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ふるさと納税が数年前から急速に拡大している。この背景には、ふるさと納税の返礼品、

各地のふるさと納税の情報を掲載し申し込みもできるポータルサイトの存在が指摘される。

他方、都市部の歳入になるはずだった住民税がふるさと納税によって地方に流出しているこ

と、返礼品目当てのふるさと納税が増えていること、ポータルサイトが返礼品によるふるさ

と納税先の選択を助長することが問題視されている。しかし、これらの主張を裏付けるデー

タ分析に基づく科学的根拠は示されていない。 

本稿では、本来の目的であるふるさとを思う気持ちや地域貢献の気持ち、返礼率、ポータ

ルサイトの登録有無、の３要因がふるさと納税額・件数に与える影響を計量分析し、これら

の指摘が統計的に指示されるか検証した。 

 分析の結果、これら３要因が統計的に有意にふるさと納税を増やすことがわかった。す

なわち、地方間格差や過疎などによって税収の減少に直面する自治体に対し、格差是正を狙

ったとされるふるさと納税の本来の趣旨は実現している。だが、ポータルサイトは自治体に

とっては、アクセス数を増やすために重要なものの、営利目的のポータルサイトに手数料を

支払う必要があり、手取りの納税額が減ってしまうジレンマを抱える。また、返礼率につい

ては、納税者としても、ふるさとや地方へ貢献したいという気持ちがある一方、返礼品があ

る以上、高い返礼率になびきやすいというジレンマを抱える。 
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はじめに 

地方創生を主眼に置いた「ふるさと納税制度」は 2008 年度の税制改正によって創設され、

数年前からは利用者が急増してきた（総務省, 2017a、総務省, 2018a）。その背景として、

日本経済新聞(2016)は、ふるさと納税をすることで送られる返礼品の種類が豊富になり、イ

ンターネットからふるさと納税を申し込みすることのできるポータルサイトが登場したこ

とを挙げている1。 

 ふるさと納税は、端的に言えば、納税者が好みの自治体に寄附をすると、条件付きで住民

税を納付したと見なされる仕組みだ。より正確に言えば、納税者が選んだ自治体に寄附する

ことで、原則として寄附から自己負担額の 2,000 円を除いた全額が所得税及び住民税から

控除される。自治体サイドとしては、受けた寄附金の一部は多くの場合において返礼品の調

達のために地場産品を扱う業者等へ回されるため、寄附金の全額が自治体の活性化のため

に使われるわけではない。しかし、返礼品を受け取った利用者の評判（口コミ）によって地

場産品が広く認知されることで、その地域の地場産品を購入してくれる副次的効果が見込

まれるため、広義での地域の活性化が期待できる。 

 ところが、ふるさと納税にはいくつかの問題点が指摘されている。第一に、都市部の歳入

になるはずだった住民税がふるさと納税によって地方に流出している点だ（例えば、日本経

済新聞(2018)参照）。昨年度 14 億円近くが流出した杉並区は「住民税が流出してます」、「住

民サービスに響きます」といったフレーズでふるさと納税への批判姿勢を鮮明にしている

(杉並区, 2018a)。本来得られるはずだった税金を逃してしまっているため、十分な行政サ

ービスを住民に提供できない事態が生じてしまうことへの危機感を反映している。都市部

と比べて地方では伝統工芸品や地元の特産物である肉や海産物といった食材を返礼品とし

て提供しているところが目立っている。そのため返礼品が充実している地方の自治体にふ

るさと納税をするため、相対的に返礼品の魅力に劣る都市部の歳入が減少してしまってい

る可能性が指摘される(読売新聞, 2017、総務省, 2017a)。 

第二に、ふるさと納税は応援したい自治体に対して国民が寄附という形で貢献する制度

にもかかわらず、実際にはふるさと納税をすることで得られる返礼品を目的として自治体

を選択しているケースが多いとされている点だ(読売新聞, 2017、朝日新聞, 2018)。それに

加えて 5年ほど前からポータルサイトが登場したことで、返礼品の比較がしやすくなった。

ここでポータルサイトとは、ふるさと納税を広く募るために申請のあった全国の自治体を

サイトでまとめて紹介し、ふるさと納税の申し込みを仲介することで手数料を対価として

得ている民間の営利組織だ。 

返礼品目当てでの寄附を信義則的に問題とする意見はある一方で、寄附のインセンティ

ブに関するメカニズム・デザインの部分は、法律が一切規定していなかったという意味にお

いては各自治体に委ねられていた。したがって、返礼品目当ての寄附の善悪の判断は難しい

部分がある。さはさりとて、あからさまな返礼品目当てが適切とは言いがたいであろう。実

                                                 
1 ふるさと納税の支払い手続きを気軽に行える環境が整備されてきたことも一因と言われ

る。例えば、2015 年度 4月 1 日以降の寄附から適用される、確定申告の不要な給与所得者

等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受け

られる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がある(総務省, 2015)。 
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際、ポータルサイト「さとふる」のテレビＣＭの場合、出演者がふるさと納税を行うシーン

で、あからさまに返礼品から自治体を選んでいる。ポータルサイトでは自治体ごとに掲載手

数料などといった手数料収入を得ている。収益を上げるためにもこのようなアプローチで

ふるさと納税をサイト経由で利用してもらうことが、商業的には合理性があるものと考え

られる。以上のような動きを踏まえ、総務省は、2017 年 4 月に寄附金に対する返礼品の調

達価格の割合が３割を超えている自治体は３割以下に抑えるように再三要請した(総務省, 

2017a、毎日新聞, 2017)。更に本年９月には返礼費用に関する方針を定めていくことを示し

ている(総務省, 2018b) 。 

以上の議論は、広くマスコミやシンクタンク等で議論されている内容ではあるものの、デ

ータ分析を踏まえた明確なエビデンスのあるものではないことに注意を要する。そこで、本

稿では、ふるさと納税の決定要因を計量的に分析する。具体的には、①ふるさと納税制度の

本来の目的である地域貢献・望郷の念を反映した「ふるさと」への納税が実際にどの程度行

われているのか、②返礼率の高さが納税動向にどの程度の影響を与えるのか、③ポータルサ

イトへの各地方自治体の登録如何が納税インセンティブを与えているのか、以上３点を中

心に検証する。なお、①に関しては地域貢献・望郷に加えて自然災害の被災地へのふるさと

納税の動向にも目を向けることとする。 

本稿の構成は、以下の通りである。第一章では、ふるさと納税制度とそれを仲介するポー

タルサイトの現状について確認し、そこからポータルサイトの問題点を明らかにしていく。

その問題点を踏まえて第二章以降では、仮説を立て、データを用いた実証分析を通じて仮説

を検証していく。最後に、返礼品の調達費用とふるさと納税額の関係性と、ふるさと納税が

都市部から地方へ行われているかについても検証していく。 

なお、以下では、寄附とふるさと納税を区別せず、原則として同義で使っていく。 

 

