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１ 趣 旨 

 
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、2016年度に創設され、地方創生

に取り組む自治体に寄附した企業が法人住民税などの税額控除を受けられる制度

である。 

従来から国や地方公共団体への寄附は、全額が損金算入され、税控除の対象と

されていたが、この地方創生応援税制によりその優遇措置が拡大し、企業は例え

ば 100万円の寄附に対して、約６割が税額控除されることになる。 

このいわゆる地方創生応援税制（以下、「企業版ふるさと納税」という）に先駆

けて 2008年に始まった個人向けふるさと納税の制度は、使い勝手を改善しながら

着実に実績を伸ばし、この 10年ほどで自治体への寄附が定着してきた。 

企業版ふるさと納税についても、地方自治体にとっての地方創生に向けた施策

を推進するに当たって新たな自主財源確保の手法として、また、企業にとっての

税控除の優遇を受けながら CSR（corporate social responsibility：企業の社会的責

任）を果たすことができるツールとして、双方のメリットを活かして制度の活用

が期待されている。 

 当該制度を活用するには、自治体は「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」

を地域再生計画として申請し、国の認定を受ける必要がある。 

これまで 2016年度に 3回、2017年 11月までに 2回、計 5回にわたってこの事

業を記載した地域再生計画の申請・認定が実施され、全ての都道府県において計

画が認定された。 

累計の認定事業数は 387件、総事業費 1,064億円となり、制度の活用が着々と

広がっていく一方で、一自治体で複数事業の認定を受け、積極的に活用している

地域（自治体）と活用が少ない地域（自治体）とがあり、取組み姿勢に差も出始

めている。 

 福島県（以下「本県」という。）では、県２件、いわき市２件、喜多方市２件、

相馬市１件、浪江町１件の地域再生計画が認定され、これは他県に比較しても多

いとはいえない状況であり、また、県内で比較的規模の大きな都市であってもま

だ活用されていない状況がある。 

 

このことから、本県の自治体に対して企業版ふるさと納税制度の活用意向、活

用に当たっての課題や方向性を調査し、また、全国の自治体の取組事例などを分

析し、当該制度の活用を検討していくに当たって参考となる情報を提供すること

としたい。 
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【図表 1-1】地方創生の展開イメージ 

 
（出所：内閣府「まちひとしごと創生基本方針 2017」より抜粋） 

 

 

２ 手 法 

   
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の動向や活用状況について、以下の

手法を用いて情報収集及び調査分析にあたり、本報告書をまとめるものである。 
 
（１）アンケート調査 

福島県及び県内市町村へのアンケート調査 
 

（２）インタビュー調査 

  県外の自治体担当者等へのインタビュー調査 
 
（３）文献等調査 

テーマに関連する文献、関係省庁・団体・自治体等のホームページからの情報

収集 
 
 

３ 用語の使用 

 
文中で使用する用語については、以下のとおりとする。 

「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」は、企業からの寄附を活用する制

度という点に着目し、「企業版ふるさと納税」と記載する。 
「きふ」の「ふ」は、企業版ふるさと納税を所管する内閣府地方創生推進事務局

が作成する資料にならい、「寄附」とする。  
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４ 「企業版ふるさと納税」とは 
  

はじめに、企業版ふるさと納税の概要について簡単に確認しておきたい。 

 

（１）制度の趣旨とポイント 

 
企業版ふるさと納税は、地方

．．
創生
．．

応援
．．

税制という名称が示すように地方創生に

取り組む自治体に寄附した企業が税制上の優遇措置を受けられる制度である。 

全国的な人口減少、超高齢社会が加速度的に進行する中で、地方の活力が低下

し、国全体の国際競争力が弱まることを懸念して、人口減少の抑制、克服により

社会全体の活力を維持するため、これまでも各地域では、地域の特性を生かした

地域活性化に取り組んできた。 

そこに、あらゆる関係者（産官学金労言）が参画し、協力することで地方創生

を実現していくことが期待され、中でも産業界の役割は重要なものとして、2016

年度の税制改正により企業版ふるさと納税が創設された。 

この制度のポイントは、個人向けふるさと納税同様、地方公共団体（地方自治

体）が実施する地方創生のプロジェクトに対して寄附をした企業に税額控除が措

置される点である。従来から国や地方公共団体への寄附は、地方税法及び租税特

別措置法に基づき、その寄附額全額が損金算入され、約３割の税軽減効果が得ら

れていた。それが企業版ふるさと納税創設により、さらなる優遇措置として寄附

額の３割が追加で税額控除されることとなり、その結果従来の２倍の税軽減効果

が得られ、企業の実質負担は寄附金額の約４割になるというものである。 

また、寄附の下限額を 10万円に設定することで、企業が寄附しやすい制度と

している。 

 
【図表 4-1】税制措置のイメージ 

 
（出所：内閣府 地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」）概要より抜粋） 

 
特例措置の内容を税目ごとにみると、 

① 法人住民税は、寄附額の２割を税額控除（法人住民税法人税割額の 20％

が上限） 
② 法人税は、法人住民税の控除額が寄附額の２割に達しない場合、寄附額 

の２割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除（寄附額

の１割、法人税額の 5％が上限） 
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③ 法人事業税は、寄附額の１割を税額控除（法人事業税額の 20％が上限）

なお、地方法人特別税廃止後は、上限 20％が 15％となる。 
 

【図表 4-2】税制措置のイメージ（詳細） 

 
（出所：内閣府 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引きより抜粋） 

  
（２）制度活用の主な流れ 

 
自治体が企業版ふるさと納税を活用して寄附を受けるには、「まち・ひと・し

ごと創生寄附活用事業」を計画した地域再生計画の認定を受けなければならな

い。地域再生計画を申請し、認定を受け、企業から寄附を受けるまでの主な流れ

を示すと以下のとおりである。 

自治体が「まち・ひ
と・しごと創生寄附
活用事業」を企画立
案し、企業へ寄附の

相談 

企業は「まち・ひ
と・しごと創生寄附
活用事業」への寄附

を検討 

企業が寄附を内諾 

自治体は「まち・ひ
と・しごと創生寄附
活用事業」を地域再
生計画として国へ申

請 

国が事業を認定し、
公表 

自治体も認定された
事業をPR 

企業は公表された事
業を見て寄附を検討
することもあり 

自治体が「まち・ひ
と・しごと創生寄附
活用事業」を実施、
当該年度の事業費が

確定 

企業は確定した事業
費の範囲内で、当該
年度分の寄附を払い

込み 

寄附を受けた自治体
は企業へ領収書を交

付 

企業は、領収書に基づき、
自治体や税務署に対して
企業版ふるさと納税とし
て税制上の優遇措置を受

ける 
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【図表 4-3】制度活用のフロー図 

 
（出所：内閣府 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引きより抜粋） 

 
（３）制度活用に当たっての留意点 

 
自治体が企業版ふるさと納税を活用して企業から寄附を受け入れるためには、

次の要件をクリアーしなければならない。 
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（出所：内閣府 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き及び地域再生計画認

定申請マニュアル（抜粋版）より作成） 

•補助金の交付 

•他の法人に対する金利よりも低い金利での貸し付け 

•入札及び許認可における便宜の供与 

•合理的な理由なく市場価格よりも低い価格での財産譲渡 

•そのほかの経済的な利益供与（換金性が高い商品券やプリペイドカード等の贈呈
など） 

寄附の代償として経済的な利益を与えてはならない 

•事業実施主体の単位で範囲が異なり、事業実施主体が県の場合は他の都道府県に
本社が所在していること、事業実施主体が市町村の場合は、同じ県内の別市町村
に本社がある企業からの寄附は可能。 

本社が所在する自治体への寄附は、制度の対象外 

•地方交付税の不交付団体であることは、事業を実施する前年度で判断される。 

•地方拠点強化税制の支援対象外地域とは、首都圏整備法に基づく既成市街地及び
近郊整備地帯、近畿圏整備法に基づく既成都市区域等をいう。 

•具体的に平成29年度の対象外となる自治体は 
東京都 
戸田市、和光市、三芳町（埼玉県） 
市川市、浦安市（千葉県） 
23特別区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、
国立市、多摩市、羽村市、瑞穂町（東京都） 
川崎市、鎌倉市、藤沢市、厚木市、海老名市、寒川町、中井町（神奈川県） 

地方交付税の不交付団体である都道府県及び地方交付税
の不交付団体かつその全域が地方拠点強化税制の支援対
象外地域とされている市町村は、制度の対象外 

•「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の計画申請時に少なくとも1社以上の寄
附予定企業を確保している必要がある。 

1社当たり10万円以上の寄附を受ける必要がある 

•企業からの寄附を活用して事業を実施する趣旨から、寄附の総額が事業費を超え
てはならず、事業を執行して事業費が確定した後寄附を受領することとなる。 

寄附受領は、認定された事業を実施し、その年度の事業
費が確定した後である 



 
 

7 
 

５ これまでの地域再生計画認定状況 

 
企業版ふるさと納税を活用する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を記

載した地域再生計画については、これまでに、2016年度に３回、2017年度は６月

に第１回、11月に第２回の計５回にわたって国による認定が行われ、累計で認定

事業数は 387件にのぼっている。 

各回の認定事業数と総事業費は、以下のグラフのとおりで、１回当たりの認定

事業数は、2017年３月が 142件で最多となっている。これは、新年度からの事業

実施に合わせて申請したため、と推定される。 

認定された事業を事業分野別に見ると、しごと創生（地域産業振興、観光振興、

農林水産振興、ローカルイノベーション、人材の育成・確保等）が最大で 294件

となっている。 

 
【図表 5－1】認定事業数と総事業費の推移及び事業分野別認定事業数 

 

 
（出所：内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイトより作成） 
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認定事業数 387 件の内訳は、都道府県が 79 件、市町村が 308 件となっている。 

都道府県単位で見ると、最も認定事業数が多いのは長野県で 26件である。これ

は、南信州と呼ばれる飯田下伊那地域の 14市町村が協同で取り組む事業が認定さ

れたことが大きい。次いで、北海道及び鹿児島県がそれぞれ 21 件となっており、

岡山県が 20件と続く。 

また、１自治体当たりの認定事業数を見ると、都道府県では秋田県が 6件で最

多となっており、市町村では、北海道夕張市、石川県小松市、岡山県総社市、佐

賀県基山町がそれぞれ 4件で並んでいる。 

さらに、1事業当たりの事業費ベースで比較すると、大阪府堺市の事業が約 146

億円、同枚方市が約 111億円となっており、ともに大阪府内の自治体が最大とな

っている。  

なお、事業費1億円以上の事業数が全事業数に占める割合は約34.4％であった。 

ただし、事業計画を詳細に見ていくと、総事業費としての積算に企業版ふるさ

と納税による寄附を充当する額のみを計上している事業があり、必ずしも事業費

全体を積み上げていないことに注意が必要である。 

本県の認定事業数は、８件で、事業費では県の 21億 9,000万円が県内最大とな

っている。また、８件中４件が 1億円以上の事業である。 
 

【図表 5－2】企業版ふるさと納税の累計認定事業数 
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（出所：内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイトより作成） 
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(１）県内の地域再生計画認定状況 

 

本県の認定事業数は、前述のとおり８件である。事業分野としては、観光・交

流分野が多い傾向となっている。 

 

【図表 5－3】福島県における認定状況 

 
自治体名 認定時期 認定事業 事業概要 事業費（千円） 

福島県 H29.3 只見線活用による奥会

津振興事業 

ＪＲ只見線を活用した

モニターツアー、企画列

車、新たな観光コンテン

ツ発掘等 

92,998 

福島県 H28.11 新生Ｊヴィレッジによ

る地方創生推進プロジ

ェクト 

全天候型サッカー練習

場施設の整備 

2,190,000 

いわき市 H29.3 いわき市未来につなぐ

人財応援事業（奨学金返

還支援事業） 

奨学金返還を支援する

ための基金造成 

230,400 

いわき市 H29.3 いわきツーリズム魅力

発信事業 

いわきツーリズムモニ

ター実施、ハイシーズン

周遊シャトルバスの運

行 

30,000 

喜多方市 H29.3 ものづくり企業等経営

基盤強化支援プロジェ

クト 

製造業の生産性、収益性

を向上するための助成 

26,319 

喜多方市 H28.8 喜多方田舎暮らし支援

プロジェクト 

移住体験住宅の設置、お

試し移住の実施 

23,006 

相馬市 H29.3 相馬市子育て・教育環境

充実プロジェクト 

子ども向け音楽指導教

室、音楽鑑賞教室、子ど

も音楽祭の開催 

113,229 

浪江町 H28.11 憩いのエリア再生プロ

ジェクト 

宿泊施設・レクリエーシ

ョン施設の整備 

280,000 

 

