
企業版ふるさと納税活用事業
～高知県吾川郡いの町～

12022.４.１ 現在

いの町は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。



まず・・・

いの町について

平成１６年１０月

伊野町、吾北村、本川村が合併

「いの町」が誕生。

面積：４７０．９７㎢

人口：２１，３７４人（R2国勢調査）

伊野 １９，１０３人

吾北 １，８７６人

本川 ３９５人
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■高知県の中央部に位置し、町の東南部は幹線道路
（国道33号）と鉄道（ＪＲ・とさでん交通電車）により県
都高知市と結ばれ、北部は愛媛県西条市と接し国道
194号と結ばれ、高知県の北の玄関口となっております。

■「清流日本一に輝いた仁淀川」と「四国三郎 吉野
川」、また石鎚国定公園に指定されている「瓶ヶ森」や
「寒風山」をはじめとして山・川の豊かな自然に恵まれ
ています。

■市街地からすぐ国道194号に入ると仁淀川と山里の
風景が広がります。仁淀川ではカヌー体験・アユ釣り・
キャンプ等のアウトドアレジャーが楽しめます。

■人と人との心のつながりやふれあいを大切にし、心の
豊かさを感じることのできるあったかい町です。

■「～子供たちの未来のために～教育のまち・子育ての
まち」将来の担い手となる“ひと”を育てていく町です。
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仁淀川
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奇跡の清流「仁淀川」は、水と川面までに広がる樹叢との神秘的な風景を楽しむことができます。



津賀谷の棚田

にこ淵

5



ＵＦＯライン

6

大瀧の滝

山荘しらさ



目指すまちの姿

“豊かな自然と心に出会えるまち・いの”

基本目標１
産業活性化と安定した雇用を創出する

基本目標２
新しい人の流れをつくる

基本目標３
結婚・妊娠・出産・子育ての希望を
かなえる、女性の活躍の場を拡大する

基本目標４
ひとが集う、安心して暮らすことが
できる魅力的な地域をつくる

４つの基本目標を地方創生の柱とし、各種事業を実施
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企業版ふるさと納税制度を通じ、
いの町の地方創生への応援をお願いします



基本目標１ 産業活性化と安定した雇用を創出する

若者が地域に残ることができるよう、産業振興「地産」と「外商」の取組みを併せて強化するとともに、その成果を「拡大再生産」に
つなげることで、産業活性化・雇用創出を図ります。

【目標】

産出額等の増加

農業産出額：Ｒ6 5億5,573万円以上（Ｈ30 5億3,043万円）

原木生産量：Ｒ6次 5万㎥以上（Ｈ30次 3万6,933㎥）

製造品出荷額等：Ｒ6 341億円以上（Ｈ30 304億円）

主要観光施設等の観光客入込数：Ｒ6 420,000人以上（Ｈ30 376,709人）

仁淀川、石鎚山系を観光資源とした
魅力ある観光メニュー開発

効率的な林内路網の整備・林業の成長産業化 農作物のブランド化、加工品の開発・商品化などによる地産強化

⑴地産の強化を図る

農・林業の振興・ものづくりや地元産業の振興
地産地消の徹底

⑵外商の強化を図る

観光振興

⑶雇用の創出

人財の確保・育成
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基本目標２ 新しい人の流れをつくる

いの町を『知り』『関わりをつくり』『移住につなげる』に取組み、新しい人の流れをつくることで人口の社会減少の抑制を目指します。

【目標】

人口の社会減の抑制

R2～R6の間、年平均145人減少まで抑制

（Ｈ27～Ｈ30の間の年平均164人減少）

ぷっくりハート応援大使
『ぷっくりハートちゃん』

『ぷっくりハート』とは・・・

ありのままの自分を好きだと感じること。自分のこと相手のことを
大切に思える気持ち。自尊感情が高まっているこころを、いの町で
は「ぷっくりハート」といいます。

いの町の特徴的な取組み！

『ぷっくりハートちゃん』とは・・・

いの町マスコットキャラクターのぷっくりハートちゃんは、いの町
のみんなが「ぷっくりハート」で笑顔になることを応援する妖精です。
そのために、いの町や人の良いところを見つけて、発信するために

