
 

 

 

 

 

 

平成 30 年度も、たくさんの方々から寄附金をお寄せいただき、ありがとうございました。みなさま

からいただきました寄附金の活用方法や取組みについて報告いたします。 

 

◆ 平成 30年度の返礼品と取組みについて 

 

全国高等学校野球選手権大会（夏の全国高校野球大会）の前身である全国中等学校優勝野球大会が

初めて開催されたのは、かつて豊中市玉井町３丁目にあった豊中グラウンドでした。同大会が第 100

回の記念大会を迎えるにあたり、「高校野球発祥の地・豊中市」をさらに PR すべく、様々な取組み

を行いました。 

平成 30 年度は平成 29 年度に引き続き、ご寄附でとよなかを応援

くださる皆様への返礼品として、「高校野球発祥の地記念グッズ（記念

切手＆記念ボール）」を設定しました。その他にも、平成 29 年度に再

整備を行った「高校野球発祥の地記念

公園（玉井町）」で 5 月 30 日、第 100 回全国高校野球選手権記念

大会を前に「100 回つなぐ始球式リレー」の出発式が開催されまし

た。この日投じられたボールは地方大会を巡り、計 99 回の始球式で

使われ、阪神甲子園球場に集められました。そして 10 個目のボール

で 100 回目の始球式が行われ、第 100 回の全国大会が幕開けとなりまし

た。また、高校野球大好き芸人で「高校野球発祥の地・豊中市 応援団長」

のかみじょうたけしさん（松竹芸能所属）に、

様々なイベントでのＰＲ活動にご協力いただき

ました。 

 

◆ 寄附金の活用報告（非公表額を除く） 

 平成 30 年度も、たくさんの方々にご寄附いただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等整備基金 （20件 666,000円） 

 

 平成 30 年度公共施設等整備基金にお寄せいただきました寄附金は、豊中市の公園、道路などの

公共施設、地区会館などの公共的施設の整備に活用するため、積み立てさせていただきました。 

 

今後も、市民のみなさんに安心して公共施設

等をご利用いただくため、いただいた寄附金を

計画的に活用させていただきます。 

基金の名称 寄附件数 寄附金額 

公共施設等整備基金 20 件 666,000 円 

奨学基金 38 件 1,284,000 円 

社会福祉事業基金 63 件 4,493,855 円 

緑化事業基金 13 件 291,953 円 

とよなか夢基金（市民公益活動基金） 141 件 1,500,563 円 

教育振興基金 30 件 12,010,560 円 

地球温暖化防止基金 4 件 117,750 円 

スポーツ振興基金 31 件 1,567,783 円 

消防・救急救命基金 18 件 602,160 円 

文化芸術振興基金 20 件 425,000 円 

豊中市まちづくり応援基金 26 件 1,472,534 円 

合計 404 件 24,432,158 円 



奨学基金 （38件 1,284,000円） 

 

奨学基金へお寄せいただいた寄附金は、向学心に富みながら経済的理由により高等学校への修

学が困難なこどもたちの支援に活用させていただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

今後とも、奨学基金への皆様の温かいご支援をお待ちしています。 

 

 

 

社会福祉事業基金 （63件 4,493,855円） 

 

 

社会福祉事業基金では、いただい

た寄附金を主に高齢者福祉や障害者

福祉、児童福祉事業の施設整備など

に活用するため、積み立てさせてい

ただきました。 

 豊中市の社会福祉発展のため、こ

れからも社会福祉事業基金をよろし

くお願いいたします。 

 

緑化事業基金 （13件 291,953円） 

 

 緑化事業基金では、“とよなか”のみどりのまちづくりの推進のため、いただいた寄附金を有効

に活用しています。 

平成３０年度は、積み立てた基金を活用し、みどりに関する活

動団体との協働により進める取組みにおいて、草花の種子や緑化

資材などを調達しました。 

 基金を活用した取組みにより整備されたみどりは、訪れる公園

利用者の皆様に癒しと安らぎを与え、また、市と協働で取組みを

進める市民団体の活動をより一層活発にする原動力となっており

ます。 

今後も、こうした基金を活用した取組みを進めるとともに、新

たな基金の活用方法について検討を進めていきます。豊中のまち

がさらに緑や花で彩られたものになるようにご支援をお待ちしています。 

 
 
 

文化芸術振興基金 （20件 425,000円 ※非公表額を除く） 

 

 文化芸術振興基金を活用し、アートの力を活かした人づくり・まちづくりに取り組み、市民文化

の創造をめざしています。具体的には、平成 30 年度に中学生を対象にしたコンサート体験事業

や、顕著な成果をおさめた個人または団体に対してそ

の成果を顕彰する報奨制度などに活用しました。 

豊中市立文化芸術センターを拠点に、様々な事業を

展開し、豊中市の文化芸術の発展をめざしていきます

ので、これからも温かいご支援をよろしくお願いいた

します。 

▲次世代へつなぐ奨学費～奨学費貸付金の循環図～ 

平成 30 年度（2018 年度）は 

奨学費として新たに 

159 件 25,130,000 円 

を貸付しました。 

▲ふれあい広場 SEEDの苗（服部西町） 

▲コンサート体験事業「ホールでオーケストラ♪」 



 