Ｊヴィレッジ 

全天候型サッカー場 

イメージ 

  

（出所：福島県エネルギー課 HPより抜粋） 
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(２）県内自治体におけるアンケート調査 

 
企業版ふるさと納税制度の活用状況や活用意向、制度の効果等について調査す

るため、福島県及び県内市町村にアンケート調査を実施した。 
 
項  目 調 査 内 容 

調査目的 企業版ふるさと納税についての活用状況や活用動向、制度への要

望等を調査し、制度の使い勝手や活用に当たっての課題等を把握

する 

調査対象 福島県及び県内市町村 

調査項目 ① 企業版ふるさと納税の活用状況について 

〔地域再生計画の認定状況、庁内における所管課、役割分担等〕 

② 企業版ふるさと納税の効果と課題について 

〔地域再生計画認定済の自治体に対して、制度活用に至った経

緯、寄附獲得手法、計画認定による効果等〕 

③ 企業版ふるさと納税の活用メリットと課題について 

〔制度未活用の自治体に対して、未活用の理由、活用検討へ参考

となる情報等〕 

調査方法 メールにより調査票を送付し、回答を回収 

調査期間 2017年 9月 11日～2017年 9月 29日（一部事後提出あり） 

回答状況 47自治体（回答率 78.3％） 

集計上の 

留意事項 

結果分析における「グラフ表示（％）」は、全て「不明回答」を

除いて表示する。 

回答は、地域再生計画の事業単位で行ったため、自治体数とは必

ずしも一致しない。 

 
① 福島県及び県内市町村（以下同じ。）における地域再生計画の認定状況 

 
認定済 6 自治体 

（8 件） 

 

平成 29 年度第 2 回に申請中 0 自治体 
次回（平成 29 年度第 3 回）申請予定 3 自治体 
申請に向けて検討中 8 自治体 
当面申請予定なし 31 自治体 

  

認定

済 

16.0 

次回

申請

予定 

6.0 
申請

に向

け検

討中 

16.0 

当面

申請

予定

なし 

62.0 

地域再生計画の認定状況

（N=50) 

単位（％） 
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② 庁内の役割分担 

  役割分担としては、「国への申請窓口」、「庁内調整やとりまとめ」、「事業実施

担当」、「企業からの寄附手続き」の４項目とし、無記入を含め庁内の役割分担

が決まっていないとした回答が５割を占めた。 

 

③ 企業版ふるさと納税制度活用の経緯と制度未活用の理由 

  地域再生計画が認定され、制度を活用している自治体に対しては、制度活用

に至った経緯について、一方、制度未活用の自治体にはその理由について伺っ

た。 

 制度未活用の理由として、申請要件の寄附確保が難しいという回答が多く、次

いで人員不足、制度に適した事業がない、との回答が続いた。 

 
制度活用に至った経緯（複数回答）  

首長・幹部によるトップダウン 0 件 
庁内とりまとめ課より紹介や提案 3 件 
事業実施課で活用の必要性があった 5 件 

 
制度未活用の理由（複数回答） 

 

38.1 
57.1 

19.0 
33.3 

14.3 
19.0 

4.8 
7.1 

16.7 

人員不足 

寄附確保が困難 

労力に対して効果が期待薄 

適する事業がない 

ＫＰＩの設定が困難 

庁内の役割分担が不明 

事業評価機関がない 

相談先がない 

その他 

制度未活用の理由(N=42) 

単位（％） 

全て決まっている 15 件 

 

部分的に決まっている 10 件 
決まっていない（無記入含む） 25 件 全て決

まって

いる 

30.0 

部分的

に決

まって

いる 

20.0 

決まっ

ていな

い 

50.0 

庁内の役割分担(N=50) 

単位（％） 
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地域再生計画の認定状況と未活用の理由の関係 

 

 

④ 寄附の獲得方法 

  地域再生計画が認定された自治体に申請前の寄附見込の獲得方法を伺い、認

定後に新たな寄附があったとする自治体には、その獲得方法を伺った。 

  その結果、申請時には、多様な方法で企業に働きかけ寄附を獲得しているが、 
地域再生計画の認定後に新たな寄附を獲得した事業は、全て企業からの寄附申込 
みによるものであった。 
 なお、いわき市の「いわきツーリズム魅力発信事業」は、東日本旅客鉄道（株）

と事業費を分担して実施する事業であるため、他の企業からの寄附を想定してい

ない。 

 また、浪江町の「憩いのエリア再生プロジェクト」に寄附した浪江日本ブレー

キ(株)は、東日本大震災以前は浪江町に本社を置いていた企業で、浪江町は、2016

年度の確定した事業費分全額の寄附を受領している。  
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地域再生計画認定後の寄附の有無と獲得方法 
 

自治体名 認定事業 申請時寄附獲得先企業 

及び寄附額 

認定後の寄附獲得先企業 

及び寄附額 

福島県 只見線活用による 

奥会津振興事業 

(株)ハーベス 100千円 なし 

福島県 新生Ｊヴィレッジに

よる地方創生推進 

プロジェクト 

 

－ 

(株)ツルハ 

180,000千円 

（2年度分合計） 

いわき市 いわき市未来につな

ぐ人財応援事業（奨学

金返還支援事業） 

 
― 

なし 

いわき市 いわきツーリズム 

魅力発信事業 

東日本旅客鉄道(株) 

15,000 千円 

なし（JR との共同事業

で、他企業からの寄附を

想定しない） 

喜多方市 ものづくり企業等 

経営基盤強化支援 

プロジェクト 

製造業 300千円 金融業 200千円 

製造業 500千円 

喜多方市 喜多方田舎暮らし 

支援プロジェクト 

製造業 100千円 なし 

相馬市 相馬市子育て・教育環

境充実プロジェクト 

 
－ 

あり 

浪江町 憩いのエリア再生 

プロジェクト 

浪江日本ブレーキ(株) 

 17,571千円 

なし（年度の確定事業費

全額を受領済のため） 

※ ―は、非公表とするもの 

 

地域再生計画申請前の寄附見込獲得方法 

 

 

62.5 
37.5 

25.0 
12.5 
12.5 

首長（トップ）の人脈 

事業担当課職員の人脈 

事業担当課の業務を通じた関わり 

自治体内に支店や工場がある企業 

企業の社長の出身地などの地縁 

これまでも寄附を受けていた 

企業からの申込み 

その他 

寄附獲得方法（再生計画申請前）(N-=8) 

単位（％） 

0.0 

0.0 

0.0 
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再生計画認定前後における寄附獲得方法比較 

 

 

⑤ 地域再生計画認定の効果 

  地域再生計画が認定された自治体に認定による効果を伺った。認定後に新た 

な寄附獲得に結びついていない場合であっても、事業の PRなどに一定の効果が 

得られている。 

 

計画認定による効果 

 

 

⑥ 寄附以外の財源と寄附拡大の取組み 

  地域再生計画が認定された自治体に対して、寄附以外に確保した財源につい

て、また、寄附獲得拡大に向けた取組みについて伺った。 

   

  

事業担当課の業務を

通じた関わり,  

62.5 

自治体内に支店や工

場がある, 

 37.5 

企業の社長の出身地

などの地縁, 

 25.0  

これまでも寄附を受

けていた,  

12.5 

企業からの申込み, 

12.5 

企業からの申込

み, 100 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

寄付獲得方法

（再生計画申請

前） 

寄付獲得方法

（再生計画認定

後） 

再生計画認定前後における寄附獲得方法比較分布 

12.5 
50.0 

62.5 
12.5 
12.5 

寄附へ企業からの関心が高まっている 

企業から寄附申込みがあった 

自治体事業のＰＲとなっている 

効果は実感できていない 

その他 

認定の効果(N=8) 

単位（％） 

単位（％） 
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寄附以外の財源確保 
 

自治体名 認定事業 寄附以外の事業費財源及び確保額 

福島県 只見線活用による奥会津振興事

業 

一般財源 30,970 千円 

福島県 新生Ｊヴィレッジによる地方創

生推進プロジェクト 

スポーツ振興くじ（サッカーくじ）助成金 

1,500,000 千円 

いわき市 いわき市未来につなぐ人財応援

事業（奨学金返還支援事業） 

一般財源 80,000 千円 

ガバメントクラウドファンディング（※） 

10,000 千円 

いわき市 いわきツーリズム魅力発信事業 一般財源 15,000 千円 

喜多方市 ものづくり企業等経営基盤強化

支援プロジェクト 

一般財源 4,800 千円 

喜多方市 喜多方田舎暮らし支援プロジェ

クト 

一般財源 8,800 千円 

相馬市 相馬市子育て・教育環境充実プ

ロジェクト 

一般財源、補助金、民間資金の活用 

浪江町 憩いのエリア再生プロジェクト  

※ガバメントクラウドファンディングとは、インターネットを介して小口資金を調達

するクラウドファンディングの手法を用いて、自治体等が実施する事業の寄附を募集

するもの。この寄附は個人向けふるさと納税の対象となる。 

 
寄附拡大への取組み 

 

 

  

25.0 
75.0 

37.5 
37.5 

12.5 
12.5 

首長・幹部によるトップセールス 

職員が直接企業に働きかけ 

ＨＰによる呼びかけ 

事業内容説明パンフレット配布 

広報誌掲載、チラシ配布 

説明会開催 

寄附者への表彰、感謝状 

その他 

寄附拡大への取組み(N=8) 

0.0 

0.0 

単位（％） 
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⑦ 今度の活用意向と活用拡大要件、制度の改善要望 

  地域再生計画が認定された自治体に今後の制度活用への意向を伺い、「活用し

ない」、または「どちらとも言えない」を選択した自治体には、制度を活用する

ために必要な要件を伺った。 

  制度の活用を拡大するには、企業からの寄附が活発化することが必要との回

答が多かった。 

  また、制度の改善要望について伺ったところ、事業費確定前に寄附の払込み

を受けられるようにしてほしいとの回答があった。 

 

今後の活用意向及び制度活用拡大の要件 

 

 

 

 

制度の改善要望 

 

 

  

する 

37.5 

どちら

とも言

えない 

62.5 

今後の活用意向(N=8) 

単位（％） 

20.0 

80.0 

20.0 

20.0 

20.0 

企業の制度理解 

企業からの積極的寄附行為 

職員の営業力、人的パワー 

制度の使い勝手の改善 

国や県のサポート 

その他 

活用拡大要件(N=5) 

単位（％） 

37.5 

37.5 

50.0 

12.5 

特にない 

国（県）による制度のＰＲ 

認定前でも事業に着手し、事業を進められる 

事業費確定前の寄附受け入れ 

自地域にある企業からの寄附受け入れ 

制度への改善要望(N=8) 

 

0.0 

単位（％） 

0.0 
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⑧ 制度未活用の自治体にとって活用検討に参考となる情報 

  制度をまだ活用していない自治体にとって、今後制度活用を検討するにあた

ってどんな情報が参考となるかについて伺った。これを地域再生計画の認定状

況との相関関係から比較すると、申請を予定または検討している自治体にとっ

ては、CSRに積極的な企業のリストと回答する割合が比較的高く、当面申請しな

いとした自治体にとっては、企業版ふるさと納税制度の客観的な効果が重要と

考えている傾向が見られた。 

 

制度活用に参考となる情報 

 
 

地域再生計画の認定状況と活用検討に参考となる情報の関係 

 

54.8 
64.3 

31.0 
50.0 

42.9 
40.5 

2.4 

制度活用のメリット・デメリット 

寄附企業獲得の手法、アプローチ方法 

ＣＳＲに積極的な企業のリスト 

制度を活用しやすい事業の特性 

認定された再生計画の事業内容 

制度活用による客観的な効果 

その他 

特にない 

制度活用検討に参考となる情報(N=42) 

単位（％） 

次回申請予定 

3.7 

23.1 

14.3 

5.9 

申請に向け検討中 

21.7 

22.2 

23.1 

14.3 

22.2 

11.8 

当面申請予定なし 

78.3 

74.1 

53.8 

71.4 

77.8 

82.4 

100.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度活用のメリット・デメリット(n=23) 

寄附企業獲得手法、アプローチ方法(n=27) 

ＣＳＲに積極的な企業のリスト(n=13) 

制度を活用しやすい事業の特性(n=21) 

