
神戸にあります！

「社会をよくする」お金の使い方

KOBE きふガイド

￥
あなたの1,000円が

社会を変える

神戸市

寄付でお金の流れを変える

寄付か納税か、選べる時代です
ＮＰＯ法人と認定ＮＰＯ法人。認定がつくと、寄付した人には税金が還付される「税制優遇」が受けられる、というのが

大きな違い。例えば、1万円を寄付すると、確定申告することで最大4,000円が税額から減額されます。この場合、寄

付者からすると、応援するＮＰＯに税金分を「回す」ことができるのです。公益財団法人・社団法人や社会福祉法人等

への寄付も、認定ＮＰＯ法人と似た税制優遇が受けられます。

寄付か納税か選ぶことができる、そんな時代がはじまっています。

発行

税制優遇の例

税制優遇の計算式

10,000円

最大4,000円

寄付金額

税額からの減額

（寄付金額-2,000円）×最大50％=減額金額

最大50％のうち、所得税（40％）部分は還付され、

あとの10％は地方税の翌年度納税額が減額さ

れます。

＊地方税部分の割合は、寄付者の居住地によって変わります。

ＮＰＯ法人の中でも、「多くの市民に支えられている」「運営組織・事業活動

が適正」「自ら情報を広く公開している」という視点から、９つの要件を満た

した法人が「認定」を取得することができます。神戸には、平成26年３月現

在８つの団体が認定されています。

阪神淡路大震災1.17希望の灯り　　  黄河の森緑化ネットワーク

市民活動センター神戸　　　　　　   認知症予防ネット神戸

西神戸トラウマカウンセリングルーム          コミュニティ・サポートセンター神戸

産業人OBネット（仮認定）　　　　　　　 デイ・ステーションたるみ・ともの家（仮認定）　

神戸にある認定ＮＰＯ法人

最新の認定NPO法人の情報は、神戸市のホームページ内「認定NPO法人のページ」をご確認ください

遺贈や不動産のご寄付まで、さまざまな社会貢献のお手伝

いをいたします。お気軽にご相談ください。

〒650-0022　神戸市中央区元町通6-7-9 秋毎ビル3階
T E L   078-380-3400 　／　F A X  078-367-3337
MAIL  hyogo@communityfund.jp
U R L   http://hyogo.communityfund.jp

公益財団法人ひょうごコミュニティ財団

神戸市 市民参画推進局 市民協働推進課
(協働と参画のプラットホーム)

