
杉並の
ふるさと納税



　ふるさと納税制度は、都道府県や区市町村へ「寄附」をすると寄附額が税金
から控除される制度で、国が平成20年度（2008年度）に創設しました。
　この間杉並区では、「健全な寄附文化」の醸成を図る観点から、ふるさと
納税制度による返礼品競争には参加せず、当区に寄附をした区外の方々に
対するお礼の品は全て障害者施設で作製されたものとするとともに、お礼の品
を辞退した区外の方々の気持ちとして、区を介し児童養護施設等へプレゼント
が贈られる制度を運用しております。
　一方で、ふるさと納税制度による区の住民税の流出は年々増え続け令和４年
度では40億円を超え、このままでは、行政サービスが低下しかねない非常に
深刻な状況です。この流出額を少しでも抑えるため、区民の皆様には、区の
方針へのご理解とともに、他自治体への寄附につきまして、今一度、その影響を
考慮していただきますようお願いいたします。
　また、区では、区内・区外の方々からいただいた寄附については、「荻外荘の
復原・整備」をはじめとする杉並版クラウドファンディングや「次世代育成基金」
など４つの基金による寄附メニューなど、具体的な取り組みを進めておりますの
で、これらの区に対する寄附もご検討いただければ幸いです。
　私は、今後とも、23区共通の課題である区民税の流出に歯止めをかけるため、
国に対して、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを強く求めていくとともに、
当区のふるさと納税の取り組みを通じて、健全な寄附文化の醸成に努めてま
いります。区民の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

令和4年（2022年）11月

杉並区長

区のふるさと納税の取り組みに
ご理解・ご協力をお願いします

○　進学や就職等で「ふるさと」と異なる自治体に移り住むと、その自治体に住民税等を納めることに
なり、ふるさとに税収が入りません。そこで、自分の意思でふるさとやお世話になった地域に納税でき
る制度として始まったのが、「ふるさと納税」（寄附金税額控除）です。

ふるさと納税ってなに

※ワンストップ特例制度：確定申告をする必要のない給与所得者等で、一定の要件を満たした場合、「申告特例申請書」を寄附した自治
体に提出することで、確定申告をすることなく税額控除を受けることができる制度です。ただし、この制度を使用すると、本来、国が補
てんすべき所得税に係る控除が、杉並区の住民税から全て控除されることとなります。
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○　しかし、個人住民税所得割額の控除上限の拡大、「ワンストップ特例制度」（※）の創設や他自治体
の過剰な返礼品競争等により、区の住民税の減収額（流出額）は年々増え続けています。ほとんどの自
治体は減収額の75％が国から補てんされますが（地方交付税）、23区は不交付団体であるため、この
補てんがなく、ふるさと納税により出した額は、そのまま減収となってしまいます。
○　本来、住民税は、そこに住む人達が自治体から受ける行政サービスなどの経費に充てられるべきもの
であり、こうした状況は、区の行政サービスの低下につながりかねない大変深刻な問題です。

何か問題があるの

「ふるさと納税」のあらましと現状の問題点１
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杉並版クラウドファンディング

P6 ～ P9参照

P12参照

○　このような問題は、杉並区に限らず、23区
共通のものであるため、特別区長会では、国に
対し継続して、ふるさと納税制度の抜本的な
見直しを要望しています。

公園等の維持
管理・整備改修

約 39 億円

区立小中養護
学校の運営管理経費

約 36 億円

4 年度流出額 40.9 億円でできる行政サービス

○　区外の方からの寄附に対するお礼の品は、障害者の就労支援につなげるため、全て区内の障害者施
設で作製された品物としています。
○　また、4つの基金に寄附した区民の方と、4つの基金に寄附したけれどお礼の品を辞退した区外の方
は、ご希望に応じて、お礼の品相当額の商品券を区から児童養護施設等へ贈る制度を設けています。

寄附へのお礼とプレゼント制度

お礼の品は、
障害者施設で作られたものです 

児童養護施設等への
プレゼントができます

特別区長会
特別区長会の要望内容が
ご覧になれます。

○　区では、ふるさと納税は、善意の「寄附」であること、ふるさと納税制度を通じて地方を活性化する
ことの2つを大事にし、返礼品に頼ることのない本来の寄附文化を広める取り組みを進めています。

