
枚方市企業版ふるさと納税のご案内



企業版ふるさと納税とは

全国の地方創生事業で活用拡大

写真：枚方市総合文化芸術センター

平成２８年度に創設された企業版ふるさと納税は、国が認定
した地域再生計画に位置づけられる地方公共団体の地方創生
プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係
税から税額控除する仕組みです。
損金算入による軽減済効果（寄附額の約３割）と合わせて、
令和２年度税制改正により拡充された税額控除（寄附額の最
大６割）により、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的
な企業の負担が約１割まで圧縮されます。

企業版ふるさと納税 概要
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税額控除で実質負担が軽減

企業版ふるさと納税 概要

平成２８年度に創設された企業版ふるさと納税は、国が認定
した地域再生計画に位置づけられる地方公共団体の地方創生
プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係
税から税額控除する仕組みです。
損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、令
和２年度税制改正により拡充された税額控除（寄附額の最大
６割）により、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な
企業の負担が約１割まで圧縮されます。

①法人住民税

例：1,000万円寄附すると最大約900万円の法人関係税が軽減

寄附額の４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

法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の１割を限度。（法人税額の５%が上限）

③法人事業税

寄附額の２割を税額控除。（法人事業税額の20％が上限）
※税額控除の手続（申告）や算出に関しては税理士や所管税務署へご相談を。

損金算入

約 割 割最大 約 割１６
税額控除

通常の寄附

企業版ふるさと納税

寄附額

企業負担

３

寄附額の最大９割の軽減効果を活用しながら、地方創生を応援
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※ 税額控除の特例措置は令和６年度まで延長（令和２年度税制改正）
※ 本社が枚方市に所在しない企業が対象です。



H28年度
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寄附実績は全国で増加傾向

令和３年度の寄附実績は、件数4922件、金額225.7億円となっており、ともに大幅な増加傾向にあります。

○寄附実績の推移

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R3panph2.pdf（参考）内閣府地方創生推進事務局：企業版ふるさと納税リーフレット

250億円 5000件
4922件

R3年度

225.7億円
R2年度

税制改正



企業のPR・信用力の向上

寄附によるメリット

企業のPRに

企業の皆様からの声

寄附を行った地方公共団体のホームページや広報誌、寄附活
用事業で整備された施設の銘板などに当社の名前が掲載され
たことで、日頃からの付き合いのある取引先や金融機関など
への信用力向上につながりました。

※内閣府地方創生推進事務局 企業版ふるさと納税リーフレットより
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新たなパートナーシップの構築

地方公共団体等との新たなパートナーシップの構築

企業の皆様からの声

・寄附をきっかけに、地域の特性を活かしたワーケーション
などを実施したことで、社員の新しい働き方や地域での交流
促進に繋がりました。
・社員と地方公共団体職員が定期的なミーティングを行うよ
うになり、様々な実証実験やアプリ開発が実現しました。
・寄附をきっかけに、地方公共団体とコミュニケーションを
密に図るようになり、自社の事業に関することなどを相談し
やすくなりました。

※内閣府地方創生推進事務局 企業版ふるさと納税リーフレットより

寄附によるメリット
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寄附によるメリット

事業参加で社員の新たな経験に
社会貢献・SDGs/ESGへの寄与

SDGsやESGへの寄与

環境保全や脱炭素という目標は、
自社だけでは達成度が難しいもの
ですが、企業版ふるさと納税によ
る寄附を通じて地方公共団体の取
組を支援することで目標の達成に
大きく寄与することができました。

創業地等の地域への恩返し 事業への貢献

創業地や縁のある地方公共団体が
推進している事業を、寄附を通じ
て応援することで、恩返しができ
たのではと考えています。

新型コロナウイルス感染症に対す
る寄附を通じて、感染症対策や医
療・福祉の現場を側面から支援す
ることができ、感謝と応援の気持
ちを伝えることができました。
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各コメント：
内閣府地方創生推進事務局
企業版ふるさと納税リーフレットより