１．ふるさと納税の経緯・特徴 

 本章では、ふるさと納税の歴史を簡単に振り返るとともに、規模拡大の背景や意義につい

て考えていく。 

 

１．１．ふるさと納税の歴史 

 今ではすっかりメジャーになったふるさと納税制度ではあるが、その始まりはわずか 10

年ほど前である。2006 年に福井県知事、西川一誠によって「故郷寄付金控除」が提案され

た（総務省, 2007）。西川県知事はその後「ふるさと納税研究会」の役員として、都市への

人口流出による地方の過疎化への対策の必要性を訴えた。そして 2008 年、ふるさと納税研

究会の報告を踏まえ、地方税法改正により、ふるさと納税制度が誕生した。 

 ふるさと納税金額（厳密にはふるさと納税の受入額）の推移を示した図１によると、導入

初年度の 2008 年度にはおよそ 81 億円であったが、2017 年度には 45 倍の約 3,653 億円にま

で増加した。特に過去４年間での伸びが著しいことが確認でき、何らかの構造変化があった

ことが示唆される。 

 年々認知度が高まったことにより納税金額が拡大したということは当然考えられる。と

はいえ、認知度の高まりだけで全てを説明するのには無理がある。また、ふるさとを思う気
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持ちが急にこの数年で高まったとも考えにくく、ふるさと納税の納税者と自治体の双方に、

メリット・デメリットを考えた上で、何らかのインセンティブを通じて、このような拡大が

起こったと考えるのが自然だろう。 

 納税者にとってのふるさと納税のメリットは２つに整理できる。1つ目は、自己負担 2,000

円で自分がふるさと納税をする自治体によっては返礼品をもらうことが可能なことである。

2018 年 1 月のアンケート調査（株式会社さとふる, 2018）によるとアンケート回答者 1,575

人のうち過半数の 873 人がふるさと納税を始めたきっかけとして「返礼品が欲しいと思っ

た」ことを挙げている。 

 ２つ目は、１つ目のメリットにも関係するが、納税する自治体を選ぶことがふるさと納税

では可能な点である。納税者は自分で出身地など、好きな自治体にふるさと納税をすること

が可能である。地域貢献・望郷の念を抱く場合や以前に旅行をして思い出深い場合などがス

タンダードな決め手になると考えられるが、それに加えて、震災などの災害が発生したこと

によって、支援したい気持ちを抱いた場合にもふるさと納税をすることはもちろん可能だ。

実際、ポータルサイトにおいても災害時などには復興特設ページが設置される。通常の復興

支援の募金と比べると、パソコンやスマートフォンから簡単に募金を行うことができると

いう利便性もある。 

 納税者にとってはふるさと納税のデメリットもある。自分の住む自治体の住民が他の自

治体にふるさと納税として納税することで税収が減り、公共サービスが低下する可能性が

あることだ。つまり、納税者側が返礼品を求めて他の自治体にふるさと納税を納めることで

自治体の収入が減り、結果として自分たちの住む地域の行政サービスに影響が出る可能性

があるのだ。杉並区では 2017 年度、ふるさと納税の影響で約 13 億 9,000 万円の減収とな

った（杉並区, 2018b）。これは保育園 3、4 か所が建設できる費用に匹敵する。ふるさと納

税制度による税収減に直面する地方自治体は減収の 75％が地方交付税で補填される（地方

交付税の基準財政収入に 75％が算入される）が、杉並区を含む東京 23 区はこの補填がない

ため、減収は純粋な減収となってしまう。この減収により、行政サービスを低下させるか、

借金をして将来に負担を増やしてしまう可能性がある。 

 自治体側のメリットも２つに整理できる。1 つ目は住民以外の納税が可能であるため、広

範囲から財政収入を確保でき、ある種のリスク分散ができる点である。ふるさと納税は住民

でなくても行うことができるため、例えば進学や就職などで都会への人口流出が進んでし

まった自治体でも、財政収入を他県の住民から得ることができる。宮崎県の都城市ではふる

さと納税の利益でふるさと子ども支援を 158,136 件行うなど地域還元に役立てている2。ま

た、納税者側のメリットでも挙げたことであるが、広範囲から財政収入を確保できるという

ことは災害があった際にもメリットとなる。ふるさと納税を通じて納税者側が手軽に復興

支援の募金を行えるということは、自治体側も今まで以上にふるさと納税を期待すること

ができる。 

 2 つ目は、返礼品を通じて観光を誘致、また物産を PR することができることである。ふ

るさと納税では自治体ごとの様々な特産品などを返礼品として用意される。この返礼品か

                                                 
2 都城市ふるさと納税特設サイト「使い道と実績」による。 



   

 

 6  

 

ら地域の特産物をアピールすることができたり、その特産物を目当てとした観光客を勧誘

したりすることが可能である。ふるさと納税をきっかけに購入して貰った商品に関心を持

ってもらい、継続的な購買に繋がったり、観光で訪れてもらったりすれば、効果があったこ

とになるだろう。 

 ただし、自治体側のデメリットも同じく２つある。1 つ目は住民が他の自治体に納税する

ことで税収が減ってしまう可能性があることだ。これは納税者側のデメリットと同様だ。 

 2 つ目のデメリットは返礼品を充実させることで、結果として業者が身を削って返礼品を

準備する、といった事態も発生していることだ（DIAMOND online, 2014）。ふるさと納税と

は本来地域活性化を目的として始まった制度である。しかし、各自治体間の過度な返礼品競

争がかえって財政を逼迫させているという皮肉な事実は、デメリットと見なせるだろう。な

お、返礼品自体は地方自治体の収入になるわけではないものの、それにより地場産業が活性

化し、結果的に法人税が増えるのであれば、自治体にとってもプラスとなる可能性はある3。 

 

