
ふるさと
チョイス

楽天
ふるさと
納税

さとふる
その他
（※）

TEL 0965-33-4106 TEL 0965-33-4106

Mail zaisei@city.yatsushiro.lg.jp Mail zaisei@city.yatsushiro.lg.jp


TEL 0966-22-2111 TEL 0966-22-2111
ふるさと納税ページ
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/27/6567.html

Mail furusato@hitoyoshi.kumamoto.jp Mail furusato@hitoyoshi.kumamoto.jp 義援金ページ
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/1054/13466.html

TEL 0968-57-7059 TEL 0968-63-1621
ふるさと納税ページ
https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/344/834.html

Mail kurashi@city.arao.lg.jp Mail kaikei@city.arao.lg.jp
義援金ページ
https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/4/16587.html

TEL 0966-61-1607 TEL 0966-61-1607

Mail donation@city.minamata.lg.jp Mail donation@city.minamata.lg.jp

TEL 0968-75-1421 TEL 0968-75-1421

Mail chiiki-s@city.tamana.lg.jp Mail chiiki-s@city.tamana.lg.jp

TEL 0968-43-1110 TEL 0968-43-1110

Mail hisho@city.yamaga.kumamoto.jp Mail hisho@city.yamaga.kumamoto.jp

TEL 0968-25-7250 TEL 0968-25-7250

Mail furusato@city.kikuchi.lg.jp Mail kikaku@city.kikuchi.lg.jp

TEL 0964-26-5545 TEL 0964-26-5525

Mail
【問い合わせフォーム】
https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.
jp/q/inquiry/

Mail
【問い合わせフォーム】
https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.
jp/q/inquiry/

1

連絡先
（TEL／E-Mail)

ふるさと納税・寄附金・義援金ページ
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312871/index.html

担当窓口
（担当課・係）

市町村ホームページ
（関係ページのアドレス）

連絡先
（TEL／E-Mail)

　令和２年７月豪雨に係る被災市町村寄附金・義援金担当窓口一覧
　（災害救助法適用市町村分）

令和２年７月２７日現在

会計課
出納係

対応可能なふるさと
納税ポータルサイト

担当窓口
（担当課・係）

総務課
秘書広報係

○

企画課
情報政策係

○

企画課
情報政策係

○ ○

荒尾市 くらしいきいき課
ふるさと創生係 ○ ○

企画課
地域振興係

○

企画振興課
地域振興係

※ふるさと納税ポータルサイトの「その他」欄の番号は、次の番号に対応しています。
　①ふるなび、②ふるぽ、③ANAふるさと納税、④わが街ふるさと納税、⑤wowmaふるさと納税

企画課
地域振興係

○

○

個人からの寄附

人吉市

市町村名

法人からの寄附

八代市 財政課
財政政策係

水俣市

ふるさと納税ページ
https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/111/11498.html

地域振興課
地域振興係

財政課
財政政策係

○ ○

○

○

ふるさと納税ページ
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/list/354.html

山鹿市

ふるさと納税ページ
https://www.city.minamata.lg.jp/kiji003827/index.html

玉名市 地域振興課
地域振興係

○ ○ ○

菊池市 ③

秘書政策課
秘書係

秘書政策課
秘書係

○ ○
ふるさと納税ページ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1478581740799/

④

上天草市 総務課
秘書広報係

○ ○ ○

企画振興課
地域振興係

○

ふるさと納税ページ
https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/list/476.html
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ふるさと
チョイス

楽天
ふるさと
納税

さとふる
その他
（※）

TEL 0969-27-5053 TEL 0969-27-5053

Mail furusato@city.amakusa.lg.jp Mail furusato@city.amakusa.lg.jp

TEL 0968-85-3188 TEL 0968-85-3188

Mail sakanishi-s@town.gyokuto.lg.jp Mail sakanishi-s@town.gyokuto.lg.jp

TEL 0968-57-8500 TEL 0968-57-8500

Mail furusatonankan@town.nankan.lg.jp Mail zaisei@town.nankan.lg.jp

TEL 0968-78-3239 TEL 0968-78-3239

Mail kikaku@town.nagasu.lg.jp Mail kikaku@town.nagasu.lg.jp

TEL 0968-86-5721 TEL 0968-86-5724

Mail msui@town.nagomi.lg.jp　 Mail fukushi@town.nagomi.lg.jp

TEL 0967-42-1111 TEL 0967-42-1111

Mail soumu@town.minamioguni.lg.jp Mail soumu@town.minamioguni.lg.jp

TEL 0967-46-2118 TEL 0967-46-2111

Mail furusato@town.kumamoto-oguni.lg.jp Mail kisai@town.kumamoto-oguni.lg.jp

TEL 0966-82-2511 TEL 0966-82-2511

Mail soumuk@town.ashikita.lg.jp Mail soumuk@town.ashikita.lg.jp

TEL 0966-78-3114 TEL 0966-78-3111
ふるさと納税ページ
http://www.town.tsunagi.lg.jp/page2857.html?type=top

Mail soumuk@town.ashikita.lg.jp Mail soumu@town.tsunagi.lg.jp
義援金ページ
http://www.town.tsunagi.lg.jp/page2863.html?type=top

2※ふるさと納税ポータルサイトの「その他」欄の番号は、次の番号に対応しています。
　①ふるなび、②ふるぽ、③ANAふるさと納税、④わが街ふるさと納税、⑤wowmaふるさと納税

連絡先
（TEL／E-Mail)

