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本稿では、ニュース等で頻繁に耳にするふるさと納税について、自治体の財政への影響と

ふるさと納税額や件数の決定要因について分析を行った。 

過去数年間、ふるさと納税の受入額、受入件数共に急激に増加し恩恵を受けている自治体

が存在している反面、ふるさと納税により税の流出に苦しむ自治体が存在する。流出に伴う

損失分は地方交付税交付金で 3/4が補填されるため、流出の痛手は大都市を除く多くの自治

体で限定的となる傾向が強い。自治体毎のふるさと納税の収支を計算すると、格差は最大で

住民一人あたり数百万円規模にのぼる。また、魅力的な地場産品の返礼品を用意できるかで

きないかという点が、ふるさと納税のメリットを自治体が享受できるかどうかの最も大きな

要因となっている。それができない場合、地方交付税交付金がないと、ふるさと納税に係る

収支を黒字化できない自治体が多数ある。 

ふるさと納税額や納税件数の決定要因について計量分析を行った結果、決定要因として最

も重要なのは、自治体がふるさと納税をまとめて紹介しているポータルサイトに登録してい

ることと、自治体がお得な返礼品を納税者に提供すること（高い返礼率）である。ポータル

サイトに登録することで多くの人の目に触れられることや、ふるさと納税しやすいためであ

ると考えられる。高い返礼率については、返礼率を 3 割以内とする規制が本年 6月から導入

されたため、是正されていく可能性が高いが、ポータルサイトを通じた抜け道的な追加的返

礼も行われるなど、課題も多い。 
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１．はじめに 

総務省は「ふるさと納税で地方創生」をスローガンに、納税者が寄附先の選択権を持ち、

納税者が関心のある自治体の力になれ、自治体間の競争を促せるとして、ふるさと納税制度

と呼ばれる寄附金税制を 2008 年より実施してきた（総務省, 2019a）。その成果もあり、数

年前からふるさと納税の知名度や寄附金額は急激に高まり、5 年前には 13 万人の利用に留

まっていたにもかかわらず、現在では利用者数は年間 395 万人にまで増加しているという

(総務省, 2019b)1。 

ふるさと納税がこの数年でここまで知名度を上げてきた理由の 1 つとして考えられるの

は、寄附に応じて自治体から提供される返礼品の魅力が挙げられる。ふるさと納税は、自分

の応援したい自治体に自由に寄附をすることで、所得額などにより上限はあるものの、2,000

円の自己負担額を除く寄附金額が所得税や住民税から控除される仕組みである(総務省, 

2019c)。このため、国民（納税者）にとっては、結果的に寄附というよりも、キックバック

付き納税のようになっていることが、ふるさと納税の魅力を高めたと言われている2。 

さて、寄附金はすべてが寄附を受け取った自治体の活性化のために用いられるわけでは

なく、自ずと返礼品の調達費などにも使われることになる。そもそも寄附金がなければ、調

達にともなう経済活動も生じない。そればかりでなく、寄附金のお礼として送る地場産品の

返礼品を通じて、その自治体特有の地場産品を全国に広くアピールすることも可能となる。

そう考えると返礼品を通じて地域の活性化に資するという総務省(2018a)の指摘は、あなが

ち間違いではない。 

とはいえ、ふるさと納税にはいくつもの問題点も指摘されている。1 つ目は自治体からの

税金の流出である。特にふるさと納税の実行額の多い（換言すれば、ふるさと納税に係る寄

附金税額控除の多い）都市部自治体では、本来は当該自治体の税収になるはずであったもの

が、ふるさと納税に代替されて他自治体に流出してしまう結果、大幅な税収の減収に直面す

るケースが出てきたという。例えば、杉並区は地方交付税による補填もなくふるさと納税に

よる税の流出がそのまま区の減収になってしまい、2017 年にはその金額は約 14 億円にも

 

1 2015 年から 2016 年にかけてふるさと納税の利用者は 43 万人から 130 万人と爆発的に

増加しているが、これは 2015 年にふるさと納税枠の倍増やワンストップ特例制度が始ま

ったことが関係していると思われる。ワンストップ特例制度とは、寄附する自治体が 5 団

体以内の場合は確定申告を行う必要がないと定めた制度である。これにより寄附をした後

に確定申告をする手間が省けるため寄附金額が増加したと考えられる(総務省, 2019b)。 

2 舛添(2019)は総務省の勧告から返礼率を 3 割以下にした自治体の寄附金額が 20 分の 1

に激減していることから、寄附意識ではなく返礼品目当ての利用者が多いことを指摘して

いる。また、朝日新聞(2019b)も返礼品に Amazon ギフト券を入れた自治体の受入額が増

え、返礼率を 3 割以下にした自治体の受入額が減ったことから、ふるさと納税をカタログ

ショッピングになっていると評価している。 
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なった(杉並区, 2019)。また朝日新聞(2018a)も、2017 年度に世田谷区からふるさと納税に