１．２．ふるさと納税ポータルサイトの役割と特徴 

 前述の通り、ポータルサイトとは、ふるさと納税の情報を集約して、地域別、寄附金額別、

返礼品別などで検索ができ、更には納税に伴う決済も行える機能を有した営利目的のオン

ラインのサイトである。ポータルサイトは、自治体と納税者を繋ぐ役割を担うという社会的

な意義がある一方、サイトへの掲載を有料で行うことで利益を出している。仮にふるさと納

税の金額が増えても、ポータルサイトへの支出が行われているのならば、自治体の手取りは

減る。とはいえ、全国に 1,700 以上存在する市区町村の中から選んで貰うための経費として

はある程度の支出もやむをえない側面もある。実際、ポータルサイトの登場とほぼ同じタイ

ミング（5 年前）で、ふるさと納税額の急増が観察されている。 

 このように、ふるさと納税の重要な一要素となっているポータルサイトの自治体掲載の

仕組みとポータルサイト利用における納税者側、自治体側それぞれのメリット・デメリット

を整理してみたい。 

 代表的なポータルサイトとしては、ふるさとチョイス、ふるなび、さとふる、楽天ふるさ

と納税などが知られている。2012 年にふるさとチョイスが登場し、その後、わが街ふるさ

と納税、ふるなび、さとふるなど次々に登場した。2016年にはサイト数が 10 を超え、現在、

ふるさと納税ポータルサイトは 15 サイト以上ある。 

 これらのふるさと納税ポータルサイトの役割に関連する対自治体のアンケート結果は、

図表２～３の通りである。ふるさと納税の情宣のチャネルは様々ある中で、自治体が特に力

を入れているのが、自らの自治体のウェブページとポータルサイトへの掲載であることが

確認できる。また、図表３によれば、ポータルサイトの効果が他を圧倒しており、一定程度

の経費がかかったとしても、ポータルサイトへの掲載をすることが有効だと自治体が考え

ていることがわかる。 

では、営利会社であるポータルサイトのビジネスはどのようなものかを確認しておく。各

                                                 
3 ただ、その効果を明示的に示すことは難しい。ここでは、あくまでこのような波及効果

を無視し、一次的な効果のみに着目をしていることに注意が必要。 
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ふるさと納税ポータルサイトは、そのサイトに掲載している自治体からの掲載料などから

利益を得ている。楽天ふるさと納税とふるさとチョイスを例に挙げて説明する。楽天ふるさ

と納税は、掲載するにあたり基本プランと一括お任せプランの２つのプランを用意してい

る。基本プランはふるさと納税の関連業務を自治体自体が行いたい、もしくはすでに提携し

ている業者がある場合を想定している（楽天）。一括お任せプランは、返礼品の選定から寄

附者対応までふるさと納税業務を一括で任せたい場合を念頭に置いている。両プランとも、

楽天の市場メディアを活用する点は共通している。ふるさとチョイスは、無料プランと有料

プランに分かれている（TRUST BANK）。楽天ふるさと納税、ふるさとチョイスに限らず、多

くのポータルサイトのページには有料時の掲載料などの詳細な説明はなく、各自治体から

の問い合わせに応じる形で価格交渉を行っているとのことであった。 

 このビジネスモデルは、飲食店やヘアサロンのポータルサイト・ビジネスと類似している

部分が多い。例えば、ホットペッパーや OZmall といったサイトがよく知られる（リクルー

トＨＤ、スターツ出版株式会社）。数多ある飲食店やヘアサロンは個々のウェブページも有

する一方で、これらのポータルサイトにも広告を出したり、クーポンを出したりすることで、

消費者の目を引こうとする。ポータルサイトは飲食店やヘアサロンから掲載料を取る。もち

ろん、ポータルサイトへの掲載如何については、各店舗の自由意志で決められる。しかし、

埋没してしまい、消費者に認知して貰えないリスクを考えると、ポータルサイトに掲載され

ることのメリットは小さくないと考えられる。 

 ポータルサイトのメリットやデメリットは何だろうか。納税者にとっての主たるメリッ

トは簡便性・便利性だろう。例えば、あるポータルサイトに掲載されているどの自治体に寄

附をしても、一度登録した決済情報を使ってクレジット決済ができたり、納税者自身の寄附

履歴を確認したりすることができる。また、楽天ふるさと納税でふるさと納税をすると楽天

ポイントが付与されたり、ふるさとプレミアムで 1 万円以上ふるさと納税をすると Amazon

ギフト券のコードをプレゼントされたりといった、返礼品以外のポイントなどの特典があ

るサイトもある（ふるさとプレミアム）。ランキング、特集、レビューといった、どの自治

体のどの返礼品が納税者にとって魅力的かを知る材料になる情報が提供されている。 

 自治体側のメリットは認知度の向上、そしてその結果としての地域活性化である。ポータ

ルサイトに掲載することでその地域自体や特産品を知ってもらえる可能性が広がる。そし

て、返礼品をたくさん出せば、地域事業者の売り上げ拡大にもつながり地域産業が活性化す

る。さらに、ふるさと納税をきっかけにその地域に訪れてもらうことができれば、さらなる

相乗効果が期待できる。ふるさと納税受入額が増加したという事例もあり、多くの市区町村

が力を入れている（総務省, 2017）。実例を挙げてみると、北海道増毛町では 2013 年度の受

入額は 244 万 5,000 円、件数は 76 件だったが、2014年度にポータルサイトを通じた広報活

動を強化した結果、個人の寄附は 1 億 1,851 万 2,200 円、件数は 1 万 1,016 件にも達した

という。 

 自治体側のデメリットは、掲載料がかかることに尽きる。自治体ごとにどのポータルサイ

トを使い、どのような契約を取り交わしているかは区々であり、各自治体の掲載料の金額は

多くの場合、公表されていない。そのような中で、ヒヤリング調査をしたところ、佐賀県み
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やき町の場合は、サイト利用料は寄附金額に対して 5～12％とのことであった4。みやき町に

