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〒850‐8570長崎県長崎市尾上町3‐ 1

TEL//095-895‐ 2034 FAX//095‐ 895‐2540
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制度の詳細等については、お気軽にお問い合わせください。

＼長崎の創生を支援する/

‰ 長崎県の

企業版ふるさと納税

幹沖愈

長崎県の企業版ふるさと納税は

県のホームページにも掲載されています。

企業版 長崎 ‰



【各プロジェクトの進捗報告はコチラ↓】

長崎の未来を創る。 И餡田
長崎県は、国全体よりも約半世紀早く人口減少が始まりました。

そのため、国が地方創生を掲げる以前から、さまざまな人口減少対策を

推進してまいりましたが、行政の力だけでは限界があります。

ぜひ、「企業版ふるさと納税制度」を活用した、
民間企業の皆様方のご支援をお願いいたします。

企業版ふるさと納税とは

「企業版ふるさと納税」制度は企業の皆様が地方の活性化を応援する制度です。

地方公共団体が取り組む「地方創生のプロジェクト」に寄附していただいた際に、

従来の寄附額の損金算入による税減効果に加え、税額控除の優遇措置を受けることができます。

※次ページの3つの地方創生プロジェクトヘの寄附が、優遇措置の対象です。
※本制度を活用するための寄附額の下限額は、1企業あたり10万円とされております。

優通措置とは(税制上のインセンティブ)

これまで、地方公共団体への寄附は寄附額の約3害」の税負担軽減効果がありましたが、

税額控除の優遇措置が設けられ、倍の約6割まで税負担の軽減効果が認められる

ようになりました。

新制度 現行制度

長崎の宝物を

世界と未来につなぐプロジェクト

世界遺産『明治日本の産業革命遺産』、『長崎と天草地方の清伏キリシタン関連遺産』の

構成資産の多くは、百年以上の歴史を経て老朽化・風化の兆しが顕著になり、大規模な修

復を必要としていま現

これらの資産を未来にわたつて確実に引き継いでいくには、地域のみなら咬 日本全体で

守つていくことが求められていま現 長崎県では、構成資産の保全・維持に努め、日本が

誇る貴重な資産を後世に繋いでいきま現
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'I! 「明治日本の産業革命週産」は

長崎県の端島炭坑 (軍 艦島)

や旧グラバー住宅など、全国
8県 11市 に跨る23の資産で

構成されており、平成27年 7
月に世界遺産に登録されまし

た。

「長崎と天草地方の漕伏キリシ

タン関連追産」は大浦天主堂や

平戸の聖地と集落など12の
資産で構成されています。

平成30年 7月 に世界遺産に

登録されました。

(長 崎県には8つの構成資産が

ありま現 )

写真は「口月治日本の産業革命遺産」

橋成資産の端島炭坑 (軍艦島)

写真は「長崎と天草地方の漕伏キリンタン関連遺産」

構成資産の野崎島の集落跡   (撮影 日寄難― )

2 地域の将来を担い

支える若者の

人材育成プロジェクト

～奨学金返済アシストと

県立大学の充実～

全国より約50年早く人口減少が始まつた長障

県は、若者の県外流出に大きな危機感を持つて

います。そのため若者の奨学金返済を支援する

『奨学金返済アシス ト制度』を産業界と連携し

て創設し、大学新卒者の県内就職を促進します。

また、県立大学において実践的な教育等に取り

組み、地域に定着し地域の中核を担うリーダー

的人材育成を進めます。

『人財県長崎』として日本を元気にしていきま

日本の最西端
ながさきが目指す

国際展開プロジェクト

～長崎県の輸出拡大戦略～
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損金参入による
税負担軽減

約3割

新制度による
税控除

3割 税負担軽減効果が

寄附額の約 6害u(約 60万円)