よって流出した金額は約 31 億円にも上り、同区長が「30 億円あれば学校 1 校改築できる」

と訴えていると紹介した。地方創生が基本的な問題意識である以上、これは致し方のない話

とも言える。さはさりとて、そもそもふるさと納税の存在が、市区町村レベルでの税の配分

にどのような影響を与えたのかを理解する必要があると考えられる。そこで、本稿では流出

と流入の両面で何が起きているかを、実際のふるさと納税のデータから考察していく。また、

国から地方に支払われるふるさと納税と連動する地方交付税交付金についても併せて定量

的に整理していく。 

もう 1 つの問題は激化する返礼品競争である。本来はふるさと納税の寄附金に対する返

礼品はあくまでも自治体からの任意のお礼であり、その土地の名産をもっと広く全国に伝

えるために行われるものである。しかし、地場産品以外の人気のある返礼品や高額な返礼品

などで多額のふるさと納税を集めていた自治体が存在し、ふるさと納税を簡単に行うこと

ができる民間のウェブページ（ポータルサイト）が各自治体からの返礼品に加えて、ポータ

ルサイトとして商品券等を納税者に還元するといったことも発生している。更には、返礼品

だけが目当てのふるさと納税が横行しており、本来の趣旨から逸脱しているのではないか、

といった指摘も度々されてきている3。 

これらの問題への対策として、総務省は 2017 年に「ふるさと納税に係る返礼品の送付等

について」で各自治体に返礼率を 3 割以下にすること、金銭類似性の高い返礼品（金券類な

ど）を送らないようにすること、などの勧告を行った。しかし、これはあくまで勧告に過ぎ

ず、法的な拘束力がなかったため、大きな効果を得ることはできなかった。そこで総務省は、

2018 年に３割を大きく超える返戻率を設定して多額のふるさと納税の流入に成功した大阪

府泉佐野市と他 3 つの自治体を、ふるさと納税の仕組みから外すことを決定した4。 

本稿では、各自治体におけるふるさと納税の流出、流入動向ならびにそれに付随する地方

交付税交付金について考察し、自治体にとってのふるさと納税のインパクトを整理する。そ

して、自治体レベルでみたとき、ふるさと納税のメリットとデメリットを定量的に評価する。

その上で、ふるさと納税に関連するデータを過去２年分について多面的に収集し、ふるさと

納税の決定要因を計量的に調べていく。分析結果を踏まえ、ふるさと納税の問題点について

 

3 朝日新聞(2019a)では、自治体が知恵を出して互いに切磋琢磨すること自体は推奨される

べきことではあるが、法に触れないからと言って何をしてもいいわけではなく倫理観が必

要だと指摘している。また、同じく朝日新聞(2018b)においては、ふるさと納税の意義を

考えると他の自治体よりも魅力のある返礼品を用意して多くの寄附を集めることは非難さ

れることではないが、問題は寄附を行う者が豪華な返礼品を目当てにしていることだとし

ている。 

4 総務省(2019d)「ふるさと納税指定制度における 令和元年６月１日以降の指定等につい

て」による。 
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論じていく。 

 

２．ふるさと納税に関する先行研究 

 ふるさと納税に関するマスコミ報道はとかく返礼品の問題に偏りがちである。だが、ここ

まで見てきて明らかなように、返礼品だけでなく、ふるさと納税に関連した税の仕組みにつ

いても考察することが、ふるさと納税の仕組み全体に関する理解につながる。 

次章で詳しく説明するとおり、税収が多い一部の市区町村を除き、大半の自治体は住民の

ふるさと納税によって本来期待されている税収が減る（税金の他自治体への流出）。その流

出分の 75％が、国からの地方交付税交付金によって補填される。特に自治体への影響を把

握するには、ふるさと納税による税収増、他自治体への流出（税収減）と地方交付税交付金

による補填まで含めて捉えることが肝要である。 

ここからはふるさと納税に関して、先行研究は何を明らかにしてきたかを整理していこ

う。 

 