枚方市の地方創生プロジェクト
令和４年度 主な寄附対象事業のご紹介



安心して子どもを産み育てることができ、
子どもの健やかな成長と学びを支える

基本目標１ 令和４年度対象事業
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基本目標 １

【主な取り組み】
・通年のゼロに向けた待機児童対策の推進
・子ども、若者への支援の充実
・図書館施策（電子図書館・学校図書館支援事業など）
・教育、保育、療育、発達支援及び在宅支援の充実など
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●昭和14年（1939年）３月１日に市内で発生した旧陸軍の禁野火薬庫の大爆発と、平成元年
（1989年）３月１日に発生したアメリカ軍が行った水爆実験での「第五福竜丸」の被ばく
という二つの大惨事を風化させないために、３月１日を「枚方市平和の日」と定め、市民
一人ひとりが平和の大切さと平和への貢献について考える日として平和啓発事業を実施。

●効果的な事業内容の検討

●戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝える

●平和の燈火（あかり）事業として、「枚方市平和の日（３月１日）」に、市内小学生等が平和
のメッセージを書いたキャンドルカップに燈火を灯すイベントの実施

●ひらかた平和フォーラムとして、市内小中学生による平和学習の発表や著名人による講演会等
のイベントの実施

●戦争の悲惨さ等を伝えるパネル展の開催 等

背 景

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

令和４年度事業費
2,428千円

基本目標１ 対象事業 戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝える 平和啓発事業

◆これまでの取組



10

人権政策室 TEL：072－841－1259 FAX：072－841－1700事業担当課

●平和の燈火（あかり）事業やひらかた平和フォーラム、
その他 平和啓発事業の実施

●子どもたちに対する戦争の悲惨さや平和の尊さの継承

●地域・社会貢献
●平和事業や子どもたちへの貢献という企業イメージの向上及び

取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

基本目標１ 対象事業 戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に伝える 平和啓発事業

※ご寄附いただける金額には上限があります。
◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組
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●地球温暖化の影響により、猛暑日など気温の高い日数が増加傾向にある
●平成20年度に、小中学校の教室の空調設備を一斉に整備した
●新型コロナウイルス感染症予防の観点から、マスク着用が急速に拡がった

●体育館での授業やクラブ活動における子ども達の熱中症対策が必要
●猛暑や厳冬における災害発生時の避難所となる体育館での生活環境の改善が必要
●老朽化した小中学校の教室の空調設備の更新が必要

●安全で快適な教育環境の実現
●児童生徒の熱中症予防対策
●避難所の環境改善

●小中学校の教室への空調設備の設置
●体育館への空調設備の整備に向けた調査・検討

背 景

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

令和４年度事業費
986,753千円

基本目標１ 対象事業 子どもたちの教育環境の改善を！小中学校の空調設備整備事業

◆これまでの取組
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施設計画課 TEL：072－841－1486 FAX：072－841－4607事業担当課

●小中学校の体育館の空調設備の整備・維持管理
●小中学校の教室の空調設備の更新・維持管理

●子どもたちの教育環境の改善、安全・安心の確保
●避難所の環境改善、住民の安全・安心の確保

●快適で安全安心なまちづくりに貢献（地域・社会貢献）
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●特に、子ども達の安全・安心を守る企業イメージの醸成
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組 ※ご寄附いただける金額には上限があります。

基本目標１ 対象事業 子どもたちの教育環境の改善を！小中学校の空調設備整備事業
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基本目標１ 対象事業 子どもの未来を育む 子どもに本を届ける事業

背 景

●市内に15の図書館（分室等含む）及び自動車文庫がある
●令和３年度に、ひらかた電子図書館にて電子書籍の貸出をスタート

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

●財源確保が難しく、新刊の購入、ロングセラーや劣化図書の入替、
電子書籍の更新・拡充等を十分に行えていない

●心の栄養となる本を子どもたちに届ける
●子どもたちがたくさんの本と出会うことで、豊かな成長につながる

●図書館及び自動車文庫での本の貸出、新刊の購入、劣化図書の入替
●電子図書館による電子書籍の貸出
●子どもに本を届ける基金の設置
●各小・中学校に司書を配置し、本を通じた教育の充実

