税制上の優遇措置

お問い合わせ・お申込み

秋田大学みらい創造基金事務室

【法人からのご寄附】

（総務企画課内）

〒010-8502 秋田市手形学園町1-1
ＴＥＬ
：018-889-3266 ＦＡＸ
：018-889-2219
Ｅ－ｍａ
ｉ
ｌ
：kikin@jimu.akita-u.ac.jp
URL：http//www.akita-u.ac.jp/honbu/ed_fund/index.html

秋田大学みらい

法人からのご寄附につきましては、法人税法上の全額損金算入
を認められる寄附金として財務大臣から指定されております。し
たがって、ご寄附いただいた寄附金は、法人の所得から控除され、
税法上の優遇措置を受けることができます。

【個人からのご寄附】

検索

１．
所得税控除
＜切り取り線＞
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秋田大学みらい創造基金の概要

（１）所得控除 ※全てのご寄附が対象となります。
寄附金額（その年の総所得金額の40％を上限）から2,000円を
引いた額について、課税所得金額に応じた所得税率を乗じた金額
が控除されます。（所得控除後に税率を掛けるため、所得税率の
高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。）
所得税の軽減額 ＝（寄附金額－2,000円）
×所得税の税率
（２）税額控除
寄附金額（その年の総所得金額の40％を上限）から2,000円を
引いた額について、一律で40%を乗じた金額が控除されます。
（所得税率に関係なく、所得税額から直接控除されるため、小口
の寄附に対して減税効果の大きい制度です。 控除額は、その年の
所得税額の25％が上限となります。）
※特定基金（修学支援事業寄附金）へのご寄附のみが対象となります。

所得税の軽減額＝
（寄附金額－2,000円）
×一律40%

２．
住民税控除
都道府県・市町村が条例で秋田大学を指定している場合、寄附金
額（その年の総所得金額の30％を上限）から2,000円を引いた額に
ついて、税額控除を受けることができます。
住民税の軽減額
・県民税の軽減額＝
（寄附金額－2,000円）
×4％
・市民税の軽減額＝
（寄附金額－2,000円）
×6％

３．
優遇措置を受けるための手続きについて

行

本学では、寄附金の入金確認後、ご寄附いただいた方へ「領収
書」を発行しておりますので、この書類を添えて所轄の税務署で
確定申告を行ってください。
なお、特定基金（修学支援事業寄附金）へご寄附いただいた方
におかれましては、「領収書」とともに本学が税額控除の対象法
人であることの「証明書（写）」を送付いたしますので、確定申
告の際に、寄附者ご自身で「所得控除」または「税額控除」を選
択のうえ、手続きをお願いいたします。

秋田大学
みらい創造基金

秋田大学は、多くの皆様からご協力いただいた「秋田大学教育研究支
援基金」を引き継ぎ、平成26年11月に「秋田大学みらい創造基金」を創
設いたしました。
本基金は、全学的な事業を支援する「一般基金」と、使途を特定した
「特定基金」で構成され、現在、企業・団体や個人の皆様など多くの
方々にご支援をいただいております。本基金は、教育・研究による社会
への貢献という本学の使命を果たすための大きな支えとなっており、今
後一層の拡充を図りながら、有効に活用させていただきます。

秋田大学みらい創造基金の構成
一般基金

～秋田大学の発展のため、
皆様のご協力をお願いいたします～

応援してください
「秋田大学みらい創造基金」
秋田大学のキャンパスに集う５０００人余の学生たち。
日々、成長を続ける彼ら・彼女たちの姿は「秋田」の未来に
つながっております。学問の場を守り、学生たちの探究心を
育てる責務を担った学長として、一人でも多くの皆様に思
いを共有していただき、支援の輪に加わっていただくことを
心からお願い申し上げます。
秋田大学は、「秋田」の地と共にあります。大学に与えら
れた大きなミッションは、地域への貢献。秋田の未来を育
む一助を担うことが、我が大学の存在価値でもあります。
それは教育・研究を通じた人づくりしかありません。
激動する今に立ち、次への道を探る。秋田大学は今、
様々な分野で果敢に挑戦を続けています。それは、誇れる
秋田を守り、育てていく挑戦でもあります。
秋田大学みらい創造基金を通じて、「秋田」の応援団に
加わっていただきたく願っており
ます。私たちは基金に込められた
思いをしっかりと受け止め、責任
を持って学問の場を守り、そこに
集う若者をより魅力ある「人」に
育てます。