認定された再生計画の事業内容(n=18) 

制度活用による客観的な効果(n=17) 

その他(n=0) 

特にない(n=1) 

地域再生計画の認定状況 × 制度活用検討に参考となる情報 

 N = 42 

0.0 

0.0 

単位（％） 
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６ 県外自治体の活用事例 

 
本県の自治体が企業版ふるさと納税を活用して地方創生を展開していくに当たって、

参考となる全国の事例を収集するとともに、実際に活用している自治体にインタビュ

ー等を行った。収集した事例から制度活用による効果や課題等について調査し、本県

で応用可能なポイントを検証した。 
 
（１）事業費ベースで全国 1位～大阪府堺市～ 

 
項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 ３件 

①「堺プロモーションによる観光誘客」（H28.8認定） 

  事業費 58,300千円（H28～H30） 

  事業概要 堺市出身の村松亮太郎氏の演出による３Ｄプロジェ 

クションマッピングイベントを開催   

②「芸術文化振興を軸とした交流促進」（H28.11認定） 

  事業費 14,633,000千円（H28～H30） 

  事業概要 芸術文化の創造・交流・発信拠点として市民芸術文化 

       ホールを整備  

③「百舌鳥古墳群周辺地域のおもてなし環境の創出」（H29.6認定） 

  事業費 2,090,536千円（H29～H31） 

  事業概要 世界遺産登録を目指している百舌鳥古墳群のガイダ 

ンス施設等を整備 

庁内における役

割分担 

 個人版ふるさと納税の窓口であることから、企業版ふるさと納税

についても、資金課が最初の問合せを受けている。 

制度活用の経緯  市として民間資金の協力を得られるものは積極的に取り入れてい

こうというスタンスである。 

 制度活用に当たっては、“企業から共感を得られるようなシンボ

リックな事業”を提案していこうと検討を進めた。 

 

財政局資金課 

市長公室企画部 

事業担当課 

•寄附の受付・問合せ 

•庁内とりまとめ、調
整、計画申請 

•各地域再生計画に記
載した事業の実施、
寄附の募集 
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申請前の寄附獲

得手法 

 ゆかりのある市外企業に対し、寄附の働きかけを実施。 

寄附獲得企業と

寄附額 

 ① 平成 28年度実績 合計 60万円 

(株)三菱東京 UFJ銀行 

大阪ガス(株) 

(株)池田泉州銀行 

(株)スマートバリュー 

(株)トータルメディア開発研究所  ほか 

 ② 平成 28年度実績 計 110万円 

認定後の新たな

寄附獲得手法等 

 獲得に向けた取組み 

市の HPに「企業版ふるさと納税」のページを新設 

認定事業のリーフレットを作成 

 寄附獲得の現状等 

①は期間限定で実施するプロジェクションマッピング事業であ

る。市外企業にとっては寄附に対するメリットが薄く、寄附獲得

に際して苦労している。 

寄附の拡大に向

けた取組み 

 堺産業懇談会の会員企業や東京事務所を通じて首都圏の企業に対

して、認定事業のリーフレット配布による PRの実施。 

計画認定による

効果 

 内閣府 HPの対象事業一覧を見て、これまで堺市と縁もゆかりもな

かった企業が堺市へ寄附を行った事例が見られた。 

 しかしながら、上記のような事例は少なく、地域再生計画の認定

までに要した事務作業量等に比べ、計画認定による事業の PR及び

市の知名度向上に対する効果が十分に実感できておらず、今後の

効果発現に期待している。 

寄附以外の事業

費確保策 

 ②については、事業費約 140 億円の財源として、企業版ふるさと

納税だけではなく、個人版ふるさと納税による寄附や市内企業か

らの寄附についても積極的に呼びかけるほか、国からの交付金、

合併特例債などを活用する。 

（市内に本社を置き全国的知名度を有する複数の企業から、多額

の寄付を獲得している一方、企業版ふるさと納税による寄附はま

だ少ない〔平成 28年度末時点 2社 110万円〕） 
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今後の活用拡大

意向、 

当該制度への要

望等 

 企業版ふるさと納税制度は市外企業からの寄附のみが対象の制度

であるが、市外企業へのアプローチには限りがあるため、新たな

事業への活用については、寄附獲得の見通しなどを十分踏まえた

上で検討していく必要がある。 

 年度毎の事業費確定後に寄附を受け入れることができるスキーム

であることから、年度途中に寄附の申請があっても、事業費の確

定まで寄附の払込みをお待ちいただく必要があることや、年度末

近くに事業費が確定する場合には、寄附の払込みまでの期間が非

常にタイトになるなどの課題があるため、事業費確定前でも寄附

の払込みが可能となるような制度への改正が望まれる。 

 地域再生計画が認定されるまで事業着手ができないという制約も

同制度を活用しにくいものとしているため、計画認定前でも事業

着手が可能となるような制度への改正が望まれる。 

本県での応用可

能性 

 観光関連施設や市民交流施設等の公共施設整備の場合、寄附への

お礼として寄附者名等を記した銘板を設置することが多い。銘板

は、寄附者の功績が将来にわたって残り、企業の社会貢献の姿勢

が見えやすい有効なインセンティブとして企業からの寄附獲得に

も優位に働くのではないか。 

 当該制度では、年度毎に事業費を確定させてから寄附の払込みを

受ける必要があり、寄附者が余裕を持って払込みができるように

確定時期を調整する必要がある。 

ハード整備の建設工事中は、時点における中間完了検査を前倒し

で実施することにより、一定程度の調整は可能となる。 

 イベント等を実施する事業は、事業費確定時期から考慮すると、

年度末に近い時期に実施する場合は、注意が必要である。 

関連 HP 堺市 HP 企業版ふるさと納税 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/ouen/index.html 

寄附募集ページ 

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/ouen/kifutaisyoujig

you.html 

堺市 市民芸術文化ホール特設サイト 

http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/bunka/geibunhall/kihunooneg

ai/houjinkihu.html 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、堺市 HP、堺市提供資料より作成） 

  

http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/ouen/index.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/ouen/kifutaisyoujigyou.html
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/zaisei/ouen/kifutaisyoujigyou.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/bunka/geibunhall/kihunoonegai/houjinkihu.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kanko/bunka/geibunhall/kihunoonegai/houjinkihu.html
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（２）寄附金を原資に補助金交付～大阪府泉佐野市～ 

 
項 目 内         容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 １件 

「りんくうタウン活性化プロジェクト」（H28.11認定） 

事業費 4,000,000千円（H28～H31） 

事業概要 4,000人収容可能な国際規格のアイススケート場を整 

備し、国際大会等を誘致する 

 

庁内における役

割分担 

 ふるさと納税は、市の重要な戦略として取り組むという考えで、

成長戦略室が個人版ふるさと納税の窓口となっている。同様にそ

の延長線上で企業版ふるさと納税の窓口ともなっている。 

成長戦略室は、平成 29年 4月より市庁舎から現在のりんくうタウ

ン駅ビルに移転している。 

 

 

 

成長戦略室 

事業担当課 
（成長戦略室） 

•寄附の申込み・問合せ 
•制度に関する総合窓口 

•地域再生計画に記載し
た事業の実施 
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制度活用の経緯  アイススケート場建設及び管理運営の事業主体は、アイススケー

ト団体が組織した一般社団法人関空アイスアリーナである。 

 関空アイスアリーナからの要望を受け、アイススケート場を核と

してりんくう公園予定地を整備することを決定。官民連携で当該

エリアの整備に取り組むこととなり、アイススケート場建設につ

いては、民間事業であり、市は一般財源を投入するのではなく後

方支援として寄附等資金調達の窓口となった。 

 このため、個人向けふるさと納税によるガバメントクラウドファ

ンディングで寄附金を集め、当該団体へ補助金として交付する仕

組みを採用した。 

 当初の想定よりガバメントクラウドファンディングによる寄附金

が集まらず、次の手段として企業版ふるさと納税の活用を検討し

た。類似のスキームをもった地域再生計画が認定されたことを受

け、不特定多数の相手先への補助金交付でなければ問題ないと考

え、平成 28年度第 2回に申請し、認定された。 

申請前の寄附獲

得手法 

 アイススケートリンクを核としたまちづくりに賛同していただい

ている企業から寄附を獲得した。 

寄附獲得企業と

寄附額 

 平成 28年度実績 合計 1,110万円 

(株)フラット・フィールド・オペレーションズ 400万円  

はやぶさ国際観光バス(株)          300万円 

(株)平野屋                 300万円 

(株)サンエコマック             100万円 

(株)クレアネット               10万円 

認定後の新たな

寄附獲得手法等 

 事業主体である関空アイスアリーナが、協賛金を集める営業活動

をしており、関係団体等へ積極的に働きかけている。 

平成 29年度  

(株)コノミヤ                1,000万円 

（株）サンエコマック             200万円 

（株）極東技工コンサルタント             500万円        

 コカ・コーラウエスト(株)             185,185円 

寄附の拡大に向

けた取組 

 HPに企業版ふるさと納税のページを開設し公開 

 関空アイスアリーナの専用ページによる PR 

 りんくうタウン駅ビルへのテナント誘致活動に合わせて寄附呼び

かけ 

計画認定による

効果 

 ふるさと納税（ガバメントクラウドファンディング）で寄附金を

募集していた当時、市外企業からの問合せもあった。当時は、通

常の損金算入しかできなかったが、当該制度の活用により税額控

除のメリットが享受できる。 
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 関空アイスアリーナが協賛金を募集する場合も、直接協賛金を払

うより企業版ふるさと納税を利用して寄附する方が企業側のメリ

ットが大きいため、働きかけやすい。 

 この事業は、集まった寄附金を補助金として関空アイスアリーナ

へ交付するスキームであり、寄附の申込みに対していつでもいく

らでも受け入れることができるところがポイントである。 

交付された額を原資に事業を進めるため、市が年度毎に事業費を

確定させる必要もない。 

平成 28年度交付額は、2,502万円（ガバメントクラウドファンデ

ィング 1,392 万円、企業版ふるさと納税 1,110 万円）。この交付

金を基に平成 28年度に基本設計を実施した。アイススケート場の

完成は、2019年を目標としており、事業の進捗に応じた調整が必

要となっている。 

寄附以外の事業

費確保策 

 当初は市の一般財源等は想定していなかったが、建物リース事業

を含めて検討中である。 

今後の活用拡大

意向、 

当該制度への要

望等 

 民間企業からの寄附が見込める事業は当該制度を活用すべきと考

えるが、この制度を一つの自治体が複数の事業で活用すると、寄

附が分散されてしまう。自治体が重点的に取り組む事業のみに絞

って制度を活用した方が良い。 

 市内企業からの寄附へも当該制度による税控除の優遇措置がある

と行政側も働きかけやすい。 

 CSR（企業の社会的責任）の考えは、大企業の論理であり、中小企

業にとっては、利益はまず社員と株主に還元すべきと考え、経済

的メリットのない寄附は二の次となる。一方、大企業も全国的に

支店を展開しているため、特定の自治体に寄附することが難しく、

寄附文化の醸成や地方への効果波及には課題があると考える。 

本県での応用可

能性 

 獲得した寄附金を補助金として特定の事業者に交付するスキーム

は、事業費を寄附受領前に確定させる必要がなく、寄附をいつで

も受け入れることができる点が自治体にとっても利点である。 

 自治体の一般財源に依存せず、民間資金を主体とした事業を構築

する場合、企業版ふるさと納税制度を一つの資金調達手法として

他の手法と併用して活用できそうである。 

 市の HPに「企業版ふるさと納税サイト」として当該制度専用のペ

ージを立ち上げ、制度概要、寄附の方法、寄附企業の紹介等を掲

載している。寄附対象事業については、認定された事業計画書の

PDF データを掲載するだけでなく、同一ページ内で画像等を使用

して概要を説明し、非常に親切である。 

関連 HP 泉佐野市 HP 企業版ふるさと納税サイト 

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu

/furusato/1479623067325.html 

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/furusato/1479623067325.html
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/furusato/1479623067325.html
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一般社団法人関空アイスアリーナ 

http://www.kanku-icearena.or.jp/ 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、泉佐野市 HP、泉佐野市提供資料より作成） 

  

http://www.kanku-icearena.or.jp/
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（３）平成 28年度寄附獲得実績全国 1位～茨城県境町～ 

