了

現金書留 12月15日㈮ 12月28日㈭
※必着

入金手続き完了
（市役所開庁時に限る）

各担当課窓口 12月28日㈭ 12月28日㈭ 窓口手続き完了
（市役所開庁時に限る）

●Q 平成29年分の所得に対する税金の控除を受けるためには、いつまでに手続きす
ればいいの？

●A それぞれの決済・入金方法によって期限が異なります（下表）。なお、記載されてい
る期日を越えたものに関しては、平成30年分のふるさと納税として取り扱います
ので、確認の上お申し込みください。

問 財政調整課☎7150－6071 ID 1008417

●Q 確定申告する際に必要な書類は、いつごろ届きますか？
●A 各担当課窓口・納入通知書・郵便振替にて納入された場合は、払込票（お客様控え）

が寄附金受領証明書の代わりになります。また、クレジット決済の場合は、市へ
の入金が確認でき次第、確定申告に間に合うよう順次発送します。

［2］寄附額を決める
　寄附額と納入方法を決定
します。控除される上限額
は収入によって異なります

（右表参考）。

　自己負担額の2,000円を除く全額が所得税および
個人住民税から控除される上限額です（住宅ローン控
除を受けている場合は右記上限額と異なります）。
※共働きは、配偶者控除の適用を受けていないケース

です。
※表はあくまで参考値です。実際にふるさと納税をす

る年の収入や所得、控除によって異なります。
問 税金のしくみについて…市民税課☎7150－6073

控除年間上限額のめやす平成29年
ふるさと納税 本人の

給与収入
独身または共働き世帯／

中学生以下の
子どもがいる世帯

高校生の
子どもが
いる世帯

300万円 2万8,000円 1万9,000円
350万円 3万4,000円 2万6,000円
400万円 4万2,000円 3万3,000円
450万円 5万2,000円 4万1,000円
500万円 6万1,000円 4万9,000円
600万円 7万7,000円 6万9,000円
700万円 10万8,000円 8万6,000円
800万円 12万9,000円 12万円

1,000万円 17万2,000円 16万3,000円

④ 現金書留：申し込み書類と寄附金を現金書留で送付します（送料は自己負担）。
③ 郵便振替：［1］で選択した寄附の受け入れ先の担当課窓口へご相談ください。

①クレジットカード：ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」のみで納入できます。

⑤ 各担当課の窓口：上記［1］で選択した寄附の受け入れ先基金の担当課窓口
で申し込みを行い、寄附金を納入します。

　確定申告または住民税申告をすることで、所得税や住民税の減税の対象とな
ります（税額が2,000円以下および非課税の場合を除く）。
　また、給与所得者などで申告義務のない方で、ふるさと納税する自治体数が５
団体以内であれば、寄附金税額控除に係る特例制度（ワンストップ特例制度）が利
用でき、確定申告などの税務申告手続きをしなくても、寄附した年の翌年度の住
民税で控除を受けられます。平成29年分の所得についてのワンストップ特例控
除を利用する場合は、1月10日（消印有効）までに「寄附金税額控除に係る申告特
例申請書」と個人番号を確認できる書類（別表の①と②からそれぞれ1点）を添付
し、流山市役所市民税課へ持参または郵送してください。申請書は市ホームペー
ジからダウンロードできます（ ID 1008417 ）。

① マイナンバーカード（裏面）、通知カード、住民票（個人番号付き）

② マイナンバーカード（表面）、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保
険者証、在留カード、身体障害者手帳

ID 1008417