２．１．返礼に関する先行研究 

 社会的関心も反映し、総務省のふるさと納税に関する政策対応も、返礼率や返礼品を地場

産品とするといった対応に終始したこともあり、返礼に関する研究や論考は様々ある。例え

ば、鈴木(2019)は 2017 年 4 月に総務省によって出された「ふるさと納税に係る返礼品の送

付等について」が、各自治体にどれほどの影響を与えたのかについて分析をしている。これ

は行き過ぎた自治体の返礼品競争を抑えることを目的とし、返礼品の返礼率（ふるさと納税

額に対する返礼品の価値の割合）を 3 割以下にすることや金銭類似性の高い返礼品を送付

しないことなどを勧告したものである(総務省, 2017)。勧告とは措置をとることをすすめた

り促したりする通知であり、措置を取らずとも罰せられるわけではない。鈴木(2019)は 2016

年度に 50％を超える返礼率の自治体が 255 存在していたにもかかわらず、勧告に従い返礼

率を 30％以下にしたのは 9 自治体に過ぎず、勧告の効果が低かったことを明らかにしてい

る5。 

 武者(2019)は、返礼品に関するケーススタディとして北海道内の市町村を取り上げて、分

析を行っている。具体的には、米やカニ、牛肉など返礼品として自治体が力を入れている商

品が返礼品のラインナップに含まれるか否かが、各自治体のふるさと納税の受入額に影響

を与えるのかを分析している。武者(2019)によると、カニや牛肉、すなわち生鮮食品を返礼

 

5 総務省は 2018 年 4 月に再度「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」の勧告を

行った。また 2019 年 6 月からのふるさと納税の新制度において、返礼率が 3 割以上の過

度な返礼品や地場産品以外の金券などの返礼品を用いている静岡県小山町、大阪府泉佐野

市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の 4 つの自治体の参加を認めないことを決定した 

(総務省, 2019d)。 
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品として用意している自治体は他の自治体よりも受入額が多い一方、米のような保存の効

く食品を返礼品として扱っている場合は、他県の自治体と差別化をすることが難しく、受入

額が伸び悩んだという。 

 上記の 2 つの論文で鈴木は 2017 年の総務省の規制に関して、そして武者は北海道におけ

るふるさと納税の決定要因に関して重きを置いて論を展開しているが、その中でも「返礼品」

というワードは共通して取り上げられている。ここから、ふるさと納税の問題点、ふるさと

納税の決定要因、帰着点の違う論であったとしても、返礼品は、ふるさと納税を論ずる上で

非常に重要な役割を果たしていることが見てわかる。 

 

２．２．ふるさと納税の是非に関する先行研究 

 ただし、ふるさと納税を論じる場合、返礼品にばかり目を向けるのはミスリーディングで

ある。実際、先行研究にも賛成と反対意見の双方が存在し、それぞれに相応の理由が存在し

ている。賛成意見に関して、ふるさと納税の返礼品が今まであまり知られていなかった自治

体の特産品や自治体自体の魅力を全国に広く知ってもらう手助けになったというものが大

半である。保田(2017)は、実際の地域活性の例を出し、返礼品が企業のチャレンジ精神やイ

ノベーションに効果を上げたと言及している。水田(2017)も、ふるさと納税が人々の寄附意

識を高め、地方の魅力を伝えるなど情報発信を促す効果があったと述べている。しかし、ふ

るさと納税に肯定的な意見を示す論文の大半が改善点の存在も指摘している。平井(2019)

は、ふるさと納税というシステム自体には肯定的なものの、泉佐野市のような金券をばら撒

くような自治体には何かしらの対策を練る必要があると指摘した。保田(2017)もふるさと

納税をただの特需や、バラマキ産業で終わらせるのではなく、ふるさと納税によって地域活

性化を成功させた企業や自治体の例を参考に、ふるさと納税とは企業のビジネス力向上、ま

た各自治体の経済力向上に役立つことに目を向けるべきなのだと主張した。 

 他方、反対意見に共通して見られた指摘は、ふるさと納税とは「寄附」であるのだから、

本来見返りを求めるものではないというものである。小此木(2018)は、ふるさと納税によっ

て都市部の税収が減っている点を指摘し、ふるさと納税を廃止、出来ないのならばせめて返

礼品は廃止するべきだと主張した。佐藤(2016)も、寄附の本来の意味と、現在のふるさと納

税の矛盾を指摘し、今のふるさと納税は特産品の通販サイトだと批判した。また、朝日新聞

(2019c)によると、兵庫県は寄附とは本来見返りを求めるものではないということを理由に、

国に対して返礼品制度の廃止を求めていたことを紹介している。また、矛盾点はさておき、

そもそもふるさと納税の仕組みが持続不可能な制度であるという主張もある（市川, 2019、

木下, 2015)。返礼品で寄附する人を釣ったり釣られたりする現在の状況は、目先の利益に

対する近視眼的な行動であり、長期的な目線に立ち持続可能な仕組みとしない限り、将来性

のある税の仕組みとして機能しないという。 
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２．３．ふるさと納税に関連する地方財政の問題に注目した先行研究 