ふるさと納税は善意の寄附です

○　そのため、区では、ふるさと納税の寄附の使い道を、返礼品（モノ）ではなく、「『荻外荘』の復原・整備」や
「日本フィルハーモニー交響楽団の被災地支援活動の応援」などの具体的な取り組み（コト）に活かす
メニューや、次世代育成基金など区民福祉の向上につながる4つの基金としています。
○　こうした区の寄附メニュー（使い道）は、今後もより一層の充実を図るよう、検討していきます。
※使途を指定しない寄附など、このパンフレット以外の寄附もお受けしています。

寄附の使い道は

「ふるさと納税」に対する区の考え方2

荻外荘の復原・整備
日本フィルハーモニー

交響楽団の
被災地支援活動の応援

新型コロナウイルス
感染症対策寄附金

動物との
豊かな共生社会を
めざす寄附金

杉並区は、地方の活性化や障害者のやりがい、子どもたちの笑顔につながるよう、
「ふるさと納税」が本来目指した寄附の精神に基づく運用に取り組んでいます。

区が設置している 4つの基金

P10 ～ P11 参照

次世代育成基金 社会福祉基金 NPO支援基金 みどりの基金
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　「荻外荘（てきがいそう）」は、昭和戦前期に首相を３度
務めた政治家・近衞文麿（このえ・ふみまろ）の旧宅です。
昭和12年、近衞は「心身の休養」の場を期待して荻窪へ移り、
別邸として住み始めたのですが、近衞家の生活の場だけで
なく、政治会談の場ともなっていきます。日中戦争の泥沼化
から日米開戦、そして寝室で自決する直前まで、幾度となく
政治家や軍人などが訪れ、首相官邸に準ずる政治空間として
の役割を果たしました。このように、組閣や「荻窪会談」など
日本の針路を左右する重要な会談が行われた場所として、
「荻外荘」の建つ地は、平成28年３月に国史跡に指定され
ています。
　杉並区では、「荻外荘」を近衞内閣の政治の場となった昭和
16年頃の姿に復原し史跡公園として整備するという、相当な
費用が見込まれる一大プロジェクトを、区内外に広く支援を
呼びかけながら進めています。

荻外荘倶楽部　会員の方には特典があります

　「荻外荘倶楽部」は、一定額以上をご寄附いただいた方にご入会いただいている、荻外荘
復原・整備プロジェクトの“応援団”です。会員の皆様には、会報紙「荻外荘倶楽部通信」
にて、荻外荘の復原・整備の状況をいち早くお知らせします。ご寄附というかたちで、荻外荘の
復原・整備にご参画いただき、このプロジェクトを一緒に盛り上げてみませんか？

荻外荘倶楽部のご案内

　杉並区は、日本フィルハーモニー交響楽団と平成６年に友好提携を交わし、令和元年に25周年を迎えました。
日本フィルは、東日本大震災直後から、区の交流自治体である福島県南相馬市など東北地方各地で、音楽を通じた
被災地支援活動「被災地に音楽を」を継続して行っており、これまで322回（令和4年10月末現在）実施しています。
　この活動が評価され、日本フィルは令和4年度「第16回後藤新平賞」を受賞しました。新型コロナウイルス感染
拡大防止対策をして公演を行う影響で、楽団の経営状況が厳しい中、被災地の現状や課題に目を向け、努力と
工夫を凝らしながら継続している被災地支援活動を、区は「ふるさと納税」を通じて応援します。

杉並区は被災地支援を続ける
日本フィルハーモニー交響楽団を応援します。

「荻外荘」の復原・整備  ［仮称：荻外荘公園整備］

　国指定史跡「荻外荘（近衞文麿旧宅）」を、
近衞居住時代の姿に復原し、史
跡公園として整備する取り組み
です。
　史跡公園は、令和6年12月の公
開を目指しています。

