
 

 

 

 

マザーレイク滋賀応援寄附制度の改善について 

 

１ 寄附のメニュー化について 

(１) 寄附者の視点に立って、寄附者が寄附したいと思っていただけるメニューを示し、チラシ・

ＨＰ等で一元化して情報発信する。 

（２）寄附者は、以下の中から寄附先を選択できるようにする。 

① ９～12の使途を定めたメニュー ② 使途の定めなし  

(３) メニューは、細目事業または細目事業を組み合わせてつくる。（平成 31年予算計上済のもの

に限る） 

   他府県例：県有施設の AEDの導入、わかやまの美しい海づくり 

(４) メニューは、寄附の集まり状況等を勘案し、毎年度見直しを行う。 

 

２ 国スポ・障スポ、クラウドファンディング等、滋賀応援基金以外の寄附の実施について 

情報発信および問合せは一元化する。（各部局のＰＲ等は現行どおり。） 

 

３ 事業充当・インセンティブについて 

(１) 寄附者が選んだメニューに充当する。メニュー内の寄附金の配分は、事業担当課で決定する。 

(２) 速やかに寄附金を活用して、翌年度に寄附者への報告をするため、基本的には当該年度の事

業に充当する。（財源更正で対応） 

(３) 事業費以上の寄附があった場合、基金に積立て、活用については、平成 32年度予算編成を見 

据えて、別途調整する。 

(４) １（２）②の使途の定めのない寄附については、次の２点の理由から、年間分を協議の上、 

既存メニューに配分する。なお、事業担当課のインセンティブの対象にはしない。 

① 速やかに寄附金を活用することとしており、当該年度の事業に充当するため。 

  ② 新たに充当事業を決めると、寄附者へ報告書作成など、事務負担が増えるため。 

（５）今回の寄附獲得は、以下の考えに基づき、インセンティブの付与が判断される。 

 

※「平成 31年度(2019年度)当初予算編成要領」３（７）抜粋 

自主財源拡充につながる歳入確保に積極的に取り組むこととし、企業版ふるさと納税、目的

明示型の寄附（ふるさと納税を含む）、ネーミングライツ等により増収対策に取り組むもの（未

利用県有地の売却を除く）については、当該増収相当額を、別途関連する事業に充てることが

できるものとする。 

なお、継続的な増収につながる歳入確保努力が認められるものについては、その実績額に応

じて後年度に一定額（翌年度 50％、翌々年度 30％）を、各部局に配分する予算要求枠に加算す

ることとする。 

 

(６) その他、上記によりがたいものは、別途、関係課、企画調整課および財政課と協議する。 

 

県 政 経 営 会 議 資 料 
平成 3 1 年 ( 2 0 1 9 年 )２月 1 9 日 
総 合 政 策 部 企 画 調 整 課 



【寄附の流れイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 制度の開始時期について 

(１) ４月１日を予定している。 

(２) 申込書、ＨＰ、ふるさと納税総合サイトは制度開始までに変更し、新制度での受入れを開始

する。 

(３) チラシは、４月１日以降速やかに配布できるよう準備する。 

 

５ 返礼品について 

(１) 平成 31年度に、国が認めた返礼品を提供する自治体のみを税控除の対象にする制度改正が行

われる。（５月か６月頃に総務省に対して、返礼品の調整や登録とのこと。） 

(２) 国の制度改正までに、返礼品を検討、調整し、登録が済み次第、返礼品を変更する。それま

では、現行どおりの返礼品とする。 



寄附活用事業とりまとめ　※調整中

部局 メニューのタイトル 説明 充当事業（細目事業レベルで記載）
H31予算総額
（千円）

受入方法

【琵琶湖】

1
琵
環

美しい琵琶湖を守ろ
う

母なる琵琶湖の保全再生のため

①外来魚リリース禁止の取組
②生態系を脅かす外来水生植物の駆除
③次世代の環境保全リーダーの育成
④④琵琶湖を感じる、学ぶ、保全する「びわ湖の日」の取組
の充実
⑤琵琶湖の健康チェックのための研究機器の維持管理

に活用します。

①琵琶湖レジャー利用適正化推進事業（琵琶湖政策課、360
千円）
②外来生物防除対策事業（自然環境保全課、1,400千円）
③ラムサールびわっこ大使事業（自然環境保全課、2,078千
円）
④「びわ湖の日」活動推進事業（琵琶湖保全再生課、9,454千
円）
⑤船舶・機器等維持管理費（環境政策課（琵琶湖環境科学研究
センター）、31,727千円）