 
項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 ３件 

①「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～「エコカル（環境・歴史

文化）・ディストリクト」構築事業～（H28.11認定） 

  事業費 98,500千円（H28～H30） 

  事業概要 「文化村」の各施設（サッカー場、いこいの広場、歴 

史民俗資料館）を環境に配慮したリノベーションによ 

り再整備   

②「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～「来て!見て!感じて!さ

かいまち」構築事業～（H28.11認定） 

  事業費 146,000千円（H28～H30） 

  事業概要 ハワイとの文化交流を推進するイベント等の実施、 

町内に新たな観光ルートを形成するためのモニター 

観光や旅行会社等への PR 

③「河岸のまちさかい」復興プロジェクト～中心市街地空き家・空き

店舗再生活用事業～（H28.11認定） 

  事業費 17,500千円（H28～H30） 

  事業概要 空き家・空き店舗リフォームへの助成、空き家・空き 

店舗の活用を考える所有者へのアドバイスや移住希 

望者とのマッチング 

寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 平成 28年度寄附受入金額が全国 1位となる。 

寄附受入額実績 ６件 7,700万円（３事業合計） 

 町長自らが積極的に政策の先進地や企業への訪問を行い、人脈を

形成。その活動を通して企業のトップに町の施策や企業版ふるさ

と納税のメリットを説明し、寄附につながった。 

本県での応用可

能性 

 まちの伝統行事や祭事、代表的な観光イベント等、制度開始以前

から実施していたイベント事業は、従来から開催資金の一部を企

業の寄附によりまかなっていることも多い。この場合に企業版ふ

るさと納税の活用により、企業は実質的な負担額を変えずに以前

より増額しての寄附も可能となる。 

例）制度活用前 100万円の寄附→企業の実質負担 70万円 

制度活用後 実質負担 70万円のままで 175万円の寄附が可能 

関連 HP 

担当課 

境町 HP 

http://www.town.sakai.ibaraki.jp/ 

担当課：秘書公室企画経営課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、2017 年 9月 4日付け読売新聞記

事 https://regional-activation.com/ 、2017年 9月 2日付け日本経済新聞、境町資料より

作成）  

http://www.town.sakai.ibaraki.jp/
https://regional-activation.com/
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（４）平成 28年度１社からの寄附受入額全国 1位～北海道夕張市～ 

 
項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 ４件 

①「コンパクトシティの推進加速化と地域資源エネルギー調査」

（H28.8認定） 

  事業費 1,223,603千円（H28～H31） 

  事業概要 コンパクトシティの拠点とする地区に行政機能、子育 

て支援機能、市民交流機能、公共交通の結節点等多機 

能な複合型拠点施設を整備   

②「攻めの農林業！～夕張百年の計～」（H29.3認定） 

  事業費 93,380千円（H29～H31） 

  事業概要 ハウス等の施設整備や遊休農地を活用した夕張メロ

ン栽培に必要な経費を補助し、夕張メロンの産地力を

強化。また、漢方薬等の原料となる薬木（キハダ・ホ

オノキ）を生産し、新たな地域資源として育成 

③「夕張の未来をつくるプロジェクト」（H29.3認定） 

  事業費 406,795千円（H29～H31） 

  事業概要 認定こども園の整備、保育料及び子ども医療費の補助

拡大等による子育て支援の充実化。地域リーダー等育

成研修への助成、創業や資格取得にかかる経費を補助 

④「グローバル人材育成を核とした夕張の教育環境魅力化プロジェク

ト～僕らが日本の先山になる～」（H29.11認定） 

  事業費 41,644千円（H29～H31） 

  事業概要 市内の小、中、高校にオンライン英会話システムを導

入し、英語教育の充実化を図る。特に、夕張高校にお

ける活動への各種補助金、課題先進地としての教育プ

ログラムづくり、市外からの生徒受入れ体制の構築等

により夕張高校の魅力を高める。 
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寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 ①の事業に（株）ニトリホールディングスが４年間で計５億円の

寄附を表明。平成 28年度は約 6,000万円を寄附し、1社当たりの

寄附額としては全国 1位となる。 

 ②及び③の事業には、（株）ツムラが３年間で計３億円の寄附を

予定している。 

 （株）ニトリホールディングスは、創業地が北海道（本社：札幌

市）であること、（株）ツムラは子会社（（株）夕張ツムラ）が

市内に事業所を有している縁があり寄附獲得に至っている。 

本県での応用可

能性 

 企業トップの出身地、企業の創業地、子会社や工場等が立地する

企業である、といった縁やゆかりある企業については、本県自治

体においても、観光大使やふるさと PR大使等のネットワークを活

用して、トップセールス先として有効となりそうである。 

 夕張市は、全国で唯一の財政再生団体であり、自治体の財政破綻

という未曾有の課題をどう乗り越えていくのか、その行方を見守

り、できる支援があれば応援したいと考えている人も多い。これ

は、本県の原子力災害からの復興にも通ずるところがあり、本県

自治体が課題に正面から取り組む姿勢がそういった企業の共感を

得られれば、寄附獲得へつながる可能性もあるのではないか。 

 ④の事業では、企業版ふるさと納税の活用に先立ち、個人向けふ

るさと納税（ガバメントクラウドファンディング）で大きな共感

を得て多額の寄附を集めており、事業の周知、企業への寄附働き

かけに当たって相乗効果を発揮しているのではないか。 

関連 HP 

担当課 

夕張市 HP 

https://www.city.yubari.lg.jp/ 

担当課：①及び③まちづくり企画室 ②建設農林課 ④教育課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイス HP、夕張市 HPより作成） 

  

https://www.city.yubari.lg.jp/
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（５）寄附企業の期待とマッチング～岡山県玉野市～ 

 

項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 1件 

①「たまの版地方創生人財育成プロジェクト」（H29.3認定） 

  事業費 144,913千円（H29～H31） 

  事業概要 基幹産業である造船業等への即戦力となる人材を育 

成するため、市立商業高校に工学系学科を新設 

また、若者の地元就職や定住を促進するための支援や 

助成 

 

寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 市の基幹産業である造船業を始め、ものづくり産業における即戦

力となる人材を育成する事業であり、市内に事業所を置く三井造

船(株)が 6,500 万円の寄附を表明。さらに新設する工学系学科の

実習教室として使用するため、同社事業所にある技能研修センタ

ー内に実習棟を設置し、市に提供することにより総額 1 億円相当

の支援を決定。 

本県での応用可

能性 

 市の主力産業の即戦力となる人材を育成するという事業目的及び

事業内容が明確であるため、企業側にとって将来の雇用環境の向

上がメリットとなり、寄附につながりやすいのではないか。 

関連 HP 

担当課 

玉野市 HP 企業版ふるさと納税 

http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2017051000024/ 

担当課：政策財政部総合政策課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、玉野市 HP、山陽新聞 digital 

http://www.sanyonews.jp/article/590490 より作成）  

http://www.city.tamano.lg.jp/docs/2017051000024/
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（６）寄附企業の方針とマッチング～群馬県～ 

 

項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 3件 

①「ぐんまの絹」再興プロジェクト（H29.3認定） 

  事業費 231,877千円（H29～H31） 

事業概要 世界遺産に登録された富岡製糸場に解説指導員を配 

置、碓氷製糸の販売強化支援及び養蚕担い手の育成支 

援により蚕糸業の再興を図る 

②「群馬交響楽団による魅力向上プロジェクト～音楽を通じた人の交

流創出計画」（H29.3認定） 

  事業費 121,686千円（H29～H31） 

事業概要 群馬交響楽団を通じた群馬県の文化力発信のため、ゼ 

ネラルマネジャーの配置及び新しい演奏会等の企画、 

公演を支援 

③「豊かなぐんまの環境を未来につなぐプロジェクト」（H29.3 認定） 

  事業費 304,467千円（H29～H31） 

事業概要 トイレの充実整備、ガイドマニュアル作成、環境ボラ 

ンティア育成等により尾瀬国立公園における観光客 

等の受入れ環境を向上 

寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 機関投資家による ESG 投資への注目、企業の CSR 活動に対する関

心の高まり等を背景に社会貢献活動の活性化を検討していた（株）

SUBARUが、群馬県からの企業版ふるさと納税の協力要請を受け、

活用を検討。自社の事業活動との関連性が深く、地域貢献、交通

安全、環境への取組みを重視する社会貢献として群馬県が提案し

た３事業から③を選択し、総額 1億円の寄附を決定。 

本県での応用可

能性 

 自治体の事業の趣旨と関連性が深い事業活動を行っている企業へ

のアプローチが寄附獲得につながった。自治体としても、力を入

れている複数の分野から事業を提案することで、企業にとって選

択の幅が広がるかもしれない。 

関連 HP 

担当課 

群馬県 HP 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度概要と寄附の募集に

ついて 

http://www.pref.gunma.jp/07/b0100254.html 

http://www.pref.gunma.jp/07/b0100254.html
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群馬県の「企業版ふるさと納税」に係る地域再生計画の認定 

http://www.pref.gunma.jp/07/b01g_00004.html 

担当課：企画部企画課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、群馬県 HPより作成）  

http://www.pref.gunma.jp/07/b01g_00004.html
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（７）市町村の枠を超えた広域連携～長野県飯田下伊那地域～ 

 

項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

申請自治体 飯田下伊那地域の 14市町村 

認定計画 

「信州大学航空機システム共同研究講座における学生支援計画」

（H29.6認定） 

  事業費 14市町村合計 10,510千円（H29～H31） 

事業概要 信州大学が新たに開講した航空機システム共同研究 

講座（飯田市に開講）を受講する学生に対して研究環 

境や学費等に関する助成 

 

南信州 飯田下伊那地域の市町村 

 

 

 

寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 旧飯田工業高校施設を活用して信州大学が新たな講座を開講する

に当たって、飯田下伊那地域では、運営を支援するコンソーシア

ム（共同体）をつくり、趣旨に賛同して支援を行う団体を募集し

ている。コンソーシアムの会員には、会費の代わりに寄附への協

力を依頼している。 

本県での応用可

能性 

 認定された 14市町村は、南信州広域連合として従来から広域的な

視点で地域共通の課題への取組みを行っている。この枠組みを生

かして、相互に企業版ふるさと納税を受け入れられる仕組みを作

ることで、同一県内であっても、市町村単位で異なる自治体への

寄附を受け入れることが可能となる。 
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関連 HP 

担当課 

飯田市 HP 共同研究講座を支援するコンソーシアム会員募集 

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/26/shindaikonso.html 

担当課：産業経済部工業課 

https://www.city.iida.lg.jp/life/5/19/195/ 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、飯田市 HP、南信州広域連合 HPより作成） 

 

  

https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/26/shindaikonso.html
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（８）一大プロジェクトで多分野活性化の期待～兵庫県神河町～ 

 

項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 1件 

「峰山高原スキー場整備計画」（H28.8認定） 

  事業費 758,516千円（H28～H29） 

事業概要 冬季観光における集客施設として国内 14年ぶりの新 

設スキー場を整備 

事業のポイント

及び寄附実績等 

 制度活用は 2年の計画で 2017年 12月 16日にスキー場「峰山高原

リゾートホワイトピーク」がオープンした。スキー場建設は、町

が事業主体となり、運営は指定管理者制度を活用して民間運営と

なる。 

 スキー場の整備により、冬季観光

の集客、雇用創出、交流人口拡大、

公共交通の利用増、農林水産業の

振興等、多分野にわたる地域経済

効果を期待している。 

 地域再生計画上の寄附見込額は、

３社から 300 千円であったが、事

業期間２年で最終的に 23 社から

24,000 千円の寄附獲得となって

いる。 

本県での応用可

能性 

 見込額を大きく上回る寄附を獲得しており、寄附した企業にとっ

てもスキー場整備による地域活性化への期待の大きさがうかがえ

る。 

関連 HP 

担当課 

神河町 HP 企業版ふるさと納税 

https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_

id=40106 

峰山高原リゾート ホワイトピーク 

https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_

id=40106 

担当課：地域振興課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、神河町 HP、峰山高原リゾート HPより作成） 

 

  

https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40106
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40106
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40106
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40106
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（９）専用サイトで積極的な情報発信～徳島県～ 

 