よると、これはサイト利用料のみであり、実際にはポイント付与料やアフェリエイト料等が

更に上乗せされる場合があるとのことだ。返礼品も含めて考えると、ふるさと納税のうち、

実際に自治体の手元に入る割合は半分程度になっている場合もあると考えられる5。 

 掲載料の問題は、第一義的には自治体にとっての問題だ。納税者にとってもその地域の力

になるためにふるさと納税を実行している手前、かなりの金額が営利企業のポータルサイ

トに流れているという事実は、納税者側にとってもデメリットと言えよう。 

 

２．データ分析から見るふるさと納税 

以上の考察より、ふるさと納税の現況は、当初想定されていた姿とは些か異なることがわ

かる。ただ、単純にポータルサイトが問題であることや、高い返礼率が問題であると言い切

れないところに問題の難しさがある。また、これまでの議論は定性的な意味で、ポータルサ

イトの利用や高い返礼率といった要因がふるさと納税のボリュームに影響を与えたはずだ

という議論をしているに過ぎず、定量的なエビデンスに裏付けされたものではない。 

そこで、本章では、①ふるさと納税制度の本来の目的である（広義での）地域貢献・望郷

の念を反映した「ふるさと」への納税が実際にどの程度行われているのか、②返礼率の高さ

が納税動向にどの程度の影響を与えているのか、③ポータルサイトへの各地方自治体の登

録如何が納税インセンティブを与えているのか、以上３点に注目をして、クロスセクション

での計量分析を行った6。 

 

２．１． 利用データと変数 

 図表４～５では、分析に用いるデータの計算方法と記述統計量を示している。分析で使用

するデータセットは、総務省による「ふるさと納税に関する現況調査について」に所収され

ている 2017 年度に関するデータを主に用いる。以下、特記のない限りはこのデータセット

を用いて変数を作成した。このデータでは、各市区町村のふるさと納税に関する基本情報が

集約されている7。 

 被説明変数は、ふるさと納税の規模を示す。2017 年度のふるさと納税額（厳密には寄附

額）の対数値である ln_H29_kifukin と 2017 年度のふるさと納税件数（厳密には寄附件数）

                                                 
4 2018 年 9月 13 日に回答を得た。同町はさとふる、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税

を活用している。総務文教厚生常任委員会調査報告書の視察の一つとしての「ウェブサイト

3 社による取扱状況（12 月末現在）」で取り上げられていたため、みやき町にヒヤリング調

査をした。 
5 返礼率 30％、サイト利用料 12%とすると、これだけで残りは 58%となるため。 
6 本来はパネルデータを使った分析が望ましいと考えられる。だが、以下の２つの理由よ

り、敢えてクロスセクション分析を行うこととした。すなわち、第一に過去のデータの取

得が極めて難しいことである。第二に、総務省のルール変更の影響が時系列的にみるとあ

るはずだが、クロスセクションであれば、当該時期（2017 年）について全市区町村が同条

件でふるさと納税を実施しているはずなので、影響を無視できる。 
7 本稿の分析では、ふるさと納税のうち、都道府県レベルでのサンプルは除外し、市区町村

レベルのケースのみを取り扱っている。 



   

 

 9  

 

の対数値である ln_kifukensu を被説明変数とする。 

 上述の総務省データセットには、ポータルサイトの情報や返礼率自体の情報も所収され

ていない。そのため、ポータルサイトの中でも市区町村のカバレッジの最も大きいとされる、

ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税の３サイトから一つ一つ情報を取得した8。

furusatochoice、satofuru、rakuten の各変数は各ポータルサイトへの掲載の有無を示すダ

ミー変数である。返礼品数 henreihinsu は、市区町村毎のふるさとチョイスに登録されてい

る返礼品数合計であり、返礼品のバリエーションの代理変数として用いる。 

 全市区町村の返礼額や返礼率自体の統計も非公表のため、返礼にかかる送料を含む費用

がふるさと納税額（厳密には寄附額）に占める割合 hiyouhiritu を返礼率の代理変数として

用いる。地域貢献・望郷を表す変数としては、広義の地方を慮る気持ち、地方へ貢献したい

気持ち（金銭面で不利な自治体がふるさと納税による支援を受けやすいか）を見るために、

地域の危機的な財政状況を捉える変数として、ベンチマークの推定では地方債残高

（ln_tihousai、出所は総務省「平成 28 年度 市町村別決算状況調」）を用いる。もう一つ、

当該市区町村外への転出が多いことは故郷を想う人数の増加にも比例すると考えることが

できるので、転出が多いほどふるさと納税が集まりやすいと考えられるため、この傾向を捉

える変数として人口流出率と人口流入率の差を取った net_outflow（人口流出率と人口流入

率の出所は総務省「住民基本台帳人口移動報告」）を用いる。 

 これらに加えて、コントロール変数等については、①市区町村規模の代理変数としての人

口（ln_zinkou、出所は政府統計の総合窓口「平成 28年度 市町村別決算状況調」）、②ふる

さと納税動向のトレンドの代理変数である納税額の前年比の過去三年の平均値

（kifukin_nobiritu）を用いる。 

 

２．２． ベンチマークモデルの推定結果 

 まず、ベンチマークモデルについて説明する。ポータルサイト変数については、ポータル

サイトそれぞれのダミー変数 furusatochoice、satofuru、rakuten、返礼品変数として返礼

率の代理変数である、費用比率 hiyouhiritu と返礼品数 henreihinsu、地域貢献・望郷変数

として地方債 ln_tihousai、純人口転出率 net_outflow を用いる。コントロール変数は、人

口の対数値 ln_zinkou、ふるさと納税の前年比 kifukin_nobiritu とする。純人口転出率

net_outflow は正負両方になる可能性があり、それ以外は正の符号が想定される。推定は、

シンプルな最小二乗法を採用した。 

 図表６の推定結果を見ると、自由度修正済決定パラメータの数値レンジは 0.56～0.66、

Ｆ検定の結果は有意水準もほぼゼロで、パラメータも総じて統計的に有意である。 

 ポータルサイト変数をみると、ポータルサイトそれぞれのダミー変数 furusatochoice、

satofuru、rakuten がすべて正に有意に効いている。つまり、いずれのポータルサイトを登

録しても、ふるさと納税金額とふるさと納税件数ともに 60%以上の増加が見込まれる。その

中でも、ふるさとチョイスダミー変数 furusatochoice は登録していない自治体と比較する

                                                 
8 調査時期は 2018 年 8 月のため、この時点における情報。それ以前の情報はサイトが随時

更新されてしまうため、利用が出来なかった。 
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と、ふるさと納税金額は 76%、ふるさと納税件数は 105%の増加に繋がっている。これは、最