日本フィルハーモニー交響楽団の被災者支援活動の応援

荻外荘復原・整備プロジェクト

寄附金額
1万円以上
寄附金額
1万円以上

　荻外荘の応接間の床には、伊東忠太がデザインしたと言われる龍の紋様の敷瓦が使われ
ていました。創建当時の敷瓦は一部しか残っておらず、この床を復原するには、残りの敷瓦を
復原する必要があります。そこで、5万円以上ご寄附いただいた方には、そのご支援で応接間
の敷瓦が復原されたことを認定する認定証を発行させていただき、その貢献を讃えます。

1 「敷瓦復原への貢献」認定証を発行

ご芳名を記載した銘板を、（仮称）荻外荘公園内に掲示させていただきます。
複数回のご寄附により、銘板のサイズアップが可能です。
（例：1万円のご寄附 5 回で、「5 万円以上」 の銘板に。）

2 銘板の掲示

　杉並区公式ホームページにご芳名を掲載いたします。
※上記特典は、令和 5 年度末までにご入会いただいた方が対象です。
※上記特典のうち、「銘板の掲示」と「区公式ホームページでのご芳名の公表」は、
　希望した方のみが対象です。
※銘柄と認定証のデザインは現在検討中です。

3 区公式ホームページでのご芳名の公表

10万円以上のご寄附で
龍の敷瓦への貢献を認定

5万円以上のご寄附で
無地の敷瓦への貢献を認定

連絡先　文化・交流課 文化振興担当　☎03-3312-2111（代表）連絡先　みどり公園課 みどりの計画係　☎03-3312-2111（代表）

銘板サイズの目安

1万円以上 約3.5㎝×10㎝

5万円以上 約5㎝×12㎝

10万円以上 約6㎝×13㎝

30万円以上 約7㎝×15㎝

限定157名

限定421名

　「被災地に音楽を」の輪が広がり、東北各地の伝統芸能や文化活動に励む子ども達を招き、沿岸と内陸、あら
ゆる世代をつなぐことを目的としたオーケストラ公演「東北の夢プロジェクト」を令和元年から開催しています。
東北の子ども達の夢と笑顔が地域の交流を生み出し、心の復興を後押しします。
（写真は令和4年8月「楽しいオーケストラ公演 in 岩手」）

「東北の夢プロジェクト」　-東北の子どもたちと日本フィルの夢舞台 -

日本フィルハーモニー交響楽団の演奏 会場が一体となり盛り上がりました

被災地慰霊祭での演奏 寄附金で購入した楽器を使った体験会 福島県南相馬市立原町第一中学校
吹奏楽部への楽器指導

楽員の

　「被災された当時、物理的に大きな傷痕が
残る中『音楽で被災地を支援』なんて、なん
と虫のいい話だ、というのが最初の正直な感
想でした。しかし、現地の子ども達と交流す
る中で考えは一変し、また音楽がなぜここま
で普遍的であるか、一つの答えを見た気がし
ました。芸術が持つ力は計り知れません。」

照沼 夢輝（クラリネット）

声 ご利用いただいた方の声
　被災地復興のための支援を地道に、いつまでも
続けている杉並区や日本フィルの取り組みに感銘を
受けました。被災地のみなさんの元気が一日も早く
戻るように願っています。

　ワクワクしながら聴いた日本フィルのコンサートを
思い出し、こういう被災地支援も素敵だと、応援した
くなりました。

check

check

お礼の品はありません お礼の品はありません杉並版クラウドファンディング 杉並版クラウドファンディング
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病院

診療所

　新型コロナウイルス感染症による地域の医療崩壊を食い止めるほか、地域医療を支援する杉並区の取り組みに
対して、多くの寄附のお申し出をいただき、令和２年５月に「新型コロナウイルス感染症対策寄附金」を設置しました。
　令和４年度においても、依然として新型コロナウイルス感染が続いており、杉並区では引き続き感染拡大を防止
する取り組みを進めています。