制作／
問い合わせ

＊は税制優遇を受けられる団体です市民ファンドにも税制優遇を受けられるものがあります神戸にある市民ファンドの例

　定住外国人子ども奨学金

TEL　078-612-2402

中学卒業生で兵庫県内在住の外国にルーツを

もつ子どもたちに、高校進学のための奨学金支

援を行なっています。

＊公益財団法人コープともしびボランティア振興財団

TEL　078-412-3930

お互いに助け合い支え合う社会を目指しています。地域づくりに貢献

する、自発的な市民のボランティア活動を支援しています。

＊認定NPO法人市民活動センター神戸

TEL　078-367-3336
地域で活動する団体を経営支援や人材育成、ネットワークづくりなど

で支えています。福島も応援しています。

　NPO法人しみん基金・KOBE

TEL　078-230-9774
神戸を中心に活動する草の根市民活動を支援し、「市民主役の市民

社会」を目指しています。

＊六甲奨学基金
　（公益財団法人神戸学生青年センター）

TEL　078-851-2760
県下のアジアからの留学生への奨学金支援で、平和と友好の未来を

目指します。

＊公益財団法人ひょうごコミュニティ財団

TEL　078-380-3400
「何か社会のために役立てたい」という気持ちを全力で応援します。神

戸・兵庫のNPOのことならお任せください。

＊公益財団法人神戸文化支援基金

TEL　078-262-8058
兵庫県下で発表される若々しく創造的な芸術文化活動を支援し、豊

かな文化の土壌を築きます。

詳しくは、神戸の市民ファン
ドポータルサイト「Kifu KOBE」http://kifukobe.jp/

をご覧ください。

神戸市パートナーシップ活動推進寄附金

「ふるさと納税」による税制上の優遇措置が受けられます。

また、１万円以上寄付をしていただいた方に特典を進呈しま

す。詳細は神戸市ホームページをご覧ください。

http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/pskifu/



神戸にあります！

「社会をよくする」お金の使い方

お金を使って「自分が幸せ」は当たり前。

「自分も、他の誰かも、社会も幸せにする」、それがイマドキのお金の使い方。

そんな使い方ってあるの？

　ソーシャルマネー？？クラウドファンディング？？？

難しいことは言いません。

答えはカンタン、そう！寄付です。

社会起業家にならなくても、

忙しくてボランティアをはじめられなくても、

仕事をしていても、

社会を変えることができる。

それが寄付。

あなたの1,000円が、神戸や社会を変えるんです。

それって、ちょっとワクワクしませんか？

＊1 ＊2

＊1 ソーシャルマネー＝社会課題の解決につながるお金、寄付金など。
＊2 クラウドファンディング＝crowdは群衆。一般大衆に呼びかけて資金を調達する方法のこと。その形態により出資型、購入型、寄付型の３つに分けられる。