45,019 滋賀応援基金

【歴史的文化的資産】

2 内容調整中

【既存の寄附制度】

3
琵
環

琵琶湖博物館を応援
しよう

県民とともに考え、行動する博物館、次代を担う人が育つ拠
点となる博物館、地域活性化の核となる博物館を目指すため

①第３期リニューアル
②国際会議に合わせた、世界への魅力発信
③県民参加型交流会びわ博フェスやアトリウムコンサート等
の開催

に活用します。

①展示交流空間再構築事業（環境政策課（琵琶湖博物館）、
225,300千円）
②国際博物館会議事業（環境政策課（琵琶湖博物館）、417
千円）
③県民参加型交流会開催事業（環境政策課（琵琶湖博物館）、
1,900千円）

227,617
①については基金
に積まず充当
②③滋賀応援基金

4
県
生

国スポ・障スポを応
援

２０２４年の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障
害者スポーツ大会に向けたスポーツ施設の整備およびスポー
ツに関する競技力の向上等のための寄附金を募集します。

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金積立金 28,508

国民スポーツ大
会・全国障害者ス
ポーツ大会運営等
基金



部局 メニューのタイトル 説明 充当事業（細目事業レベルで記載）
H31予算総額
（千円）

受入方法

【各部局第一優先順位】

5
総
務

暮らしを支える地域
づくり

住民生活や伝統などを守る大切な基盤となる、持続可能な地
域コミュニティづくりへの応援をお願いします。
寄附金は、地域づくりを進める人材の育成や、空き家バンク
活動等の支援による地域コミュニティの活力向上、沖島の地
域振興などに活用します。

①「やま・さと・まち」空き家流通促進モデル事業費（住宅
課、6,398千円）
②地域づくり人材育成事業（私学・大学振興課、22,352千
円）
③未来を拓く地域づくり推進事業（市町振興課、1,418千円）
④滋賀県離島振興交付金（市町振興課、1,500千円）

31,668 滋賀応援基金

6
県
生

文化で次世代育成

　これからの滋賀の文化を担う若手を育成するためのフェス
ティバル事業や、県内の子どもたちが優れた舞台芸術に触れ
る機会を提供する舞台芸術体験事業（ホールの子事業）に寄
付金を活用します。

①文化プログラムフェスティバル事業（文化振興課、4,200千
円）
②びわ湖ホール舞台芸術体験事業（「ホールの子」事業）（文
化振興課、11,743千円）

15,943 滋賀応援基金

7
琵
環

健康な「やま」と
「森」をつくろう

琵琶湖の水源である森を守り、健康な「やま」の姿を取り戻
すため

①2021年に開催する全国植樹祭の開催に向けた機運の醸成
や準備
②農山村の価値や魅力に焦点を当て、農山村地域を活性化さ
せる取組
③獣害対策のため、減少する狩猟者の育成

に活用します。

①全国植樹祭開催準備事業（森林政策課、41,800千円）
②「やまの健康」推進事業（森林政策課、9,100千円）
③獣害対策担い手育成事業（自然環境保全課、3,698千円）

56,098 滋賀応援基金

8
健
福

子どもをみんなで守
ろう

　高校生や民間団体等と協働した虐待防止の啓発のほか、児
童養護施設等で暮らしている子どもたちが退所後に安心して
自立できるよう、地域との様々な架け橋づくりに取組んでい
ます。
　寄付金は、虐待防止に向けた啓事業や企業等での仕事体験
受入れ等に活用します。

①児童虐待防止対策事業（「オレンジリボンをあなたの胸に」
事業）（子ども・青少年局、46,599千円）
②児童養護施設等で暮らす子どたちの社会への架け橋づくり事
業費（子ども・青少年局、4,500千円）

51,099 滋賀応援基金

9
商
労

つちっこプログラム

　陶芸の森が拠点となり、地元陶芸家等と協働し、子どもや
障がい者に「土」を用いて、ものをつくることの喜びや感動
を体感できるプログラムを提供します。
　寄附金は、「世界にひとつの宝物づくり事業」として実施
している出張授業や創作体験講座等に活用します。