項  目 内             容 

認定されている 

地域再生計画の

概要 

認定計画 4件 

①「阿波おどり」で繋げる・繋がる！とくしま魅力発信プロジェクト

（H29.3認定） 

  事業費 49,500千円（H29～H31） 

事業概要 日本三大盆踊りの一つ「阿波おどり」を、インバウン 

ドをターゲットに冬期間イベントの開催、首都圏へ講師

を派遣して講座の実施、関西でのファン交流イベント開

催により「あわ」文化を通年で体験 

②「vs東京」とくしま観光・交流拡大プロジェクト（H28.8認定） 

  事業費 31,000千円（H28～H31） 

  事業概要 徳島県の地域プロモーションコンセプト「vs東京」の 

PR映像に新たな手法を加え、イベントを開催するなど情

報発信を強化。また、インバウンド増加に向けて剣山国

定公園に多言語による案内板を設置 

③「とくしま回帰」人材育成プロジェクト（H28.8認定） 

  事業費 24,000千円（H28～H31） 

  事業概要 農林水産業の現地見学、体験イベント、就業相談会等 

による担い手確保や地域活性化のリーダーとなる「地 

域おこしアドバイザー」の育成。また、地域防災を担 

う消防団員の減少に歯止めをかけるため、プロモー 

ションムービーやポスターの制作、団員のスキルアッ 

プ研修等を実施 

④「とくしま回帰」加速・産業人材支援プロジェクト（徳島県奨学金 

返還支援事業）（H28.8認定） 

  事業費 400,000千円（H28～H31） 

  事業概要 大学等在籍中に奨学金の貸与を受け、卒業後に県内事 

       業所で 3年以上就業した場合に、4年目～8年目まで 

の間、奨学金の返還を支援 

寄附実績及び寄

附獲得のポイン

ト 

 平成 28年度事業分 23社（H29.2.1現在） 

石川可鍛製鉄(株)、協栄薬品(株)、三興海運(株)、(株)シーミュ

ージック、(株)Skeedほか 

 企業版ふるさと納税の専用サイトを作成し、制度の説明、寄附活

用事業の概要、寄附企業の紹介、寄附手続きの 4 つのメニューが

分かりやすく掲載されている。 
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本県での応用可

能性 

 企業版ふるさと納税の専用サイトは、個人向けふるさと納税のサ

イトと統一したイメージで作成されている。 

 企業版ふるさと納税の専用サイトでは、４件の地域再生計画に記

載された個別の実施事業（８事業）ごとに説明があり、一つのペ

ージ内で比較閲覧でき、非常に見やすく分かりやすいページとな

っている。 

 寄附申込みのあった企業の紹介は、企業名だけでなく、シンボル

マーク、所在地、事業内容等の丁寧に紹介されている。 

関連 HP 

担当課 

徳島県 企業版ふるさと OURとくしま応援サイト 

http://www.pref.tokushima.jp/furusato-ouen/company/ 

担当課：総合政策課 

（出所：企業版ふるさと納税ポータルサイト、徳島県企業版ふるさと OURとくしま HPより作成） 

 

http://www.pref.tokushima.jp/furusato-ouen/company/
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７ 認定された事業の PR 

 
認定された地域再生計画は、内閣府の「企業版ふるさと納税ポータルサイト」により公

表されるとともに、各自治体においても積極的に PR することが求められている。 
個人向けふるさと納税の仲介事業者が運営するサイトでは、この企業版ふるさと納税に

特化したページはまだ少なく、現在のところ(株)トラストバンクが運営する「企業版ふる

さとチョイス」が唯一のようである。 
事業が認定された自治体の多くは、自治体のホームページで企業版ふるさと納税を活用

して取り組む事業の概要や寄附の募集等を PR しており、本県自治体における該当ページ

を紹介する。 
また、全国の自治体について、寄附を検討する企業が、制度を活用してどんな取組みを

行っているかを調べる場合を想定し、検索サイトで「自治体名＋地方創生応援税制」をキ

ーワードに、自治体の PR ページを簡単に見つけることができ、当該 PR ページにトップ

ページからも常設カテゴリを経てたどることができるもの（例えば、新着情報やお知らせ

のように新しい日付の情報が追加され、PR ページが下位に埋没してしまうものは除く）を

主に抽出した。 
 

 

内閣府地方創生推進事務局  

企業版ふるさと納税ポータルサイト 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html 

 

企業版ふるさとチョイス  

https://www.furusato-tax.jp/enterprise/ 

 

福島県内自治体における企業版ふるさと納税紹介 HP 

福島県 企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）について 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015b/chihousousei-zei.html 

J ヴィレッジ復興プロジェクトが「企業版ふるさと納税」対象事業に認定されました

（平成 28年 11月 29 日） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-j-village17.html 

ＪＲ只見線の復旧復興を応援しましょう 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/tadamiline-fukkyuu.html 

 

喜多方市 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/7344.html 

 

相馬市 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）のご案内 

http://www.city.soma.fukushima.jp/ugoki/hurusato/kigyou_index.html 

 

浪江町 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）のご案内 

http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/14474.html 

 

  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
https://www.furusato-tax.jp/enterprise/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015b/chihousousei-zei.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-j-village17.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/tadamiline-fukkyuu.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/7344.html
http://www.city.soma.fukushima.jp/ugoki/hurusato/kigyou_index.html
http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/14474.html
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企業版ふるさと納税や寄附活用事業を紹介している自治体 HP 

【サイト検索期間：平成 29 年 12月 11 日～12 月 20日】 

自治体名 自治体のトップページから企業版ふるさと納税紹介ページまでのページ展開 

（トップページに企業版ふるさと納税へのアイコンがある場合は画像添付） 

企業版ふるさと納税の紹介ページタイトル 

ページアドレス 

北海道 

 

ホーム＞総合政策部＞地域創生局地域戦略課＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/csr/tiikisousei-kigyouban-hurusatonouzei.htm 

北海道 

北広島市 

トップページ＞市役所ご案内＞行政資料室＞市の各種計画＞地方創生＞ 
地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00126679.html 

北海道 

美瑛町 

 
ホーム＞  

企業版ふるさと納税 

https://www.town.biei.hokkaido.jp/about/kigyou_furusato/index.html 

北海道 

音更町 

ホーム＞  

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）で音更町への応援をお願いします 

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/town/sonota/kifu/kigyou.html 

青森県 

むつ市 

ホーム＞サービス・手続き＞ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/33,57380,65,html 

岩手県 

遠野市 

市政＞企画財政＞ふるさと納税（寄附金）＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/30,37240,138,422,html 

宮城県 

気仙沼市 

トップページ＞市の紹介・市政情報＞計画・施策＞地方創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/010/010/012/20171116181806.html 

企業版ふるさと納税を活用した事業について 

http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/010/010/012/20171117142119.html 

宮城県 

多賀城市 

ホーム＞市政情報＞企業版ふるさと納税制度＞ 

企業版ふるさと納税制度のご案内 

https://www.city.tagajo.miyagi.jp/sozo/kigyouhurusatonouzei.html 

宮城県 

岩沼市 

ホーム＞市政情報＞義援金・ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の活用について 

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/gienkin/kigyo-furusato-nozei/ 

  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/csr/tiikisousei-kigyouban-hurusatonouzei.htm
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00126679.html
https://www.town.biei.hokkaido.jp/about/kigyou_furusato/index.html
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/town/sonota/kifu/kigyou.html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/33,57380,65,html
http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/30,37240,138,422,html
http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/010/010/012/20171116181806.html
http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s022/010/010/010/012/20171117142119.html
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/sozo/kigyouhurusatonouzei.html
http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/gienkin/kigyo-furusato-nozei/
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宮城県 

東松島市 

HOME＞事業者情報＞ 

企業版ふるさと納税トップページ 

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/business/kigyouban-hurusatonouz

ei.html 

宮城県 

山元町 

トップページ＞組織で探す＞企画財政課＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を募集します！！ 

http://town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/3/7395.html 

宮城県 

南三陸町 

HOME＞行政情報＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,0,109,html 

秋田県 

大館市 

HOME＞組織で探す＞総務部企画調整課ふるさと納税推進室＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.odate.akita.jp/dcity/furusatozei/139-8239.html 

秋田県 

大仙市 

ホーム＞業務（組織）案内＞総合政策課＞ 

企業の力で地方創生～地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）のご案内～ 

http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2017030300022/ 

山形県 ホーム＞組織で探す＞企画振興部＞企画調整課＞調整担当＞ 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を活用した寄附の募集について 

https://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020060/tyousei/kigyouban.html 

山形県 

飯豊町 

トップ＞飯豊町を知る＞飯豊町について＞ 

企業版ふるさと納税とは 

http://www.town.iide.yamagata.jp/001/kigyoufurusatonouzei.html 

飯豊町のプロジェクト事業（企業版ふるさと納税） 

http://www.town.iide.yamagata.jp/012/kigyoufurusatonouzei2.html 

応援企業募集（企業版ふるさと納税） 

http://www.town.iide.yamagata.jp/012/kigyoufurusatonouzei3.html 

茨城県 

水戸市 

ホーム＞まちづくり＞まち・ひと・しごと創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附を募集します。 

http://www.city.mito.lg.jp/001486/matihitoshigoto/p018553.html 

茨城県 

潮来市 

ホーム＞市政＞各種計画＞ 

企業版ふるさと納税制度 

http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2918 

栃木県 ホーム＞県政情報＞庁舎・組織の案内＞総合政策部＞総合政策課＞栃木県版まち・ひ

と・しごと創生総合戦略「とちぎ創生 15（いちご）戦略」＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/28tihousouseiouennzeisei.html 

栃木県 

鹿沼市 

トップ＞市政情報＞行財政＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0358/info-0000003711-0.html 

栃木県 

益子町 

ホーム＞ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001828.html 

  

http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/business/kigyouban-hurusatonouzei.html
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/business/kigyouban-hurusatonouzei.html
http://town.yamamoto.miyagi.jp/soshiki/3/7395.html
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,0,109,html
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/furusatozei/139-8239.html
http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2017030300022/
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020060/tyousei/kigyouban.html
http://www.town.iide.yamagata.jp/001/kigyoufurusatonouzei.html
http://www.town.iide.yamagata.jp/012/kigyoufurusatonouzei2.html
http://www.town.iide.yamagata.jp/012/kigyoufurusatonouzei3.html
http://www.city.mito.lg.jp/001486/matihitoshigoto/p018553.html
http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2918
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/28tihousouseiouennzeisei.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0358/info-0000003711-0.html
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001828.html
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栃木県 

芳賀町 

ホーム＞まちの取り組み・計画＞基本条例・各種計画＞各種計画＞地域再生計画＞ 

企業版ふるさと納税を活用した寄附の募集 

https://www.town.haga.tochigi.jp/chouseijouhou/kigyoubannfurusatonouzei.html 

群馬県 

前橋市 

ホーム＞市政情報＞政策・計画＞地方創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/493/499/kigyoubannfurusatonouzei.html 

群馬県 

館林市 

館林市公式ホームページ＞館林市のふるさと納税＞ 

館林市つつじが岡公園ガイド＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/furusato.html 

群馬県 

吉岡町 

ホーム＞産業・ビジネス＞産業＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.town.yoshioka.gunma.jp/business/sangyo/kigyoban_furusato.html 

群馬県 

下仁田町 

トップページ＞  

企業版ふるさと納税を募集しています！ 

http://www.town.shimonita.lg.jp/kikaku-zaisei/m05/m08/20170613114152.html 

埼玉県 

熊谷市 

トップページ＞市政情報＞寄附＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/kigyoubanfurusato/

ouenzeisei.html 

埼玉県 

川島町 

ホーム＞町政情報＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.town.kawajima.saitama.jp/4239.htm 

千葉県 

野田市 

トップページ＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/furusatonouzei/1008668/10087

13.html 

神奈川県 

横須賀市 

ホーム＞産業・まちづくり＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1610/kigyoubanfurusatonouzei.html 

新潟県 

長岡市 

トップ＞総合メニュー＞市政＞地方創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate11/kigyo-furusato.html 

新潟県 

村上市 

ホーム＞市政情報＞市政運営・行政改革＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）で村上市へのご支援をお願いします 

http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/10/kigyouban-furusatonouzei.html 

新潟県 

糸魚川市 

ホーム＞行政情報＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.city.itoigawa.lg.jp/6705.htm 

https://www.town.haga.tochigi.jp/chouseijouhou/kigyoubannfurusatonouzei.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/493/499/kigyoubannfurusatonouzei.html
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/furusato.html
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/business/sangyo/kigyoban_furusato.html
http://www.town.shimonita.lg.jp/kikaku-zaisei/m05/m08/20170613114152.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/kigyoubanfurusato/ouenzeisei.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/kigyoubanfurusato/ouenzeisei.html
http://www.town.kawajima.saitama.jp/4239.htm
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/furusatonouzei/1008668/1008713.html
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/furusatonouzei/1008668/1008713.html
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1610/kigyoubanfurusatonouzei.html
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate11/kigyo-furusato.html
http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/10/kigyouban-furusatonouzei.html
http://www.city.itoigawa.lg.jp/6705.htm
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新潟県 