　杉並区では、動物が命あるものとして尊重され、人のよきパートナーとして幸福で健康な生涯を
送ることができるよう、東京都獣医師会杉並支部や区が委嘱するボランティア「杉並区動物適正
飼養普及員（杉並どうぶつ相談員）」等と協力し、様々な取り組みを行っています。
　動物愛護と都市における動物飼養ルールの普及啓発や災害時動物救護対策等を充実させ、人も
動物も共に健やかに暮らしていける地域社会の実現に向け、寄附金を活用します。

連絡先　生活衛生課 管理係　☎ 03-3391-1991

連絡先　健康推進課 管理係　☎03-3391-1355

区では、区公式ホームページやツイッターで随時情報をお伝えしています。

ご利用いただいた方の声

ご寄附いただいた方の声

　不幸な犬猫が少しでも減るように、地域
で見守る活動に活かしていただきたいです。
住んでいる街で、このような活動が支援で
きるようになって、とても嬉しいです。

　医療従事者の皆さんのおかげで、今元気に過ごせていま
す。恩返しに何かできないかと考えていたところ、この制度
を見つけました。医療機関へのサポートをよろしくお願いい
たします。

　杉並区で生まれ育ち、区内の病院にお世話になっている
ため、少しでもお役に立ちたくて寄附します。
　一人一人がかかわりを持つという、当事者であることを忘
れないようにしたいと思います。

新型コロナウイルスに関する
最新情報はこちらでご確認ください

いただいた寄附金は、発熱外来を設置する区内基幹病院への支援や、
発熱外来に従事する医師を確保するための支援などに活用します。

※国や都からの補助や支援があたらない経費に充当していきます。

発熱外来を設置した
区内基幹病院への支援

発熱外来に従事する医師を
確保するための支援

医療機関に対する
休業中の経営継続支援

基幹病院に発熱外来を設置し、地域の診療所と連携して、地域医療を支えています

区設置
PCR検査バス

PCR検査実施
診療所等

感染が疑われる人

基幹病院

発熱外来

病院設置型
PCR検査スポット

現在実施している取り組み

今後予定している取り組み

　適正飼養啓発冊子等の
作成や犬のしつけ方教室の
開催、杉並どうぶつ相談員
の地域に根ざした活動等を
通して、適正飼養ルールや終
生飼養の周知を図ります。

　飼い主のいない猫を適正
に管理する個人・ボランティ
アグループを支援し、不妊
去勢手術費用の助成等を行
うことにより、猫による生活
環境への被害の減少を図り
ます。

　災害時に、飼い主による
同行避難や適正な飼養管理
が行われるよう、平時からの
備えについて周知するとと
もに、震災救援所での避難
場所設営資材の配備等を進
めます。

動物愛護の普及啓発

場所：都立和田堀公園内
設備：大型犬・小型犬用エ

リア等を整備
開設：令和５年度（2023年

度）の予定
※犬のしつけ方教室などイ
ベントも実施予定

ドッグランの整備

飼い主のいない猫対策 災害時動物救護対策

病院

診療所

お礼の品はありません お礼の品はありません

新型コロナウイルス感染症対策寄附金
杉並版クラウドファンディング

動物との豊かな共生社会をめざす寄附金
杉並版クラウドファンディング
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生き物が集まる

木陰は涼しい 地域のシンボル

みどりを見て
安らぎを感じる

地震にも強い
生垣づくり

雨水は浸透

光合成

地域住民との交流

ご利用いただいた方の声
　いずれ来るといわれている大震災のと
き、少しでも緑地や空閑地を残しておか
ないと。

　通勤に利用しているので、
みどりの多いより良い杉並
区にしてください。

　自然・文化・芸術・スポーツなど様々な分
野における国内外での体験・交流を通じて、
次代を担う子どもたちが将来の夢に向かって
視野を広げ、健やかに成長できるよう平成24
年度に設立された基金です。
　区は子どもたちの健やかな成長を願い、こ
の事業を充実・継続していきたいと考えていま
す。皆様のご理解とご支援をお願いします。
　皆様から頂いたご寄附は、中学生海外留学
などの区が主催する事業と、民間事業助成に
毎年活用しており、平成24年度以降、4,500
人を超える区内の小・中学生に貴重な体験や
経験を提供することができました。