 ふるさと納税と地方交付税との関連性についての先行研究に共通する部分は、「ふるさと

納税を税と見なすか、それともあくまで寄附と見なすか」という部分である。 

 安田(2019)は、市町村への地方交付税を算定する際にふるさと納税をどのような形で捉

えるべきかについて検討している。税収、すなわち「ふるさと税」といった形で扱うことで

基準財政収入額が増えるため、結果として地方交付税が減少する、と指摘している。また寄

附ではなく税であるならば、税金控除(住民税・所得税)の対象にもならないため、ふるさと

納税を行った人の住む自治体から税が流れ出てしまうことの対策にもなると主張する。他

方、安田・小山(2017)は、ふるさと納税が租税原則を満たしてるとは言い難く、ふるさと納

税を税の支払いとして捉えるのではなく、あくまで地方創生の政策手段としての寄附と考

えるべきだと主張する。また、総務大臣のもとで開催されたふるさと納税研究会(2007)によ

れば、地域格差の解消はふるさと納税を頼りにするのではなく、地方交付税によって是正さ

れるべきだとの意見が参加していたある県知事より出たという。 

 また冨田(2017)はふるさと納税と地方交付税との関連性について、三大都市圏所在地方

から、その他の地域へと税源が移動している効果はたしかに存在するとしている。また、大

都市圏の人口過密や、地方の過疎化などの根本的な解決がない限り、ふるさと納税によって

ますます都市部と地方の税収格差が広がるのではないかと指摘している。 

 同様に森信(2018)も、ふるさと納税によってもたらされた税収は半分以上が返礼品の調

達のために用いられ手元に残るのは半分以下であることを指摘している。また、流入額の大

きい自治体からクレームが出ないように地方交付税によって補填しているのは、さらなる

問題であるとする。ふるさと納税によって大都市部の税収を地方に移せば、都市部と地方の

財政格差が解消する、といった簡単な問題ではないと指摘している。 

 

２．４．先行研究からの知見と本稿が分析対象とすること 

 ふるさと納税と地方交付税に関する先行研究では、ふるさと納税が地方財政に影響を与

えるか否かを確かめる論文があったが、数値を用いてふるさと納税が地方交付税にどれだ

けの影響を与えているのかまで論じているものはなかった。 

また、返礼に関する先行研究においては、各自治体の返礼品競争の現状から生じている問

題点を挙げることによって、ふるさと納税の返礼品を今後どのように扱っていくべきなの

かを指摘するものが大半であった。ただし、基本的には定性的な議論に終始しており、複数

年に亘る返礼品とふるさと納税の動向に関する定量的な評価を行い、エビデンスに基づく

政策評価を試みるような研究は筆者の知る限りなかった。 

これらを踏まえ本稿では、地方交付税との関連性について、実際の数値を用いてふるさと

納税による収支を算出する。ここから、各自治体がふるさと納税によって赤字を被っている

のか、それとも黒字で恩恵を受けているのかを確認し、各自治体がふるさと納税に関してど

のような状況に置かれているのかを確認していく。 
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返礼品の問題に関しては、過去 2 年間のデータを用いて分析を行うことで、より正確な

分析結果を求めるものとする。また、２年分のデータを比較することによって決定要因にど

のような変化が生じているのかについてもみていく。 

 

３．経済システムにおけるふるさと納税の役割と自治体の財政状況  

 ふるさと納税は経済システムの中でどのような役割を果たしていると評価すればよいの

だろうか。ここでは、経済の 3 主体、すなわち家計、企業、政府にわけてその意味を考えて

いく。また、政府を中央政府（いわゆる霞が関）と自治体（市区町村など）に区別して考察

していく。 その上で、特に影響を大きく受ける自治体においては財政面でどのような影響

が発生するのかを定量的にみていく。 

 