活動しています。

自尊感情やコミュニケーション能力を育み高める『ぷっくりハートの人づくり』
を通じた、行きたい学校、帰りたい家庭、住みたいまちづくりにつながる事業

お試し滞在住宅の設置 空き家バンク制度の実施

⑴いの町を
知ってもらう

⑵いの町への
関わりをつくる

⑶いの町に
住んでいただく

ステップ①

ステップ②

ステップ③

情報発信
「関係人口」づくり

移住定住の促進
町外からの人財・企業の誘致

ステップアップにより
人の流れをつくる
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基本目標３ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる、女性の活躍の場を拡大する

誰もが希望の時期に子どもを産み育てやすい環境づくりの推進、働きながら子育てできるような女性の活躍の場を拡大することで、
出生者数の増加を目指します。

【目標】

出生者数の増加

R2～Ｒ６までの間、年平均118人にする。

（Ｈ27～Ｈ30の間の年平均110人出生）

地域子育て支援センターの様子
出会いイベントの実施といった結婚に
つなげるためのきっかけ作り

⑴誰もが希望の時期に子どもを産み育てやすい環境づくりの推進

独身者への総合的な出会い・きっかけ支援、妊娠・出産・子育て期に応じた切れ

目のない支援の推進

⑵女性の活躍の場を拡大する

働き続けられるための環境の整備 ～乳児保育・延長保育・一時預かり・病後

児保育事業への支援、放課後の子どもの居場所づくりと支援体制の充実～

結婚・妊娠・出産・子育てといったライフステージに応じた支援
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基本目標４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

小さな拠点の整備促進、地域の資源や特性を生かした産業支援、生活支援により、中山間地域の維持・創生を目指します。

【目標】

中心市街地商店街 新規開業事業所数増加

R６までの総数７事業所

集落活動センターの増設

Ｒ６までに３か所（現在２か所）

あったかふれあいセンター等の継続

拠点２か所・サテライト３か所整備をＲ６まで継続

吾北あったかふれあいセンターこころでの
体操の様子

集落活動センターの活動。
生まれ育った地域の維持・創生のため、奮闘しています！

路線バス等のきめ細かな移動手段の確保・維持
「健幸特使」川村明医師の
介護予防出前講座の様子

■中山間地域の小さな拠点「集
落活動センター」等の整備促進、

■地域の資源や特性を生かし
た産業づくり支援、生活支援

■中心市街地内の商店街通り
エリアでにぎわい創出事業を
展開

■若者流出を食い止め、まちな
かに活力を取り戻す取組の推
進強化
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令和３年度にご寄附いただいた企業版ふるさと納税は、このように活用しました。

■吉野川源流モニュメント登山道整備
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この他に、

■「吉野川」水源の森整備事業、森林（もり）づくり交付金事業

森林資源循環利用促進事業、森林を育てる人づくり事業、町有林整備事業

■いの町ＰＲ番組制作（令和4年6月から放送開始予定）

以上の事業に活用させていただきます。



事業例①

人が行き交うにぎわいのあるまちづくり

～中心市街地にぎわい創出事業～
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いの町の商店街がある中心市街地は、役場・銀行・病院・郵便局と
いった施設が立ち並び、古い街並みが残り、長年まちの顔としてにぎ
わってきた地域です。しかしながら、少子高齢化や郊外型の大型店舗
の出店などにより、商店街の利用者の減少するなど、商店街の活力
は低下傾向にあります。
平成３０年１２月に策定した「いの町中心市街地活性化計画」のアク
ションプランを実行していく中で、少しずつ新規開業者が増えにぎわ
いが生まれています。また、若手の事業者を中心に新たなコミュニティ
が立ち上がり、商店街イベントの展開や空き店舗・空き家と開業希望
者とのマッチングを行う取り組みを進めています。
この事業では、開業希望者が開業をしやすい環境を整備し、新規出
店者の増加、人が集まる場づくり、商店街の売り上げの向上等により
交流人口の増加を目指します。

【数値目標】
・中心市街地への新規出店者数：6店舗（令和５年度までに）
・商店街の通行量増：平日909人、休日686人（令和５年度までに）
・商店街売上増：655百万円（令和５年度までに）

