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関 係 各 位 
増毛町企画財政課長   

 

企業版ふるさと納税制度の認定および増毛町まちづくりプランの策定について 
 

 春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
 平成２８年４月より開始され、令和２年４月より拡張された企業版ふるさと納税制度につきま

して、この度、本町の地域再生計画が同制度の認定を受けましたのでお知らせします。 
 また、地域再生計画の中心となる、増毛町まちづくりプランを策定しましたことを併せてお知

らせします。 
 

記 
１．企業版ふるさと納税制度 

  企業版ふるさと納税制度は、国が認定した地方公共団体の地域再生計画に対し、企業

が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組み。（資料①） 
 

  ２．企業版ふるさと納税を募集する事業 
  ましけ まち・ひと・しごと創生推進事業 
     ア 自然の恵みを活かすまちづくり事業 
     イ 元気で長生きできるまちづくり事業 
     ウ 安心安全に暮らせるまちづくり事業 
     エ 豊かな心と文化を育むまちづくり事業 
     オ 町民が主人公のまちづくり事業 
 

  ３．令和２年度に企業版ふるさと納税を募集する事業 
    イ 元気で長生きできるまちづくり事業 
      ［具体的な事業］・高血圧ゼロのまちプロジェクト（資料②） 
    オ 町民が主人公のまちづくり事業 
      ［具体的な事業］・生涯活躍のまち体感プロジェクト（資料②） 
    その外の事業についても、開始次第募集します。 
 

  ４．その外 
    ・企業版ふるさと納税制度を事業に適用するためには地方版総合戦略（増毛町まちづく

りプラン）に掲載されている必要があり、令和２年度から令和６年度を計画期間とす

るまちづくりプランを令和２年３月に策定しております。（資料③） 
    ・企業版ふるさと納税制度の認定は留萌管内で最初の認定となります。 
    ・高血圧ゼロのまちプロジェクトは日本高血圧学会が募集する「高血圧ゼロのまち」モ

デルタウンの認定第１号となっています。（資料④） 
    ・関連記事（資料⑤） 
    ・資料のカラー版が必要な場合は、［miyamoto.yoji@town.mashike.hokkaido.jp］に

お申し付け下さい。 
 

増毛町役場 企画財政課企画係 
℡0164-53-1110（担当：宮本） 



宮本 洋司
テキストボックス
資料①　内閣府資料



実施項目
〈血圧啓発〉
・血圧手帳配布
・血圧測定習慣
・健康相談

〈運動推進〉
・運動指導
・運動拠点
・運動教室

〈食事改善〉
・増毛醤油
・減塩食品
・環境整備

〈PJT普及〉
・健康ポイント
・減塩サポーター
・運動サポーター

〈情報発信〉
・計画進捗
・移住情報
・賛同企業

〈移住促進〉
・移住体験住宅
・健康体験
・サークル体験
・短期就労体験

国（法人税）

企業が所属する自治体
（法人住民税・法人事業税）

アドバイザー

高血圧学会

高血圧ゼロのまちPJTの健康推進事業や
就業・サークル体験により生涯活躍の町
を移住希望者が体感する取組み

生涯活躍のまち体感プロジェクト 高血圧ゼロのまちプロジェクト
地域や対象者の特性に合わせて、血圧測定
受診勧奨、減塩、運動、禁煙などを通じて
「高血圧ゼロのまち」を目指した取組み

健診・健康相談・運動・ｻｰｸﾙ・就労体験

地方創生事業
地方創生事業とは、地方創生、人口減少克服等の国家
課題に対応した地方自治体が実施する施策。
地方自治体が自主的、自立的な取組を行うために作成
し、国から認定を受けた地域再生計画に基づき実施

-企業版ふるさと納税-
企業版ふるさと納税とは、企業が自治体に
寄付をすると税負担が軽減される制度。
正式名称は『地方創生応援税制』
自治体が地域再生計画に基づき実施する
「地方創生事業」に企業が寄付をすると、
寄付額の約９割が控除される。
地方創生、人口減少克服等の国家的課題に
対応するため、地方自治体が行う地方創生
事業を活性化する狙い。平成28年度に開始

-地域再生計画-

・高い高齢化率と人口減少、少子化
・各種産業の季節的な担い手不足
・高血圧者が多い

町の課題

町の長所

・高齢者が働き続けられる職環境
・高い健診、保健指導実施率
・オリジナルアイテム減塩増毛醤油
・運動拠点「ら・さんて」、運動教室
・前期高齢者介護認定率の減少

町の長所で課題を改善

申請

認定

決定

申請

企業
減税

助言

毎年の健診・毎日の血圧測定・健康相談

受診､通院・運動､減量・栄養(減塩)

74歳以下ゼロ・75歳以上減少
脳血管疾患・心疾患・人工透析(糖尿病性)

ゼロ!!