　私たちの身の周りにある様々なSOS。NPO
は、その声を拾い上げ、手を差し伸べています。
誰かのために頑張るNPOを、寄附という形で
応援しませんか。いただいた寄附金は「杉並区
NPO支援基金」に積み立てられ、NPO団体へ
の助成金として活用します。

　子どもたちの様々なニーズに応え、より多くのメニューを提供することができるよう、平成27年度より民間団体
等が実施する事業への助成を開始し、区が実施する事業と同様に参加者は2,000人を超えています。

次世代育成基金
次代を担う子どもたちの夢を育てる

連絡先　児童青少年課 青少年係　☎03-3393-4760

連絡先　保健福祉部管理課 庶務係　☎03-3312-2111（代表）

次世代育成基金活用事業助成制度（民間事業助成）

　杉並区の社会福祉の増進を図ることを目的
に創設された基金です。
　皆様から頂いたご寄附を積み立て、30年
以上にわたり様々な社会福祉事業の貴重な
財源として活用してきました。
　高齢者・障害者・児童福祉施設の整備を
はじめ、社会福祉資源や社会福祉活動の充実
のため、これからも区民の福祉向上に役立て
ていきます。

社会福祉基金
～「ひと」と「ひと」とをつなぐ橋～

中学生海外留学
（ウィロビー市）

サイエンスホッパーズ
科学実験教室

おぢや寺子屋
プロジェクト

杉並 English ガイド Jr.
プロジェクト

チャレンジ・
アスリート

小学生名寄自然体験
交流事業

区内高齢者の
福祉の充実に

区内障害者の
福祉の充実に

子どもたちの
健やかな成長のために

杉並区次世代育成基金

詳細は

ご寄附いただいた方の声
　杉並には両親を含め親族が多くおり、ふるさと納税させていた
だきます。高齢者福祉や教育環境の更なる充実をお願いします。

　46年間暮らしてきた杉並区がいつまでも個性
的で住みやすさを備えた街でありますように。

■高齢者・障害者・児童福祉施設の建設助成、改修費など
　・特別養護老人ホーム、障害者グループホーム、母子生活支援施設の建設助成
　・保育環境の整備、保育園の耐震改修など
■地域包括支援センター運営費、ボランティアの育成事業費、福祉車両の運行費

実績

デザイン：女子美術大学

連絡先　みどり公園課 みどりの計画係　☎03-3312-2111（代表）

連絡先　地域課 協働推進係　☎03-3312-2381

ご寄附いただいた方の声
　当助成金に支えられNPOの活動を行いまし
た。お礼に今回寄附をいたします。

基金の活用事例（令和3年度）
NPO法人 すぎなみ子どもサポート
地域学習推進事業（プロによる中学生の排球指導）

　生徒数減少や顧問不足等の問題を抱える部
活動の支援として、プロの指導者による質の高
いバレーボールの練習方法を提供しました。

NPO法人 竹箒の会
わが街アートカードで健康長寿

　区内のアート資産をカードにした「わが街アー
トカード」を使ったゲーム等を通じ、高齢者の
健康づくりに寄与しました。

NPO法人 てんぐるま
誰一人取り残さない学校教育を考える杉並アクション

　「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、学
校教育を考える学習会やインクルーシブ教育に関
する講演会を行いました。

