令和３年度版

ご寄附のお願い

当法人が目指す魅力ある静岡文化の創造について、 ご関心のある市民の皆さま、 法人 ・ 団体の皆さまからの寄附
金の受付を行っております。 静岡市のさらなる文化振興の発展のため、 有益な事業を展開するための運営費となり
ます。 ご支援をお願いいたします。
寄附をお考えの方、 寄附制度について詳しくお知りになりたい方は、 下記までお問合せください。

税制上の優遇について
当法人に寄附をしていただいた方は、 次の税制上の優遇措置が受けられます！
※令和 3 年 8 月現在

個人の場合
①所得税の寄附金控除 （所得控除）
当法人発行の領収書を添付して確定申告することにより、 寄附金控除 （所得控除） を受けることができます。

寄附金控除額＝寄附金額－2,000 円
なお、 対象となる寄附金額は、 総所得金額等の 40% 相当額を上限とします。
当法人は税額控除制度の適用される法人ではない為、 税額控除の適用を受けることはできません。

②住民税の寄附金控除 （税額控除）
上記①の所得税確定申告をすることにより、 寄附金控除 （個人住民税所得割の控除） を受けることができます。

税額控除額＝（寄附金額－2,000 円）×10%
なお、 対象となる寄附金額は、 総所得金額等の 30% 相当額を上限とします。

③相続税と寄附
個人の財産を当法人に遺贈すること、 相続又は遺贈によって取得した財産を当法人に寄附することにより、 当該財産を相続財産
から除外することができます。
なお、 一定の証明書類を添付した相続税の申告が必要です。

法人の場合
①法人税と寄附
一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、 下記で算出した金額を上限として損金に算入することができます。

損金算入限度額＝( 資本金等の額 ×0.375%＋所得の金額 ×6.25%)×1 ／ 2

お問合せ

〒420-0857 静岡市葵区御幸町 4-1 アーバンネット静岡ビル 4 階
TEL ： 054-255-4746

FAX ： 054-653-3501

E-Mail ： office@scpf.shizuoka-city.or.jp
発行：令和3年8月

広がれ、「静岡」文化

皆さまのご支援が、 静岡市の文化を元気にします！

指定管理施設

市民とともに、 魅力ある静岡文化を創りだす。

静岡市民文化会館

私たち公益財団法人静岡市文化振興財団は、 広く市民に対して、 演劇 ・ 舞踏 ・ 美術 ・ 音楽 ・ 科学 ・ 生涯学習等、

〒420-0856 静岡市葵区駿府町 2-90
TEL.054-251-3751

『魅力ある静岡文化の創造、 継承、 発信に寄与する』

静岡音楽館 AOI

という基本理念を掲げて活動しています。

〒420-0851 静岡市葵区黒金町 1-9
TEL.054-251-2200

静岡科学館る・く・る
〒422-8067 静岡市駿河区南町 14-25
エスパティオ 8〜10 階
TEL.054-284-6960

静岡市美術館
〒420-0852 静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワー 3 階
TEL.054-273-1515

葵生涯学習センター （アイセル２１）
〒420-0865 静岡市葵区東草深町 3-18
TEL.054-246-6191
「ショパン―200 年の肖像」 （静岡市美術館）
令和 2 年 8 月 1 日 （土） ～ 9 月 22 日 （火 ・ 祝）

1 文化鑑賞事業
●

令和 2 年度
当法人の事業実績

質の高い文化に触れた人。

西部生涯学習センター

2 普及啓発事業
●

〒420-0068 静岡市葵区田町三丁目 46-5
TEL.054-255-3960

文化に対して理解と関心を深めた人。
東部生涯学習センター

のべ

158,206

のべ

全事業数

人

71,099

６５７

〒420-0803 静岡市葵区千代田七丁目 8-15
TEL.054-263-0338

北部生涯学習センター

人

〒420-0871 静岡市葵区昭府二丁目 14-1
TEL.054-271-5111

事業

藁科生涯学習センター
〒421-1217 静岡市葵区羽鳥本町 5-9
TEL.054-278-4141

参加者総数

303,712

活動成果の発表をした人。
のべ

12,855

西奈生涯学習センター （リンク西奈）

のべ

3 市民の自発的な文化活動促進事業
●

〒420-0911 静岡市葵区瀬名二丁目 32-43
TEL.054-265-2468

南部生涯学習センター

人

〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町 25-21
TEL.054-281-2184

長田生涯学習センター

※施設により重複している場合があります。

人

6 調査研究事業
●

調査及び研究成果を発信。

撮影 ： 日置真光

4 支援育成事業
●

5 連携事業
●

人材の発掘 ・ 育成 ・ 支援事業に
参加した人。

7

各機関と連携･ネットワークの
構築に参画した人。

人

大里生涯学習センター
〒422-8051 静岡市駿河区中野新田 57-5
TEL.054-283-1698

のべ

のべ

1,666

〒421-0137 静岡市駿河区寺田 131-1
TEL.054-257-0780

北部生涯学習センター美和分館（アカデ美和）

事業

〒421-2113 静岡市葵区安倍口団地 5-1
TEL.054-296-7122

のべ

健康文化交流館 来・て・こ

59,886

・ 小鹿老人福祉センター
・ 南部勤労者福祉センター
・ 駿河生涯学習センター

人

〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目 25-45
TEL.054-202-4300

静岡市内の文化施設 ・ 生涯学習施設を指定管理者として管理運営するとともに、 各施設を拠点とした文化事業を展開しています。

管理 ・ 業務受託施設
中勘助文学記念館

静岡市民文化会館

静岡音楽館 AOI

静岡科学館る・く・る

静岡市美術館

葵生涯学習センター （アイセル２１）

〒421-1201 静岡市葵区新間 1089-120
TEL.054-277-2970

静岡市民ギャラリー
〒420-8602 静岡市葵区追手町 5-1
TEL.054-221-1017

静岡市清水文化会館マリナート
〒424-0823 静岡市清水区島崎町 214
TEL.054-353-8885