令和２年７月２７日現在

市町村名

個人からの寄附 法人からの寄附

市町村ホームページ
（関係ページのアドレス）

担当窓口
（担当課・係）

連絡先
（TEL／E-Mail)

対応可能なふるさと
納税ポータルサイト

総務課
総務係

担当窓口
（担当課・係）

総務課
総務係

○ ○
ふるさと納税・義援金ページ
http://www.ashikita-t.kumamoto-
sgn.jp/www/contents/1594967784114/index.html

総務課
総務班

芦北町

津奈木町 政策企画課 ○ ○

天草市 財政課
財政係

○ ○ ○
①
③

企画財政課
ふるさと納税係

○ ○ ○
①
⑤

ふるさと納税ページ
ttps://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji003789/index.html

財政課
財政係

企画財政課
ふるさと納税係

ふるさと納税ページ
http://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/hurusatonouzei/hinagata.html

南関町 総務課
総務係

○ ○ 総務課
財政係

ふるさと納税ページ
http://www.town.nankan.lg.jp/page2583.html

玉東町

長洲町 まちづくり課
企画調整係

○ ○ ○ ⑤ まちづくり課
企画調整係

ふるさと納税ページ
https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0033888/index.html

和水町 まちづくり推進課
企業誘致係 ○ ○ ○

健康福祉課
福祉係

ふるさと納税ページ
https://www.town.nagomi.lg.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_
id=1&class_id=531

南小国町 総務課 ○ ○
①
③
⑤

総務課 寄附金ページ
https://www.town.minamioguni.lg.jp/news/2020/1675.html

小国町 政策課
まちづくり係

○ ○ ○ ② 総務課
財政係

ふるさと納税ページ
https://www.town.kumamoto-oguni.lg.jp/q/list/121.html
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ふるさと
チョイス

楽天
ふるさと
納税

さとふる
その他
（※）

TEL 0966-38-1111 TEL 0966-38-1111

Mail zaisei@town.kumamoto-nishiki.lg.jp
 Mail zaisei@town.kumamoto-nishiki.lg.jp

TEL 0966-42-6111 TEL 0966-42-6111

Mail soumu@town.taragi.lg.jp Mail soumu@town.taragi.lg.jp

TEL 0966-43-4111 TEL 0966-43-4111

Mail furusatonouzei@yunomae.kumamoto.jp Mail zaisei@yunomae.kumamoto.jp

TEL 0966-44-0311 TEL 0966-44-0318

Mail soumu@mizukami.kumamoto.jp Mail kaikei@mizukami.kumamoto.jp

TEL 0966-35-0211 TEL 0966-35-0211
ふるさと納税ページ
https://www.vill.sagara.lg.jp/q/aview/53/906.html

Mail soumu@sagara.kumamoto.jp Mail soumu@sagara.kumamoto.jp
義援金ページ
https://www.vill.sagara.lg.jp/q/aview/902/1072

TEL 0966-37-2211 TEL 0966-37-2211

Mail info@itsuki.kumamoto.jp Mail info@itsuki.kumamoto.jp

TEL 0966-23-3111 TEL 0966-23-3111
ふるさと納税ページ
https://www.vill.yamae.lg.jp/pagetop/kurashi/zeikin/3/775.html

Mail soumu＠yamae.kumamoto.jp Mail soumu＠yamae.kumamoto.jp
義援金ページ
https://www.vill.yamae.lg.jp/pagetop/emergency/1624.html

TEL 0966-32-1114 TEL 0966-32-1114
ふるさと納税ページ
http://www.kumamura.com/gyousei/kikaku/furusato/

Mail kikaku@kuma.kumamoto.lg.jp Mail kikaku@kuma.kumamoto.lg.jp 義援金ページ
http://www.kumamura.com/gyousei/2020/07/11257/

TEL 0966-45-7211 TEL 0966-45-7214
ふるさと納税ページ
https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/1/14743.html

Mail kifu@asagiri.kumamoto.jp Mail
義援金ページ
https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/955/14795.html

3※ふるさと納税ポータルサイトの「その他」欄の番号は、次の番号に対応しています。
　①ふるなび、②ふるぽ、③ANAふるさと納税、④わが街ふるさと納税、⑤wowmaふるさと納税

連絡先
（TEL／E-Mail)

令和２年７月２７日現在

市町村名

個人からの寄附 法人からの寄附

市町村ホームページ
（関係ページのアドレス）

担当窓口
（担当課・係）

連絡先
（TEL／E-Mail)

対応可能なふるさと
納税ポータルサイト

担当窓口
（担当課・係）

○
総務課

企画情報係

山江村 総務課
行財政係

○ ○

相良村 総務課
企画情報係

○

総務課
行財政係

あさぎり町 企画財政課
企画係

○ ○ 生活福祉課

ふるさと創生課球磨村 ふるさと創生課 ○ ○

錦町 総務課
財政係

○ ○ ③ 総務課
財政係

ふるさと納税ページ
www.nishiki-machi.com/docs/2020071100018/

総務課
総務係

○ ○ 総務課
総務係

ふるさと納税ページ
https://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/furusato_nouzei/648.html

多良木町

湯前町 企画観光課
ふるさと納税係

○ ○ 総務課
財政係

ふるさと納税ページ
https://www.town.yunomae.lg.jp/list00819.html

水上村 総務課 ○ ○ 会計室 ふるさと納税ページ
https://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/9/1686.html

五木村 総務課 ○ ○ ○ ④ 総務課 ふるさと納税ページ
http://www.citydo.com/furusato/official/kumamoto/itsuki/index.html
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