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●寄附の申込み、使途に関するお問合せ

生駒市役所 行政経営課　ふるさと生駒応援寄附担当

TEL /0743-74-1111（内線4321）  FAX /0743-74-2100
受付時間／8：30～17：15 土・日・祝・年末年始を除く

返礼品協力事業者の情報や寄附の活用状況を配信しています。

ぜひフォローしてください。
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活用状況と使いみちのご案内



　生駒市へふるさと納税をしていただいた、市民の皆様にお礼申し上げます。

　生駒市は、令和3年11月に市制50周年を迎えました。新しい生活様式のなか様々な記念企画を実施し、そのひとつである

記念花火の打ち上げにあたっては、クラウドファンディングを活用し、市民の皆様をはじめ多くの方にご支援いただいた

結果、無事に目標金額を達成することができ感謝しております。新型コロナウイルス感染症対策という緊急性の高い事業

から、市民みんなで創る音楽祭や公園の花壇など身近な事業まで、皆様からのふるさと納税を

活用しています。このカタログに掲載のふるさと納税を活用している現場にお越しください。

ふるさと納税という形でお預かりした皆様のお気持ちが、市民の皆様に届いていることを

実感していただけると思います。

　既に大きなご支援をいただいている皆様に、引き続き支援していただける生駒市である

よう努めてまいります。今年度も、生駒市へのふるさと納税をお願いいたします。

「＃いこまおうち花火」を開催。自宅付近で花火を鑑賞できるよう、市内3か所で打
ち上げました。

新型コロナウイルス感染症対策
感染拡大を防ぐ取組から、新型コロナウイルス感染症の対策をしつつ日常生活を過ごすための取組に移行してきました。

救急車購入や専用病室の整備といった直接的な取組に加え、介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所等への応援給付金交付など

間接的な支援にも活用しました。

令和3年度に寄附を活用した主な事業

市長挨拶

※決算の状況により変更する可能性があります。

1

市制50周年記念事業
令和3年11月に市制施行50周年を迎え、市民の皆様と一緒に記念

花火など様々な事業を実施しました。

2

子どもたちの心に読書の楽しみが届けられるよう、丁寧に選書して購入しています。

子ども達の読書環境充実
子ども達の読書環境充実のため、図書館の書籍購入の一部に寄附

金をあてました。

3

地域ねこ活動への支援
多くの方からご支援いただいている「地域ねこ活動」。いのちを大切

にしながら、地域の野良猫による困りごとをなくしていくために、地域

の猫の避妊・去勢に活用しました。

4

クラシックだけでなくジャズやラテン、合唱など様々なジャンルのコンサートが、
令和3年11月から令和4年3月までに10公演開催されました。

※写真はイメージです。

市民みんなで創る音楽祭
市民の皆様が企画・運営する「市民みんなで創る音楽祭」は、音楽に

親しみ、地域の音楽活動の発展を目指し開催しています。本事業に

寄附金の一部を活用しました。

5

市民によるまちづくり
高校生が生駒市をフィールドに、自分の身の回りや地域、社会の

未来づくりにチャレンジするワークショップ「いこま未来Lab」に

寄附金の一部を活用しました。

6

コロナ禍でオンライン開催でしたが終了後にリアルでの交流を重ね企画を練るなど、
新しいつながりができています。

その他の活用状況
・地域コミュニティ活動の推進

・生駒市PRサイト

　「good cycle ikoma」の運用

・歩きたばこ・ポイ捨て防止啓発

・自治会等による公園の維持

　管理

・有害鳥獣防止柵資材

7

令和2年度に続き令和3年度も寄附を活用し、
病室の気圧を下げてウイルスが病室外に漏れる
ことを防ぐ専用病室を市立病院に拡充しました。

生駒市消防署南分署の救急車を「感染症にも
対応した高規格救急自動車」へ更新しました。

高齢者や障がい者の生活に必要不可欠なサー
ビスを安定的に提供するために、市内の事業所
190件に生駒市独自の新型コロナウイルス感染
症対策応援給付金を交付しました。感染予防の
ための物品購入などに活用されています。1

1

2

3

3

2

地域の方々による公園の清掃などの活動に
活用しています。

小紫 雅史
生駒市長
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次世代を担う子どもたちに「自分らしく 輝けるステージ・生駒」をつなぐために、

今すべきことに ご支援を

新型コロナ感染症対策
等のために（臨時） 市長におまかせ

健やかに
自分らしく暮らす

猫の殺処分ゼロと、
動物にやさしい環境づくり

いこまの自慢
「市民によるまちづくり」
を支える

未来を担う
子どもたちを育む

（注意）各使いみちにおいて、寄附額のうち事業額を超えた部分は、他の使いみちや生駒市の他の事業に活用させていただくことがあります。ご理解いただきますようお願いいたします。