令和４年度事業費
3,000千円

◆これまでの取組



14

中央図書館 TEL：050－7105－8141 FAX：072－851－0962事業担当課

基本目標１ 対象事業 子どもの未来を育む 子どもに本を届ける事業

※ご寄附いただける金額には上限があります。

事 業
内 容

●新刊の購入、ロングセラーや劣化図書の入替
●電子書籍の更新・拡充

得られる
成果等

寄附の
メリット

●子どもの豊かな成長につながる環境の充実
●子どもへの学術的・文化的な教育への寄与

●地域・社会貢献
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組



市民の健康増進や
地域医療の充実を図る
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基本目標 ２

基本目標２ 令和４年度対象事業

【主な取り組み】
・健康寿命の延伸と終活支援に向けた取り組みの推進
・健康経営の推進
・認知症支援体制の充実 など
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基本目標２ 対象事業 ウィッグ等補整具の助成でがん療養者を支援

背 景

●生涯のうちに２人に１人ががんに罹患するとされ、枚方市でも令和元年の死亡者の30％をがん
が占め、死因として最も高い。

●一方で、医療の進歩により、がんの５年相対生存率は年々上昇し、がん患者や経験者も増加
している。

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

●がん患者への治療環境の改善が進み、治療中も患者と社会の接点が増え、精神的ストレスや
社会参加等への不安が強くなっている

●がん治療に伴う精神的なストレスや社会参加等への不安、経済的負担を少しでも和らげ、
がんに罹患しても誰もが心豊かにいきいきと生活できる社会をめざす

●がんの予防（正しい知識の普及啓発）、早期発見（がん検診）、
患者支援（社会参加・相談支援）を総合的に実施

●ウィッグや乳房補整具の購入費を一部助成

令和４年度事業費
5,469千円

◆これまでの取組
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健康づくり・介護予防課 TEL：072－841－1458 FAX：072－840－4496事業担当課

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

●がん療養者の社会参加の推進、環境整備
●がん治療に伴う不安や経済的負担の軽減

●地域・社会貢献
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

●ウィッグ等の補整具の購入費用に係る一部助成

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組

基本目標２ 対象事業 ウィッグ等補整具の助成でがん療養者を支援

※ご寄附いただける金額には上限があります。



産業の活性化と人々の交流・
賑わいの創出により まちの魅力を高める
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基本目標 ３

基本目標３ 令和４年度対象事業

【主な取り組み】
・LED防犯灯の補助制度の見直し
・安全・安心で快適な交通環境の創出
・枚方市駅周辺再整備の推進
・戦略的な観光施策の展開
・文化財の保存と活用 など
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基本目標３ 対象事業 LED防犯灯でまちの灯りを確保し犯罪を防止

背 景

●地域防犯活動を担う自治会等が、地域に防犯灯を設置している
●環境負荷の抑制のため、平成25年度～防犯灯を蛍光灯からLED交換
●LED防犯灯は、夜間におけるまちの灯りを確保し、犯罪防止や通行の安全に寄与している

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

●令和4年度より、多くの自治会等で、LED防犯灯の交換時期を迎えるため、経年劣化による故障
とあわせて、多額の取替・修繕費用を要する

●LED防犯灯の取替・修繕に係る費用について、多くの自治会が財源を確保できない

●夜間における通行の安全の確保
●犯罪の防止

●LED防犯灯の新設・交換・電気料金に係る自治会等への補助

令和４年度事業費
69,993千円

◆これまでの取組
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危機管理政策課 TEL：072－841－1147 FAX：072－841－3092事業担当課

基本目標３ 対象事業 LED防犯灯でまちの灯りを確保し犯罪を防止

事 業
内 容

●LED防犯灯の取替・修繕等に係る自治会等への補助
（補助制度の拡充）

得られる
成果等

寄附の
メリット

●LED防犯灯の適正な管理
●夜間におけるまちの灯りの確保
●犯罪の予防

●地域・社会貢献
●使途の対象地域を指定することで個別具体的な地域への貢献
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組 ※ご寄附いただける金額には上限があります。
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●子どもが被害者となった重大事故の全国各地での発生
●幹線道路での交通渋滞
●人口減少、少子高齢化、コロナ禍等、地域公共交通を取り巻く大変厳しい環境
●環境問題や高齢化による地域公共交通への需要の高まり