大手のふるさとチョイスに掲載している自治体数や返礼品数が多く、納税者が多く利用し

ていることを反映していると考えられる。 

 返礼品変数をみると、費用比率 hiyouhiritu と返礼品数 henreihinsu のパラメータがそ

れぞれ正に有意となっている。費用比率 hiyouhirituをみると、費用比率が 1％増えるとふ

るさと納税金額は 372％、ふるさと納税件数は 583％増加することがわかる。この費用比率

は返礼率の代理変数であり、数値が上がるほど返礼品にコストをかけている。つまり返礼品

の価値が上がることを意味している。ふるさと納税が敏感に返礼品の価値に反応している

ことが示唆される。この結果からも返礼品競争が激化していることがわかる。なお、ふるさ

と納税が増えるにつれて、返礼品数が増えるというメカニズムも考えられるため、返礼品数

を外した推定も行ったが、他の変数の有意性に変化はなかった。 

 地域貢献・望郷変数をみると、地方債の対数値 ln_tihousai が有意に効いている。地方債

残高が 1％増えるとふるさと納税金額は 25％、ふるさと納税件数は 26％増えることになる。

この結果は、地方債が多い自治体ほど多くのふるさと納税を受け入れていることを意味す

る。財政面で不利な自治体に税収が再分配されており、地方・ふるさとを支援するという本

来の趣旨に沿ったふるさと納税も行われていることを示唆する。純人口転出率 net_outflow

のパラメータも正であり、転出者が多いということは、その分その市区町村がその人のふる

さととなる結果、多くのふるさと納税が集まるものと考えられる。その意味では、ふるさと

納税の本来の趣旨を反映した結果と評価してよいだろう。 

 コントロール変数をみると、人口の対数値 ln_zinkou、納税額の前年比 kifukin_nobiritu、

純人口転出率 net_outflow がそれぞれ有意になっている。人口の対数値 ln_zinkou につい

ては、人口が多いほど、ふるさと納税の受け入れが多くなっていることを意味し、規模に応

じて認知度が上がるため、ふるさと納税が多くなっているのかもしれない。納税額の前年比

kifukin_nobiritu については、過去にふるさと納税額の増加量が多いほうが、ふるさと納

税を増やすことを意味し、ふるさと納税による認知の高まりが、その後の納税に繋がってい

ることを示唆する。 

 このベンチマークの推定を通してみると、ポータルサイトへの掲載を行っており、返礼品

に多くの費用をかけることが多くのふるさと納税を集める要因になっている。もう一つ考

えられる大事な要因としては、地方債の残高や人口の流出といった地方の経済的、人口的厳

しさを表す変数のパラメータが正であることだ。これは、もともとふるさと納税が目的とし

ていた税収の地域間での再分配や地域貢献・望郷意識からくるものであると考えることが

できるため、ふるさと納税制度が正しく機能していることを意味していると解釈してよい

だろう。 

 

２．３．感応度分析 

前節までの分析結果の頑健性を確かめるべく、以下ではベンチマークを少し変更し、いく

つかの感応度分析を行う。まず、サイトへの登録数がふるさと納税にどれほど影響している

のかを確認していく。 

はじめに、ポータルサイトに関する代わりの変数について感応度を確かめてみたが、主要
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な結果に大きな変化は起きず、ポータルサイトがふるさと納税に与える影響の頑健さが確