新制度による税控除は法人住民税、法人事業税、法人税から、

合計で寄附額の3割まで控除できます。

※納税額に対する控除額の上限は、法人住民税法人税割20%、 法人事業税20%、 法人税5%です。

損金参入による
税負担軽減

約3割

アジアに近接する本県の地理的条件を活かし海洋

県長崎の基幹産業である水産業 (H29漁業・養殖

業生産量・産出額 全国2位 )を はじめとする本県

産品について、輸出拡大に向けた「情報発信」や「産

品ブランド化」、「輸出体制」の強化に取り組み、地

場産業の活性化による新たな雇用の機会を生み出

すことを目指します。

●長崎県では海外ニーズに対応した多種多様な水産物が輸出可能

です。

●特に日本一の生産を誇る養殖マグ回は、中国をはじめとして海

外での評価が非常に高く今後の輸出拡大が期待されています。

対象業種の
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寄附女寸象プロジェクトの概要

寄附額100万円の場合のイメージ

約4割
企業負担

奨
学
金

長埼県
単
●【増

す 。

写真は養殖クロマグロ 写真は水産物PRの様子



平成30年度の寄附実績

平成30年度は全国24社 から合計2,730万 円の寄附をいただきました。

枠 持1撃

れ1守 上ド沖・
‐  士ザオ杵″ 中ぱ  … 葛脇 ゴ監

Ⅲ■41奪
事

i

枠 ご支援いただきました企業様のご紹介 或言
.・

II子  平成30年度|こご寄附をいただきました皆様のご紹介です。       ⅢI
!1対                      (※ 公表について了承いただいた企業のみ掲載しています。)杵 11

帯憶、魯下記写真は令和元年度感
訂
状

覇冠甫写賃戸  壁早ギi彎 瀑 郊|―i■ⅢⅢl五 |‖当ド1囃ド十袢碧二i.Ⅲ Ⅲ    哺 ェh.帯長崎の宝物を世界と未来につなぐプロジェクト  …    210万 円

地域の将来を担い支える若者の人材育成プロジェクト ー 25310万 円

日本の最西端ながさきが目指す国際展開プロジェクト … … 210万 円

プロジェクト別 寄附額

ご支援いただいた全国の企業

福井県
・株式会社日本ピーエス

大阪府
・製缶陸運株式会社
・株式会社ナカガワ

・株式会社安井建築設計事務所

兵庫県
・株式会社カネミツ

・久原建築総合株式会社

福岡県
・岩田産業株式会社
・東亜建設技術株式会社
・トヨタL&F福岡株式会社
・林兼石油株式会社

熊本県

・ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリング株式会社

株式会社カネミツ 様 ツエーセミ]ンタ
｀`
クタマニユフアクチャリンク

｀`

株式会社 様
製缶陸運株式会社 様

東 京都
・株式会社アドバンテック
・アリアケジャパン株式会社
・ANAテ レマート株式会社
・信越石英株式会社

・中興化成工業株式会社
・チューリッヒ保険会社
・株式会社ニーズウェル

・株式会社メモリード・ライフ

神奈川県
・株式会社クリティックミッションジャパン
・伸和コントロールズ株式会社

株式会社ナカガワ 様 信越石英株式会社 様 チユーリッヒ保険会社 様

株式会社       ANAテ レマート     伸和コントロールズ
メモリード・ライフ 様     株式会社 様      株式会社 様
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※公表を了承いただいた企業のみ掲載しています(50音順)
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SONlr ソニーセミコンダクタマニュファクチャリンク株式会社
【企業HPはコチラ】

世界INo.1になろう

魏缶隆運オ来式会徹
【
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業HPはコチラ】

長崎県の発展・

活性化の一助に

公私共に、長崎に育んで頂き今日に至つています。感謝
申し上t堤Iさやかでございますが、長崎県の発展・活性化の
一助となれば幸いで談ゴいます。

私どもは、地球にやさしい「安心安全輸送」を基本に、

環境問題への対応にも積極的に取り組み、生産者と消費
者を繋ぐ陸上貨物輸送 (橋梁。上下水道などの社会インフ
ラ事業、発電所などのエネ,レギー事業の部材輸送)を通じ
て、明るく豊かな社会づくりに貢献して参ります。

