
泉佐野市 成長戦略室 ふるさと創生課

企業版ふるさと納税を活用した
SDGs・社会貢献活動のご提案

～企業版ふるさと納税による寄附金を活用し全国のこども食堂を支援します～



社会全体で取組むべき課題
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「子どもの貧困」（Child Poverty）とは、子どもが相対的貧困
の状態にあることを指した言葉です。日本は、世界第3位※１の経
済大国でありながら7人に1人が貧困状態※２にあります。

さらに、ひとり親世帯の場合の貧困率は、約50％ ※２。
これはOECD加盟国のなかでも最低の水準となっています。

※1 国際通貨基金（IMF)の発表による国別の国内総生産（GDP）の資料を参照
※2 厚生労働省発表の2019年国民生活基礎調査の概況P14より出典
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/14.pdf



⼦どもの貧困問題は、当事者である子どもたちへの影響だけで
なく、社会全体に⼤きな損失があると言われ、⽇本財団の調査※3

によると、貧困状態で育った子どもたちが納税者にならない、さら
には社会保障を受ける側になることで、国の損失は約40兆円以
上になるとも言われています。

これは当然、⼦どもたちの責任ではなく、我々⼤⼈が社会全体の
責任として捉え、解決すべき課題と考えます。
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社会全体で取組むべき課題

※3 日本財団より「こどもの貧困対策」より出典
https://www.nippon-foundation.or.jp/what/projects/ending_child_poverty
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泉佐野市のこれまでの取り組み

これまで泉佐野市では、自然災害などで被災した地域に対し
職員派遣や代理寄附等で被災地支援を行ってきました。
（※過去の取り組みは次ページを参照）

こういった有事の被災地支援のみでなく、恒常的に日本が抱え
る課題に対しても、何かしらし貢献していきたいと想いを抱いてき
ました。そこで「子どもの貧困問題」に着目。H28年より制度化さ
れた地方創生応援税制（以下「企業版ふるさと納税」という）を
活用し、こども食堂に食材を提供し、子どもたちを支援する仕組
みを整備することで、この問題解決に少しでも貢献出来るのでは
ないかと考えました。
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〇 2011年 東日本大震災の被災地支援の取り組み
宮城県仙台市との取り組み（2016～2019年）

岩手県大船渡市との取り組み（2016～2019年）

〇 2018年 大阪北部地震
大阪府高槻市への支援（2018年）

プレビュー数の多い本市のページに高槻市災害支援ページのバナーを設置し、高槻市への寄附を誘導。

〇 2018年 西日本豪雨
高知県宿毛市への支援（2018年）

協定自治体である宿毛市への代理寄附の受付をしました。【寄附額2,270,000円】

災害救助法が適用された11府県（高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、岐阜県、福岡県、島根県、山口県）に対する支援

（2018年）
「ふるさとチョイス」が実施する「被災地支援パートナーシップ」に参画、期間内の寄附受入額の3%を被災地へ支援。【寄附額21,438,600円】

〇 2020年 熊本豪雨
熊本県への支援（2020年）
熊本県への代理寄附の受付をしました。
＜熊本県内の災害救助法適用市町村＞
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり
町【寄附額1,700,000円】

〇 202１年 九州集中豪雨
佐賀県武雄市への支援（202１年）
佐賀県武雄市への代理寄附の受付をしました。【寄附額164,000円】

〇 202２年３月～ウクライナ緊急支援
ウクライナの方々への人道支援のための寄附（202２年）【寄附額約88,618,162円※2022年5月末日時点】

泉佐野市のこれまでの取り組み
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泉佐野産等の普及を通じた子どもの未来応援プロジェクト

～企業版ふるさと納税で全国のこども食堂に地場の食材を支援～

泉佐野市は、企業版ふるさと納税による寄附金を活用し、本市泉佐野産及び、
特産品相互取扱協定を締結する自治体の特産品を購入し、全国のこども食堂
に食材としてお届けします。