認された。具体的には、ベンチマークのポータルサイト変数を、1 サイト登録ダミー変数

1.saitosu(１サイトなら 1，それ以外なら 0)、２サイト登録ダミー変数 2.saitosu(２サイ

トなら 1，それ以外なら 0)、3 サイト登録ダミー変数 3.saitosu(３サイトなら 1，それ以外

なら 0)に変更し分析を行った。結果を示した図表９によると、サイト登録数ごとのダミー

変数はそれぞれいずれも有意に正に納税を押し上げる方向に効いている。また、サイト数が

多くなるほどパラメータが上がっているため、多くのサイトを登録しているほうがふるさ

と納税金額やふるさと納税件数が多くなることがわかる。他の主要な変数については推定

結果に大きな変化は見られない。もう一つ、ベンチマークのポータルサイト変数を各ポータ

ルサイトへの掲載数 saitosu（＊サイトなら＊、＊はそれぞれ 0～3）に変えて推定を行って

もこの変数は有意であり、他の主要変数にも大きな変化はみられなかった。 

次に、返礼率が 8 月末時点で３割以上を超えていた自治体を 1 とし、それ以外で 0 をと

る変数の返礼率 3 割以上ダミーwari_dummy をベンチマークに追加し、著しく高い返礼率を

設定している一部の市区町村の影響をコントロールした場合の推定結果を確かめた。図表

１０に示した推定結果を見ると、3 割以上ダミーwari_dummy は有意に効いており、他の主要

変数にも大きな変化は見られない。返礼率がおしなべてふるさと納税の決定要因となって

いることが確認できる。 

地域貢献・望郷変数については、地方債残高と類似する各自治体の財政力の変数と平均的

な所得水準の高い都市圏（東京）への転出者の影響についてみていく。前者については、ベ

ンチマークモデルに 2015～2017年度の財政力指数の平均値 zaiseiryokuを追加して推定を

行った（図表１０）。推定結果をみると、予想される負のパラメータが有意に得られた。こ

れは、財政的に有利な自治体から不利な自治体へ税収が分配されており、ふるさと納税制度

の目的通りになっていることが示唆される。後者については、ベンチマークモデルに 2015

～2017 年の各自治体の人口に占める東京都への転出者数の割合 tokyo_outflow を追加し、

サンプルから三大都市圏（東京、愛知、大阪）を除いた推定を行った9。東京都への転出者

数の割合 tokyo_outflow はマイナスに有意に効いており、東京への転出者が多いほどふる

さと納税金額とふるさと納税件数が上がるということになる10。なお、いずれの変数を加え

た場合においても、ベンチマークモデルの変数に大きな違いは見られない。 

次に、2015～2017 年に当該市区町村を含む都道府県が激甚災害に見舞われた場合に 1、そ

れ以外で 0 をとるダミー変数 hisaiti をベンチマークに追加して被災地要因による影響を

踏まえた感応度分析を行う(図表１１)11。ベンチマークモデルの変数については大きく結果

が変化しないことに加え、この hisaiti のパラメータは正に有意であり、激甚災害での支援

意識が、ふるさと納税を誘発する効果があることがわかる。 

                                                 
9 tokyo_outflow は数値が都道府県レベルでしか存在しないため、各市区町村の属する都

道府県の数値を便宜的に用いた。純人口転出率 net_outflow は類似変数であるが、東京へ

の転出者数の割合に絞った変数である。 
10 tokyo_outflow はネットではなく、グロスでの流出率である。 
11 hisaiti は数値が都道府県レベルでしか存在しないため、各市区町村の属する都道府県

の数値を便宜的に用いた。 
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２．４． 推定結果からの知見 

 推定結果をみていくと、財政力指数が低いほどふるさと納税金額やふるさと納税件数が

多くなる。この結果を踏まえると、財政力の低い過疎自治体に、ふるさと納税が行われてい

ることがみてとれる。だが、ポータルサイトの登録数や返礼品費用比率、３割以上ダミーな

どのポータルサイトと返礼率に関係する変数は、あまねくふるさと納税金額やふるさと納

税件数を増加させる。特に、ポータルサイトの登録数は、必要不可欠な要素の１つになって

いることがわかる。ポータルサイトは納税者にとって非常に利用しやすく、被災地に向けた

ふるさと納税などもできるため、ふるさと納税を普及させる重要な要素である。その反面、

様々な返礼品や自治体との比較を容易にしてしまうことで、返礼率の上昇や自治体に関係

のない返礼品の提供など、過剰な競争を招く原因になっているのも事実である。もともとふ

るさとを大切にするという思いから作られたふるさと納税制度だが、地域貢献と同時に返

礼品目当ての動きがあることが、統計的にも確認できた。こういった状況の中で、自治体が

ポータルサイトを経由してふるさと納税を受ける場合に発生する掲載手数料についてはど

う考えれば良いのであろうか。ポータルサイト側が多額の利益を得るという結果になって

しまい、逆にポータルサイトに載せないとふるさと納税の対象として自治体が見逃されて

しまうというジレンマがある。政策的には、より税金を地方自治体にダイレクトに分配する

ための工夫（例えば、ポータルサイトに対する何らかの規制）が必要になってくるだろう。 

 

おわりに 

 本稿では、ふるさと納税制度を３つの視点から計量分析をしてきた。地方債や転出者数

のパラメータが有意に効いていることから、ふるさと納税の本来の趣旨である地方やふる

さとを思う気持ちが表れていることが確認できた。一方で、ポータルサイトへの登録有無

や返礼品がふるさと納税金額とふるさと納税件数のどちらにも影響力が大きいことも明ら

かになった。 

 自治体としてはふるさと納税をより多く利用してもらうためにもポータルサイトへの登

録をしている一方で、利用者がポータルサイトを通じてふるさと納税を行った場合はふる

さと納税を受けた自治体がサイトに対して手数料を支払う関係が生じる。営利目的である

ポータルサイトを使わざるを得ない自治体にとっては、ある種のジレンマを抱くことにな

ることが今回の検証で浮き彫りになった。納税者としてもふるさとや地方へ貢献したいと

いう気持ちがある一方で、返礼品がある以上、どちらを優先するかというジレンマを抱え

ざるを得ない。 

 政府（総務省）は、返礼率を規制する動きを見せている。これは、返礼品そのものがあ

る以上、上記のジレンマに変化は起こらないと考えられる。地方間格差や過疎などによっ

て税収の減少に直面する自治体に対し、格差是正を狙って導入されたふるさと納税である

が、返礼率に政府が目くじらを立てると、そもそもの目的が達成できないほどにふるさと

納税額が減少してしまう可能性もあるだろう。その意味では、政府もジレンマを抱えてい

ることになる。また、ポータルサイトが過度に利することのないように、一定の規制を検

討しても良いのではなかろうか。 
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 最後に、本稿の課題を指摘しておく。第一に、データの制約があり、時系列的な変化を

考慮した分析（つまり、パネルデータ分析）が出来なかったことである。第二に、今回は

単純な最小二乗法を使った分析を行ったが、変数間の内生性バイアスや同時決定バイアス

について丁寧に考える必要性があったともいえる。。例えば、返礼品数とふるさと納税金

額の間の関係などについては、この問題が存在していると考えられる。これらの問題につ

いては、今後の課題としたい。 
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【図表】 

図表 1 ふるさと納税の受入額及び受入件数 

 

 
 

（出所）総務省 (2017a)「ふるさと納税に関する現況調査結果（平成 29 年度実績）」 

（注）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（法人からの寄付を含む

地方団体もあり）。 

 

図表２ ふるさと納税の情宣チャネル 

 

（出所）さとふる「自治体アンケート結果～自治体の実態～」 

（注）「ふるさと納税の PR 活動で、今年度（平成 28年度）実施しているものを挙げてく

ださい。」との質問に対する各自治体（平成 28 年 9 月 13 日現在、さとふるが契約し

ている 106 の自治体）の回答結果（回答率＝71.7%、複数回答） 
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図表３ ふるさと納税の情宣チャネルの効果 

 
（出所）さとふる「自治体アンケート結果～自治体の実態～」 

（注）「ふるさと納税の PR 活動で、これまで最も効果が上がったものを挙げてください」

との質問に対する各自治体の回答結果（単答）。図表２の注も参照。 
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図表４ 各変数の定義 