「寄付ってちゃんと使われるの？」「なんか大変そう…」「お金持ちじゃないとできない？」

いえいえ、そんなことはありません。

実際に寄付をされた３人の方に、質問しました。

神戸市内を拠点としている市

民活動支援団体が寄付を募

集していたので応じました。

お金の支援だけでなく、さまざ

まな方法で多くの団体を支援

しているNPO法人でしたので、

彼らを信頼し、用途はあえて限

定せずに託しました。

支援を受けた団体からメール

ニュースや報告が届くなど、活

動の様子が以前よりもよく分か

るようになりました。また、寄付

が現場に活かされているという

実感あり、良かったと思います。

どんなところに寄付したの？

寄付した理由は？

寄付してみてどうだった？

NPOを紹介するタウン誌の制作

プロジェクトがあり、その支援と

して寄付しました。

地域で活動しているNPOの人た

ちを多くの人に知ってもらい、

多くの支援が得られることで、

彼らの活動が更に活発になれ

ばと思いました。

仕事が忙しく地域の活動に直

接自分が関わることができなく

ても、寄付を通じて地元の活

動を支援することによって、自

分も地域をよくすることに貢献

できると感じました。

どんなところに寄付したの？

寄付した理由は？

寄付してみてどうだった？

地域のNPO法人の
プロジェクトに

子育てをテーマにした
市民ファンドに

市民活動を幅広く

支援する団体に

子ども、青少年に対する支援を

はじめ、幅広く地域の課題に対

して取り組んでいる市民ファン

ドに寄付をしました。

私自身も子育てをしています。

市民ファンドを通じて、私に代

わってより多くの子どもたちに

支援をしていただければと思い、

寄付を託しました。

寄付をしたことで、市民ファンド

からメールニュースをはじめい

ろいろな報告が届くようになり

ました。それによって、市民活

動が以前にも増して身近に感

じられるようになりました。

どんなところに寄付したの？

寄付した理由は？

寄付してみてどうだった？

寄付してみてどうだった？

体験者に聞いてみました！



NPOなどの団体NPOなどの団体

あなたのお金、どう活かす？

自分にあった寄付のカタチの見つけ方
寄付といえば赤十字や赤い羽根…、だけではありません。今は寄付先や目的も選べる時代。

神戸市内のＮＰＯ法人だけでも700以上が存在し、さまざまな分野で活躍しています。寄付ってどうするの？どこに寄付

すればいいの？そんな場合でも大丈夫。自分にあった寄付のカタチ、見つけてみよう！

自分の気になる社会課題など、それぞれの関心に合わせて

寄付するのがイマドキの寄付。自分の関心がどこにあるのか、

まずはちょっと考えてみます。

あなたの関心はどこ？？？
まずは、ちょっと考えてみる

子ども・青少年
女性
障がい者・高齢者
人権
医療・介護
多文化・外国人
食の安全・健康

芸術・スポーツ

自然・環境・いきもの

地域コミュニティ

被災者支援・復興

国際協力

政治・経済・行政

金額はいくらであれ、必ず団体の役に立つのが寄付。寄付先

の活動を後押しする、大きなチカラになります。もっと笑顔が

あふれる神戸に―。あなたの「もっとこうなれば」が少しずつ

実現します。

新しい「寄付」のしくみ

市民ファンドって？

人々からお預かりしたお金を、ＮＰＯや頑張っている小さな団体に、助成というカタチで橋渡しする

仲介役。寄付金をただ渡すのではなく、本当に必要なところに寄付金が回るよう助成先候補を

選考し、さらには、寄付金をしっかりと活かしてもらうための運営支援、アドバイスなども行ってい

ます。神戸でおすすめの寄付のカタチは大きく４つ。自分にあったものを

選びます。

寄付のカタチを選ぶ
あなたはどれにする？

社会や地域がよくなる
寄付すると…

子どもの問題が
気になるアートが好き

実は自然派週末は
スポーツ

さまざまなテーマで活動しています

それぞれの見つけ方それぞれのお金の流れ方４patterns

たとえば、あなたの1,000円はこんなことに使われます

寄付する人寄付する人

＊神戸の市民ファンド（例）は裏面へ

Think

寄付してみる
実際に…

Kifu KOBE
http://kifukobe.jp

市民ファンドをさがす
市民による市民のための新しい寄付のしくみとして近年注目を集める市民ファンド。実は

神戸は、市民ファンドが多数存在する、全国からみても先進的な地域なのです。市民ファ

ンドをさがすなら、神戸の市民ファンド情報が集まるポータルサイト「Kifu KOBE」が便利。

テーマを選んで寄付
気になるテーマ、関心のあるテーマを選んで寄付するこ

とで、そのテーマに沿った団体の活動を支えることがで

きます。

テーマごとの
市民ファンド

助成寄付
テーマA

テーマB

A

最近では、複数の寄付募集中プロジェクトをまとめた、寄付募集サイトも増えています。そ

んな中、神戸発の新しい寄付サイトとして注目されているのが「共感寄付」。神戸を中心

に兵庫県内の共感するプロジェクトに寄付できる仕組みです。税制優遇があるうえ、「いく

ら集まればこんなことができる」と明記されているわかりやすさも◎。

寄付募集サイトをみてみるプロジェクトに寄付
「この団体のこの活動（プロジェクト）に寄付する」という

選び方もあります。自分のお金の活かされ方を事前に

知ることができます。

A
プロジェクト

B
プロジェクト 共感寄付

http://kobekec.net/kyokan/

寄付B

どんな団体でも公益活動を行なう団体は寄付を募集しています。気になる活動があれば、

今すぐ団体のWEBサイトへ。ほとんどの場合、振込先などが掲載されています。寄付方法

がわからなければ、電話やメールで尋ねるのもＯＫ。団体が主催するイベントなどに参加

するという方法も。

団体の活動を詳しく知る団体に寄付
身近な団体や親しい団体に直接寄付をすることももちろ

ん可能です。A、B、Dの寄付を通じて新たに知った団体

に今度は直接、という方法も。

寄付C

寄付の方法は、寄付先によってさまざま。もちろん、直接活動

している人に渡しても。最近は、WEBサイトから気軽に寄付でき

ることが増えてます。　

〒
WEBから

銀行振込 郵便振替

クレジットカード

http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/pskifu/

助成団体については、神戸市が行なう公開企画提案会の内容などを踏まえて決定しま

す。

神戸市ホームページからアクセス

神戸市

助成寄付神戸市
パートナーシップ活動推進寄附金を通じて寄付

神戸市が行なう、市内のNPO等活動団体の助成金（パー

トナーシップ活動助成）を通じて活動を応援できます。

D

公募により決定

1

Try
3

Choice
2

4 こっからネット の場合

東日本大震災および原発事故によって避難、移住

してきた人たちの交流や、避難先の地域の皆さんと

仲良く理解を深め合うための情報発信などの活動

に使われています。新しい土地での生活再建をめざ

していくことを目的としています。

被災地から避難してきた人へ
新たな暮らしをよりよいものに

ウィメンズネット・こうべ の場合

配偶者からの暴力（DV）に遭った女性とその子どもの

ために一時避難所（シェルター）を用意し生活に必

要な食料や衣類を提供。再び社会に復帰するため

の寄り添った支援・心のケアとして気軽に立ち寄れ

る居場所をつくり、仲間づくりや子どもの学習支援等

を行っています。

DV被害の女性と子どもに
居場所づくりと社会復帰を支援

西須磨だんらん の場合

高齢者を主とした地域住民のための「居場所」とし

て、気軽に立ち寄れる集いの場作りを進めています。

趣味や学習の場としても活用していて、街の専門家

によるセミナーや趣味の教室、バザーや食事会など

楽しいイベントも随時開催しています。

地域の高齢者に向けて
外出の機会を増やす

Change

寄付募集機関
など

寄付募集機関
など