前期高齢者の上記疾病による
新規介護認定ゼロ

０

健康寿命日本一のまち‼

資料②

日本高血圧学会「高血圧ゼロのまちづくり」事業



基本目標５
町民が主人公のまちづくり

増毛町まちづくりプラン（ダイジェスト版）

人口減少対策と地方創生を実現する
「5つの基本目標」と各施策〇農業生産基盤整備

〇農産物の高付加価値化・ブランド化
〇「フルーツの里 ましけ」活性化プロジェクト
〇増毛産農産物の消費普及拡大
〇漁業資源増殖・栽培漁業
〇漁港水面を活用した資源増殖
〇民間団体・企業と連携した磯焼け対策
〇商工会支援
〇商店の事業継承
〇「食」と「歴史」を活かした観光
〇増毛駅周辺整備
〇冬期集客の強化
〇インバウンド観光の受入れ整備と推進

〇特定健診・特定保健指導・がん検診の受診率、実施率向上
〇高血圧ゼロのまちプロジェクト・健康寿命延伸事業
〇出産補助・多子世帯支援・婚姻支援事業
〇子育て支援子ども医療費助成
〇新たな包括的支援
〇明和園改築
○運転免許証自主返納者の交通費助成
〇シェアハウス事業
〇社会福祉を目的とする事業の育成
〇障がい者の就労・雇用の支援
〇国保・介護保険事業の適正化

〇空き家の適正管理と除却補助制度
〇ごみ分別の適正化と減量化
〇墓地の整備
〇橋梁長寿命化計画
〇除雪機械更新事業
〇地域の交通手段確保
〇緑化活動と花いっぱい運動
〇公営住宅等の再編整備・民間住宅施策の推進
〇水道水供給体制と施設整備
〇消防体制の充実・強化
〇防災対策の充実・強化
〇増毛港活性化
〇役場庁舎・公共施設の老朽化対策

〇子育て環境・支援体制整備
〇子ども・子育て支援事業計画
〇教育環境向上
〇保護者負担の軽減
〇幼児・少年・青年・成人・女性・高齢者教育
〇スポーツ事業
〇文化・芸術活動

〇コミュニティ組織（自治会組織）活性化
〇生涯活躍のまち体感プロジェクト
〇同窓会実施補助事業の実施・活用
〇地域おこし協力隊受入れ、就業、起業支援
〇居酒屋推奨店事業
〇歳入の確保
〇経常経費の節減
〇情報公開による透明性の向上
〇企業版ふるさと納税の活用

基本目標１
自然の恵みを活かすまちづくり

基本目標２
元気で長生きできるまちづくり

基本目標３
安心安全に暮らせるまちづくり

基本目標４
豊かな心と文化を育むまちづくり

だれもが住みたい・住み続けたい
ふるさと増毛をめざして

《主要ＫＰＩ》
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住基台帳 国勢調査
'95：6,992人 6,652人

'00：6,440人 6,160人

'05：5,965人 5,708人

'10：5,332人 5,078人

'15：4,824人 4,497人

人口推移と人口推計

'40：住推1,974人

国推1,844人

社推2,153人

年齢区分 2015実績 2040推計

0～19

20～39

40～64

65～74

75～84

85～

2015年の人口を100人とした場合の2040年の年齢区分別人口

項目 単位 Ｈ30 Ｒ6 備考

農業算出額（水稲）（ＪＡ扱い分） トン 99 100

農業算出額（果実）（ＪＡ扱い分） トン 162 170

漁獲量 トン 5,610 5,400

水揚げ高 千万円 297 280

６次産業化件数 件 1 2 ◎

観光客数 千人 305 315

宿泊者数 百人 130 135

《主要ＫＰＩ》

項目 単位 Ｈ30 Ｒ6 備考

特定健診受診率（国保加入者） ％ 65.6 65.0

脳心血管病・糖尿病性腎症新規介護 人 5 0

出生数 人 16 20

婚姻組数 組 26 100 累積

明和園改築工事 ％ 0 100 累積

運転免許自主返納者数 人 19 30

就労・雇用に結びついた割合（障がい者） ％ 67.0 67.0

国保医療費地域差指数 - 1.15 1.00

前期高齢被保険者介護認定率（年度末） ％ 3.96 3.00 ◎

《主要ＫＰＩ》

項目 単位 Ｈ30 Ｒ6 備考

特定空き家件数 件 79 65

ごみ分別精度(プラスチック製容器) ％ 52.5 90.0

合同墓設置（設計・建立） ％ 0 100 累積

中古住宅購入補助件数 件 6 25 累積

地域交通対策事業利用者数 人 20 25

転入超過数 人 ▲57 ▲52 ◎

全町防災訓練実施回数 回 1 1

《主要ＫＰＩ》

項目 単位 Ｈ30 Ｒ6 備考

認定こども園入園者数 人 91 90

学童保育利用者数 人 28 40

出生数（再掲） 人 16 20 ◎

小学校PC更新整備 台 - 36 累積

生涯学習事業参加者数 百人 27 27

スポーツ活動参加者数 百人 9 10

文化事業参加者数 百人 51 50

《主要ＫＰＩ》

項目 単位 Ｈ30 Ｒ6 備考

自治会長会議開催回数 回 2 2

連合自治会長会議開催回数 回 2 2

移住促進事業経験者の移住人数 人 1 4 ◎

生涯活躍のまち体感ＰＪＴ参加者数 人 0 22 累積

移住体験住宅利用組数 組 8 11

空き家バンク新規登録件数 件 1 20 累積

同窓会補助事業利用組数 組 15 20

地域おこし協力の受け入れ済み人数 人 5 10

居酒屋推奨店での増毛フェア実施 回 3 3

実質公債費比率 ％ 10.9 11.2

◎は基本目標のKPI

◎は基本目標のKPI

◎は基本目標のKPI ◎は基本目標のKPI

◎は基本目標のKPI

資料③
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