新型コロナ感染症やその他の感染症

により影響を受けるさまざまな分野

への対策に活用します。

ふるさと納税の使いみちを生駒市長に

おまかせください。

市長が「これこそ生駒の魅力づくりだ」

と判断したものに活用します。

生駒市の自慢は市民力。市民が主体となり、

暮らし続けたいまちをつくるために活用します。

・身近な拠点に多様な活動を生み出す「複合型コミュニティ」の推進
・新たな市民活動、市民協働事業への支援 など

子どもたちが自分らしく輝くために、

子どもの学びや育ちに活用します。

・読書環境充実
・保育園や学童保育などの子育て環境充実
・ICT機器を活用した教育の充実 など

受動喫煙を防止し、子どもも大人も、ひとりひとりが心も体も健や

かに過ごせるよう活用します。

・受動喫煙の防止　
・母子保健の充実 など

猫等動物愛護や、人と自然が共生できる環境保護のために活用

します。

・地域ねこ活動推進　
・公園や農地などの環境保全 など

災害に強い安全なまちづくり、消防や救急、防犯など安心な

暮らしに必要なものに活用します。

・災害対策の充実　
・消防・救急車両の整備 など

子どもも大人も、心豊かに過ごすために、いつでも音楽を楽しみ、

教養を深め、歴史、文化、芸術、スポーツに触れる機会の創出に

活用します。

・市民みんなで創る音楽祭など「音楽のまち生駒」の充実
・生駒の歴史をひもとく市史の作成 など

コミュニティ

受動喫煙防止・健康 猫等動物愛護・環境づくり

子育て・教育

いこまのまちと
暮らしを守るために

音楽があふれ、
歴史と文化に親しむ

安心・安全 音楽・文化

最寄りのゆうちょ銀行または郵便局からお振込みください。

払込取扱票は申込日から1週間程度でお届けします。

お取扱いできる金融機関や手数料につい

ては生駒市公式ホームページをご確認くだ

さい。納付書は申込み日から1週間程度で

お届けします。
詳しくはこちら

楽天ふるさと納税ふるさとチョイス

ふるさと納税の流れ

「使いみち」を選んで、インターネット
または申込書にてお申込みください。

WEBでお申込み後、

決済をお願いいたします。

手数料無料 手数料無料

手数料無料

クレジットカード 払込取扱票

納付書

※1：確定申告には「寄附金受領証明書」が必要です。紛失されないようご注意ください。
　　「寄附金受領証明書」は申込書の氏名で発行します。再発行はできませんのでご注意ください。
※2：確定申告をする必要のない方が、ふるさと納税先団体（自治体）に「申告特例申請書」を提出 
　　いただくことで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。
　　但し年間5自治体以内に限ります。
※3：自治体に寄附した金額のうち2,000円を超える分について、一定の上限まで税額控除されます。
　　詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。

自治体窓口

〒630-0288  奈良県生駒市東新町8-38  生駒市役所  

行政経営課  窓口（4階）にてお支払いください。

ご指定いただいた入金方法にて、
ご入金をお願いいたします。

寄附金受領証明書を受け取る（※1）

確定申告またはワンストップ特例を利用する
（※2）

所得税・住民税で控除（※3）

入金方法

国の方針により、市民の皆様に対しての返礼品の贈呈を
とりやめております。かわりに、寄附の活用状況をお伝え
するニュースレターを定期的にお送りしています。

ニュースレター活用状況

最新のふるさと納税
ニュースレターや
活用状況は
こちらから
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普段のお買い物に楽天をお使いの方も多いのではないでしょうか。

ポータルサイト「楽天ふるさと納税」で返礼品なしの寄附を1,000円

から受け付けています。また、楽天ポイントでの寄附も可能です。

生駒市へのご支援の方法
個人の方へ

企業のオーナーさま、CSRやCSVご担当者さまへ

人生最期にふるさとへの社会貢献としてご遺産の一部を寄附することを希望する方や、相続された財産の寄附を考える方が増えて

います。いま寄附をするには「これから生活費や医療費がどのくらい必要かわからないので不安」という方にとって、ご遺産を寄附

するという選択肢は、生活の質を保ちつつ希望の社会貢献の意思も示せる最適な手段です。

▶たけまるホールには、最高級ピアノブランドであるスタインウェイ製のピアノがあります。このピアノは、「子どもたちを
　はじめ、多くの人に美しい音色を届けてもらいたい」と、本市にご相談された方から多額のご寄附をいただき購入。
　購入費用だけでなく、保管庫や施設改修費として大切に活用しています。