阿賀野市 

ホーム＞市政情報＞市政運営・行政改革＞計画・施策＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/seisaku/26275.html 

富山県 ホーム＞組織別案内＞総合政策局 企画調整室＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00017368.html 

石川県 

金沢市 

トップ＞市政情報＞金沢市の取り組み＞ 

企業版ふるさと納税制度 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13003/kigyouban/index_3.html 

石川県 

七尾市 

ホーム＞事業者向け＞ 

企業版ふるさと納税制度 

http://www.city.nanao.lg.jp/kikakuzaisei/jigyosha/kigyoban/index.html 

石川県 

小松市 

ホーム＞組織別案内＞総合政策部＞財政課＞ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.komatsu.lg.jp/14565.htm 

石川県 

野々市市 

HOME＞教育・文化・スポーツ＞図書館＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

https://www.city.nonoichi.lg.jp/syogaigakusyu/kigyouban_furusatonozei.html 

福井県 

越前市 

トップページ＞まちづくりに参加する＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税制度 

http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/050/kigyoufurusato.html 

山梨県 トップ＞県政情報・統計＞行財政・行政改革・合併・地方分権＞県税・ふるさと納税

＞ふるさと納税＞ 

「企業版ふるさと納税制度」で山梨県を応援してください！ 

http://www.pref.yamanashi.jp/c-jinko/kigyoubannfurusatonouzei.html 

山梨県 

山梨市 

トップページ＞市民向け＞市政＞ふるさと納税・ふるさと市民＞ 

企業版ふるさと納税とは 

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/kigyoubannouzei.html 

企業版ふるさと納税対象事業 

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/87328.html 

長野県 

長野市 

トップページ＞分類でさがす＞市政について＞市政運営・行政改革＞ふるさと納税の

ご案内＞ 

「企業版ふるさと納税」のご案内 

https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/141492.html 

長野県 

松本市 

トップページ＞市政情報＞地方創生＞ 

松本市の地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）事業を応援してください 

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/sousei/kigyo-ban.html 

長野県 

上田市 

上田市ホームページ＞市政情報＞寄付＞ 

上田市企業版ふるさと納税（地方創生応援税制） 

http://www.city.ueda.nagano.jp/kikaku/furusatokifu4business.html 

長野県 

伊那市 

トップページ＞ふるさとへの寄付＞ 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制） 

http://www.inacity.jp/kurashi/zeikin/furusatokifu/kigyoubannhurusato.html 

http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/seisaku/26275.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1002/kj00017368.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13003/kigyouban/index_3.html
http://www.city.nanao.lg.jp/kikakuzaisei/jigyosha/kigyoban/index.html
http://www.city.komatsu.lg.jp/14565.htm
https://www.city.nonoichi.lg.jp/syogaigakusyu/kigyouban_furusatonozei.html
http://www.city.echizen.lg.jp/office/060/050/kigyoufurusato.html
http://www.pref.yamanashi.jp/c-jinko/kigyoubannfurusatonouzei.html
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/kigyoubannouzei.html
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/87328.html
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikaku/141492.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/sousei/kigyo-ban.html
http://www.city.ueda.nagano.jp/kikaku/furusatokifu4business.html
http://www.inacity.jp/kurashi/zeikin/furusatokifu/kigyoubannhurusato.html
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長野県 

高森町 

市田柿発祥の里 高森町（HOME）＞町政情報＞まちづくり＞地方創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した地域再生計画の認定について 

http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/chosei/1/8/2860.html 

長野県 

平谷村 

HOME＞行政情報＞総合計画等＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した地域再生計画の認定について 

http://hirayamura.jp/publics/index/183/ 

岐阜県 トップ＞特設情報 

 

 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/chiho-sosei/c11122/ouen-

zeisei-top.html 

岐阜県 

美濃加茂市 

TOP＞市政情報＞各種市の計画＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=9166&mi_id=5&g

1_id=16&g2_id=78#guide 

岐阜県 

各務原市 

ホーム＞市政情報＞市役所の取り組み＞地方創生＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/torikumi/14285/016898.html 

岐阜県 

飛騨市 

飛騨市ウェブサイトへようこそ（HOME）＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）募集について 

http://www.city.hida.gifu.jp/b_jigyousya/w_shigoto_sangyou/w_bosyu/kigyo.html 

岐阜県 

海津市 

海津市（HOME）＞市政情報＞地方創生・人口減少対策＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附の募集について 

http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/collection-info/post-898.html 

静岡県 

菊川市 

ホーム＞市政情報＞地方創生＞ 

企業の力で地方創生を後押し！「企業版ふるさと納税制度」のご案内 

https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kigyoubann.html 

静岡県 

小山町 

小山町トップ＞産業・まちづくり＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.fuji-oyama.jp/sangyoumachi_08FL3BYL.html 

三重県 

志摩市 

ホーム＞地方創生＞ふるさと納税（ふるさと応援寄附金）＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/furusato/

1484612739643.html 

京都府 

綾部市 

ホーム＞市政情報＞施策・計画＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る地域再生計画の認定 

https://www.city.ayabe.lg.jp/kikaku/shise/shisaku/tiikisaiseikeikaku.html 

  

http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/chosei/1/8/2860.html
http://hirayamura.jp/publics/index/183/
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/chiho-sosei/c11122/ouen-zeisei-top.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/keikaku-kaikaku/chiho-sosei/c11122/ouen-zeisei-top.html
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=9166&mi_id=5&g1_id=16&g2_id=78#guide
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=9166&mi_id=5&g1_id=16&g2_id=78#guide
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/torikumi/14285/016898.html
http://www.city.hida.gifu.jp/b_jigyousya/w_shigoto_sangyou/w_bosyu/kigyo.html
http://www.city.kaizu.lg.jp/topics/collection-info/post-898.html
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kigyoubann.html
http://www.fuji-oyama.jp/sangyoumachi_08FL3BYL.html
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/furusato/1484612739643.html
https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/furusato/1484612739643.html
https://www.city.ayabe.lg.jp/kikaku/shise/shisaku/tiikisaiseikeikaku.html
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兵庫県 ホーム＞地域・観光・交流＞地域創生＞地域創生の推進＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）にご協力ください 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/hurusatonouzei.html 

兵庫県 

神戸市 

トップページ＞市政情報＞計画・事業＞企画調整局の計画・事業等＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/kigyoubanfurusato

nouzei.html 

兵庫県 

西脇市 

ホーム＞くらし＞ふるさと寄附金＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/furusatokifukin/1471487801821.html 

兵庫県 

三田市 

ホーム＞市政情報＞その他の行政情報＞寄附＞ 

三田版総合戦略応援寄附金（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.sanda.lg.jp/citysales/kigyoban_furusatonouzei.html 

兵庫県 

朝来市 

トップページ＞事業者のみなさまへ＞雇用情報＞その他の情報＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用し、朝来市を応援してください 

http://www.city.asago.hyogo.jp/0000006276.html 

兵庫県 

淡路市 

トップページ＞分類でさがす＞市政＞まちづくり＞ふるさと寄付金＞ 

企業版ふるさと納税とは 

https://www.city.awaji.lg.jp/site/kifu/com-hurusatonouzei.html 

兵庫県 

たつの市 

ホーム＞市政＞施策・計画・プラン＞たつの市まち未来創生戦略＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附を募集 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kigyouhurusatonouzei.html 

まちぐるみ子育て応援プロジェクトに御協力を！ 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kosodateouenproject.html 

ホーム＞市政＞企業版ふるさと納税＞ 

たつの市の地方創生の取組を企業がバックアップ！ 

http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kosodatesupport.html 

奈良県 トップページ＞くらし・環境＞税金・ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.pref.nara.jp/item/160147.htm 

奈良県 

生駒市 

HOME＞市政情報＞寄附・基金＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.city.ikoma.lg.jp/vod/0000009621.html 

奈良県 

斑鳩町 

ホーム＞  

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）のご案内 

http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000773.html 

奈良県 

王寺町 

ホーム＞各課案内＞総務部＞政策推進課＞業務案内＞ふるさと納税 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/gyomuannai/furusato_

nouzei/1519.html 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/hurusatonouzei.html
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/kigyoubanfurusatonouzei.html
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/kigyoubanfurusatonouzei.html
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/furusatokifukin/1471487801821.html
http://www.city.sanda.lg.jp/citysales/kigyoban_furusatonouzei.html
http://www.city.asago.hyogo.jp/0000006276.html
https://www.city.awaji.lg.jp/site/kifu/com-hurusatonouzei.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kigyouhurusatonouzei.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kosodateouenproject.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/kosodatesupport.html
http://www.pref.nara.jp/item/160147.htm
http://www.city.ikoma.lg.jp/vod/0000009621.html
http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000773.html
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/gyomuannai/furusato_nouzei/1519.html
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/gyomuannai/furusato_nouzei/1519.html
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和歌山県 

和歌山市 

トップページ＞暮らし＞税金＞税金に関すること＞個人市民税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1012822

.html 

企業版ふるさと納税として寄附をいただきました 

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1015925

.html 

島根県 

出雲市 

トップページ＞事業者向け＞企業支援＞その他各種支援 

トップページ＞市民のくらし＞市政情報＞地方創生総合戦略＞ 

「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）」を活用した寄附を募集します 

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1492145240386/index.html 

島根県 

雲南市 

トップページ＞暮らし・手続き＞まちづくり・地域自主組織＞ふるさと納税＞ 

「企業版ふるさと納税」はじまります！ 

http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidukuri/furusato/furusat

o02.html 

岡山県 

岡山市 
トップページ＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00367.html 

岡山県 

倉敷市 

ホーム＞  

企業版ふるさと納税 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/29443.htm 

岡山県 

美作市 

ホーム＞事業者の方へ＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

http://www.city.mimasaka.lg.jp/jigyosha/1494206890583.html 

岡山県 

奈義町 

行政トップ＞奈義町ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/furusato_nouzei/kigyouban_furusato_

nouzei.html 

山口県 

防府市 

トップページ＞市役所の組織と仕事＞総合政策課＞ 

企業版ふるさと納税の募集について 

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/3/kigyou-bosyuu.html 

山口県 

長門市 

トップページ＞くらしの情報＞税金（市民）＞ふるさと納税について＞ 

企業版ふるさと納税について 

https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/3/19739.html 

山口県 

山陽小野田市 

トップページ＞組織で探す＞企画課＞ 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）に関すること 

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/6/kigyoubann-furusatonouzei.html 

  

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1012822.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1012822.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1015925.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/zeikin/1001083/1001476/1015925.html
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1492145240386/index.html
http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidukuri/furusato/furusato02.html
http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/machidukuri/furusato/furusato02.html
http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00367.html
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/29443.htm
http://www.city.mimasaka.lg.jp/jigyosha/1494206890583.html
http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/furusato_nouzei/kigyouban_furusato_nouzei.html
http://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/furusato_nouzei/kigyouban_furusato_nouzei.html
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/3/kigyou-bosyuu.html
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/3/19739.html
http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/6/kigyoubann-furusatonouzei.html
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徳島県 

美馬市 

HOME＞行政情報＞市政全般＞地方創生＞ 

企業版ふるさと納税の募集（美馬市の地方創生プロジェクトにご協力ください） 

http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sousei-p/2017-0711-0801-174

.html 

香川県 

高松市 

Top＞市の取組み＞各種計画・指針・施策＞その他の計画等＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/27280.html 

香川県 

観音寺市 

トップページ＞事業 PRコーナー  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附の募集について 

https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/10145.html 

愛媛県 ホーム＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.pref.ehime.jp/h12100/kigyoubanfurusato/kigyoubanfurusato.html 

愛媛県 

西予市 

TOP＞ふるさと納税＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の認定について 

https://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2017032900077/ 

高知県 

室戸市 

トップページ＞行政情報＞行政一般＞制度＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附の募集について 

https://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho/html/joho00001860.htm 

高知県 

四万十市 

ホーム＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附の募集について 

http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/f-tax/index.html 

高知県 

津野町 

トップページ＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税） 

https://town.kochi-tsuno.lg.jp/kurashi/kigyo-furusato 

福岡県 トップページ＞おすすめ情報＞ 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制） 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/2/7/343/ 

福岡県 

久留米市 

トップ＞市政情報＞計画・施策＞まち・ひと・しごと創生総合戦略＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keikaku/3015sousen/2016-0

