
新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)で 困(こま)っ
ている人(ひと)や 頑張(がんば)っている人(ひと)に 応援
(おうえん)の 言葉(ことば)や 寄付(きふ)を 受(う)け付
(つ)けています   
 

 新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)の 病気(びょうき)が これ以上

(いじょう) ひどくならないように 外(そと)に 出(で)ないように 皆(みな)さ

んに お願(ねが)いしています 

 これからも この状態(じょうたい)が 続(つづ)くので 病院(びょういん)など

で 働(はたら)いている人(ひと)や 福祉(ふくし)施設(しせつ)で 働(はたら)い

ている人(ひと)など 頑張(がんば)ってくれている人(ひと)に 応援(おうえん)の 

言葉(ことば)を 募集(ぼしゅう)しています 

 皆(みな)さんから 送(おく)って もらった言葉(ことば)は  市役所(しやくし

ょ)の ホームページ(ほーむぺーじ)や フェイスブック(ふぇいすぶっく)や ツイ

ッター(ついったー)などを 使(つか)って たくさんの 皆(みな)さんと 共有(き

ょうゆう)します 

 皆(みな)さんが 送(おく)ってくれた 言葉(ことば)は 病院(びょういん)や 

施設(しせつ)や そのほかで 頑張(がんば)ってくれている人(ひと)たちに 届(と

ど)けます 

 いつも 頑張(がんば)って くれている人(ひと)たちに 感謝(かんしゃ)や 応

援(おうえん)の 気持(きも)ちを つたえましょう 

 

応援(おうえん)の 言葉(ことば)は 下(した)に 書(か)いてある 応募(おう

ぼ)フォーム(ふぉーむ)や 郵便(ゆうびん)でも 受付(うけつけ)します   

 

ふるさと納税(のうぜい)の サイト(さいと)から 寄付(きふ)の 申(もう)し込

(こ)みと 一緒(いっしょ)にすることも できます 

  

寄付金(きふきん)については 申(もう)し込(こ)みのフォーム(ふぉーむ)や 郵便

(ゆうびん)のほかに ふるさと納税(のうぜい)サイト(さいと)からも できます 

 この寄付金(きふきん)には お返(かえ)しの 品物(しなもの)は ありません 

 新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)の 病気(びょうき)が はやく 

大丈夫(だいじょうぶ)に なるように みんなで 一緒(いっしょ)に 頑張(がん

ば)りましょう 

 

 



応援(おうえん)のことば   

 

お金(かね)を 寄付(きふ)するとき 

 
 

ふるさと納税(のうぜい)で 寄付(きふ)と 言葉(ことば)を おくるとき 

 

 

新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)のために 送(おく)ってもらった 

お金(かね)の 使(つか)いかた   

・新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)か どうかを 調(しら)べるため   

・マスク(ますく)や 消毒液(しょうどくえき)や 防護服(ぼうごふく)などを 買

(か)うため 

・子(こ)どもが 家(いえ)で 勉強(べんきょう) できるようにするため   

・中小企業者(ちゅうしょうきぎょうしゃ)などが 借(か)りている 建物(たてもの)

の お金(かね)を 支援(しえん)するため   

・会社(かいしゃ)や 店(みせ)を やっている人(ひと)を 支援(しえん)するため   

 このほかにも 新型(しんがた)コロナウイルスで 困(こま)っている人(ひと) 

を助(たす)けるために 使(つか)います 

 

応援(おうえん)のことば   

皆(みな)さんから 新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)の 病気(びょう

き)が これ以上(いじょう) ひどくならないように 頑張(がんば)って くれてい

る人(ひと)に 感謝(かんしゃ)や 応援(おうえん)の 言葉(ことば)を 受(う)け

付(つ)けます 

https://www.city.funabashi.lg.jp/enquete/message.html   

上(うえ)に 書(か)いてある 応募(おうぼ)フォーム(ふぉーむ)や 手紙(てがみ)

や FAXで 受(う)け付(つ)けます   

 

https://www.city.funabashi.lg.jp/enquete/message.html
https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/004/p079465.html#form
http://www.furusato-tax.jp/city/donation/12204


郵送(ゆうそう)するとき   

〒273-8501 船橋市役所(ふなばししやくしょ)政策企画課(せいさくきかくか) あ

て 

FAX 047-436-2058 

 皆(みな)さんから 送(おく)ってもらった 言葉(ことば)は  市役所(しやくし

ょ)の ホームページ(ほーむぺーじ)や フェイスブック(ふぇいすぶっく)や ツイ

ッター(ついったー)などを 使(つか)って たくさんの 皆(みな)さんと 共有(き

ょうゆう)します 

 皆(みな)さんが 送(おく)ってくれた 言葉(ことば)は 病院(びょういん)や 

施設(しせつ)や そのほかで 頑張(がんば)ってくれている人(ひと)たちに 届(と

ど)けますす 

 