 
 

教育振興基金 （30件 12,010,560円） 

 

 教育振興基金は、子どもの教育や生涯学習に係る事業に活用させていただきました。 

 平成 30 年度は、児童生徒の科学的思考の育成を

図るため、小中学校へ科学の専門家を派遣し、実験

を主とした出前授業を行うとともに、理科に関する

教員研修の充実を図りました。また、国際理解や共

生の資質、積極的にコミュニケーションをとろうと

する姿勢の育成を図るため、小学 3～6 年生の各学

級において、地域在住の外国人ボランティアを派遣

しました。 

 「人とつながり、未来を切り拓く力」を育むため、 

今後もいただいた寄附金を有効に活用してまいります。 

地球温暖化防止基金 （4件 117,750円） 

 

 地球温暖化防止基金(チャレンジマイナス 70

基金)にお寄せいただきました寄附金は、温室効

果ガス（CO2）排出量削減を進めるため、市内の

所定の店舗で使用できるエコポイントチケット

（とよか）発行の原資として活用させていただき

ました。 

今後も、地球温暖化防止の事業に活用 

させていただきます。 

 

 豊中市の温室効果ガス（CO2）削減目標 

豊中市では、第 2 次豊中市地球温暖化防止地域計画において、市内一人あたりの温室効果ガス

（CO2）排出量を 2050 年度に 1990 年度比で、70％減らすことを目標としています。 

 

 

 

スポーツ振興基金 （31件 1,567,783円） 

 

平成 30 年度は第 100 回全国高等学校野球選手権記念

大会を迎えるにあたり、高校野球発祥の地・豊中 選手権

10０回大会記念事業を開催し、その中でスポーツ振興基

金の PR を行ったこともあり、全国の多くの方からご寄附

をいただきました。 

 スポーツ振興基金にお寄せいただきました寄附金はス

ポーツ関連のイベントの実施やスポーツ施設の整備に活

用するため、積み立てています。 

今後も引き続き、スポーツ活動の裾野を広げる取り組み

を行いますので、応援をよろしくお願いいたします。め、

イベントの実施や施設の整備に活用させていただきます。 

第 2 次豊中市地球温暖化防止地域計画〝チャレンジマイ

ナス 70 プラン″を推進するための情報サイト 

とよなかチャレンジ-70 https://toyonaka5070.jp 

▲科学教育推進事業 

科学の専門家による出前授業の様子 



消防・救急救命基金 （18件 602,160円） 

 

 消防・救急救命基金は、消防・救急救命体制の充実強化を図る事業に活用するために設置したも

ので、基金の愛称を「“守る力”救命力世界一基金」としています。 

 ご寄附いただきました皆様の、豊中市を応援してくださるお気持ちに対し、大変ありがたく感じ

ています。 

平成 30 年度は、女性防火クラブの育成支援に 

活用させていただきました。 

今後も、消防車両や資機材の整備及び火災予防、救 

急普及啓発等の事業に活用することにより、消防・救 

急救命体制の充実強化を図ります。 

 

豊中市まちづくり応援基金 （26件 1,472,534円） 

 

豊中市まちづくり応援基金では、いただいた寄附金を豊中市のよりよいまちづくりのため、多方

面に活用させていただいています。 

平成 30 年度は、シティプロモーション事業

に活用させていただきました。 

 今後も、子ども・若者が夢や希望をもてるまち

づくり、安全に安心して暮らせるまちづくり、活

力ある快適なまちづくり、いきいきと心豊かに

暮らせるまちづくりを実現するため、豊中市の

事業全般に活用させていただきます。 

◆ 令和元年度の取組み 

 

 

【新たなふるさと納税返礼品の設定】 

本市の魅力発信、地元特産品の PR 並びに販路拡大などによる地域産業の活性化を図るため、寄附

者への返礼品提供にご協力いただける事業者を募集しています。新しい返礼品の提供は１０月１日よ

り実施し、今後も随時追加予定です。４月～９月にご寄附いただいた方も対象となりますので、引き

続きご支援よろしくお願いいたします。 

 

※今年度より、返礼品送付の対象は市外在住の方のみとなります。市内在住の方には返礼品をご送付

できません。ご了承ください。（税額控除は市内在住の方でも受けられます） 

 

【クラウドファンディングの実施】 

寄附を通して市民の皆さんの参加意識をより高めていただくため、本市において初めてクラウド 

ファンディングの手法を活用し、今年度は「のら猫避妊去勢手術助成事業」について実施します。 

１００万円を目標額とし、７月 25 日より寄附受付を開始しました。（事業の実施は令和２年度とな

ります） 

集まった寄附金を活用し、助成額を増額することで、市内に生息す

るのら猫の適正管理を促進します。 

 

 

 

 

 

本書において、平成 29 年度は 2017 年度、平成 30 年度は 2018 年度、令和元年

度は 2019 年度、令和 2 年度は 2020 年度を示す。 
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豊中市役所 財務部財政課 

TEL：06-6858-2799 

▲女性防火クラブの防火研修会 

▲シティプロモーション事業にて作成 