 
 

(注)net_outflow は数値が都道府県レベルでしか存在しないため、各市区町村の属する都道

府県の数値を便宜的に用いた。 

 

  

属性 変数名 説明 年度 出所

ln_H29_kifukin
２０１７年度にふるさと納税で受け入れた寄附金額の対数
値。寄附金額０円は欠損値とみなした。

2017年度
総務省「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査につい
て」
集計結果 Excel

ln_kifukensu

２０１７年度にふるさと納税を受け入れた件の対数値。欠
損値は、東京都の２３区の標準財政規模が取れなかった
ことと、寄附金額が０円の地域が１自治体あり、計算がで
きなかったため欠損値としている。

2017年度
総務省「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査につい
て」
集計結果 Excel

furusatochoice
ふるさとチョイスに掲載があり、
申し込みができる場合に１、それ以外で０を取るダミー変
数

2018年 ふるさとチョイス

satofuru
さとふるに掲載があり、
申し込みができる場合に１、それ以外で０を取るダミー変
数

2018年 さとふる

rakuten
楽天ふるさと納税に掲載があり、
申し込みができる場合に１、それ以外で０を取るダミー変
数

2018年 【楽天市場】ふるさと納税

hiyouhiritu
（返礼品の調達に関わる費用＋返礼品の送付
　　　　　　　　　　　　　　　　　に係る費用）÷寄附金額

2017年度
総務省「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査につい
て」
集計結果 Excel

henreihinsu
ふるさとチョイスに掲載されている返礼品目数。返礼品目
がゼロの場合は、欠損値としてみなした。

2018年 ふるさとチョイス

ln_tihousai ２０１６年度の地方債券発行残高の対数値 2016年度
総務省「平成28年度　市町村別決算状況調」
(5)地方債現在高等Excel

net_outflow
２０１７年の人口転出率から人口転入率の差で求めた純人
口流出率（％）

2017年

政府統計の窓口「住民基本台帳人口移動報告ー男女別都道
府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府
県への転出者数ー全国、都道府県、３大都市圏（東京圏、名
古屋県、大阪圏）、21大都市（移動者（外国人含む）、日本人
移動者）（平成29年）」
総務省「平成28年度　市町村別決算状況調（１）概況Excel

ln_zinkou ２０１７年１月１日時点での人口の対数値 2016年度 総務省「平成28年度　市町村別決算状況調」（１）概況Excel

kifukin_nobiritu ２０１６年度のふるさと納税前年比（％） 2015・2016年度

総務省「平成30年度ふるさと納税に関する現況調査につい
て」
各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数
                                  （平成20年度～平成29年度）」Excel
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図表５ 記述統計量 

 

変数名 単位 データ数 平均 標準偏差 最小値 最大値

ln_H29_kifukin 円の対数 1740 17.48 2.00 7.60 23.33

ln_kifukensu 件の対数 1740 7.24 2.26 0 13.67

furusatochoice ダミー 1741 0.78 0.42 0 1

satofuru ダミー 1741 0.24 0.43 0 1

rakuten ダミー 1741 0.24 0.42 0 1

hiyouhiritu ％ 1741 0.34 0.18 0 3.03

henreihinsu 品目数の対数 1739 107.39 141.26 0 1492

ln_tihousai 円の対数 1741 23.22 1.24 13.55 28.49

net_outflow ％ 1741 0.00 0.00 -0.01 0.00

ln_zinkou 人数の対数 1741 10.09 1.50 5.08 15.13

kifukin_nobiritu ％ 1741 27.44 377.22 -1 11691.44
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図表６ ベンチマークの推定 

 
 

(注) ＊＊＊、＊＊、＊はそれぞれ、1%、5%、10%有意水準で有意であることを示す。カ

ッコ内は頑健標準誤差を用いた t 値。Adj.R-sq は自由度修正済み決定パラメータ、F

とｐは F 検定のＦ値とその有意水準。 

ポータルサイト変数

furusatochoice 0.76 *** 1.05 ***

(5.91) (6.59)

satofuru 0.69 *** 1.00 ***

(9.01) (12.25)

rakuten 0.60 *** 0.64 ***

(7.67) (8.17)

返礼品変数

hiyouhiritu 3.72 *** 5.83 ***

(6.56) (6.67)

henreihinsu 0.00 *** 0.00 ***

(11.06) (8.94)

地域貢献・望郷変数

ln_tihousai 0.25 *** 0.26 ***

(3.57) (4.20)

net_outflow 53.18 *** 83.25 ***

(2.68) (4.07)

コントロール変数

ln_zinkou 0.11 ** 0.09 *

(2.05) (1.72)

kifukin_nobiritu 0.00 *** 0.00 ***

(4.13) (2.83)

_cons 7.93 *** -3.26 ***

(6.85) (-3.09)

N 1738 1738

adj. R-sq 0.56 0.66

F 162.52 267.32

ｐ 0.00 0.00

ln_H29_kifukin ln_kifukensu

被説明変数
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図表７ 感応度分析で利用する変数の説明 

 

 

 

図表８ 感応度分析の記述統計量 

 

 

 

  

変数名 説明 年度 出所

saitosu
ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさと納税
の
三つのうちの掲載している

2018年 各サイトダミーより計算

wari_dummy
返礼品が３割を超えている市区町村の場合に
１、それ以外で０をとるダミー変数

2018年 まいふるさと.com「還元率3割越え自治体リスト」

hisaiti
２０１５～２０１７年に当該市区町村を含む都道
府県が激甚災害に見舞われた場合に１、それ
以外で０をとるダミー変数

2015・2016・2017年度 内閣府「過去５年の激甚災害の指定状況一覧」

zaiseiryoku ２０１５～２０１７年度の財政力指数の平均値 2016年度 総務省「平成28年度　市町村別決算状況調」（１）概況Excel

tokyo_outflow
２０１５年～２０１７年の人口に占める東京都へ
の転出者数の割合（％）。推定の際、東京の市
区町村は外した。

2015年・2016年・2017年

政府統計の総合窓口「人口推計/長期時系列データ
長期時系列データ（平成12年〜平成29年）」

政府統計の総合窓口「人口推計」平成27年〜平成29年

変数名 単位 データ数 平均 標準偏差 最小値 最大値

saitosu サイト数 1741 1.25 0.76 0 3

wari_dummy ダミー 1741 0.14 0.35 0 1

zaiseiryoku 1741 0.50 0.29 0.05 2.11

tokyo_outflow ％ 1679 0.00 0.00 0.00 0.00

hisaiti ダミー 1741 0.31 0.46 1
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図表９ ポータルサイト変数に関する感応度分析 

