
企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）とは、 

  

     

まちだの未来をつくる
 

取り組みを応援してください！
 

画像︓町田市シティプロモーション映像「まちだで育む」

 

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）は、国が認定した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制度です。 

企業版ふるさと納税のご案内企業版ふるさと納税のご案内

～ ご 案 内 ～

町田市は、商業都市、学園都市、交通の結節点、みどり豊かな丘陵地といった、様々な顔を併せ持つ″都会と自然の
バランスがちょうどいいまち″です。その魅力をいかし・磨き上げ、未来を担う子どもたちをはじめとした誰もが住み続けたい
と思えるまちをつくっていきます。

１. 経済活動を盛んにする事業 ２. 人々が交流するまちづくりを
推進する事業

３. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる事業

4. 時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守る事業

町田市では、地方創生に向けた４つの事業への寄附を募集しています

【人口】 431,153人（2022年10月1日時点）
【面積】 71.55k㎡（多摩26市で4位）



寄附の対象事業

企業版ふるさと納税制度による寄附金は、市の地方創生に向けた事業に活用させていただきます。
寄附対象事業１～４の主な取り組みをご紹介します。

aｓ

＜ベネフィット例＞
・イベントのチラシ等に企業名を掲載

子どもの成長段階から、起業・創業の魅力を発信し、
子どもが関心を持つためのきっかけをつくり、起業・創業
に必要なチャレンジ精神や創造性、探究心、コミュニケー
ション力などを育みます。

まちだキッズアントレプレナープログラム

町田市の将来を担う子どもたちの
可能性を拡げます！

小学生を対象に、IT(AI)・お金(金融)・
知的財産などの様々なテーマを学びなが
ら、ビジネスや起業について体験できる講
座を開催しています。

１. 経済活動を盛んにする事業
時代のニーズに応じたサービスを生み出し、 地域で働ける環境をつくることで、
地域の経済活動を盛んにし、活力のある地域を形成していきます。

a

里山環境の活用と保全

住む人にも訪れる人にも居心地のよい、
持続可能な「まちだの里山」をつくります！

＜ベネフィット例＞
・イベントのチラシ等に企業名を掲載

地域住民や企業・団体等と連携して、
「まちだの里山」に経済・社会・環境の新
たな循環を生み出し、里山の課題解決
や地域の活性化を目指す「新しい里山
づくり」に取り組みます。

山林のナラ枯れ対策、伝統農法をいかした農地
の再生・保全、源流域の森の保水力向上に取り
組むほか、里山の農産物や木材・竹材を活用した
イベント、フットパス、マウンテンバイク体験など、
里山環境を体感できるレクリエーションを実施して
います。

１. 経済活動を盛んにする事業 ２. 人々が交流するまちづくりを
推進する事業

【その他】 事業者の新分野・新技術への進出支援 ／ 事業者の次代を担う人材を育成
円滑な事業承継の推進 ／ 町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上の推進 等



詳細は、ホームページをご覧ください。⇒
※ベネフィット(寄附に対する感謝の気持ち)は、

寄附金額によって異なります。

aｓ

芹ヶ谷公園″芸術の杜″プロジェクト

中心市街地に隣接する「芹ヶ谷公園」を、多様な
アート・カルチャーに触れることができ、豊かな緑の中
で心地よく過ごせる公園に再整備します。公園内に
ある｢国際版画美術館｣に加え、ガラスと陶磁器の
コレクションを展示する｢(仮称)国際工芸美術館｣と、
大人も子どもも楽しめる｢工房｣を新たに整備します。

文化芸術を体験しながら、
楽しく学ぶことができる
新しい体験型の公園にします！

「子ども」、「体験」という視点を大事に、
「公園で“○○”したい」という市民の方々、
多様な方々とともに、実験的な取り組み
を行いながら、再整備の検討を進めてい
ます。

２. 人々が交流するまちづくりを推進する事業
地域資源をいかした町田発の取り組みを生み出す場づくりや、まちの魅力の
発掘・創造・発信を行うことで、多様な世代の活躍、交流を拡大していきます。

a

町田GIONスタジアムの照明更新
Ｊリーグ「FC町田ゼルビア」のホームゲームや各種陸上競技
大会、大型イベントの会場となっている町田GIONスタジアム
の夜間照明をLED照明に更新します。

照明のLED化により、長寿命化・省電
力化などの環境改善を実現するだけで
なく、LEDの均一な明るさで、競技者や
観客の皆さんが気持ちよくスポーツなどに
浸れる空間を提供します。

