
本資料は当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、明示、黙示に関わらず内容の正確性あるいは完全性
については保証するものではありません。また、本資料は有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。  実際の取引等を
ご検討の際には、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き等にご留意いただき、所轄の税務署や、弁護士、公認会計士、
税理士等の専門家にご相談の上、お客様の最終判断をもって行っていただきますようお願い致します。  本資料は、別段の表示のない限り、その作
成時点に施行されている法令に基づき作成したものですが、将来、法令の解釈の変更や制度の改正、新たな法令の施行等がなされる可能性がありま
す。  なお、本資料とその記載内容につきましては、第三者に対してその全部または一部のコピーを作成したり、配布されませんようお願い致します。 

SMBC日興証券株式会社 

意外と簡単「ふるさと納税」 
～あなたの選んだ自治体を応援してみませんか～ 
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「ふるさと納税」のしくみ 

☑ 生まれ育った場所と、納税している場所が一致していない人が世の中にはたくさんいます。「ふるさと納税」とは、そんな人たちの中で、
「応援したい（生まれ育った）場所に納税したい。」と考える人たちの想いを実現するための制度です。 

☑ 「応援したい自治体への寄附」として前払いし、後日、寄附金控除を受けることで、一定額の寄附までは実質2,000円の負担で済みます。 

寄附金受領証明書、返礼品 

寄附金受領証明書、
返礼品 

5万円 

納税（寄附） 

確定申告※寄附をした翌年の2/16～3/15 

※給与所得者など、確定申告不要の方はワンストップ特例制度の利用 
  により、確定申告しなくても「ふるさと納税」が可能（詳細はP.5参照） 

3万円 

納税（寄附） 

住民税額の試算イメージ 

寄附しなかった 

場合の住民税 400,000円 

A自治体へ寄附 －30,000円 

B自治体へ寄附 －50,000円 

自己負担額 ＋2,000円 

寄附後住民税 322,000円 

 
 

 
 

寄附翌年度の 
住民税課税 

（※322,000円） 

住所地自治体 

「ふるさと納税」イメージ 

※寄附の金額は上限額以内として試算 

申告情報の共有 
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「ふるさと納税」の現状 

☑ 平成29年度の「ふるさと納税」に係る寄附金控除の適用者（以下「ふるさと納税」利用者という）は約227万人と過去最高を記録しました。 

☑ 一方で、これは個人の住民税（市町村民税）所得割納税義務者（約5,759万人）の4％程度に過ぎません。 

【「ふるさと納税」利用者数の推移】 

106,446  133,928  

435,720  

1,298,719  

2,270,642  

0
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Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

「ふるさと納税」利用者数 

（人） 

「ふるさと納税」未利用者 

96.06％ 

「ふるさと納税」利用者 

3.94％ 

「ふるさと納税」利用者の割合は、 

まだまだ少ないのが現状 
 

「ふるさと納税の実績額」（総務省）(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_3_kojin.html)および「市町村税課税状況等の調」（総務省）
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran09.html)をもとにＳＭＢＣ日興証券ソリューション企画部作成 

※各年度の利用者数とは前年の1月～12月の利用者数です 
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「ふるさと納税」活用事例 