分野 産業振興・まちづくり 事業費 13,254千円

事業説明



事業例②

「吉野川」水源の森整備事業、森林（もり）づくり交付金事業

森林資源循環利用促進事業、森林を育てる人づくり事業、町有林整備事業

町面積の９割が森林におおわれている「いの町」。
森林・林業の活性化なくして「いの町」の活性化はありません。清流を育む森、
土砂災害を防ぐ森、二酸化炭素を吸収し蓄える森を守り育て、そして、木材と
して利用する資源循環型社会の構築に向け次の事業を展開しています。

森林の持つ水源涵養機能
の働きを発揮させるため
に、間伐や森林作業道整
備への支援を実施します。

➢ 森林（もり）づくり交付金事業

持続可能な森林経営の実現に向け、
苗木植栽等の森林を造成する作業
への支援を実施します。

➢ 「吉野川」水源の森
整備事業

自然に優しい素材で
ある木材の生産を促
進するため、植栽が
約束されている皆伐
施業への支援を実施
します。

森林を守り育てる
人たちの移住定住
を促進するため、
林業従事者育成研
修修了者を対象に
支援を実施します。

➢ 町有林整備事業

➢ 森林を育てる人づくり事業

奥地の水源地域にその多くが所在してい
る町有林の適正な管理経営を実施します。

分野 林業振興 事業費 153,000千円

事業説明
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➢ 森林資源循環利用促進事業



事業例③

地域資源を活かしたアウトドアコンテンツ造成事業

（登山道・歩道維持整備事業）

愛媛県との県境付近は西日本最高峰「石鎚山」の主峰とする石鎚山系の名山を多く有して
おり、石鎚国定公園に指定されています。これらの山々は、暖温帯から亜寒帯まではっきりとし
た垂直分布を見せる森林、希少な固有種を含む高山植物と野生動物の宝庫であり、四季を
通じて登山をはじめ様々なアクティビティや景色を楽しむ観光客が多く訪れています。
また、「グリーン・パークほどの」には東滝、西滝、権現滝、大樽の滝４つの滝があり、それぞれ
の滝の落差は50～100ｍに及びます。これらの滝は約４㎞にわたって東西に連続し、急斜面
の標高差が約５００mに及ぶところもあり、規模は四国随一といえます。また、程野の下流部に
は美しい娘と大蛇伝説の舞台となった神秘的な青い滝つぼで、光りの量や角度によって刻一
刻と印象が変わる「仁淀ブルー」を代表するスポット「にこ淵」があります。
これら観光資源に来訪者が安全で安心してアウトドアを楽しんでいただくことを目的に登山
道や歩道を整備・維持することで、受入態勢の強化を図ります。

また、いの町においては、愛媛県西条市、久万高原町、高知県大川村及び民間会社との共
同出資による第３セクター方式の地域観光会社「ソラヤマいしづち」を設立し、県境を跨いだ
１市２町１村における観光産業を創出することで、地域外からの誘客を図り、地域活性化に向
けた取り組み、登山やトレッキング、サイクリングなどを掛け合わせた、いしづちエリアならでは
のアウトドア旅行商品の開発を目指しています。

【数値目標】
・観光入込客数：1,０００人（令和５年度までに） ・旅行消費額：10,000千円（令和５年度までに）

分野 観光振興 事業費 10,816千円

事業説明
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事業例④

波川地区 かわまちづくり

令和３年８月２０日に
国土交通省から登録を受けました。

分野 観光振興・まちづくり 事業費 100,000千円

事業説明

【ハード施策の方針・メニュー】

①観光利用を促進するための機能や施設の拡充
・不足している河川敷駐車場を拡張整備する。
・利用者のためのトイレを整備する。
・来場者を誘導するためのサインを充実する。

②「木漏れ日公園」区域の多面的利用の促進
・森空間を体感するための利用スペースを整備する。
・多面的に利活用するための基盤を充実する。
・河原への親水性を高める低水護岸を整備する。

【ソフト施策の方針・メニュー】

①仁淀川流域の連携観光の充実
・仁淀川の新鮮な観光情報を常時発信する。
・上下流との連携によって利活用を促進する。

②波川公園の魅力を体感できるイベント開催
・「銀橋マルシェ」等を拡大して開催する。
・主催イベント、誘致イベントを充実する。

③地元地域と連携した管理運営
・地元などの協力によるきめ細かな維持管理を行う。

波川地区かわまちづくりによって期待できる効果

①仁淀川流域全体の地域活性化 ②波川地区の利用者の増加

いの町が目指す『自然環境を活かしたまちづくり』の重要拠点とするため、
下記のソフト・ハードの施策を展開します。
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事業例⑤