902-1430-2.html 

福岡県 

大野城市 

トップページ＞市政情報＞市の政策＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s002/050/010/kigyouban.html 

http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sousei-p/2017-0711-0801-174.html
http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/shiseizenpan/sousei-p/2017-0711-0801-174.html
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/27280.html
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/10145.html
http://www.pref.ehime.jp/h12100/kigyoubanfurusato/kigyoubanfurusato.html
https://www.city.seiyo.ehime.jp/docs/2017032900077/
https://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho/html/joho00001860.htm
http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/f-tax/index.html
https://town.kochi-tsuno.lg.jp/kurashi/kigyo-furusato
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/2/7/343/
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keikaku/3015sousen/2016-0902-1430-2.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keikaku/3015sousen/2016-0902-1430-2.html
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s002/050/010/kigyouban.html
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福岡県 

宗像市 

トップページ＞市政情報＞行財政改革＞ 

企業の皆様、宗像市の応援をよろしくお願いします！（企業版ふるさと納税のご案内） 

http://www.city.munakata.lg.jp/w011/050/030/20160823205431.html 

佐賀県 

 

ホーム＞くらし・子育て＞税金・住民手続・ペット・その他＞税金・ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税 

http://www.pref.saga.lg.jp/list03344.html 

佐賀県 

基山町 

トップページ＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.town.kiyama.lg.jp/site/chihososei/14491.html 

長崎県 

ホーム＞  

企業版ふるさと納税制度の取組 

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennokeikaku-project/kigyou_

furusato/index.html 

長崎県 

長崎市 

HOME＞市民生活＞税金・公売・国民年金＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税制度の取組 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/138000/p029737.html 

宮崎県 

小林市 

ホーム＞市政情報＞地方創生＞市の取り組み＞ 

～地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）で御社のお力をお貸しください!～ 

http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=161213164654 

宮崎県 

木城町 

HOME＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した寄附の募集について 

http://www.town.kijo.lg.jp/matidukuri-suisin/tihousouseiouen.html 

鹿児島県 ホーム＞ふるさと納税＞ 

企業版ふるさと納税の御案内 

https://www.pref.kagoshima.jp/ab06/hurusatonouzei/kigyouban.html 

鹿児島県 

出水市 

トップページ＞市政情報＞ツルと歴史のまち応援基金（ふるさと納税）＞ 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_70058.html 

鹿児島県 

薩摩川内市 

トップページ＞事業者向け情報＞ 

企業版ふるさと納税で本市のプロジェクトにご支援をお願いします!! 

http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1479435744390/index.html 

http://www.city.munakata.lg.jp/w011/050/030/20160823205431.html
http://www.pref.saga.lg.jp/list03344.html
https://www.town.kiyama.lg.jp/site/chihososei/14491.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennokeikaku-project/kigyou_furusato/index.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennokeikaku-project/kigyou_furusato/index.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/138000/p029737.html
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/display.php?cont=161213164654
http://www.town.kijo.lg.jp/matidukuri-suisin/tihousouseiouen.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab06/hurusatonouzei/kigyouban.html
https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_70058.html
http://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1479435744390/index.html
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鹿児島県 

日置市 

ホーム＞  

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について 

http://www.city.hioki.kagoshima.jp/gyoukei/shisejoho/furusatonoze/kigyobanf

urusatonoze.html 

鹿児島県 

南さつま市 

ホーム＞  

企業版ふるさと納税を通じて市内の高校生が飛び立つための「応援」をお願いします。 

http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shisei/gyosei/machi-hito-shogotosousei/

e019981.html 

鹿児島県 

奄美市 

ホーム＞市政情報＞奄美市ふるさと納税＞ 

奄美市企業版ふるさと納税スタート！ 

https://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/kifu/20160809.html 

鹿児島県 

瀬戸内町 

総合トップ＞瀬戸内町にお住まいのかた＞町政情報＞寄附 

瀬戸内町企業版ふるさと納税 

https://www.town.setouchi.lg.jp/kikaku/kigyou_hurusato.html 

（出所：各自治体 HPより抜粋、作成） 

http://www.city.hioki.kagoshima.jp/gyoukei/shisejoho/furusatonoze/kigyobanfurusatonoze.html
http://www.city.hioki.kagoshima.jp/gyoukei/shisejoho/furusatonoze/kigyobanfurusatonoze.html
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shisei/gyosei/machi-hito-shogotosousei/e019981.html
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shisei/gyosei/machi-hito-shogotosousei/e019981.html
https://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/kifu/20160809.html
https://www.town.setouchi.lg.jp/kikaku/kigyou_hurusato.html
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８ 資料編 
 

（１）県内自治体におけるアンケート調査票 

 

Ⅰ 【全自治体共通】企業版ふるさと納税の活用状況について、伺います。 

（認定計画が複数あり担当課が異なる場合は、それぞれの事業について記載願います。） 

企業版ふるさと納税の活用状況について 

問 1 企業版ふるさと納税（地方応援税制）を活用するための地域再生計画（以下、「再

生計画」という。）を認定されていますか？（いずれか一つ選択） 

1 地域再生計画を認定済（平成  年  月 事業名：             ） 

2 地域再生計画を申請済（平成 29年度第 2回 平成 29年 9月） 

3 次回（平成 29年度第 3回 平成 30年 1月予定）に申請予定 

4 申請に向けて検討中（申請予定時期 平成  年度） 

5 当面申請する予定はない 

問 2 再生計画（予定、検討中も含む）の事業区分はどの分野ですか？（いずれか一つ選

択） 

1 地域産業振興  2 観光業振興   3 農林水産業振興 4 ﾛｰｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

5 人材育成・確保 6 移住・定住促進 7 生涯活躍のまち 8 少子化対策 

9 働き方改革   10 小さな拠点   11 まちづくり（コンパクトシティ等） 

12 その他（            ）13 決まっていない 

問 3 企業版ふるさと納税の所管課及び庁内の役割分担はどのようになっていますか？

（役割が決まっている場合はカッコ内に担当課名を記載、重複可） 

1 国への申請窓口（       ） 2 庁内調整、とりまとめ担当（        ） 

3 事業担当課（         ） 4 企業からの寄附手続き（         ） 

5 決まっていない 

 

Ⅱ 【地域再生計画認定済み自治体】企業版ふるさと納税制度の効果と課題について伺い

ます。 

企業版ふるさと納税の効果と課題について 

問 4 制度活用に至ったのは、どんな経緯がありましたか？（複数選択可） 

1 首長・幹部によるトップダウン  2 庁内とりまとめ担当課より紹介提案 

3 事業担当課で制度活用の必要性  4 その他（具体的に            ） 

問 5 再生計画申請要件の自地域外企業からの寄附について、申請前はどのような方法で

獲得しましたか？（複数選択可） 

1 首長の人脈  2 事業担当課職員の人脈  3 事業担当課業務を通じた関わり 

4 自治体内に支店や工場がある企業へアプローチ    

5 企業の社長が自地域出身などの縁   6 これまでも通常の寄附を受領していた 

7 企業からの申込み  8 その他（具体的に            ） 
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問 6 申請時の寄附確定企業名（或いは業種）と寄付額を教えてください。 

（公表できる範囲でかまいません。４社以上にわたる場合は、欄を追加してください。） 

①企業名（又は業種）：           

寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

②企業名（又は業種）：  

 寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

③企業名（又は業種）： 

 寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

問 7 認定後に新たな寄付獲得はありましたか？（いずれか一つ選択） 

1 ある  2 ない 

問 8 問 7 で「ある」と回答した場合のみ伺います。 

認定後の寄附はどのような方法で獲得しましたか？（複数選択可） 

1 首長の人脈  2 事業担当課職員の人脈  3 事業担当課業務を通じた関わり 

4 自治体内に支店や工場がある企業へアプローチ  

5 企業の社長や幹部が自地域出身などの縁ある企業へアプローチ 

6 これまでも通常の寄附を受けていた企業へアプローチ 

7 企業側から申込み  8 その他（具体的に          ）  

問 9 認定後の寄附確定企業名（或いは業種）と寄付額を教えてください。 

（公表できる範囲でかまいません。４社以上にわたる場合は、欄を追加してください。） 

①企業名（又は業種）：           

寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

②企業名（又は業種）：  

 寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

③企業名（又は業種）： 

 寄付額：      千円（平成  年度より    年間） 

問 10 寄付の拡大に向けてどのような取組を行っていますか？（複数選択可） 

1 首長・幹部によるトップセールス  2 職員が直接企業に働きかけ 

3 HPによる寄付呼びかけ   4 事業内容を説明するパンフレット配付   

5 広報誌掲載、チラシ配布  6 説明会開催  7 寄附者へ感謝状や表彰 

8 その他（具体的に           ）   

問 11 企業から当該制度への意見や要望はありますか？（複数選択可）  

1 特にない   

2 CSR（企業の社会的責任）活動として有効 

3 企業のイメージアップにつながる 

4 寄附より事業収入を上げることが先である 

5 （広域に支店や工場があるため）特定の自治体に寄附することは難しい 

6 （事業収入は）寄附より社員や株主へ還元すべきである 

7 寄附の申込みから払い込みまで時間が空きすぎる 

8 事業費確定から寄附払い込みまでの時間が短い 

9 その他（具体的に               ） 
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問 12 地域再生計画申請に当たって苦労した点はありますか？（複数選択可） 

1 特にない  2 地域再生計画の作成が難しかった 

3 計画認定の審査が厳しかった   4 KPIの設定が難しかった 

5 自地域外企業からの寄附の獲得が難しかった   

6 計画申請から認定までの期間と事業の進行スケジュールの調整が困難 

7 事業評価機関がなく新たに設置する必要があった 

8 その他（具体的に                ） 

問 13 計画認定によりどんな効果がありましたか？（複数選択可） 

1 寄附への企業からの関心が高まっている  2 企業から寄附申込みがあった 

3 自治体の事業 PR           4 効果は実感できていない   

5 その他（具体的に       ） 

問 14 寄附以外の事業費はどんな財源で確保する予定ですか？（複数選択可） 

1 自治体の一般財源（所要額見込     千円） 

2 他の補助金等（補助金、地方債等の発行等 所要額見込      千円） 

3 他の民間資金活用（個人のふるさと納税、クラウドファンディング、自地域内法人の

寄付等 所要額見込み      千円） 

4 その他（具体的に              所要額見込み      千円） 

問 15 当該制度への改善要望はありますか？（複数選択可） 

1 特にない   

2 国（或いは県）から広範囲に制度の PRをしてほしい   

3 認定前でも事業に着手し進められるようにしてほしい  

4 事業費確定前でも寄附を受け入れられるようにしてほしい 

5 自地域にある企業からも寄附を受けられるようにしてほしい 

問 16 今後も当該制度の活用を拡大する予定ですか？（いずれか一つ選択） 

1 する  2 しない  3 どちらとも言えない 

問 17 問 16  で「しない」又は「どちらとも言えない」と回答した場合のみ伺います。 

制度活用を拡大するには、どんなことが必要ですか？（複数選択可） 

1 企業の制度理解  2 企業からの積極的寄附行為  3 職員の営業力、人的パワー 

4 制度の使い勝手を改善  5 国や県のサポート 6 その他（         ） 

問 18 当該制度に関する意見や要望等ありましたら、自由にご記載ください。 
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Ⅱ 【制度未活用の自治体】企業版ふるさと納税制度の活用メリットと課題について伺い

ます。 

企業版ふるさと納税制度の活用メリットと課題について 

問 4 制度活用に至っていない理由はどんなところにありますか？（複数選択可） 

1 人員不足  2 申請要件の寄附確保が困難   

3 認定までの労力に対して効果が期待できない 

4 制度活用に適する事業がない  5 妥当な KPIの設定が困難   

6 庁内の役割分担が不明  7 事業評価機関がない  8 相談先がない 

9 その他（               ）  

問 5 制度活用を検討するにはどのような情報が参考になりますか？（複数選択可） 

1 制度活用のメリット・デメリット   2 寄附企業獲得の手法、アプローチ方法   

3 CSRに積極的な企業のリスト      4 制度を活用しやすい事業の特性 

5 認定された再生計画の事業内容   6 制度活用による客観的な効果 

7 その他（                    ） 8 特にない 

問 6 当該制度に関する意見や要望等ありましたら、自由にご記載ください。 

     

 

  

 

 

 

 

 

 