☑ 教育・子育て、福祉、地域・産業振興、観光・交流、環境保護などの分野への支援として「ふるさと納税」の資金が活用されています。 

   詳細は総務省のふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の活用事例」で確認してください。 

☑ 「ふるさと納税」を活用して、被災した自治体を支援することができます。返礼品を希望しない場合は、寄附金額の全額が自治体の 

   予算に組み入れられます。 

ふるさと納税で魅力ある農業学校づくり 

【返礼品】ホタテ、マルセイユメロン、温泉宿泊券 他 

福島県昭和村 

築80年の木造廃校舎を人が集う拠点へ 

【返礼品】高級麻（からむし）製品 他 

長野県飯田市 

心安らぐ「ふるさと」として各地区を身近に 

【返礼品】地元スイーツ、桃、干し柿  他 

広島県広島市 

「平和への思いを共有するまち」の実現のために 

【返礼品】お好み焼き、牡蠣飯、 広島菜漬 他 

三重県熊野市 

「のってこらい」過疎地の交通手段を確保 

【返礼品】美熊野牛カレー、新姫ドリンク、梅・味噌 他 

愛媛県西予市 

古民家カフェがつなぐ、人と人 

【返礼品】ライム・パプリカ、伊予柑ジュース・ジュレ 他 

熊本県熊本市 

熊本地震からの復旧・復興に向けて 

【返礼品】川尻包丁、J2ロアッソ熊本グッズ 他 

沖縄県読谷村 

美しいサンゴ礁の海を守りたい 

【返礼品】民家宿泊プラン、ジェラート、琉球料理 他 

石川県輪島市 

輪島塗職人による熊本地震被災陶器再生ＰＴ 

【返礼品】ふぐ・輪島塗製品  他 

群馬県前橋市 

タイガーマスク運動支援ＰＴ 

【返礼品】そば殻枕セット（福祉作業所製品）、ブドウ収穫体験 他 

青森県むつ市 

ジオパークの推進とみまもりサービスでまちを元気に 

【返礼品】ひば油、はちみつ 他 

ふるさと納税の活用事例（総務省ふるさと納税ポータルサイト）(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html) 
および各自治体ホームページ等をもとにＳＭＢＣ日興証券ソリューション企画部作成  

北海道遠別町 

北海道上士幌町 

子育て支援の充実による人口増 

【返礼品】アイスクリーム、十勝牛、チーズ・バター 他 
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「ふるさと納税」の簡単な利用法は？ 

☑ ここではインターネットによるクレジットカード決済による方法をご紹介します。 

☑ 他にコンビニ決済による方法、納付書（郵便振替）による方法、銀行振込みによる方法などがあります。 

• 「ふるさと納税ポータルサイト」をネット検索⇒複数のポータルサイトを検索することができます。 
  ※自治体HPから「ふるさと納税」を検索することもできます。 

• 複数のサイトがあり、各サイトの比較を行っているサイトもあります。 
 

 

• あわせて返礼品を選択します（一部、返礼品対象外の場合もあります）。 
• 使用するクレジットカードを手元に用意します。 
• サイトの案内に従って必要事項を入力し、クレジットカード決済をします。 
• 必要に応じて、サイト内の「控除額シミュレーター」等で自己負担額が2,000円で済む上限額の目安を 
  確認してください。「控除上限額の目安」は総務省ふるさと納税ポータルサイトでも試算可能です。   

• 寄附金受領証明書は確定申告の際に必要になるので、必ず保管してください。 
• ワンストップ特例制度を利用する場合には、早めに申請書等を自治体に送付しましょう。 
   

• 確定申告は寄附した翌年2/16～3/15に行い、その際に寄附金受領証明書の添付が必要です。 

• ワンストップ特例制度の詳細は次ページで確認してください。 

ふるさと納税ポータルサイトに 

アクセス 

寄附する自治体を決定し、 

ふるさと納税実行 

寄附金受領証明書および 

返礼品等が届く 

確定申告または 

ワンストップ特例の手続きをする 
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納税手続き簡単、ワンストップ特例制度 

☑ 給与所得者など原則として確定申告が不要な方は、要件を満たしていればワンストップ特例制度の利用により、「ふるさと納税」を行って
も確定申告が不要です。 

☑ この制度を利用した場合、所得税からの控除はなく全額が住民税から控除されます（控除金額は変わりません）。 

【要件①】 1年間の「ふるさと納税」先は5自治体まで 

 寄附先の自治体数が6以上になった場合 
 

 確定申告をした場合 
  ※上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除や 

    医療費控除の申告など、「ふるさと納税」以外で確定申告 

        をした場合 

 
 

 
 

A市 

B市 

C市 

D市 

E市 

A市に年2回納税（寄附） 

※年合計6回以上納税（寄附）を行っても、 納税先が 

  5自治体以内であれば特例制度は適用可 

【要件②】 各「ふるさと納税」先の自治体に申請書を提出 

A市に年2回納税（寄附） 
※申請書も2回提出 

※自治体への申請書は、納税翌年の1月10日必着 

   （マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類のコピーを同封） 
 

 
 

 

A市 

B市 

C市 

D市 

E市 

確定申告が必要な場合 確定申告が必要な場合 

申請書 

申請書 

申請書 

申請書 

申請書 

申請書 

 申請書を1月10日必着で送付できなかった場合 
  ※申請書未着分について寄附金控除を受ける場合には、全ての 

    「ふるさと納税」の申告が必要 
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自己負担額が最小（2,000円）となる「ふるさと納税」額（年間上限）の目安 