NPO法人 むさしの児童文化協会
口演童話の普及と講師養成

　区内施設での絵本の読み聞かせや朗読のほ
か、活動の継続・拡大に向けた口演者のスキル
アップの講習会を実施しました。

NPO法人 DANKAIプロジェクト
みんなの食堂ルンルンとルンルン学習室（無料）

　近隣の小学生を対象に無料の学習室を開催
し、学習後は子ども食堂としてカレーを提供しま
した。

NPO法人 COSMO FEST
杉並区内映画館での上映会

　自主制作映画の発展と区内における映画文
化振興のため、自主制作映画の映画祭や優秀
作品の上映会を開催しました。

NPO法人 防災コミュニティネットワーク
レッツボウサイプロジェクト防災食堂＆防災ウォーク

　アルファ米を使用した防災カレーの提供のほ
か、非常持ち出し袋を担ぎ実際の避難を想定し
たウォーキングを行いました。

街のみどりは、重要な機能を持っています

みどりの基金
～まもろう そだてよう みどりを みらいへ～

NPO支援基金
杉並を変える　暮らしを変える

check

　区民や事業者の皆様からいただいた寄附を
みどりの保全や創出に活用する基金です。

　まちの歴史とともにはぐくまれてきた杉
並の原風景を代表する屋敷林や農地は、
この30年あまりで半減するなど減少の一
途をたどっています。
　杉並区では河川や公園などのみどりの
保全に加え、屋敷林や農地など、杉並ら
しい歴史風土を今に伝える貴重なみどり
を保全して、後世に引き継ぐ取り組みを
進めてまいります。

杉並のみらいのための貯金箱

区が設置している4つの基金

10



生き物が集まる

木陰は涼しい 地域のシンボル

みどりを見て
安らぎを感じる

地震にも強い
生垣づくり

雨水は浸透

光合成

地域住民との交流

ご利用いただいた方の声
　いずれ来るといわれている大震災のと
き、少しでも緑地や空閑地を残しておか
ないと。

　通勤に利用しているので、
みどりの多いより良い杉並
区にしてください。

　自然・文化・芸術・スポーツなど様々な分
野における国内外での体験・交流を通じて、
次代を担う子どもたちが将来の夢に向かって
視野を広げ、健やかに成長できるよう平成24
年度に設立された基金です。
　区は子どもたちの健やかな成長を願い、こ
の事業を充実・継続していきたいと考えていま
す。皆様のご理解とご支援をお願いします。
　皆様から頂いたご寄附は、中学生海外留学
などの区が主催する事業と、民間事業助成に
毎年活用しており、平成24年度以降、4,500
人を超える区内の小・中学生に貴重な体験や
経験を提供することができました。

　私たちの身の周りにある様々なSOS。NPO
は、その声を拾い上げ、手を差し伸べています。
誰かのために頑張るNPOを、寄附という形で
応援しませんか。いただいた寄附金は「杉並区
NPO支援基金」に積み立てられ、NPO団体へ
の助成金として活用します。

　子どもたちの様々なニーズに応え、より多くのメニューを提供することができるよう、平成27年度より民間団体
等が実施する事業への助成を開始し、区が実施する事業と同様に参加者は2,000人を超えています。

次世代育成基金
次代を担う子どもたちの夢を育てる

連絡先　児童青少年課 青少年係　☎03-3393-4760

連絡先　保健福祉部管理課 庶務係　☎03-3312-2111（代表）

次世代育成基金活用事業助成制度（民間事業助成）

　杉並区の社会福祉の増進を図ることを目的
に創設された基金です。
　皆様から頂いたご寄附を積み立て、30年
以上にわたり様々な社会福祉事業の貴重な
財源として活用してきました。
　高齢者・障害者・児童福祉施設の整備を
はじめ、社会福祉資源や社会福祉活動の充実
のため、これからも区民の福祉向上に役立て
ていきます。

社会福祉基金
～「ひと」と「ひと」とをつなぐ橋～

中学生海外留学
（ウィロビー市）

サイエンスホッパーズ
科学実験教室

おぢや寺子屋
プロジェクト

杉並 English ガイド Jr.
プロジェクト

チャレンジ・
アスリート

小学生名寄自然体験
交流事業

区内高齢者の
福祉の充実に

区内障害者の
福祉の充実に

子どもたちの
健やかな成長のために

杉並区次世代育成基金

詳細は

ご寄附いただいた方の声
　杉並には両親を含め親族が多くおり、ふるさと納税させていた
だきます。高齢者福祉や教育環境の更なる充実をお願いします。

　46年間暮らしてきた杉並区がいつまでも個性
的で住みやすさを備えた街でありますように。

■高齢者・障害者・児童福祉施設の建設助成、改修費など
　・特別養護老人ホーム、障害者グループホーム、母子生活支援施設の建設助成
　・保育環境の整備、保育園の耐震改修など
■地域包括支援センター運営費、ボランティアの育成事業費、福祉車両の運行費