秋田大学長

山本

文雄

大学全体の活動を広く支援する基金です。
６分野の事業に
活用いたします。

1

教育の質の向上及び研究の推進支援

2

学生への奨学金等支援

3

教職員・学生等の国際化・文化・社会活動等支援

4

卒業生・産業界等との連携支援

5

学部等への支援

6

施設・環境整備の充実

特定基金
寄附者様に使途を特定いただき、各学部等が実施する事業を
支援する基金です。ご寄附の際に支援したい寄附金をお選び
ください。

病院寄附金

理工学部寄附金

国際資源学部寄附金

附属学校園寄附金

教育文化学部寄附金

修学支援事業寄附金

医学部寄附金

※お申込の際に「寄附目的」のご指定がない場合は、「一般基金」として取り扱
わせていただきます。
またご寄附の使途は、
「寄附目的」の選択によってお申込いただくため、より
詳細に限定していただくことはできません。

みらい創造基金による事業
皆様からのご寄附による事業の一部をご紹介します。

学業奨励金表彰

ご寄附のお願い

留学生支援
秋田大学で学ぶ留学生の支援として、日本語教育教材の整備や、
日本の文化を体験する農家民泊体験への参加補助、外国人留学生が
加入する住宅保証保険加入料の一部補助等を行っています。

みらい創造基金による学生の修学支援として、成績優秀者を表彰
し、
学業奨励金
（100,000 円 /１名）の給付を行っています。
対象となるのは卒業年次を除く学部学生 15 名で、学業成績が優
秀かつ人物優秀と認められる学生を各学部長が推薦し、学生支援総
合センターにおいて被表彰者を決定しています。

1,000円
● 法人の方：一口 10,000円

● 個人の方：一口

本基金の趣旨をご理解いただき、何卒複数口のご協力をお願いいたし
ます。
また、継続的なご寄附もお待ちしております。寄附者様のご都合に合
わせた寄附方法・金額の設定が可能ですので、詳細は基金事務室へお問
い合わせください。

寄附の申込み・払込方法

＊平成２８年度被表彰学生からのメッセージ
（一部抜粋）
・ご寄附いただきありがとうございます。学校の教員になると
いう目標をかなえるべく、今後も授業や実習、ボランティアなど
に励み、様々な経験を積み重ねていきたいと思います。
・この度は、成績優秀者として表彰いただき、誠にありがとう
ございました。私は作業療法士を目指し、今まで勉学に励んでき
ました。ここでしか学
べないことをたくさん
学び、この秋田大学に
入学して本当に良かっ
たと感じています。今
後も秋田大学の学生
としての 誇りを 忘 れ
ず、秋田県に貢献でき
るよう、精進していき
たいと思っています。
平成28年度表彰式

日本語教育の多読学習用教材

家庭事情等の経済的な理由により一時的に必要となる学資及び
生活費の支弁が困難な学生に対し、無利子で支援金を貸与する制度
を実施しています。
学生本人からの申請と指導教員からの推薦書、返還計画書に基づ
いて審査・面談のうえ、支援者を決定し、支給しています。

病院寄附金（特定基金）による病院内環境整備及び病院備品の充
実として、主に外来患者さんやご家族の方がご使用になる備品の充
実と、待合室及びトイレの環境整備を行いました。

留学中の一コマ

●本学ホームページ、広報誌「アプリーレ」へご芳名掲載

【個人 5 万円以上、
法人 50 万円以上ご寄附いただいた方】
●体験聴講（本学開講講義の聴講）

【個人 10 万円以上、
法人 50 万円以上ご寄附いただいた方】

●銘板へご芳名掲載
●広報誌「アプリーレ」の送付（３年間～）、広告掲載（法人のみ・１年間）
●感謝の集いへのご招待
●感謝状の贈呈

【 個人 100 万円以上、法人 500 万円以上ご寄附いただいた方】
●記念プレートの贈呈

【振込による寄附】

＜切り取り線＞

添付の申込はがき（寄附申込書）または秋田大学みらい創造基金ホーム

●

り込みの場合、手数料は本学で負担いたします。）

【クレジットカードによる寄附】

トイレに設置した
ペーパーホルダー

ベビーカーと
ショッピングカート

アクティブ・ラーニング指導法実習室の整備
教育文化学部寄附金（特定
基金）により、学校現場に近い
環境でアクティブ・ラーニン
グの指導法の研究・開発や実
習を行なうための「アクティ
ブ・ラーニング指導法実習室」
を整備しました。