新型コロナウイルスの影響で困窮する世帯の子どもたちを支援するとともに、
本市及び全国各地の特産品を食材として提供することで、特産品のPRや販路
拡大、さらには生産者の支援にもつなげたいと考えています。

具体的には、市からの事業受託事業者が、本市及び特産品相互協定取扱自
治体の生産者等から食材を購入し、全国のこども食堂に食材として提供する取
り組みを始めました。

寄附金は、食材の購入代、梱包（こんぽう）・配送代、その他事業広報費など、
すべてを事業経費に充てます。

なお、企業版ふるさと納税の枠組みで寄附をしていただいた企業様は、寄附総
額の最大約９割の税軽減効果を受けることができます。※4

※4 税の軽減効果は所得金額や本社の所在する市町村によって異なります。

いずみさのもん
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特産品相互取扱協定とは

日本全国の各地域には、素晴しい地場特産品が存在します。そして、その宣伝と情報の発信
に各自治体は創意工夫しているところです。 しかしながら、特産品にブランド力を持たせ流通
ルートに乗せることの難しさは、多くの自治体が認識しているところです。
他の自治体で特産品をPRすることは有効な宣伝手段のひとつですが、受入側にとっては、他
の自治体の特産品を自らの施設や事業で取り扱うことの是非は、住民の受益との関係上様々
な意見があることも事実です。
そのような環境のなか、「特産品相互取扱協定」を締結し、相互に特産品を取扱うことの位置
付けを明確化することで、互いの自治体で行うイベントでのPRなどの情報発信が可能となり
ます。 他の自治体で地場特産品を情報発信することは、市町村はもとより都道府県の垣根を
越え、地場特産品の宣伝と販路拡大に大いに寄与するものと考えております。

(37)新潟県 小千谷市
(38)青森県 弘前市
(39)鹿児島県 阿久根市
(40)秋田県 大館市
(41)鳥取県 境港市
(42)大分県 佐伯市
(43)富山県 射水市
(44)山梨県 甲州市
(45)長野県 佐久市
(46)大阪府 高槻市
(47)宮城県 白石市

<協定自治体※44都道府県47団体>
(1)栃木県 佐野市
(2)和歌山県 紀の川市
(3)奈良県 葛城市
(4)沖縄県 石垣市
(5)岩手県 大船渡市
(6)大阪府 柏原市
(7)兵庫県 淡路市
(8)高知県 宿毛市
(9)岐阜県 美濃加茂市
(10)徳島県 阿南市
(11)香川県 坂出市
(12)大阪府 守口市

(13)京都府 京田辺市
(14)福島県 相馬市
(15)北海道 登別市
(16)茨城県 行方市
(17)長崎県 五島市
(18)滋賀県 栗東市
(19)大阪府 松原市
(20)石川県 加賀市
(21)千葉県 成田市
(22)神奈川県 茅ヶ崎市
(23)静岡県 裾野市
(24)宮崎県 都城市

(25)熊本県 宇土市
(26)岡山県 美作市
(27)愛媛県 東温市
(28)東京都 稲城市
(29)三重県 亀山市
(30)佐賀県 武雄市
(31)福井県 敦賀市
(32)愛知県 尾張旭市
(33)山口県 柳井市
(34)島根県 雲南広域連合
(35)埼玉県 本庄市
(36)山形県 南陽市



②生産者支援
・泉佐野産食材買上げ
・泉佐野産普及促進事業
特産品相互取扱協定
締結先自治体から仕入れ ③全国のこども食堂へ

食材提供・支援

泉佐野市が企業版ふるさと納税制度を活用し
泉佐野市及び全国各地の特産品を

「全国のこども食堂」に配布・支援する事業

スキーム図

事業内容
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①企業版
ふるさと納税
寄附

泉佐野産等の普及を通じた子どもの未来応援プロジェクト
いずみさのもん



～地域の食材を使った温かい
食事で日本中の子どもたちに

笑顔を届けたい～

“子どもたちに温もりを”
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プロジェクトのコンセプト

家でもない。
学校でもない。
子どもたちにとって
かけがえのない居場所
創りを支援したい。。。



【これまでの企業版ふるさと納税】
●泉佐野（1つの自治体）へのご寄附
＝泉佐野（１つの自治体）だけの支援に限定されてしまう

１つの自治体への寄附で「全国の社会課題」に対応
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【今回、ご提案する企業版ふるさと納税】
こども食堂は全国に約6,000箇所