実績

デザイン：女子美術大学

連絡先　みどり公園課 みどりの計画係　☎03-3312-2111（代表）

連絡先　地域課 協働推進係　☎03-3312-2381

ご寄附いただいた方の声
　当助成金に支えられNPOの活動を行いまし
た。お礼に今回寄附をいたします。

基金の活用事例（令和3年度）
NPO法人 すぎなみ子どもサポート
地域学習推進事業（プロによる中学生の排球指導）

　生徒数減少や顧問不足等の問題を抱える部
活動の支援として、プロの指導者による質の高
いバレーボールの練習方法を提供しました。

NPO法人 竹箒の会
わが街アートカードで健康長寿

　区内のアート資産をカードにした「わが街アー
トカード」を使ったゲーム等を通じ、高齢者の
健康づくりに寄与しました。

NPO法人 てんぐるま
誰一人取り残さない学校教育を考える杉並アクション

　「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、学
校教育を考える学習会やインクルーシブ教育に関
する講演会を行いました。

NPO法人 むさしの児童文化協会
口演童話の普及と講師養成

　区内施設での絵本の読み聞かせや朗読のほ
か、活動の継続・拡大に向けた口演者のスキル
アップの講習会を実施しました。

NPO法人 DANKAIプロジェクト
みんなの食堂ルンルンとルンルン学習室（無料）

　近隣の小学生を対象に無料の学習室を開催
し、学習後は子ども食堂としてカレーを提供しま
した。

NPO法人 COSMO FEST
杉並区内映画館での上映会

　自主制作映画の発展と区内における映画文
化振興のため、自主制作映画の映画祭や優秀
作品の上映会を開催しました。

NPO法人 防災コミュニティネットワーク
レッツボウサイプロジェクト防災食堂＆防災ウォーク

　アルファ米を使用した防災カレーの提供のほ
か、非常持ち出し袋を担ぎ実際の避難を想定し
たウォーキングを行いました。

街のみどりは、重要な機能を持っています

みどりの基金
～まもろう そだてよう みどりを みらいへ～

NPO支援基金
杉並を変える　暮らしを変える

check

　区民や事業者の皆様からいただいた寄附を
みどりの保全や創出に活用する基金です。

　まちの歴史とともにはぐくまれてきた杉
並の原風景を代表する屋敷林や農地は、
この30年あまりで半減するなど減少の一
途をたどっています。
　杉並区では河川や公園などのみどりの
保全に加え、屋敷林や農地など、杉並ら
しい歴史風土を今に伝える貴重なみどり
を保全して、後世に引き継ぐ取り組みを
進めてまいります。

杉並のみらいのための貯金箱

区が設置している4つの基金

11



子どもたちをもっと笑顔に
「児童養護施設や乳児院」へのプレゼント制度があります。

　4つの基金に寄附した区民の方と、4つの基金に寄附したけれどお礼の品を辞退した区外の方
は、お礼の品相当額を児童養護施設や乳児院にプレゼントすることができます。
　プレゼント（杉並区共通商品券）が施設に贈られ、物品の購入等を通じて地域の活性化にも役立っています。

　子どもたちがたくさんの時間を過ごす居
室。歩き始めた子、元気に勢い良く走り出
す子と様々です。柔らかさのあるマットの上
で、転んでも安心。ゴロゴロと寝転ぶ姿も
見られます。

　新型コロナウイルス感染が続く中、子ど
もたちが外出したり、買い物したりする体
験をすることが難しくなりました。電動自
転車で行くことができる範囲の公園等に出
かけるのに、大変重宝しています。