スポーツによる交流と
脱炭素社会の実現を促進します！

寄附の対象事業

企業版ふるさと納税制度による寄附金は、市の地方創生に向けた事業に活用させていただきます。
寄附対象事業１～４の主な取り組みをご紹介します。

ｓ

＜ベネフィット例＞
・イベントのチラシ等に企業名を掲載

子どもの成長段階から、起業・創業の魅力を発信し、
子どもが関心を持つためのきっかけをつくり、起業・創業
に必要なチャレンジ精神や創造性、探究心、コミュニケー
ション力などを育みます。

まちだキッズアントレプレナープログラム

町田市の将来を担う子どもたちの
可能性を拡げます！

小学生を対象に、 ・お金 金融 ・
知的財産などの様々なテーマを学びなが
ら、ビジネスや起業について体験できる講
座を開催しています。

１ 経済活動を盛んにする事業
時代のニーズに応じたサービスを生み出し、 地域で働ける環境をつくることで、
地域の経済活動を盛んにし、活力のある地域を形成していきます。

里山環境の活用と保全

住む人にも訪れる人にも居心地のよい、
持続可能な「まちだの里山」をつくります！

＜ベネフィット例＞
・イベントのチラシ等に企業名を掲載

地域住民や企業・団体等と連携して、
「まちだの里山」に経済・社会・環境の新
たな循環を生み出し、里山の課題解決
や地域の活性化を目指す「新しい里山
づくり」に取り組みます。

山林のナラ枯れ対策、伝統農法をいかした農地
の再生・保全、源流域の森の保水力向上に取り
組むほか、里山の農産物や木材・竹材を活用した
イベント、フットパス、マウンテンバイク体験など、
里山環境を体感できるレクリエーションを実施して
います。

１ 経済活動を盛んにする事業 ２ 人々が交流するまちづくりを
推進する事業

【その他】 事業者の新分野・新技術への進出支援 ／ 事業者の次代を担う人材を育成
円滑な事業承継の推進 ／ 町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上の推進 等



寄附の対象事業

a

鶴川駅・相原駅周辺のまちづくりの推進

にぎわいとみどりの都市拠点となる小田急線「鶴川駅」
周辺と、地域の生活拠点となるＪＲ横浜線「相原駅」
周辺を再整備し交通利便性の高い、にぎわいのある
駅前空間をつくります。

駅前広場、駅への歩行者ネットワーク
等の都市基盤を整備し、官民が連携
して商業機能や良好な住環境の誘導
を図ります。

【鶴川駅周辺】
【相原駅西口】 【相原駅東口】

安全で便利な交通と快適でにぎわいのある
駅周辺のまちづくりを進めます！

２. 人々が交流するまちづくりを
推進する事業

a

みんなで支える交通ネットワーク

地域の中を快適に移動して目的地まで気軽に
行ける、持続可能な移動体系を構築するために、
地域にある人材・車両などを最大限に活用して、
身近な移動を支えます。

時代とライフスタイルに合った
安心・快適な交通環境をつくります！

地域内の移動を支える小型バス運行
や支え合いの取り組み、シェアサイクル
などを推進するほか、電気バスの導入
などによる環境負荷のさらなる低減を
目指します。

＜ベネフィット例＞
・市のバスイベントのポスター等への企業名掲載

地域コミュニティバス シェアサイクルステーション
（イメージ） グリーンスローモビリティ



寄附の対象事業

鶴川駅・相原駅周辺のまちづくりの推進

にぎわいとみどりの都市拠点となる小田急線「鶴川駅」
周辺と、地域の生活拠点となるＪＲ横浜線「相原駅」
周辺を再整備し交通利便性の高い、にぎわいのある
駅前空間をつくります。

駅前広場、駅への歩行者ネットワーク
等の都市基盤を整備し、官民が連携
して商業機能や良好な住環境の誘導
を図ります。

【鶴川駅周辺】
【相原駅西口】 【相原駅東口】

安全で便利な交通と快適でにぎわいのある
駅周辺のまちづくりを進めます！

２ 人々が交流するまちづくりを
推進する事業

みんなで支える交通ネットワーク

地域の中を快適に移動して目的地まで気軽に
行ける、持続可能な移動体系を構築するために、
地域にある人材・車両などを最大限に活用して、
身近な移動を支えます。

時代とライフスタイルに合った
安心・快適な交通環境をつくります！

地域内の移動を支える小型バス運行
や支え合いの取り組み、シェアサイクル
などを推進するほか、電気バスの導入
などによる環境負荷のさらなる低減を
目指します。

＜ベネフィット例＞
・市のバスイベントのポスター等への企業名掲載

地域コミュニティバス シェアサイクルステーション
（イメージ） グリーンスローモビリティ

a

街路樹の再生

“さくらまつり”の名所「尾根緑道」の老木化した
サクラの植え替えや生育環境を改善します。
また、通行環境や景観に悪い影響のある市内
の街路樹の植え替え・適正管理を行い、まち
なかの身近なみどりを更新します。