（2）県内自治体におけるアンケート調査集計結果（単純集計）

地域再生計画の認定状況 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 認定済 8     12.7   16.0 
2 申請中（H29年度第2回） 0     0.0     0.0 
3 次回（H29年度第3回）申請予定 3     4.8     6.0 
4 申請に向け検討中 8     12.7   16.0 
5 当面申請予定なし 31   49.2   62.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 63   100    50 

再生計画の事業区分 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

興 1 地域産業振興 1     1.6     2.0 
興 2 観光業振興 6     9.5     12.0 
興 3 農林水産業振興 0     0.0     0.0 
ﾝ 4 ﾛｰｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0     0.0     0.0 

保 5 人材育成・確保 2     3.2     4.0 
進 6 移住・定住促進 2     3.2     4.0 
ち 7 生涯活躍のまち 0     0.0     0.0 
策 8 少子化対策 2     3.2     4.0 
革 9 働き方改革 0     0.0     0.0 
点 # 小さな拠点 1     1.6     2.0 

# まちづくり（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ等） 1     1.6     2.0 
# その他（検討中） 1     1.6     2.0 
# 決まっていない（無記入含む） 38   60.3   76.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 63   100    50 

庁内の役割分担 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 全て決まっている 15   23.8   30.0 
2 部分的に決まっている 10   15.9   20.0 
3 決まっていない（無記入含む） 25   39.7   50.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 63   100    50 

制度活用の経緯 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

ン 1 首長・幹部によるトップダウン 0     0.0     0.0 
介 2 庁内とりまとめ担当課より紹介提案 3     37.5   37.5 
性 3 事業担当課で活用の必要性 5     62.5   62.5 
他 4 その他 0     0.0     0.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

認定

済
16.0次回（H29年

度第3回）申

請予定
6.0

申請に向け

検討中
16.0

当面申請予

定なし
62.0

地域再生計画の認定状況（N=50)

単位（％）

全て決まって

いる
30.0

部分的に決

まっている
20.0

決まっていな

い（無記入含

む）
50.0

庁内の役割分担(N=50)

単位（％）

37.5

62.5

首長・幹部によるトップダウン

庁内とりまとめ担当課紹介

事業担当課で活用の必要性

その他

制度活用の経緯(N=8)

単位（％）

2.0

12.0

4.0

4.0

4.0

2.0

2.0

2.0

76.0

地域産業振興

観光業振興

農林水産業振興

ﾛｰｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

人材育成・確保

移住・定住促進

生涯活躍のまち

少子化対策

働き方改革

小さな拠点

まちづくり（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ等）

その他（検討中）

決まっていない（無記入含む）

再生計画の事業区分（N=50)
単位（％）

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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寄付獲得方法（再生計画申請前） (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%
首 長 （ ト ッ プ ） の 人 脈 1 首長（トップ）の人脈 0     0.0     0.0 

業 担 当 課 職 員 の 人 脈 2 事業担当課職員の人脈 0     0.0     0.0 
の 業 務 を 通 じ た 関 わ り 3 事業担当課の業務を通じた関わり 5     62.5   62.5 

に 支 店 や 工 場 が あ る 4 自治体内に支店や工場がある企業へアプローチ 3     37.5   37.5 
の 出 身 地 な ど の 地 縁 5 企業の社長の出身地などの地縁 2     25.0   25.0 
も 寄 附 を 受 け て い た 6 これまでも寄附を受けていた 1     12.5   12.5 

企 業 か ら の 申 込 み 7 企業からの申込み 1     12.5   12.5 
そ の 他 8 その他 0     0.0     0.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

再生計画認定後の寄附 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 ある 3     37.5   37.5 
2 ない 5     62.5   62.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

寄付獲得方法（再生計画認定後） (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

脈 1 首長（トップ）の人脈 0     0.0     0.0 
脈 2 事業担当課職員の人脈 0     0.0     0.0 
り 3 事業担当課の業務を通じた関わり 0     0.0     0.0 
る 4 自治体内に支店や工場がある企業へアプローチ 0     0.0     0.0 
縁 5 企業の社長の出身地などの地縁 0     0.0     0.0 
た 6 これまでも寄附を受けていた 0     0.0     0.0 
み 7 企業からの申込み 3     100.0 100.0 
他 8 その他 0     0.0     0.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 3     100    3 

100.0

首長（トップ）の人脈

事業担当課職員の人脈

事業担当課の関わり

自治体内に支店や工場がある

企業の社長の出身地などの…

これまでも寄附を受けていた

企業からの申込み

その他

寄付獲得方法（再生計画認定後）(N=3)

単位（％）

ある
37.5

ない
62.5

再生計画認定後の寄附(N=6)

単位（％）

62.5

37.5

25.0

12.5

12.5

首長（トップ）の人脈

事業担当課職員の人脈

事業担当課の業務を通じた関わり

自治体内に支店や工場がある企業

企業の社長の出身地などの地縁

これまでも寄附を受けていた

企業からの申込み

その他

寄付獲得方法（再生計画申請前）(N‐=8)

0.0

0.0

0.0

0

0.0

単位

0.0
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寄附拡大への取組 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

ス 1 首長・幹部によるトップセールス 0     0.0     0.0 
け 2 職員が直接企業に働きかけ 2     25.0   25.0 
け 3 ＨＰによる呼びかけ 6     75.0   75.0 
布 4 事業内容説明パンフレット配布 3     37.5   37.5 
布 5 広報誌掲載、チラシ配布 3     37.5   37.5 
催 6 説明会開催 0     0.0     0.0 
状 7 寄附者への表彰、感謝状 1     12.5   12.5 
他 8 その他 1     12.5   12.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

企業からの意見等 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

い 1 特にない 5     62.5   62.5 
効 2 ＣＳＲ活動として有効 2     25.0   25.0 
る 3 企業のイメージアップにつながる 1     12.5   12.5 
先 4 寄附より事業収入を上げることが優先 0     0.0     0.0 
い 5 特定の自治体への寄附が難しい 0     0.0     0.0 
き 6 寄附より社員や株主へ還元すべき 0     0.0     0.0 
ぎ 7 寄附の申込みから払込みまで時間が空きすぎ 0     0.0     0.0 
い 8 事業費確定から寄附払込みまで期間が短い 0     0.0     0.0 
他 9 その他 0     0.0     0.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

制度活用上苦労した点 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

い 1 特にない 5     62.5   62.5 
た 2 地域再生計画の作成が難しかった 0     0.0     0.0 
た 3 計画認定の審査が厳しかった 1     12.5   12.5 
た 4 ＫＰＩの設定が難しかった 1     12.5   12.5 
た 5 企業からの寄附獲得が難しかった 1     12.5   12.5 

請
か
6

計画申請から認定までの期間と事業
の進行スケジュールの調整が困難

1     12.5   12.5 

置 7 事業評価機関がなく新たに設置する必要 0     0.0     0.0 
他 8 その他 0     0.0     0.0 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

25.0

75.0

37.5

37.5

12.5

12.5

首長・幹部によるトップセールス

職員が直接企業に働きかけ

ＨＰによる呼びかけ

事業内容説明パンフレット配布

広報誌掲載、チラシ配布

説明会開催

寄附者への表彰、感謝状

その他

寄附拡大への取組(N=8)

単位

62.5

25.0

12.5

特にない

ＣＳＲ活動として有効

企業のイメージアップにつながる

事業収入を上げることが優先

特定の自治体への寄附が難しい

社員や株主へ還元すべき

申込みから払込みまで時間が空きすぎ

事業費確定から払込みまで期間が短い

その他

企業からの意見等（N=8）

0.0

0.0

単位

0.0

62.5

12.5

12.5

12.5

12.5

特にない

地域再生計画の作成が難しかった

計画認定の審査が厳しかった

ＫＰＩの設定が難しかった

企業からの寄附獲得が難しかった

計画申請から認定までの期間と事業の進

行スケジュールの調整が困難

事業評価機関がなく新たに設置する必要性

その他

制度活用上苦労した点(N=8)

0.0

0.0

0.0

単位（％）
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認定の効果 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

る 1 寄附へ企業からの関心が高まっている 1     12.5   12.5 
た 2 企業から寄附申込みがあった 4     50.0   50.0 
る 3 自治体事業のＰＲとなっている 5     62.5   62.5 
い 4 効果は実感できていない 1     12.5   12.5 
他 5 その他 1     12.5   12.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

寄附以外の財源確保 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

源 1 一般財源 6     75.0   75.0 
等 2 他の補助金等 2     25.0   25.0 

3 民間資金活用 2     25.0   25.0 
他 4 その他 1     12.5   12.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

制度への改善要望 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

い 1 特にない 3     37.5   37.5 
Ｒ 2 国（県）による制度のＰＲ 3     37.5   37.5 
る 3 認定前でも事業に着手し、事業を進められる 0     0.0     0.0 
れ 4 事業費確定前の寄附受け入れ 4     50.0   50.0 
れ 5 自地域にある企業からの寄附受け入れ 1     12.5   12.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

今後の活用意向 (SA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 する 3     37.5   37.5 
2 しない 0     0.0     0.0 
3 どちらとも言えない 5     62.5   62.5 

N （％ﾍﾞｰｽ） 8     100    8 

活用拡大要件 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

解 1 企業の制度理解 1     20.0   20.0 
為 2 企業からの積極的寄附行為 4     80.0   80.0 
ー 3 職員の営業力、人的パワー 1     20.0   20.0 
善 4 制度の使い勝手の改善 1     20.0   20.0 
ト 5 国や県のサポート 1     20.0   20.0 

他 6 その他 0     0.0     0.0 
N （％ﾍﾞｰｽ） 5     100    5 

する
37.5

どちらとも言

えない
62.5

今後の活用意向(N=8)

単位（％）

20.0

80.0

20.0

20.0

20.0

企業の制度理解

企業からの積極的寄附行為

職員の営業力、人的パワー

制度の使い勝手の改善

国や県のサポート

その他

活用拡大要件(N=5)

単位（％）
0.0

12.5

50.0

62.5

12.5

12.5

寄附へ企業からの関心が高まっている

企業から寄附申込みがあった

自治体事業のＰＲとなっている

効果は実感できていない

その他

認定の効果(N=8)

単位（％）

75.0

25.0

25.0

12.5

一般財源

他の補助金等

民間資金活用

その他

寄附以外の財源確保(N=8)

単位（％）

37.5

37.5

50.0

12.5

特にない

国（県）による制度のＰＲ

認定前でも事業に着手し、事業を進められ

る

事業費確定前の寄附受け入れ

自地域にある企業からの寄附受け入れ

制度への改善要望(N=8)

単位（％）

0.0
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制度未活用の理由 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

足 1 人員不足 16   38.1   38.1 
難 2 申請要件の寄附確保が困難 24   57.1   57.1 
薄 3 認定までの労力に対して効果が期待薄 8     19.0   19.0 
い 4 適する事業がない 14   33.3   33.3 
難 5 ＫＰＩの設定が困難 6     14.3   14.3 
明 6 庁内の役割分担が不明 8     19.0   19.0 
い 7 事業評価機関がない 2     4.8     4.8 
い 8 相談先がない 3     7.1     7.1 
他 9 その他 7     16.7   16.7 

N （％ﾍﾞｰｽ） 42   100    42 

制度活用検討に参考となる情報 (MA)

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

ト 1 制度活用のメリット・デメリット 23   54.8   54.8 
法 2 寄附企業獲得の手法、アプローチ方法 27   64.3   64.3 
ト 3 ＣＳＲに積極的な企業のリスト 13   31.0   31.0 

性 4 制度を活用しやすい事業の特性 21   50.0   50.0 
容 5 認定された再生計画の事業内容 18   42.9   42.9 
果 6 制度活用による客観的な効果 17   40.5   40.5 
他 7 その他 0     0.0     0.0 
い 8 特にない 1     2.4     2.4 

N （％ﾍﾞｰｽ） 42   100    42 

54.8

64.3

31.0

50.0

42.9

40.5

2.4

制度活用のメリット・デメリット

寄附企業獲得の手法、アプローチ方法

ＣＳＲに積極的な企業のリスト

制度を活用しやすい事業の特性

認定された再生計画の事業内容

制度活用による客観的な効果

その他

特にない

制度活用検討に参考となる情報(N=42)

単位（％）

38.1

57.1

19.0

33.3

14.3

19.0

4.8

7.1

16.7

人員不足

寄附確保が困難

労力に対して効果が期待薄

適する事業がない

ＫＰＩの設定が困難

庁内の役割分担が不明

事業評価機関がない

相談先がない

その他

制度未活用の理由(N=42)

単位（％）

0.0
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