※5

あります。
今回、企業様は支援先地域の指定が可能な仕組み と
しました。泉佐野市に寄附をしながらも企業様が支援し
たい対象地域（本社所在地等）への支援が可能です。

プロジェクトの特徴

※5 NPO法人全国こども食堂支援センター実施の2021年全国箇所数調査結果より出典
https://musubie.org/news/4524/
※6    恐れ入ります。支援先地域のご指定は50万円以上のご寄附とさせていただきます。

※6

https://musubie.org/news/4524/
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企業版ふるさと納税のルール上、本社所在地の自治体への寄附は適用対象外であ
る為、本社所在地への寄附が出来ない点、また本社所在地以外の自治体への寄附
をする場合、「何故その自治体を選ぶのか？」といった企業内での選定理由付けが
難しく、折角導入された制度にも関わらず寄附が成立しにくいという課題があります。

今回本市がご提供する仕組みでは寄附の入金先は本市でありながらも、支援先のこ
ども食堂の立地は、自社の本社所在地を選ぶといったように、泉佐野市に限ることな
く地域を自由に選べる為、企業様が支援したい地域への支援が可能となります。

また、企業版ふるさと納税の寄附企業様は、寄附総額の最大9割の税制上の軽減効
果を受けることが出来る為、企業様は寄附額の実質1割負担で寄附額相当の食材を
こども食堂に届けることができるといった “実質的なご負担は小さい一方で、大きな
支援” が実現できます。

企業様が個別に食材を買付し支援先を選定配送するのは簡単ではないと思います。
市として、国の税軽減制度を最大限活用しながら、支援をいただく企業様の手間を
省き、社会貢献活動参加へのハードルを下げ、ご意思のある企業様が社会貢献でき
る仕組みをご提供して参ります。

プロジェクトの特徴



①支援したい地域が選べる
※企業様の本社所在地等、支援したい地域をお伺いし調整させて頂きます。
※支援先のご指定は50万円以上の寄附を対象とさせていただきます。

②実質的なご負担を抑え、大きな支援を実現
※ご負担率は企業様毎で異なりますので税理士様にご確認ください。

③支援に係る事務的な手間を軽減
※支援先の交渉選定・食材仕入れ・配送等の煩雑な手配はご不要です。

④若い世代への御社のPRが可能
※支援先へ企業様名をお伝えし、こども達、関係機関へPRさせていただきます。

⑤社会の課題解決・SDGｓに貢献
※社会貢献企業、SDGｓ推進企業として全国へのアピールが可能です。

12SDGs目標

企業様のメリット（まとめ）
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子どもたちに栄養バランスの取れた温かい食事を届け、子ども
たちの困窮対策・支援に取り組むことは勿論ですが、本施策の周
知に積極的に取り組むことで、この問題が認知され、国内で支援
の輪が広がり、子どもたちの貧困対策・社会課題の解決に貢献
することを目指しています。

今回の取り組みでは、管理経費・広報費以外は全て食材購入
費・配送費に充てる仕組みとしている為、寄附による収入は市に
残りませんが、営利を求めない地方公共団体だからこそ出来る
取り組みと考えています。
子どもたちの貧困に対し、

“いま、わたし達が出来ること”

この取り組みを通じ、SDGｓ・社会貢献に取り組みませんか？
是非、支援のご検討を宜しくお願い申し上げます。

目指す将来像
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【お問合せは・・・】

泉佐野市 成長戦略室 ふるさと創生課

担当：石田/木村

TEL：０７２-463-1212（代表）

E-mail：t.ishida@city-izumisano.com 


