自己負担なき﹁ふるさと納税﹂
本当の受益者と負担者は誰か？

どうしてふるさと納税

税不交付団体である︒

田尻町が唯一の普通交付

際空港の設置されている

課税される︒一時所得と

返礼金は一時所得として

おふるさと納税に対する

らかになったと思う︒な

づくものであることが明

なしの世帯の人が︑

所得者で夫婦２人子供

①年収７００万円の給与

作成されている︒

５年︶作成の図を基礎に

かっている

０円の事務コストがか

④寄附一件当たり２５０

た︒

額の返礼品を受け取っ

⑤寄付者の居住する地方

は収入から

均金額にあたる２万２

国から受けた︒

の地方交付税の補填を

質はいまだ多くの人に知

﹁ふるさと納税﹂の本

割を食っているのは普通

る︒ふるさと納税で一番

ように拡大の方向にあ

は平成 年度に激増した

る︒

という仮定の事例であ

７６７円の寄付をし

た︒

③そして９０００円相当

られていない︒書店にあ

交付税不交付団体である

まとめ

る﹁ ど う し た ら 得 に な

東京都の特別区だ︒東京

参議院予算委員会調査室の三角政勝氏︵注１︶と名古屋学院大学の水田健一氏︵注２︶がこの問い

②平成 年度のふるさと

で得をするのか︒寄付と

万円を差し

いう自己犠牲の行為であ
るはずのことが逆に得に

団体は１万６６１４円
なるのか︒その原因は地

ある︒

納税の総額約１６５２

と納税システム﹂の財政

方自治体と国の負担に基

引いてそれを２分の１し

を︑国が１１３０億円も

直樹

と納税が他の地方自治

の支出をして支えている

斎藤

体にされると居住地の

にその１・７倍にと極端

税理士
近年ふるさと納税が異常なブームになっている︒書店には﹁ふるさと納税で全国の特産品をゲット

地方自治体の税金が寄

のかということだ︒影の

に金額が増加している︒

の減収となるが︑その

しよう﹂といった調子の書籍があふれかえっている︒三角政勝氏によると﹁ある自治体では３００万

主役は地方交付税法だ︒

左上に示した図表２が

これは制度改正があり

億円を約７２６万件で

円の寄付に対して２００万円相当額の返礼品を送付するという事例も見られた︒年収７０００万円の
付先の自治体にもって

地方交付税法は国民や住

ふるさと納税の受入額及

﹁ふるさと納税枠﹂が２

た金額に課税する方法で

人には３００万円ほどの﹁ふるさと納税枠﹂があるのでこのようなことが可能﹂なのだ︒

ただし地方交付税法

いかれるからである︒

民から税金を徴収するた

び受入件数の推移だ︒平

％の１万２４６１円

ふるさと納税には様々の疑問がある︒どうして高額の返礼品をただで入手できるのだろうか︒その

めの法律ではなくて財政

成 年度に制度が発足し

る﹂本には書かれていな

都の特別区は批判はする

補てんされる︒

いし︑地方交付税法に関

けれども今のところは節

るさと納税で得をする

出ている棒グラフがふ

③縦軸のゼロよりも上に

では国に含めている︒

だきたい︒

ことに特にご注目いた

０億円も損をしている

る関係者︒国が１１３

かる費用だ︒

選定や広告や発送にか

地方自治体の返礼品の

ある︒主には寄付先の

にかかる事務手数料で

るさと納税システム﹂

というのは複雑な﹁ふ

かれた税金の国からの補

で他の自治体に持ってい

といって︑ふるさと納税

は普通交付税不交付団体

どの財政が豊かな自治体

京都や東京都の特別区な

整するための法律だ︒東

らに平成 年度にはさら

は前年の４・ 倍に︑さ

たのだが︑平成 年度に

⑤右端の﹁当事者全体﹂

する専門書にも書かれて

月号︵インターネットで入手可能︶

倍になり︑またワンスト

いない︒タブーになって

度のある対応をしてい

ふるさと納税制度の推移と
金額の規模

財源は？ただで返礼品を入手する行為は果たして﹁寄附﹂という言葉にふさわしいのだろうか︒自治
によって持っていかれ

の豊かな自治体と︑豊か

体間の異常な返礼品競争は地方自治の基盤である財政を歪めてはいないか︒
た金額の ％は国から

でない自治体の財政を調

︵注１︶﹁立法と調査﹂２０１５年

ップサービスが開始した

いるのかもしれないと感

﹁ふるさと納税﹂による関係
主体にとっての受益と負担

︵終わり︶

いのである︒
﹂

に有利に働くとは限らな

必ずしも地方圏の自治体

るさと納税は︑制度上︑

とも不可能ではない︒ふ

税収を﹁吸い上げる﹂こ

になれば︑逆に地方から

に本格的に取り組むよう

礼品によるふるさと納税

かりに東京都が豪華な返

的であるとみられるが︑

都はふるさと納税に否定

﹁現在のところ︑東京

る︒

な警告を発しておられ

三角政勝氏は次のよう

するものと思われる︒

礼品競争はますます激化

とは地方自治体の間の返

の傾向にある︒というこ

27

に対して的確な回答 を 与 え て く れ て い る ︒

い︒左の図表３は︑水田

25

で︑三角政勝氏︵２０１

図表３「ふるさと納税」による関係主体にとっての受益と負担