財産を相続した方（相続人）が相続財産を寄附することを「相続寄附」とい
います。寄附者は相続人になります。相続税の申告期間内にご寄附をされ
る場合は、寄附した分の財産は相続税の非課税特例により相続税の課税
対象にはなりません。

生前に遺言書を作成しご本人の意思を遺しておき、お亡くなりになった
後にご遺産を寄附する方法です。自由にご意思を記せますが、遺言書の
作成にお手間がかかります。寄附者は遺言書を書かれたご本人（遺言者）
や信託に申し込まれたご本人（委託者）になります。遺贈寄附する分の
ご遺産は「最初から相続財産ではなかった」とされるため、相続税の対象
にはなりません。

詳しくはこちら詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ふるさと納税で募集している8つの寄附の使いみち以外のご希望については、個別に

お伺いします。ご寄附の金額によりご希望に沿えない場合がございますが、お気軽に

お問合せください。また、100万円以上のご寄附は市民功労表彰の対象になります。

広告

ネーミングライツ

生駒市の施設や媒体に掲載していただく広告の広告料は生駒市の

収入になります。広報いこまちやホームページ、庁舎内の案内板や

コミュニティバス等の広告媒体、公共施設命名権があります。

遺言者（寄附者） 寄附先

❶寄附先へ遺贈する
　旨の遺言書を作成

❷遺言者（寄附者）が
　お亡くなりになった後、
　遺言書の内容に則り
　寄附される

お問合せ先：０７４３－７４－１１１１（内線４３２０）

▲ふるさと納税と併せ、企業版ふるさと納税でいただいた寄附も活用。
　令和3年度に企業版ふるさと納税を活用した「いこま未来Lab」の成果
　発表会には、寄附企業さまをご招待しました。

◀ 市内に5路線あるコミュニティバスに掲載する広告を募集しています。

少し変わったふるさと納税の方法や、ふるさと納税以外の生駒市へのご支援の方法をお伝えします。

個人の方も企業の方も、ご希望やご不安な点などまずはお気軽に行政経営課にお聞かせください！

お買い物とあわせて ちょこっと寄附

本社が生駒市以外に所在する企業が生駒市の地域再生計画に基づく地方創生事業に対し寄附していただいた場合、最大で

約9割に相当する税額が軽減されます。生駒市では、ご寄附いただく企業さまのCSR・CSV方針やSDGsの取組を考慮し最適な

事業をご担当者さまと共に考えご提案します。

内閣府の認定を受けた地方公共団体の地方創生事業に寄附を行った法人に対し、寄附額の6割に
相当する額の税額控除の特例措置がなされます。地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算
入措置による軽減効果（約3割）と合わせて、最大で寄附額の約9割に相当する税額が軽減されます。

企業版ふるさと納税

生駒市の地域再生計画に基づく地方創生事業以外の寄附についても、地方公共団体に対する法人

の寄附に係る損金算入措置による軽減効果（約3割）はあります。寄附で実施する事業に具体的な

イメージがありましたら、ぜひご相談ください。

企業版ふるさと納税以外の寄附

広告・ネーミングライツ

個別のご相談

ご遺産や相続財産の寄附

コミュニティバスの
サポーター制度をはじめました。

詳しくはこちら ▶▶▶

相続寄附 遺言書による寄附

非相続人

相続人
（寄附者）

寄附先

❶相続人が財産を
　相続する

❷相続人が相続した財産を
　そのまま寄附する

「遺言書による寄附」の遺言書作成の支援と、ご寄附のお手続きを信託
銀行等が行います。遺言書を作成する際に相談する税理士等がいらっ
しゃらない方におすすめの方法です。

委託者(寄附者)が信託銀行等に金銭を信託しておくと、委託者が亡く
なった後、信託銀行等が、委託者があらかじめ指定した受取人に信託財産
を支払う仕組です。遺言書作成の手間がかかりません。遺言書より簡便に
行えますが、お申込みできる金額に上限があるなど一定の条件があります。

遺言信託 遺言代用信託

協定先
信託銀行等

寄附先 受取人
（寄附先）

❶遺贈寄附の申出

❷協定先信託銀行等を紹介

❸遺贈寄附希望者の
　同意を得た上で
　情報提供

❹遺贈寄附に関する
　助言および
　遺言書作成支援 協定先

信託銀行等

委託者
（寄附者）

受取人（寄附先）を指定

❷委託者がお亡くなりに
　なった後、協定先信託
　銀行等を通じて寄附

❶金銭を信託

損金算入

通常の軽減効果

寄附金額

軽減効果が最大約9割に

最大

6割 約1割約3割
法人関係税から税額控除 企業

負担

遺
言
書

※寄附の流れは「遺言書による寄附」と同じです。

委託者
遺贈寄附
希望者
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