　生後100日、お食い初め用の着物（男児
用、女児用）を購入させていただきました。
子どもの成長を祝い、大切な記念の日をと
ても華やかにしてくれました。

寄附

返礼品

支援品プレゼント

寄附者 杉並区

児童養護施設・乳児院

お礼の品をもらえない
区民の方もプレゼント
はできるんだね。

施設職員からの声をお届けします。

杉並区は返礼品競争には参加しません

　ご寄附いただいた区外の方へのお礼は、全て障害者が心を込めて作った品物です。ふるさと納税を通じて、
障害者の就労支援や障害者の方たちのやりがいにつなげています。

お礼の品の一例 ※取扱商品：令和4年9月1日現在

地方税法314条の７第2項に規定する第１号寄附金の
募集の適正な実施に係る基準による

区民の方にはお礼の品を
差し上げることはできません

サブレ詰め合わせ ガーゼタオル・てぬぐいセット

豆乳とパウンドケーキと
おからクッキーの詰め合わせ

なみすけTシャツセット

クッキーとパウンドケーキの
詰め合わせ

makana soapの詰め合わせ

寄附の方法について

ふるさとチョイス　杉並区

寄附の方法は他にも選べます（次頁にご紹介しています）。

ふるさとチョイス　杉並区のウェブページふるさとチョイス　杉並区のウェブページ

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」からの寄附が
便利です。
クレジットカード等がご利用いただけます。（手数料はかかりません。）
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荻外荘の復原・整備 みどり公園課 みどりの計画係 03-3312-2111（代表）

寄附の使い道 担　当　課 連　絡　先

日本フィルの被災地支援活動の応援 文化・交流課 文化振興担当 03-3312-2111（代表）

新型コロナウイルス感染症対策寄附金 健康推進課 管理係（杉並区荻窪5-20-1） 03-3391-1355

動物との豊かな共生社会をめざす寄附金 生活衛生課 管理係（杉並区荻窪5-20-1） 03-3391-1991

次世代育成基金 児童青少年課 青少年係（杉並区荻窪1-56-3） 03-3393-4760

社会福祉基金 保健福祉部 管理課 庶務係 03-3312-2111（代表）

NPO 支援基金 地域課 協働推進係（杉並区成田東4-36-13） 03-3312-2381

みどりの基金 みどり公園課 みどりの計画係 03-3312-2111（代表）

区長におまかせ（使いみちを指定しない寄附） 総務課 総務係 03-3312-2111（代表）

お問い合わせ先

寄附の方法について

POST OFFICE

BANK

このパンフレット次頁の「払込取扱票」でご寄附いただけます。

区の各基金等の担当課に事前にご連絡の上、お越しください。

区の各基金等の担当課が発行する納付書により、ご寄附いただけます。
以下の各担当課へ、直接ご連絡ください。

区の窓口で寄附

郵便局で寄附

銀行・信用金庫などで寄附
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荻外荘の復原・整備 みどり公園課 みどりの計画係 03-3312-2111（代表）

寄附の使い道 担　当　課 連　絡　先

日本フィルの被災地支援活動の応援 文化・交流課 文化振興担当 03-3312-2111（代表）

新型コロナウイルス感染症対策寄附金 健康推進課 管理係（杉並区荻窪5-20-1） 03-3391-1355

動物との豊かな共生社会をめざす寄附金 生活衛生課 管理係（杉並区荻窪5-20-1） 03-3391-1991

次世代育成基金 児童青少年課 青少年係（杉並区荻窪1-56-3） 03-3393-4760

社会福祉基金 保健福祉部 管理課 庶務係 03-3312-2111（代表）

NPO 支援基金 地域課 協働推進係（杉並区成田東4-36-13） 03-3312-2381

みどりの基金 みどり公園課 みどりの計画係 03-3312-2111（代表）

区長におまかせ（使いみちを指定しない寄附） 総務課 総務係 03-3312-2111（代表）

お問い合わせ先

寄附の方法について

POST OFFICE

BANK

このパンフレット次頁の「払込取扱票」でご寄附いただけます。

区の各基金等の担当課に事前にご連絡の上、お越しください。

区の各基金等の担当課が発行する納付書により、ご寄附いただけます。
以下の各担当課へ、直接ご連絡ください。

区の窓口で寄附

郵便局で寄附

銀行・信用金庫などで寄附



杉並区は今後も
返礼品競争に参加せず、
健全な寄附文化の醸成に
取り組んでいきます。

杉並区区民生活部 ふるさと納税担当
〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1　電話：03-3312-2111

お問い合わせ

発行日：令和4年11月