2015（平成27）年度（個別の寄付）

う少し詳しく見ていきた

寄付者
・寄付（ふるさと納税）
△22,767円
・所得税・住民税の控除
20,767円
・返礼品の価値
9,000円
→差し引き7,000円の受益

日号︵インターネットで入手可能︶

こ こ で﹁ ふ る さ と 納

出所：総務省ホームページ

︵注２︶﹁名古屋学院大学論集﹂２０１７年３月

てんが受けられない︒因

※全地方団体（都道府県及び市区町村）を対象に調査を実施。
※受入額及び受入件数については、各地方団体で「ふるさと納税」と整理しているもの
（法人からの寄附を含む地方団体もあり）
。
※平成23年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等については、含まれないものもある。
※「平成27年度」及び「平成28年度」の欄のうち、
（ ）内の数値はふるさと納税ワンストッ
プ特例制度の利用実績（把握している限りのデータを回答している地方団体もあり）。

ためである︒

④居住地の地方自治体に

誰しも一番に疑問に思

る︒ふるさと納税は拡大

（単位：千円、件）

﹁ふるさと納税﹂
・本当の
受益者と負担者は誰か？
関係者︒ゼロよりも下

３７６億円もの損が出

じるほどである︒

平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度
平成 年度

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

のである︒
に出ている棒グラフが

健一氏の作成されたもの

1,000

28

寄付先の地方団体
・寄付金収入
22,767円
・返礼品
△9,000円
・事務コスト
△2,500円
→差し引き11,267円の受益
税務署（所得税）
・所得税の還付
△4,153円（国民の負担）

7,260,093 12,710,780
（1,476,697）（2,566,587）
1,912,922
427,069
122,347
100,861
79,926
53,671

56,332
受入件数

しかもふるさと納税額

税﹂の仕組みについても

ふるさと納税受入額

この疑問にズバリと答

75

みに︑大阪府では関西国

1,000

② 関係者は寄付者︑寄付

出所：
「名古屋学院大学論集」2017年３月31日号、水田健一氏作成

うのは︑何ゆえ﹁ふるさ

27

20

27

割った１件当たりの平

50

ている理由は︑ふるさ

1,652.9

えてくれているのが左の

出所：
「名古屋学院大学論集」2017年３月31日号、水田健一氏作成

75

ふるさと納税で損をす

○ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国計）の推移は、下記のとおり。
○平成28年度の実績は、約2,844億円（対前年度比：約1.7倍）、
約1,271万件（同：約1.8倍）。

先の地方自治体︑寄付

1,271.1 1,500

図表１だ︒

1,500

者の居住地の地方自治
2,000
2,000

0
42.7

12.2

10.1

8.0

165,291,021 284,408,875
（28,674,022）（50,123,497）
8,139,573

7,697,723 10,217,708 12,162,570 10,410,020 14,563,583 38,852,167
受入額

28

27

26

25

24

23

22

21

20

（単位：万件）
3,000
2,844.1
（単位：億円）
3,000

体︑国の４者である︒正

△150,000,000

500
726.0
388.5
500

191.3
77.0 102.2 121.6 104.1 145.6
81.4

5.6

5.4

0

2,500
ふるさと納税受入件数
2,500

寄付先の
地方団体
寄付者

国
居住地の
地方団体
0

31

12

△1,130.8億円

図表１の説明

△50,000,000

△181.5億円

確にいうと寄付者の住

△376.9億円

①この図は図表３︵個別

50,000,000

当事者
全体

所地の所轄税務署も関

508.2億円

の寄付︶と同じ仮定で

818.0億円

係者ではあるがこの表

ふるさと納税の受入額及び受入件数（全国計）
図表２

（単位：1000円）

100,000,000

地方交付税特別会計
・地方交付税の増額
△12,461円
（国民の負担）

寄付者の居住する地方団体
・個人住民税の減額
△16,614円
・地方交付税の増額
12,461円
→差し引き4,153円の収入減
（住民の負担）

経税部
だより
図表１「ふるさと納税」制度の下での各主体の受益と負担
（国全体）：2015
（平成27）年度

国全体の像を描いたも

△100,000,000

２０１８年６月５日（５、15、25日発行）第1300号（４）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