☑ 控除額は所得税と住民税（基本分＋特例分）の控除額の合計額になります。 

☑ 給与所得者が自己負担額2,000円で済む、「ふるさと納税」額の目安です。 

☑ 寄附自体の上限はありませんが、税金の控除額には上限があります。年収や家族構成などによって異なります。 

【控除額の計算イメージ】 

【年間上限額の目安】 

「ふるさと納税」 
利用者の給与収入 

独身又は 
共働き※1 

 夫婦 ※2 共働き＋子1人 

（高校生※3） 
共働き＋子1人 

（大学生※4） 
夫婦＋子1人 

（高校生） 
共働き＋子2人 

（高校生と大学生） 
夫婦＋子2人 
（高校生と大学生） 

400万円 42,000 33,000 33,000 29,000 25,000 21,000 12,000 

600万円 77,000 69,000 69,000 66,000 60,000 57,000 43,000 

800万円 129,000 120,000 120,000 116,000 110,000 107,000 85,000 

1,000万円 176,000 166,000 166,000 163,000 157,000 153,000 144,000 

1,500万円 389,000 389,000 377,000 373,000 377,000 361,000 361,000 

2,000万円 564,000 564,000 552,000 548,000 552,000 536,000 536,000 

(単位：円) 

「ふるさと納税」 
（寄附金） 

自己負担額 

2,000円 

控除額 

住民税からの控除 

所得税からの控除 ※「ふるさと納税」を行った年の所得税から控除 

※「ふるさと納税」を行った翌年度の住民税から控除 

（注）自己負担額が2,000円で済む上限額（目安）は、総務省ふるさと納税ポータルサイト等の各種サイトで確認可能 

※1 共働き：「ふるさと納税」利用者は配偶者（特別）控除を受けていない  ※2 夫婦：「ふるさと納税」利用者の配偶者は無収入  ※3 高校生：16歳から18歳までの扶養親族 
※4 大学生：19歳から22歳までの特定扶養親族 



金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項 

 本資料は、法制度/税務、自社株評価、相続/事業承継、株主対策/資本政策、オファリング、M&A/IPO、年金/保険等の諸制度に関する紹介や解説、ま
た、これに関連するスキーム等の紹介や解説、及びその効果等に関する説明・検証等を行ったものであり、金融商品の取引その他の取引の勧誘を目的
とした金融商品に関する説明資料ではありません。記載の内容に従って、お客様が実際にお取引をされた場合や実務を遂行された場合の手数料、報酬、
費用、その他対価はお客様のご負担となります。なお、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「弊社」といいます。）がご案内する商品等へのご投資には、各商
品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く。）
の場合は約定代金に対して最大1.242％（ただし、最低手数料5,400円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定され
た各種手数料等（直接的費用として、最大4.32％の申込手数料、最大4.5％の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率5.61％の

信託報酬（又は運用管理費用）及びその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購
入対価のみをお支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、円
貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等
のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。 

 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成されていますが、明示、黙示に関わらず内容の正確性あるいは完全
性について保証するものではありません。また、別段の表示のない限り、その作成時点において施行されている法令に基づき作成したものであり、将来、
法令の解釈が変更されたり、制度の改正や新たな法令の施行等がなされる可能性もございます。さらに、本資料に記載の内容は、一般的な事項を記載
したものに過ぎないため、お客様を取り巻くすべての状況に適合してその効果等が発揮されるものではありません。このため、本資料に記載の内容に
従って、お客様が実際に取引をされた場合や実務を遂行された場合、その期待される効果等が得られないリスクもございます。なお、金融商品の取引そ
の他の取引を行っていただく場合には、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状
況（財務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元本を超過す
る損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、
デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます。）を
上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本
超過損リスク）があります。また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合がありま
す。上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等をよくお読みくださ
い。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。また、実際の取引等をご検討の際には、個別の提案書等をご覧いただいた
上で、今後の制度改正の動きに加え、具体的な実務動向や法解釈の動き、及びお客様の個別の状況等に十分ご留意いただき、所轄の税務署や、弁護
士、公認会計士、税理士等の専門家にご相談の上、お客様の最終判断をもって行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

商  号  等： ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第２２５１号 

加 入 協 会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

（2017年2月1日現在） 