●生活道路へ通過交通が流入
●特に、通学路などの交通安全の確保
●利用者減少やバス・タクシーの運転手不足 ⇒ 地域公共交通サービスの維持

●交通死亡事故ゼロ、交通事故数の削減。
●特に、子ども達の交通事故防止。
●安全安心な交通環境の確保
●地域公共交通の確保・維持・改善

●子どもの交通安全プログラムの推進
●道路や公共交通環境の整備・改善
●警察署、交通対策協議会及び交通安全協会と連携した交通安全啓発・教育の実施
●高校生、企業等との連携によるポスターやアプリを活用した新たな交通安全啓発の実施
●市民や地域の企業との連携による交通タウンマップ等を活用した公共交通利用促進啓発の実施

背 景

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

令和４年度事業費
144,777千円

基本目標３ 対象事業 ひと・企業・行政が力を合わせて 夢と希望を育む交通まちづくり

◆これまでの取組
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交通対策課 TEL：050－7102－6530 FAX：072－841－4605事業担当課

基本目標３ 対象事業 安全で利便性の高い交通まちづくり

●短期間で実施可能な交通安全施設の整備や更新
（劣化した路面標示やゾーン３０プラスなど新たな交通安全対策、

子どもの交通安全プログラムに基づく通学路等の環境整備）
●交通安全に係る教育や啓発（民間事業者と連携した取組の実施）
●地域公共交通の環境整備や利用啓発（民間事業者と連携した取組の実施）

●交通安全施設整備や交通安全意識と交通マナーの向上による交通事故の抑制
●特に、子ども達を守る交通環境の改善
●市民の移動を支える地域公共交通の確保・維持・改善によるまちの活性化

●快適で安全安心なまちづくりに貢献（地域・社会貢献）
●寄附による短期的な効果の発現（路面標示の更新やベンチ設置など）
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●特に、子ども達の安全・安心を守る企業イメージの醸成
●市民との直接的な連携が可能
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組 ※ご寄附いただける金額には上限があります。
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基本目標３ 対象事業 枚方市駅周辺を人が主役の賑わいのあるエリアに

●枚方市駅周辺地域は、行政・商業・業務・医療・文化交流機能が集積する中心市街地であり、
鉄道や路線バスの乗降客が多いものの、まちの賑わいや商業の活性化につながっていない

●駅前広場の交通混雑、周辺施設の老朽化、市民ニーズへの対応などの課題を抱えている
●これからの時代に対応した魅力あふれる賑わいのあるまちの構築をめざして再整備を行う

●まちの活動を止めることのない再整備の推進
●社会環境の変化や多様化する市民ニーズに対応した機能の充実
●再整備費用に係る財源の確保

●魅力あふれる賑わいのあるまちの構築
●市民やステークホルダーとの連携・協働によるまちづくりの推進

●枚方市駅周辺再整備基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想の策定
●魅力的なまちづくりに向けたワークショップ、アンケート及びサウンディング型市場調査の

実施
●基本計画に定める各街区の土地利用の検討、新庁舎整備に向けた検討、施行中の再開発の推進等

背 景

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

令和４年度事業費
860,390千円

◆これまでの取組
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市駅周辺まち活性化部 TEL：072－841－1364 FAX：072－841－3039事業担当課

基本目標３ 対象事業 枚方市駅周辺を人が主役の賑わいのあるエリアに

●基本計画に定める各街区の再整備
●枚方市駅周辺地域におけるエリアマネジメントに

関する取組

●枚方市駅周辺の再整備の促進
●エリアマネジメント等、多様な主体との連携したまちづくり

及びまちの活性化

●地域・社会貢献
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組 ※ご寄附いただける金額には上限があります。
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基本目標３ 対象事業 特別史跡百済寺跡の再整備で魅力ある観光コンテンツに

●百済寺跡は、百済国王の後裔である百済王氏が建立したと考えられる氏寺の跡であり、昭和27
年に特別史跡に指定された。昭和42年に史跡公園として整備されたが、40年以上の歳月を経て
各所の老朽化損壊・変形が目立つことから、抜本的な遺構保存工事と合わせた再整備を行う