附属中学校へ英語図書の購入
生徒が英語図書を手に取り学
ぶことで、国際人としての素養
を培うことを目的に、附属学校
園寄附金（特定基金）により、附
属中学校に英語図書を購入しま
した。購入した図書は朝読書や
授業でも活用しています。

秋田大学みらい創造振興会
【目 的】

本会は、秋田大学が、大学の使命・目標を達成するため、大学における教
育、研究及び社会貢献に関する活動をさらに活性化し、社会を支える優秀
な人材を輩出するよう、秋田大学みらい創造基金に対し、会員による継続
した寄附を行うことにより、物心両面の支援を行うとともに、大学と本会
会員との連携・交流を促進することにより、共に発展していくことを目的
としています。

【事業内容】
●秋田大学みらい創造基金により大学が行う事業への支援
●秋田大学と本会の情報交換による支援事業
●その他目的を達成するために必要な支援事業

●
年

月

日

フリガナ
寄附者名
（おなまえ）
〒

－
都道
府県

ご住所

【古本による寄附】
本学の提携業者に書籍・DVD等を売却することで、売上代金相当額をご寄
附いただく制度です。秋田大学みらい創造基金ホームページまたは電話から
のお申込により宅配業者が集荷に伺います。（５冊（５点）より送料無料で
お送りいただけます。）詳細は、秋田大学みらい創造基金ホームページをご
覧ください。また、本学構内に設置している古本回収ボックスからもご寄附
いただけます。

寄附申込書
平成

お振込手続をお願いいたします。（秋田銀行、ゆうちょ銀行窓口からのお振

秋田大学みらい創造基金ホームページから申込手続をお願いいたします。
継続的なご支援をいただけるよう、毎月、もしくは毎年の任意の月（複数月
の選択可）ご寄附をいただけるような選択もできるようになっております。

学生海外派遣支援事業
秋田大学と国際交流協定を締結する海外の大学へ留学する本学
交換留学生の中で、特に国際的な視野を持ち、優れたコミュニケー
ション能力・異文化理解力を備えた国際人となることが期待される者
を対象に、留学の際の往路に要する国際線の航空運賃の一部
（アジア
圏４万円、それ以外の地域10万円を上限とする）
を支援しています。

【寄附いただいた方全員】

ページの申込フォームによりお申込願います。
基金事務室で受付後、折り返し、専用の振込用紙を郵送いたしますので、

附属病院内の備品等の充実

待受用ロビーチェアー

学生への緊急支援

農家民泊に参加した留学生と
農家のみなさん

寄附者への謝意、特典

個人

ご寄附いた
だけるロ数
寄附目的
継続寄附
の意志

本学との
ご関係
該当項目
に✓点 を
ご記入願
います。

（個人一口

電話番号

口

１，０００円

／

法人

法人一口

□

一般基金（大学全体のための寄附）

□

特定基金（

寄附金

□ あり
□ なし
□ 未定
→継続寄附の意志「あり」の方
秋田大学みらい創造振興会への入会

）

□ する

□ しない

年

月

□ 卒業生
卒業 ・ 修了年月 ： 昭和 ・ 平成
学部 ・ 研究科名 ：

学部 ・ 研究科

□ 教職員
□ 一般（

）

□ 法人 ・ 団体等（ご担当者様氏名

）

確認事項

ホームページ等による氏名の公表
□ 承諾する ( □ 氏名・金額を掲載
□ 承諾しない

本基金を
知った
きっかけ

□ 広報誌・ホームページ □本学からの案内
□ 本学教職員からの紹介（教職員名：
□ その他（

本学への
メッセージ

口

１０，０００円）

□ 氏名のみ掲載
□大学行事

)

）
）

ホームページ等による氏名の公表
□ 氏名・メッセージを掲載可 □ メッセージのみ掲載可 □ 掲載不可

※ 個人情報は法令に基づく場合を除き、
ご本人の同意なしに第三者へ提供することはありません。