【企業HPはコチラ】

株式会社ナカガワ

長崎の発展と

若者の人材育成に

1988年、当社は長崎県大村市に天かす。あt返工場

を開設致しました。以来30年、天かす。あt返の製造に

取り組み、長きに渡り長崎県と地域の皆様に大変お世話

になりながら、会社の成長・発展を遂t%事が出来ました。

今回、「地域の将来を担い支える若者の人材育成プロ

ジェクト」の趣旨に賛同し、更なる長崎の発展と若者の人

材育成に貢献出来れ1淀思い支援を決定致しました。今
後も長崎県の活性化に貢献するよう努めて参ります。

【企業HPはコチラ】

長崎の発展のために

学生時代を過乱 た長崎は私の第二の故郷です。

この長崎で志の高い方々を社員に迎え、Only―One製品を

開発・生産し、世界に供給していきたいと考え、長崎市茂木に

リサーチセンターと長山奇工場を建設しました。

これまでも多くの地元の優秀な社員の方々、地域の皆様方
に支えられて事業を進めてまいりました。当社は長崎県の「地

域の将来を担い支える若者の人材育成プロジェクト」を支援す
ることにより、微力ですが、長崎の発展に寄与していきたいと考
えています。

当社は、半導体製品の開発から、資材調達、製造、品質管
理、そしてカスタマーサービスに至るまでトータルオペレーションを実
現し、ソ三―の商品をプしクグラウンドで支える半導体製品を提供
しており、中でも、イメージセンサーは、世界No.1のシェアを言舎つて
います。

作つているモノカⅥ±界No.1であるならば、作Ξり手としても
〃
世界

No.1になろう
″
をモットーに社員の育成を大切な事業の1つと考

え、知識・技術の教育はもちろん、その土台となる人間力向上
にまで力を入れています。

本取組への参画を機に、地域と一体となり、今後、ますます育
成に注力し、弊社の潜 1生の尊 らず、地域活性に邁進していき
ます。

株式会社カネミツ
金光 俊明

代表取締役社長

ツ三…セミコンタ
｀`
クタ

T』フ

"財
脚

清水 照士

代表取締役社長

sfrκスⅣθttο tノP

製缶陸運株式会社
塚本 政治
代表取締役

株式会社ナカガワ
中川 和彦
代表取締役
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当社は1999年6月 に合成石英ガラスの基幹工場として佐世保市内のテクノパークに全
国で4番目となる工場を設立いたしました。

工場進出に際しては県、市からの多大なご支援を頂くと共に、優秀な新卒者やUターン
の方々を採用すること力絶きました。

長崎進出を決定してから22年目となる年に、本事業を通して「人材育成プロジェクト」に
参加できます事は大変光栄なことで有り、今後更なる貢献に努めてまいりたいと思っており
ます。        ―

【
=営

業HPはコチラ】

ZURICH
当社 (よ2015年に長崎市内にオフィスを開設し、自動車保険や医療保険、傷害保険の顧

客対応業務、事故受付、保険金査定/支払い業務を行つています。これまで、県内の大学新
卒者をはじめ地元の優秀な人材を積極的に採用しています。

今後も当社は「地域の将来を担い支える若者の人材育成プロジェクト～奨学金返済アシス
トと県立大学の充実～」への支援活動を通じて、コーポレートシチズンとしての責任をはたし、
長崎県の渚性化に貢献したいと考えています。
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【企業HPはコチラ】

鞘
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信越石英株 式会社

【企業HPはコチラ】

代表

霧縛亀詐
長

鞘

螂

コv夢4r空
落灘靴辞男事肇畢

当社は、創業50周年を迎えましたが、これまで長崎県の県北地域に工場を立地し、国
内の業容を拡大するとともに海外への事業もここ長崎県から展開して参りました。

起業当初から企業は「人」であり、人材の育成が会社成長のカギを握るという基本理念に
立ち、公益財団法人「岡田甲子男記念奨学財団」の設立をはじめとして、若者の教育、
人材育成に取り組んでまいりました。

この度、長崎県の将来を支える若者の「人材育成プロジェクト」の事業理念に賛同し、
支援することに決定いたしました。長崎県で優秀な「人財」を育て「ふるさと」の更なる発展・