●現地のガイダンス施設を建設する予算、土地が不足している
●大規模な整備にあたっては、国の補助金額の増減により

整備スケジュールが流動的になる

●奈良時代の後半の地方の寺院としては異例ともいえる
本格的伽藍配置をもつ 古代寺院跡としての認知の向上

●日本古代史における日韓文化交流の史実を証明する遺跡であることの周知
●当時の古代寺院の景観を体感できる歴史学習の場としての利用拡大

●平成16年度に測量調査実施
●平成17年度から平成25年度の9年間で発掘調査を行い、並行して整備準備を行う
●再整備に向け、平成24年度から平成25年度にかけて基本計画の策定と基本設計を行う
●平成26年度に実施設計を行い、平成27年度から再整備工事に着手

令和４年度事業費
123,382千円

背 景

現状の
課 題

事業の
目 的

これまで
の取組

◆これまでの取組
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文化財課 TEL：072－841－1411 FAX：072－841－1278事業担当課

基本目標３ 対象事業 特別史跡百済寺跡の再整備で魅力ある観光コンテンツに

●寺院の建立当時の景観を再現するための築地塀の復元工事
●史跡内のガイダンス設備の補修や新設

●貴重な特別史跡の保全
●新たな観光資源としての活用やまちの活性化

●地域・社会貢献
●文化財保護への貢献という教育的・文化的なイメージのPR
●企業イメージの向上及び取引関係先からの信用性の向上
●行政によるPR・情報発信（広報ひらかた、市公式HP・SNS等）

事 業
内 容

得られる
成果等

寄附の
メリット

◆ご寄附をいただくことによるこれからの取組
※ご寄附いただける金額には上限があります。



その他の対象事業
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掲載事業は一例です。
その他の事業も受け付けておりますので、詳細は政策推進課までお問合せください。

枚方市 総合政策部 企画政策室 政策推進課
TEL / 072-841-1149（直通）
E-mail / seisakusuisin@city.hirakata.osaka.jp



寄附の流れ
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寄附の流れ

企業様のご意向に沿って、寄附対象事業の決定を行います。
まずは枚方市 政策推進課までご連絡ください。
対象事業や寄附金額が決定しましたら、寄附申出書をご提出いただきます。

ご相談・お申し出
企
業
様

払い込みをいただくため、
納付書を発行いたします。ご寄附

枚
方
市

寄附受領証を発行いたします。税申告のお手続き
枚
方
市

企
業
様

企
業
様

納付書を使用し、枚方市指定金融機関で
払い込みをお願いいたします。

寄附受領証を使用し、税務署での税申告の
お手続きをお願いいたします。

寄附の公表
枚
方
市

寄附いただきました内容について市ホームページ等で市民等へ情報発信いたします。
※企業様側もニュースリリース等の情報発信をご検討ください。

29
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制度活用にあたってのご留意事項

寄附対象となる金額

１回あたり

寄附の代償として 枚方市へ寄附するには

10万円以上の寄附

経済的利益（※）を受けることは

禁止 されています

本社が

枚方市
に所在しない企業であること（※）

※ 寄附を行うこととして経済的な利益を受けることは禁止されています。
（例）× 寄附の見返りとして補助金を受け取る。 × 寄附を行うことを入札参加条件とする。

○ 枚方市の広報誌やホームページ等による寄附企業名の紹介や、公正なプロセスを経た上での
契約などは問題ありません。

※ 本社が所在する地方公共団体への寄附については、企業版ふるさと納税制度の対象となりません。
この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
（例） 大阪府枚方市に本社が所在 → 大阪府と枚方市への寄附は制度の対象外

30



企業版ふるさと納税とは

総合政策部
政策推進課

〒576-8666 大阪府枚方市大垣内町二丁目１番２０号

TEL / 072-841-1149（直通） E-mail / seisakusuisin@city.hirakata.osaka.jp

枚方市の課題解決・まちの魅力の向上・新たな価値の創造に向けて

みなさまからの温かいご寄附を
お待ちしております。