３．１．経済主体別に見たふるさと納税 

 家計は、居住自治体以外の自治体（以下、他自治体）への寄附（納税）をすることができ

る。納税者である家計は他自治体に寄附をすることで、自己負担額の 2,000 円を除いた寄附

全額が所得税及び住民税から控除される。つまり、控除の上限はあるものの、それを下回る

寄附については、居住する自治体に本来は収めるはずの税金を収めなくてもよいことにな

る6。さらに、寄附先の他自治体から大半のケースで何らかの返礼品を受け取ることができ

る。返礼品は地元の特産物や工芸品、旅行券やサービス券など多岐にわたり、納税者が選べ

る。そもそも、家計にとっては居住自治体に納税をすれば、その自治体から各種の公共サー

ビスを得られるはずであるが、ふるさと納税をするとそのサービスの機会は逸する。他方、

ふるさと納税をした場合は、（寄附とはいうが）実際には返礼品（お礼としての物品やサー

ビス）という寄附からの直接的なキックバックの恩恵を他自治体から受けられる。  

 ふるさと納税が人気な理由としては、居住自治体からの公共サービスよりも、他自治体

からの返礼品の方が価値を高く感じられるということが考えられる。前者は必ずしも自分

に直接的な恩恵が来ない一方、後者は直接的に恩恵を受けられるということだ。新聞報道

によれば、ふるさと納税の控除上限額が大きい高額所得者が、ふるさと納税を積極的に活

用する傾向があるという(日本経済新聞, 2018)。累進課税故に地元自治体からうける公共サー

ビスの見返りが課税額対比で限定的となりやすい（納税のリターンが低い）一方、（所得

水準によって返礼品が変わることはなく、納税のリターンも明確かつ大きい）ふるさと納

税による恩恵のほうが彼らにとって魅力的だということであろう。 

次に「企業」の立場からふるさと納税制度を考える。寄附を受けた自治体の多くは、納

税者にお礼として返礼品を贈るが、この返礼品は各自治体自体が生産しているものではな

く、各自治体は返礼品を民間が生産する物品やサービスの中から選定する。返礼品の条件

 

6 ふるさと納税の控除上限額は基本的に寄附者の給与収入と家族構成によって決定され

る。給与収入が高くなるにつれ、上限額も引き上げられる。 
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については、様々な制度変更はあったものの、現在では地場産品に限るというのが基本的

な条件となっている。返礼品に選定された物品やサービスを生産・供給する企業は、ふる

さと納税を行う家計にその商品が選ばれた場合、その代金を受け取ることができる。ただ

し、ふるさと納税用のセットを用意する負担は生じるため、ふるさと納税額が伸び悩め

ば、かえって負担となる可能性もある。  

 続いて「自治体」の立場からふるさと納税制度を考える。自治体がふるさと納税として寄

附されたものはその自治体の歳入となる。ただし、これがまるごと当該自治体の自由に使え

る資金（純粋な歳入、と便宜的に呼ぶ）とはならない。まず、返礼品を用意する必要がある。

また、返礼品の認知度を高めるために、大半の自治体は返礼品の情宣のために民間のインタ

ーネットのサイト（ポータルサイト）等への掲載コストを支払う。なお、この費用はふるさ

と納税額の 10%程度になるという(平田, 2018)。ただし、自治体によってコスト構造が区々

なため、ふるさと納税によって寄附された金額がどの程度、「純粋な歳入」となるかも区々

である7。  

 さて、ふるさと納税で寄附金を受け入れたとしても、寄附金は基準財政収入額に参入され

ないというルールがある。そのため、国（中央政府）からの地方交付税交付金が減額される

ことはない。反対に、もしも居住民が他の自治体に寄附を行えば、彼らの住民税が控除され

るために、本来歳入となるはずの住民税が流出することとなるのは先述のとおりである。ふ

るさと納税による減収分の税金、つまり控除された住民税については、地方交付税交付金に

より 75%相当を補填される仕組みとなっている。このため、ふるさと納税によって各自治

体の財政へのインパクトを理解するには、他自治体居住者からふるさと納税されることに

よる歳入増の部分、当該自治体居住者による他自治体へのふるさと納税による歳入減の部

分、中央政府からのふるさと納税にかかる地方交付税交付金の部分の 3 つを把握していく

必要がある。  

 最後に、「政府（国、中央政府）」の立場からふるさと納税制度を考える。前述の通り、

ふるさと納税のために減収した住民税を地方交付税交付金として 75%分補填する。この地

方交付税交付金は政府の歳出となる。年々ふるさと納税の受入額及び受入件数は増加して

おり、政府の負担も増している（歳出増加）。また、納税者がワンストップ特例制度を利用

しない場合は所得税も控除されるので、その分の国税が減るということになる。ただし、ふ

るさと納税制度を通じて地方創生という目的に資すると考えられているため、地方創生の

ための財政支出とみなすこともできる。  

 