繁栄に努力して参りたいと思います。

中興化成工業 【企業HPはコチ列

代表取締役 高原 芳信

当社は全国で保険販売を行つていますが、特に、親会社の創業の地である長崎県を
中心に、九州地区では福岡、佐賀、宮崎の各地区において、メモリードグ,レープと協業し
ながら地域の皆さんの安定のために事業展開を進めています。

当社は「地域の将来を担い支える若者の人材育成プロジェクト」の趣旨に賛同し、本プロ
ジェクトヘの支援を決定いたしました。長崎をさらに元気にし、活力ある地域社会の構築を、
当社およびグループ会社全体で支援できることを嬉しく思います。

株式会社

Ehuk口h 代表取締役社長

庄野 直之

当社は1963年に我が国初のふつ素樹脂の専門加エメーカーとして設立し、
翌年長崎県松浦市に工場を開設。以来50余年、ふっ素樹脂の専門加工から機能性プ
ラスチックの加工、自動車用エアプしグなどへと業容の拡大に努力して参りました。

現在は松浦市で5つの工場が操業しており、2018年には松浦市東部工業団地に
Fl松,甫工場ぬ竣 工しましました。これにより上也域の雇用哺蚤性化にさらなる貢献をして
参ります。

【企業HPはコチラ】

代表取締役社長

ANAテレマート株式会社   梶田 恵美 :子

2011年4月 、当社は長崎市神ノ島に新たに長崎支店を構えました。地方中核都市とし
て、県内において大学や短大などの教育機関が多くあり、安定的に人財供給が見込めるこ

とを期待して進出し、これまでも多くの優秀な人財が入社し、順調に発展を続けております。

今般、地元の若者の人財育成への支援に貢献出来る、長崎県による「地域の将来を担
い支える若者の人材育成プロジェクト」の趣旨に賛同し支援を決定いたしました。

今後とも当社は、長崎県内の大学新卒者をはじめとした優秀な人財を積極的に採用し
長崎県の活性化に貢献するよう努めて参ります。
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革≧1申和コントロールiズ株式会社 株式会社三―ズウェル

Nec,dsWdi

代表取締役社長 船津 浩三

【企業HPはコチラ】 【企業HPはコチラ】

代表取締役社長 幸島 宏邦

当社は、長崎県大村市で活動する企業として、地域活性化のために若者の活躍を支

援する取組みを大切にしています。

長崎県の益々の発展を担う若者を応援したい、という思いで「企業版ふるさ跡内税事

業」へ参加させて頂きました。これからも、地域とともに成長し、地域から憂される企業を

目指し、活動してまいります。

【企業HPはコチラ】

輸 借田産業琴無ゴ書社
代表取締役社長 岩田 章

TOYOTA 【企業HPはコチラ】

トヨタL&F福岡株式会社

代表取締役社長 金子 直幹

螂
O林兼石油株式会社

辮

蝉
CriticMission Japan Co.,Ltd.
株式会社 クリティックミッションジャパン

代表取締役社長 辻 高志

代表取締役 サII口 和孝

脳 会社日本ピーエス
NIPPON RS Cα.LTD.

代表取締役社長 有馬 浩史

壻
安 井 建 築 設 計 票 務 F~斤

代表取締役社長 佐野 吉彦

T▼γ&ItthOwtttiCη

靱

鞘

鶉

【企業HPはコチラ】

【企業HPはコチラ】

【企業HPはコチラ】

代表取締役 久原 不日仁

当社は、ネ申戸で起業してから35年になります。いつも故郷。長山奇のことを大切に思つてい

ます。美しい海、島々、教会群の世界遺産は私の誇りです。

いつまでも、自然を大切に培われた遺産を大切にして欲しいと願いながら神戸から応援を

しています。

【企業HPはコチラ】

H
【
=営

業HPはコチラ】

【
=営

業HPはコチラ】

辮

鞘 か 東亜建設技術株式会社

9

代表取締役社長 藤田 茂久 盤
10