いの町ＰＲ番組制作

新型コロナウイルス感染症拡大により、人々のライフスタイルも大きく
変わり、地方移住に関心が高まっています。地方移住の選択肢を「い
の町」へ向け、いの町への大きなひとの流れにつなげていくためには、
恵まれた自然環境や地域の魅力を高め、人を惹きつける魅力を発信
していくことが重要です。
大手不動産会社の移住満足度調査《高知県版》では、『静かさ・イ
メージ』が高く評価され、いの町が２０２０年、２０２１年と２年連続で第
１位、そして街の幸福度ランキング2021（高知県版）でも第１位に輝
きました。いの町は「住みここち」「自然環境」ともに、人を惹きつける
ポテンシャルが高い町と言えます。このポテンシャル・魅力を伝えるPR
番組を制作し、高知県内はもとより、日本国内外に発信することで、
大きな人の流れをつくり、ひいては産業活性化を図る事業です。

【番組】
◇いの町ならではの魅力を、「食」「自然」「文化」「人」などにカテゴリー分け
し、地上波放送で約６か月の間、週一回程度放送。
◇放映後、YouTubeで配信（気軽に手軽に視聴可能）
◇高知県観光大使、いの町観光大使も出演

分野

事業説明

情報発信・産業振興 事業費 5,000千円
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事業例⑥

ぷっくりハート育成推進事業

この事業では、子どもをはじめとする一人一人の自尊感情
やコミュニケーション能力を高め、主体性を持ち多様性の受け
入れ、何事にも挑戦することができる人づくりを図るとともに、
行きたい学校、帰りたい家庭、住みたいまちづくりにつながる
事業を展開しています。
自尊感情が高まっている状態を本町では「ぷっくりハート」と
表しており、これを育むために『菊池省三氏』に教育特使を委
嘱し、菊池先生による「価値語」「成長ノート」「ほめ言葉の
シャワー」といった独自の教育、保育園、幼稚園、認定こども園、
学校で実践しています。

ぷっくりハート応援大使
『ぷっくりハートちゃん』

菊池省三氏による菊池学園事業

『ぱぱぱぱ ぴぴぴぴ
ぷっくりハート体操』

ボーカルでいの町観光大使モリナオフミさ
んが所属するバンド「フラチナリズム」さん
の楽曲に、町内の幼稚園・保育園の先生方が
振付を考えました。

分野 人材育成・まちづくり 事業費 12,342千円

事業説明
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ホームページ
YouTube

（ぷっくりハート体操）
インスタグラム



事業例⑦

移住定住促進事業 ハッピーいの町ターン

子育て世代の町外への流出、少子高齢化が加速し、特に中山間地域に
おいてはこれが顕著で、集落の維持・存続にも大きく影響を与えています。
一方で、いの町は日本一の清流である仁淀川、西日本最高峰である石
鎚山系から連なる山々といった豊かな自然を有しており、これを魅力に感
じ、都市部から移住される方もいます。
この事業では、移住専門相談員の設置・空き家バンク制度の実施による
受入体制の強化、情報発信を行い、移住支援と定住人口の増加を目指し
ます。

分野 人口減少抑制 事業費 16,527千円

事業説明

■移住応援サイト『ハッピーいの町ターン』からの情報発信 ■空き家バンク物件紹介
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事業例⑧

地域子育て支援拠点事業

令和2年3月に策定した「第2期いの町子ども・子育て支援事業計画」
において、婚姻数の減少、核家族化の進行が顕著にみられ、また、女性
の年齢別就業率をみると、30～34歳で低くなっており、子育てを機に仕
事を辞めていることが考えられます。一方で、全国や高知県と比べると、
女性の就業率は高くなっており、働きながら子育てをしている女性が多
いことがわかります。
この事業では、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所（地域
子育て支援センター「ぐりぐらひろば」）を開設し、子育てについての相
談、情報の提供、子育てに関する講習等を行っています。また、子育て世
代だけでなく、妊婦さん対象の「プレママほっとルーム」を開設するなど、
妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行っています。今後も来所
者を温かく迎え、親子の交流を促進したり、悩みを抱えている保護者へ
の相談活動を行うことで親子を支援します。