 

7 総務省(2019b)によると、ふるさと納税の募集に要した経費のふるさと納税受入額に対す

る割合は全国平均で 55%に達する。 



10 

 

３．２．ふるさと納税に係る自治体の財政状況  

 各自治体にとって、ふるさと納税に関する収支はどのようになっているのだろうか。これ

まで見てきたとおり、自治体の視点に立つと、歳入としてのふるさと納税の流入（受入）額、

歳出としてのふるさと納税の流出額、ならびにそれを部分的に補填する役回りとなる地方

交付税交付金の影響をみていく必要がある。そこで、2017 年と 2018 年に関する自治体（市

区町村レベル）に関するデータ分析を行った。なお両年で傾向が大きく異なることはなかっ

たので、以下で断りのない限り 2018 年データを紹介する。  

  

３．２．１．地方交付税補填後の最終的な収支と、住民一人当たりの金額  

 前述の通り、自治体は前年度のふるさと納税による住民税減収分の 75%を、地方交付税

交付金として受け取ることができる。その補填を加味して「ふるさと納税に係る収支（以下、

収支）」を算出した（ただし、地方交付税不交付団体はこの補填はなく、東京都の特別区も

同様。具体的には、収支＝各市町村の前年度控除額×z＋各市町村のふるさと納税受入額 の

計算式によって求めた。地方交付税交付金を受けている場合は z=－0.25、受けていない場

合は z=－1 である。 

 分析の結果、全 1,742 自治体のうち、赤字となっている団体が 200、黒字となっている団

体が 1,540 あった（図表 1）。住民一人あたりでみると、赤字の場合、赤字額は 2,500 円未

満に収まっている自治体が 188、2,501〜4,999 円の赤字となっている自治体が 8、それ以上

の赤字となっている自治体が 4 となっている。黒字の場合は、住民一人あたりでは大半の

ケースで黒字額は 1 万円以内となっているが、1 万円を超える自治体も 374 存在する。赤字

と黒字の上位自治体は図表 2 のとおりであり、黒字トップの和歌山県高野町と赤字トップ

の東京都千代田区の一人あたり収支額差は数百万円規模とかなり大きなものとなってい

る。 また図表 2 は、2019 年 6 月の新制度で除外された 4 市町を含む黒字上位 5 団体と、含

まないものとを掲載した。黒字上位 5 団体となったのは、除外された 4 団体のうち意外に

も 2 団体のみであった。 

 更に、ブレイクダウンして傾向を見てみると、東京、大阪、名古屋といった三大都市をは

じめ、関東地方や近畿地方の比較的大きな都市で収支が赤字となっているケースが多い（数

値未掲載）。ふるさと納税によって都市から地方へ税が移転しているといえる。特に東京都

港区や世田谷区のような平均年収の高い地域の控除額（ふるさと納税の流出額）が大きく、

ふるさと納税が節税対策の手段として浸透し、当該自治体から他自治体にふるさと納税を

通じて資金が流出している姿が確認できる。  

また東京都特別区を除く地方交付税不交付団体は 76 団体存在し、そのうち 50 団体が赤

字となっている。不交付団体は税収を確保できる財政力の高い地域が認定されるが、ふるさ

と納税に係る部分に限定してみると、地方交付税による補填がなければ 2/3 以上の団体が

赤字となっているのが現実であるということになる。  
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 このように、ふるさと納税にかかる自治体の収支構造の分析の結果、①大都市から地方へ

税の移転が生じていること、②ふるさと納税の収支に関する自治体間の「勝敗」の格差は大

きいこと、③地方の自治体だからといってふるさと納税の「勝者」であるわけではなく収支

に格差があること、④大都市の自治体の多くが「敗者」となっていることがわかった。  

  