寄付(きふ)について 

下(した)に 書(か)いてある 方法(ほうほう)で 受付(うけつけ)します   

１ ふるさと納税(のうぜい)サイト「ふるさとチョイス」を使(つか)うとき 

・ふるさとチョイスの 千葉県(ちばけん)船橋市(ふなばしし) を 選(えら)ぶ 

・お礼(れい)の品(しな)不要(ふよう)の 寄付(きふ)をする を 選(えら)ぶ 

・寄付金(きふきん)の 使(つか)い道(みち)は 新型コロナウイルス(しんがたこ

ろなういるす)感染症(かんせんしょう) を 選(えら)ぶ   

・申(もう)し込(こ)みに 関(かん)する 備考(びこう)に 応援(おうえん)の 言

葉(ことば)を 書(か)き込(こ)む   

寄付金(きふきん)は クレジットカード(くれじっとかーど)や ペイジー(ぺいじ

ー)や ネットバンキング(ねっとばんきんぐ)と コンビニエンスストア(こんびに

えんすすとあ)などで 支払(しはら)いが 選(えら)べます   

 

２ 下(した)に 書(か)いてある フォーム(ふぉーむ)を 使(つか)うとき 

 下(した)に 書(か)いてある ＵＲＬを クリック(くりっく)して 専用(せんよ

う)の 申(もう)し込(こ)み書(しょ)に 書(か)いてください 

 あとで 市役所(しやくしょ)から お金(かね)を 払(はら)うための 手紙(てが

み)を 送(おく)ります 

 

３ 郵送(ゆうそう)か ＦＡＸを 使(つか)うとき 

下(した)に 書(か)いてある ＵＲＬを クリック(くりっく)して ダウンロー

ド(だうんろーど)した 寄付(きふ)申出書(もうしでしょ)を 書(か)いて 市役所

(しやくしょ)の 政策企画課(せいさくきかくか)に 郵便(ゆうびん)で 送(おく)

るか ＦＡＸしてください   



〒273-8501 船橋市役所(ふなばししやくしょ) 政策企画課(せいさくきかくか) あ

て 

FAX 047-436-2058 

 あとで 市役所(しやくしょ)から お金(かね)を 払(はら)うための 手紙(てが

み)を 送(おく)ります 

 

４ 市役所(しやくしょ)に来(き)て払(はら)いたいとき 

 新型コロナウイルス(しんがたころなういるす)の 病気(びょうき)が これ以上

(いじょう) ひどくならないためには ふるさと納税(のうぜい)サイト(さいと)や 

郵便(ゆうびん)や ＦＡＸを 使(つか)ってください 

 市役所(しやくしょ)で 払(はら)いたい ときは はじめに 市役所(しやくし

ょ)の 政策企画課(せいさくきかくか)に 電話(でんわ) してください 

受付時間(うけつけじかん) 午前(ごぜん)９時(じ)から午後(ごご)５時(じ)   

電話番号(でんわばんごう)047-436-2101   

土曜日(どようび)や 日曜日(にちようび)と 祝日(しゅくじつ)は 休(やす)みで

す   

 

 

寄付金(きふきん)控除(こうじょ)等(とう)について   

個人(こじん)で 寄付(きふ)を したときには 個人(こじん)の 所得税(しょと

くぜい)や 住民税(じゅうみんぜい)から ２，０００円(えん)を 超(こ)えた分(ぶ

ん)について 税金(ぜいきん)を 払(はら)ったことと 同(おな)じように するこ

とが できます   

税金(ぜいきん)を 払(はら)ったことに するためには 確定申告(かくていしん

こく)という 手続(てつづ)きが 必要(ひつよう)です   

詳(くわ)しいことは  

ふるさと納税(のうぜい)ポータルサイト(ぽーたるさいと) 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/fur

usato/mechanism/deduction.html 

国税庁(こくぜいちょう)のホームページ(ほーむぺーじ) 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 

などを見(み)てください   

 

会社(かいしゃ)などの 法人(ほうじん)が 寄付(きふ)したときは 損金(そんき

ん)として 処理(しょり) することができます    

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm


詳(くわ)しいことは 国税庁(こくぜいちょう)の ホームページ(ほーむぺーじ) 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm  などを

見(み)てください   

 

ファイルダウンロード(ふぁいるだうんろーど) 

寄付申出書(きふもうしでしょ) 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/004/p079465_d/fil/moushidesh

o.doc 

 

 

 日本語(にほんご)が よくわからない人(ひと)や 自分(じぶん)の 国(くに)の言

葉 (ことば)で 話(はなし)をしたい人(ひと)は 船橋市外国人総合相談窓口（ふな

ばしし がいこくじんそうごうそうだんまどぐち）に連絡(れんらく)してください 

船橋市外国人総合相談窓口（ふなばしし がいこくじんそうごうそうだんまどぐち） 

電話（でんわ）：０５０－３１０１－３４９５ 

午前(ごぜん)９時(じ)から午後(ごご)５時(じ) 

土曜日(どようび) 日曜日(にちようび) 祝日(しゅくじつ)は 休(やす)みです  

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