【活動内容】
１．子育て家庭の交流の場の提供と交流の促進
２．子育て等に関する相談・援助の実施
３．地域の子育て関連情報の提供
４．子育て及び子育てに関する講座や集いの実施
５．子育てサークル、ボランティア等の育成・支援

ぐりぐらひろば

分野 子育て支援 事業費 17,847千円

事業説明
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事業例⑨

出会いのきっかけ支援

希望する誰もが、安心して結婚できるよう、出会いのきっかけ作りだけ
でなく、町の地域資源を活用することで町の魅力も体感いただくことを
コンセプトとし、企業や団体とタイアップした出会いイベントを実施します。
いの町は、出会いを求める独身男女のみなさまに、少しでも力になれる
よう出会いの機会を提供します！！

■これまでの開催実績
【第１回】令和元年９月１日
参加者数：男性９名 女性７名
内容：紙漉き体験、生姜シロップを使ったカクテル作り・夕食交流
マッチング成立数：１組

【第２回】令和元年１１月１０日 本川地区開催
参加者数：男性１０名 女性９名
内容：木の根ふれあいの森遊歩道を活用したバーベキュー食材争奪ゲーム
バーベキュー交流

マッチング成立数：３組

【第３回】令和２年９月２７日 吾北地区開催
参加者数：男性６名 女性６名 ※新型コロナウイルス感染防止のため規模縮小
内容：キャンドル作り・スイーツ交流
マッチング成立数：３組

分野 結婚支援 事業費 400千円

事業説明
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事業例⑩

公共交通

22

路線バス、町営バス、デマンド式乗合タクシー、交通空白地有
償運送など、地域の実情に即した様々な交通手段の運行により、
市街地から中山間地域に至るまで、きめ細かな移動手段の確
保・維持に努めると共に、使いやすく安心して利用できる公共交
通を作るため、待合環境の改善や交通マップの作製、バスの乗り
方教室の開催などより、誰もが住みやすい町をつくります。

分野 生活支援 事業費 51,000千円

事業説明



ご寄附いただいた企業様については、下記の方法で公表しＰＲさせていただいております。
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いの町ホームページでの公表 いの町広報誌での公表

また、手すき和紙の感謝状を贈呈させていただいております。いの町ホームページ
QRコード



～寄附の流れ～
※寄附いただいた企業様には、こちらで事業の効果検証を
行った後、成果を報告させていただきます。

企業様

寄附の検討
・
申込

いの町

事業実施

企業様

寄附金
払込

いの町

寄附金受領
・

領収書交付

①事業例をご確
認いただき、どの
基本目標のどの
事業に寄附する
か、企業様が寄
附意向を決定

企業様

寄附の申込

②寄附決定後、
企業様から、いの
町に寄附申出書
を提出

③いの町が地
方創生事業を
実施

④企業様が
いの町に寄附
金を払込

⑤寄附金受領
後、領収書を
交付

⑥企業が、国・
所在する自治
体に税の申告

⇓
税額控除

企業様

税の申告

企
業

企
業

企
業

寄附
申出書

※寄附金は各年度事業費に充てます。
事業費は変動する場合がありますので、確定した事業
費・受領可能な寄附額については、担当者からお知らせ
します。

※総合政策課にご連絡いただきましたら、
寄附申出書を送付いたします。

必要であれば、い
の町の地方創生
の取組み内容な
どの説明もいたし
ます。
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寄附の申込み・ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

いの町総合政策課 088-893-1112

・法人関係税において、大きな軽減効果を得ることができます。（最大で寄附額の約９割が軽減！！）
・地域に寄附を行うことで、社会貢献に取り組む企業としてのＰＲ効果（ＳＤＧｓの達成など）が期待できます。
・企業版ふるさと納税を通じた連携により、町と企業との間で、新たなパートナーシップ構築の可能性が広がります。

企業版ふるさと納税における企業様のメリット

寄附の要件

・対象となる寄附は、１０万円以上です。
・寄附できる企業様は、いの町外に本社（地方税法における「主たる
事業所及び事業所）」がある企業様です。
・寄附の見返りとなる経済的利益供与は禁止されております。
・各年度事業費を超える寄附額の受領は禁止されております。

企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の概要

地方自治体の行う地方創生の取組み（企業版ふるさと納
税活用事業）に対して、企業が寄附という形で応援した場
合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
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