３．２．２．都道府県別にみたふるさと納税の収支  

 ふるさと納税を実施している各自治体レベルでふるさと納税の実務は行われるが、自治

体数があまりに多いため、評価が難しい側面がある。そこで、都道府県毎の集計を行って傾

向を赤字自治体の割合（＝全市町村区に占める全赤字自治体数）を計算してみて都道府県別

に考察をしてみよう。なおここでは、地方交付税交付金による補填の影響度合いを確認する

ために、補填有りのケース（つまり、現実のケース）と補填無しのケース（ふるさと納税に

関して地方交付税交付金による補填が仮に行われないとした試算のケース）の 2 つのケー

スを考えてみる。  

 はじめに地方交付税交付金を受けている場合（補填有りのケース）についてみてみよう。

赤字自治体の割合が 30%を超えたのは、東京・愛知・埼玉・大阪の 4 都府県であった。東

京都が 77.4%とずば抜けて高い数値となっているが、全国平均は 11.4%にとどまっている。

これは、赤字自治体が皆無の道県が 17 つあることが一因である。特に東北・九州地方の場

合は赤字自治体ゼロのケースが多く、赤字割合も低い。そして、関東・関西地方以外のほと

んどの道県では、赤字自治体の割合が一桁台であった。  

次に、全国全ての自治体が地方交付税交付金を受けていないと仮定して試算した場合（補

填なしのケース）の試算結果をみてみよう。つまり、赤字自治体割合は全国平均で 20.1%と

補填有りからほぼ倍増する。ただし、各都道府県であまねく割合が 2 倍となるのではなく、

関東・関西地方における赤字自治体割合の上昇率が高い。なお、補填がなくとも依然赤字自

治体が全く無いという道県は 7 つ存在する。また、補填有りのケースで赤字自治体割合が

10%未満の道県のほとんどが、このケースであっても赤字自治体割合が 10%を切っている

ことが確認できた。  

以上の結果より、第一に関東や関西のような大都市圏またはそれに近い都道府県では、赤

字自治体割合が相対的に高いこと、第二にこれらの地域では地方交付税交付金のおかげで

ふるさと納税に関する収支の悪化に歯止めがかかっていることがわかる。また、関東・関西

以外の都道府県では補填無しでも赤字団体の割合は少なく、ふるさと納税に関する数値に

限った部分から見ると、地方交付税交付金による補填がどこまで必要なのかという点につ

いては、議論の余地があることがうかがわれた8。  

 

8 総務省によると、地方交付税は、「本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源

の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地
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３．２．３．第一次産業のシェアと赤字団体割合の関係  

 ふるさと納税の収支については、地方が有利となっているという事実は、ふるさと納税の

受入（流入）に関して、地方に有利な要素があるものと考えられる。先述した先行研究でも

指摘されるように、返礼品がふるさと納税を誘発している傾向が見られ、その返礼品は原則

として地場産品とするという規制がある。ということは、第一次産業が盛んな都道府県は赤

字団体の割合が低い傾向があると推測される。  

 そこで、県内総生産に占める第一次産業のシェアと、都道府県別の赤字団体の割合の散布

図を描いてみた結果が図表 3 である。推測のとおり、都道府県別の赤字団体の割合が大き

い（小さい）と、県内総生産に占める第一次産業のシェアが低い（高い）傾向が観察される。

この傾向は、ふるさと納税は第一次産業が盛んな地域にとって有利に働くことを第一義的

には示唆する。だが、もう少し踏み込んで考えてみると、第一次産業が盛んな地域は過疎化

が進み、地域経済の疲弊が進んでいる傾向があるため、地方創生に資するというふるさと納

税の趣旨と整合的な仕組みになっているとも評価できるだろう。 

 

４．ふるさと納税の決定要因に関する定量分析 

 前章の分析から明らかとなったのは、ふるさと納税については大都市圏が収支的には赤

字傾向になりやすく、一次産品に強みをももつような地方が黒字傾向になりやすいという

ことであった。この章では、ふるさと納税を引きつける要因を市区町村レベルのデータを用

いて定量的に分析する。 

鈴木ほか(2018)では、2017 年度のふるさと納税の受入額および受入件数がどのような要

因で決定されるのか、クロスセクションでの計量分析を行っている。鈴木ほか(2018)は、地

域を応援する気持ちが反映されていること、ポータルサイトへの登録有無や返礼品がふる

さと納税の受入額および件数に大きな影響力を持つことなどを明らかにしている。 

 以上を踏まえて本稿では、過去 2 年に関するふるさと納税の決定要因の分析を行う。ふ

るさと納税の決定要因の分析としては、先ほど挙げた 2017 年度単年のデータに基づく分析

である鈴木ほか(2018)が存在するが、改善すべき点が複数ある。第一に、その後のふるさと

納税をとりまく環境の変化（例えば、総務省の返礼率に関する通達、ポータルサイトへの登

録増加など）がどのようなインパクトを持つかを理解する必要がある。第二に、市区町村レ

ベルでの分析ではあるが、一部のデータは都道府県レベルのデータを便宜的に用いている

ので市区町村レベルのデータで可能な限り揃える方が望ましい。第三に、ふるさと納税の返

礼品は地元産品とするという縛りを考慮した分析をすべきだろう。 

 そこで、本稿では、①各自治体のポータルサイトへの登録有無が受入額および受入件数に

 