①陶芸の森事業費（モノづくり振興課、193,366千円）
（うち世界にひとつの宝物づくり事業　4,500千円）

193,366 滋賀応援基金



部局 メニューのタイトル 説明 充当事業（細目事業レベルで記載）
H31予算総額
（千円）

受入方法

10
農
水

琵琶湖と共生する滋
賀の農業・水産業を
応援

　「世界農業遺産」の認定をめざす、琵琶湖と共生する滋賀
の農業・水産業を応援します。
　寄附金は、「世界農業遺産」の推進、オーガニック米の販
路開拓、環境こだわり米の県外PR、棚田の保全活動、ゲンゴ
ロウブナの放流等のために活用します。

①「世界農業遺産」プロジェクト推進事業
　　（農政課、予算額13,200千円）
②オーガニック米生産拡大事業
　　（食のブランド推進課、予算額4,500千円）
③オーガニック米等販路開拓事業
　　（食のブランド推進課、予算額6,250千円）
④環境こだわり農産物流通拡大事業
　　（食のブランド推進課、予算額4,950千円）
⑤魚のゆりかご水田米販路開拓事業
　　（農村振興課、予算額1,600千円）
⑥琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物語創造プロジェクト
　　（農村振興課、予算額2,８00千円）
⑦棚田地域の総合保全対策費
　　（農村振興課、予算額1,831千円）
⑧ふるさと・水と土保全基金積立金
　　（農村振興課、予算額100千円）
⑨固有種ゲンゴロウブナで学ぶ琵琶湖再生事業
　　（水産課、予算額2,530千円）

37,761 滋賀応援基金

11
土
木

ビワイチ道路環境整
備（ビワイチサイク
リングランド整備事
業内）

サイクリストが安全・快適にビワイチができ、地域の活性化
にもつながるよう、道路環境整備を進めます。
寄附金は自転車の通行空間整備、維持管理に活用します。

・自転車通行空間整備
　路肩拡幅、路面標示、案内整備
　路面修繕、除草等維持管理
　（道路課・327,764千円)

327,764 滋賀応援基金



                               

滋 企 調 第 2 4 号 

平成 31年(2019年)２月４日  

 

 各部幹事課長 

 教育委員会事務局教育総務課長 

 

                                              総合政策部企画調整課長 

（ 公 印 省 略 ） 

                         

 

寄附活用事業の整理について（依頼） 

 

平成 30 年(2018 年)12 月 21 日付け滋企画調第 314 号「寄附活用事業の更なる検討

について」により、28事業について寄附を活用したいとの意向が確認されました。 

寄附者にとって、使途メニューをわかりやすくするため、現行の使途である「琵琶

湖」および「歴史的文化的資産」の内容に他の使途を加え、メニュー数を９～12に整

理したいと考えております。 

つきましては、使途メニューを整理しますので、下記のとおり、メールでご提出を

お願いします。短期間の照会となりますが、ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 提出物   ①様式 寄附活用事業に係る整理シート  

        ②その他、参考となる資料（該当がある場合） 

        ※様式への記載にあたっては、別紙の留意事項をご確認ください。 

 

２ 報告期限  平成 31年２月 12日（火） 15:00まで 

 

３ 様式送付先 企画調整課 (kikaku@pref.shiga.lg.jp) 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

   ２月 13～19日  財政課調整 

   ２月中・下旬   寄附検討会議 

２月 22日    県政経営幹事会議 

３月８日     常任委員会へ報告 

４月１日     新規募集開始 

 

 

 

 【担当】総務係 福井（内線 3310） 

様 

参考資料 

mailto:kikaku@pref.shiga.lg.jp


                               

記載にあたっての留意事項 

 

１ 募集するメニューについて 

(1) 今回の寄附制度の改善にあたっては、具体的な使途を示して情報発信するとともに、

速やかに寄附金を活用して、翌年度に寄附者への報告をすることとしております。こ

のことから、平成 31年度に予算要求をしている事業を対象にメニュー化をお願いしま

す。 

 

(2) 募集するメニューは、原則、各部局１つまでとします。（既存の国スポ・障スポ、琵

琶湖博物館リニューアルは除く。） 

  ただし、これらの事業以外で、寄附獲得が見込まれる事業があれば、優先順位を付

けて報告してください。 

 

(3) メニュー化にあたっては、平成 30年 12月 21日付け滋企調第 314号「寄附活用事業

の更なる検討について（照会）」でご回答いただいた事業を整理してください。 

 