樹木を健康で安全な状態にするための
適正管理のほか、樹名板の設置や植栽
イベントを実施するなど、街路樹を身近
に感じられる取り組みを行います。

＜ベネフィット例＞
・樹名板等への企業名掲載

地域の魅力となる、
身近なみどりを守ります！

シティプロモーションの推進 ／ ホームタウンチーム等との連携の推進 ／
地域活動団体支援 ／ 中心市街地の賑わい空間の創出 等

【その他】

a

地域における福祉の困りごと相談支援体制の強化

多様な支援者・機関と連携し、福祉に関す
る様々な困りごとを、どこに相談したらいいか
分からない人や、ひきこもりなどの潜在的な
困りごとを抱えながらも声をあげられない人を、
必要な支援につなげます。

市・市民・地域の事業者・
ＮＰＯ法人等の活動団体が連携した、
支え合いの輪をつくります！

新たに地域福祉コーディネーターを導入し、
相談を待つだけでなく「見つける」、「支援に
つなげる」、「継続的に関わる」などのアプ
ローチをします。

詳細は、ホームページをご覧ください。⇒
※ベネフィット(寄附に対する感謝の気持ち)は、

寄附金額によって異なります。



寄附の対象事業

aｓ

新たな学校づくりの推進

子どもも大人もともに学び、
ともに育つ学び舎をつくります！

学校統合を含めた通学区域の見直しを進め、未来
の子どもたちにより良い教育環境を提供します。
また、教育活動で使わない時間帯に学校施設を地
域の方がより利用しやすくすることで、大人も子ども
も共に学ぶ環境をつくります。

教室にホワイトボードを設置し、板書だけ
でなく、教材等の投影やICTを活用した
学習ができるようにします。また、多様な
メディアを活用し、子どもたちが話し合い、
学習することができるラーニングセンターを
整備します。

＜ベネフィット例＞
・広報紙「まちだの教育」への企業名掲載

普通教室（小学校） ラーニングセンター

３. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる事業

4. 時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守る事業

a

おうちでごはん

経済的負担が大きいひとり親家庭の親子に、
無料でお弁当を配達します（定員制）。
保護者の家事負担を減らし、親子の食事や
コミュニケーションの時間が持てるよう支援します。

ひとり親家庭の親子に、安心と笑顔を届けます！

お弁当配達だけでなく、利用者宅での
個別相談対応や、子ども食堂等の地域
情報の提供もしています。

【その他】 送迎保育による多様な保育サービスの推進 ／ 保育の質の向上／
学童保育クラブの整備 ／ えいごのまちだの推進 等

３. 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
若い世代の結婚から出産、子育てなどの家庭を支えるための切れ目のない取り組みを進め、
共働きでも子育てしやすい環境、希望どおり子どもが持てる環境をつくります。



寄附の対象事業

ｓ

新たな学校づくりの推進

子どもも大人もともに学び、
ともに育つ学び舎をつくります！

学校統合を含めた通学区域の見直しを進め、未来
の子どもたちにより良い教育環境を提供します。
また、教育活動で使わない時間帯に学校施設を地
域の方がより利用しやすくすることで、大人も子ども
も共に学ぶ環境をつくります。

教室にホワイトボードを設置し、板書だけ
でなく、教材等の投影や を活用した
学習ができるようにします。また、多様な
メディアを活用し、子どもたちが話し合い、
学習することができるラーニングセンターを
整備します。

＜ベネフィット例＞
・広報紙「まちだの教育」への企業名掲載

普通教室（小学校） ラーニングセンター

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる事業

時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守る事業

おうちでごはん

経済的負担が大きいひとり親家庭の親子に、
無料でお弁当を配達します（定員制）。
保護者の家事負担を減らし、親子の食事や
コミュニケーションの時間が持てるよう支援します。