 

(注) 図表６参照 

  

被説明変数＝

ポータルサイト変数

1.saitosu 1.12 *** 1.71 ***

(6.50) (7.96)

2.saitosu 1.82 *** 2.52 ***

(9.47) (10.36)

3.saitosu 2.04 *** 2.79 ***

(10.66) (13.15)

saitosu 0.67 *** 0.85 ***

(12.42) (14.09)

返礼品変数

hiyouhiritu 3.44 *** 5.33 *** 3.78 *** 5.95 ***

(6.33) (6.44) (6.98) (7.11)

henreihinsu 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 ***

(11.13) (8.81) (11.02) (8.56)

地域貢献・望郷変数

ln_tihousai 0.24 *** 0.24 *** 0.25 *** 0.27 ***

(3.46) (3.88) (3.70) (4.49)

net_outflow 48.80 ** 76.36 *** 53.00 *** 82.27 ***

(2.53) (4.04) (2.66) (3.98)

コントロール変数

ln_zinkou 0.11 * 0.08 0.11 ** 0.09 *

(1.92) (1.53) (2.04) (1.71)

kifukin_nobiritu 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 ***

(4.23) (2.80) (4.24) (2.90)

_cons 8.03 *** -3.13 *** 7.83 *** -3.48 ***

(7.02) (-2.99) (6.86) (-3.42)

N 1738 1738 1738 1738

adj. R-sq 0.57 0.68 0.56 0.66

F 175.48 341.26 203.50 312.46

ｐ 0.00 0.00 0.00 0.00

saitosu1,saitosu2,saitosu3に変更

ln_H29_kifukin ln_kifukensu

saitosuに変更

ln_H29_kifukin ln_kifukensu
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図表１０ 返礼品変数と地域貢献・望郷変数に関する感応度分析 

 

 

(注) 図表６参照  

被説明変数＝

ポータルサイト変数

furusatochoice 0.76 *** 1.05 *** 0.72 *** 1.01 *** 0.79 *** 1.05 ***

(6.03) (6.70) (5.59) (6.38) (5.79) (6.28)

satofuru 0.66 *** 0.98 *** 0.67 *** 0.99 *** 0.71 *** 1.01 ***

(8.87) (12.26) (8.88) (12.15) (9.14) (12.11)

rakuten 0.59 *** 0.63 *** 0.60 *** 0.63 *** 0.60 *** 0.64 ***

(7.56) (8.06) (7.60) (8.14) (7.43) (7.96)

返礼品変数

hiyouhiritu 3.49 *** 5.61 *** 3.70 *** 5.82 *** 3.74 *** 5.71 ***

(6.22) (6.42) (6.55) (6.66) (6.17) (6.22)

henreihinsu 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 ***

(10.90) (8.86) (11.26) (9.02) (10.34) (8.31)

wari_dummy 0.51 *** 0.48 ***

(4.96) (4.54)

地域貢献・望郷変数
ln_tihousai 0.26 *** 0.27 *** 0.10 0.14 ** 0.27 *** 0.23 ***

(3.85) (4.48) (1.46) (2.08) (4.06) (3.60)

tokyo_outflow -398.52 *** -359.83 ***

(-3.11) (-2.90)

zaiseiryoku -0.91 *** -0.73 ***

(-3.89) (-3.66)

コントロール変数
ln_zinkou 0.11 ** 0.08 * 0.33 *** 0.26 *** 0.06 0.09

(2.05) (1.70) (4.56) (3.75) (1.16) (1.57)

kifukin_nobiritu 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 *** 0.00 ***

(4.09) (2.84) (4.02) (2.85) (4.16) (2.66)

net_outflow 58.98 *** 88.73 *** 42.83 ** 74.99 *** 8.25 14.06

(2.97) (4.32) (2.16) (3.65) (0.33) (0.54)

_cons 7.64 *** -3.54 *** 9.65 *** -1.89 * 7.68 *** -2.80 **

(6.74) (-3.42) (8.75) (-1.71) (6.87) (-2.45)

N 1738 1738 1738 1738 1579 1579

adj. R-sq 0.57 0.67 0.57 0.67 0.56 0.64

F 152.37 250.27 152.56 248.58 137.69 184.14

ｐ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

tokyo_outflow追加

ln_H29_kifukin ln_kifukensu

wari_dummy追加 zaiseiryoku追加

ln_H29_kifukin ln_kifukensu ln_H29_kifukin ln_kifukensu
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図表１１ 被災地に関する感応度分析 

 

 

(注) 図表６参照 

被説明変数＝

ポータルサイト変数

furusatochoice 0.74 *** 1.02 ***

(5.85) (6.56)

satofuru 0.67 *** 0.97 ***

(8.88) (12.20)

rakuten 0.60 *** 0.63 ***

(7.61) (8.13)

返礼品変数
hiyouhiritu 3.70 *** 5.80 ***

(6.62) (6.72)

henreihinsu 0.00 *** 0.00 ***

(11.05) (8.89)

地域貢献・望郷変数
ln_tihousai 0.21 *** 0.21 ***

(2.96) (3.40)

net_outflow 51.16 *** 80.63 ***

(2.60) (4.00)

hisaiti 0.28 *** 0.36 ***

(4.05) (4.96)

コントロール変数
ln_zinkou 0.15 *** 0.14 ***

(2.72) (2.78)

kifukin_nobiritu 0.00 *** 0.00 ***

(4.22) (2.91)

_cons 8.33 *** -2.74 ***

(7.06) (-2.58)

N 1738 1738

adj. R-sq 0.57 0.67

F 153.44 259.64

ｐ 0.00 0.00

hisaiti追加

ln_H29_kifukin ln_kifukensu
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