(4) 部局連携の募集メニューがある場合は、寄附金の分割方法（均等割、予算按分）等、

あらかじめ部局間で調整した上でご回答ください。（部内についても同様にお願いしま

す。） 

 

(5) 寄附金の全額があらかじめ指定している団体に助成される制度や、一定額が団体に

助成されることが保証された制度は、実態は県への寄附でなく、団体への寄附（いわ

ゆる「トンネル寄附」）であるとみなされ、寄附者が税制上の優遇措置を受けられない

可能性もあるため、今回のメニュー化検討からは除外することとします。 

 

(6) 今回のメニューにないものについても、寄附の申し出があった場合には、関係部局

と調整の上、受け入れることとします。 

 

２ 様式について 

(1) 「メニュータイトル」および「説明」は、チラシ作成をイメージして記載してくだ

さい。 

  「説明」は、取組の趣旨を記載するとともに、「寄附金は・・・に活用します。」の

ように具体の使途がわかるようにお願いします。 

  メニューのタイトルは１０字程度、説明は１２０字以内でお願いします。 

 

(2) 「充当事業」は、上記２(１)を構成する細目事業レベルで記載してください。 

 

(3) 「受入方法」は、原則、マザーレイク滋賀応援基金（滋賀応援基金へ改称予定、以

下同じ。）を想定しています。別制度で受け入れる場合、基金名等を記載し、その必

要性を右欄に記載してください。 



                               

３ 充当に係る事務手続について 

(1) 今回の寄附制度の改善にあたっては、「従来からの継続的寄附」や「受入の仕組みが

整備済」（例：国スポ・琵琶湖博物館リニューアル）のものを除き、新たな寄附に伴う

職員の負担軽減や事務の効率化の観点から、可能な限り企画調整課で事務を担うこと

としております。 

 

(2) 基金積立や事業充当については、従来からの継続寄附は従来どおりとし、その他の

寄附は原則、マザーレイク滋賀応援寄附（滋賀応援寄附へ改称予定）として受入れ、

当基金に積み立て、補正予算または決算で当年度予算事業に充当します。 

 

(3) マザーレイク滋賀応援基金に受け入れる寄附に係る事務費については、民間のふる

さと納税サイトやクレジットカード決済に係る事務経費、また、返礼品送付等に要す

るものは、同基金から繰り入れる予定です（条例改正予定）。なお、返礼品については、

今年６月頃に予定されている国の制度改正により、寄附者が控除を受けるには国の承

認が必要となるため、追って調整します。 

 

(4) 今回の寄附獲得は、「平成 31年度(2019年度)当初予算編成要領」３（７）の考えに

基づき、インセンティブの付与が判断されます。 



【様式】寄附活用事業に係る整理シート

【部局名：○○部】

優先
順位

メニューのタイトル
（１０字程度）

説明（１２０字以内） 充当事業（細目事業レベルで記載）
H31予算総額
（千円）

代表所属名 受入方法 別制度の場合、その理由 担当者名
（部予算担当）

内線 備考

記
載
例

美しいびわ湖を守ろう

　本来の琵琶湖の生態系を取り戻し、
次世代に継承する取組をします。
　寄附金は、ブルーギルなど外来魚の
リリース禁止やオオバナミズキンバイ
などの外来水生植物の駆除活動、固有
種の放流、環境保全のリーダー育成に
活用します。

①琵琶湖レジャー利用適正化推進事業（担当課、
予算額）
②外来生物防除対策事業（担当課、予算額）
③ラムサールびわっこ大使募集（担当課、予算
額）
④固有種ゲンゴロウブナで学ぶ琵琶湖再生事業
（担当課、予算額）

○○ ○○課 滋賀応援基金 ー ○○ ○○○○

記
載
例

ふるさと母校応援

　滋賀県内の各高校で学ぶ後輩をぜひ
応援ください。
　寄附金は指定先の学校運営に必要な
備品購入や改修・修繕などの環境整
備、各種全国大会への派遣や激励に活
用します。

①学校運営費（担当課、予算額）
②高等学校教育設備整備費（担当課、予算額）

○○ ○○課 ○○基金

既存の受入れ制度が整ってお
り、寄附金を学校ごとに管理
するため、独自で受け入れた
方が効率的であると考えられ
るため。

○○ ○○○○

1

2

実施の情報発信をイメージして 

記載してください。 
参考資料 