ひとり親家庭の親子に、安心と笑顔を届けます！

お弁当配達だけでなく、利用者宅での
個別相談対応や、子ども食堂等の地域
情報の提供もしています。

【その他】 送迎保育による多様な保育サービスの推進 ／ 保育の質の向上／
学童保育クラブの整備 ／ えいごのまちだの推進 等

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業
若い世代の結婚から出産、子育てなどの家庭を支えるための切れ目のない取り組みを進め、
共働きでも子育てしやすい環境、希望どおり子どもが持てる環境をつくります。

a

地域介護予防活動の支援
高齢者が仲間と一緒に楽しみながら介護予防に
取り組むことができ、地域とつながりが持てる環境
づくりを進め、高齢者の健康と生活を支えます。

高齢者がいつまでも、
いきいきと元気に暮らし続けられる
地域環境をつくります！

オリジナルの体操「町トレ」などを行う
グループ活動を支援するほか、「介護
予防サポーター」、「地域支え合い型
ドライバー」を養成します。

＜ベネフィット例＞
・介護予防手帳、事業案内パンフレットに
企業名掲載

aｓ

交通安全ミーティングの推進
市民が交通安全に関する疑問等を気軽に聞く
ことができる「交通安全ミーティング」を実施し、
交通安全の情報発信や学習の充実・強化に
活用します。

「交通事故のない安全安心な町田市」を
目指します！

楽しみながら交通安全の意識が身につく
「交通安全学習アプリ」を、ミーティングを
通して市民と一緒に開発します。

＜ベネフィット例＞
・デジタルツール等への企業名の掲載

【その他】 大きな・速い交通の整備 ／ 緊急避難行動要支援者の避難支援体制整備 ／
都市計画道路の整備 ／ 公共施設再編の推進 等

4. 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る事業
健康で充実して暮らせるまちづくりや、市内の公共交通の質の向上と公共施設の拠点
への集約を進め、日常生活の利便性を維持向上させていきます。

詳細は、ホームページをご覧ください。⇒
※ベネフィット(寄附に対する感謝の気持ち)は、

寄附金額によって異なります。



寄附対象の詳細や寄附申出書は町田市ホームページに掲載しています。 

 

   

町田市 企業版ふるさと納税 

  【問合せ先】 
   町田市 政策経営部 企画政策課 

   〒194-8520 町田市森野2-2-22 

   ☎ 042-724-2103 

   ✉ mcity4440@city.machida.tokyo.jp 

画像︓町田市シティプロモーション映像「まちだで育む」 

 

 □１回あたり１０万円以上の寄附が対象です。 
 

 □町田“市外”に本社（地方税法における「主たる事業所」又は「事業所」）がある法人が対象です。 
 

 □寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。 
 

 □暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属する法人からの寄附の場合、寄附の申込みを 
    お断りし、又は受領した寄附金を返還させていただきます。 

 寄附にあたっての留意事項 

寄附・手続きの流れ 

寄附について、 
ご相談・お申し出
ください。 

❶ ❺ ❷ ❸ ❹ 

ご相談・お申し出 
申出書の提出・ 
納付書の交付 

寄付金の 

払い込み 
受領証の交付 

税の 

申告手続き 

寄附申出書を 
ご提出ください。 
納付書を発行・ 
交付します。 

納付書を用いて、
寄附金を払い込み
いただきます。 

受領証を交付し、
市ホームページで 
企業名をご紹介 
します。 

受領証を用いて、
税務署で税申告
のお手続きをして
ください。 

 寄附を通じて町田市の事業を応援いただいた場合、法人関係税から寄附額の最大９割が軽減されます。 
 

 例えば1,000万円寄附すると、最大900万円の法人関係税が軽減されます。（実質的な企業負担が１割） 

「企業版ふるさと納税」のメリット 

  

   ・寄附を通じた町田市の事業推進により、企業として社会に貢献できます。（SDGｓへの貢献など） 
   

   ・市ホームページに企業名・寄附実績等が掲載されます。（ご希望の場合） 
  

  ・社会貢献等に積極的な企業であるというイメージアップが期待できます。 
  

損金算入による軽減効果

国税+地方税
約３割

①法人住民税＋②法人税 控除 ③法人事業税 企業負担

４割 ２割 約１割

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

寄附額

控除

①法人住民税 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）

税目ごとの

特例措置

出典︓内閣府「企業版ふるさと納税リーフレット」 

軽減効果最大 

約９割に！ 