から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する」とされ

ている。  
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どれほどの影響があるか、②返礼率の高さが受入額および受入件数にどれほど影響がある

か、③ふるさと納税制度の本来の趣旨である地域貢献・望郷の念を反映した寄附がどれくら

い行われているか、の 3 点に焦点をあて、市区町村レベルのデータを用いて実証的に明ら

かにしていく9。分析対象は、総務省が毎年発表している「ふるさと納税に関する現況調査

について」にある 2017 年と 2018 年の 2 年分データを主に扱い、2 年分のプールデータと

1 年ずつのデータを最小二乗法で分析する。例えば、2017 年からの 2 年間は、返礼割合を

3 割以下に抑えるよう総務省から通達があったため、返礼率のパラメータがどの程度変化し

ているのかに注目する10。 

 

４．１．ベンチマークの推定モデル  

ベンチマークモデルの推定に用いた変数の定義と記述統計量を図表 4、図表 5 に示してい

る。被説明変数は、ふるさと納税の受入（流入）額の対数値 ln_y_v と受入件数の対数値 ln_y_n

とした。いずれも、ふるさと納税の規模指標となる。 

ベンチマークの推定で説明変数は、portal_01、portal_02、portal_03、cost_r、n_goods、

ln_debt、net_pop_out_r 、ln_pop、g_m_in、を用いる。portal_01、portal_02、portal_03 は、

各自治体がポータルサイトに登録しており、そのサイトから申し込みが可能かを表したダ

ミー変数（可能ならば 1、不可能ならば 0）である11。返礼品が寄附に与える影響をみるた

めの変数は複数用意した。返礼率の代理変数としての cost_r は、ふるさと納税の受入額に

占める返礼品に係る費用(返礼品の調達に係る費用＋返礼品の送付に係る費用)の割合とし

た。もう 1 つの n_goods は、ふるさとチョイスから市区町村ごとの返礼品の数をカウント

した値である。次に、地域を応援したいという気持ちをみる変数として、ln_debt は、各自

治体の財政状況を表す変数として地方債残高の対数値にした12。net_pop_out_r は、各自治

体における人口の流出率から流入率を差し引いた人口の純流出率であり、転出者が多いほ

ど自分の生まれ故郷へ貢献したいという本来の目的を捉えることができると考えた13。その

ほかにコントロール変数として ln_pop は、市区町村ごとの人口の対数値、g_m_in は、前年

度のふるさと納税受入額の前年比とした。 

 

9 本稿では、ふるさと納税の受入額および受入件数のサンプルは都道府県レベルを除外

し、市区町村レベルのみで推定を行っている。 

10 総務省(2019g)より。 

11 各年の 8 月時点の情報を、ポータルサイト（ふるさとチョイス、さとふる、楽天ふるさ

と納税）からそれぞれ取得した。 

12 出所：総務省(2018e)、総務省(2019h)。  

13 政府の統計窓口(e-Stat)(2019a)、政府の統計窓口(e-Stat)(2019b)より算出。鈴木ほか

(2018)では、都道府県レベルのデータを用いていたが本稿では市区町村レベルのデータを

用いた。 
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４．２．ベンチマークモデルの推定結果 

 上記の変数を使用して、ベンチマークモデルの推定を、プールデータによる最小二乗推定

（プール推定）、2017 年度と 2018 年度にわけて単年で行った最小二乗推定（2017 推定、

2018 推定）でそれぞれ行った(図表 6)。なお、被説明変数は額と件数の 2 種類あるが、特に

断っていない場合は、両者の結果に大きな差がないため、まとめて説明をしていく。 

 3 つの推定のいずれにおいても、一部の変数（net_pop_out_r、ln_pop）を除き、大半の説

明変数は統計的に有意であり、自由度修正済み決定係数も 0.5 を上回っている。 

 ポータルサイト変数 portal_01、portal_02、portal_03 は、すべてプラスに有意である。

2017 年度と 2018 年度を比較してみると portal_01 と portal_02 は、10％ほど低下している

が、portal_03 では微増していることがわかる。しかし、いずれのポータルサイトに登録す

ることで受入額および受入件数は 50％以上増加することを意味し、自治体にとっては、一

定のコストをかけてもポータルサイトに登録しておくことの意味があることを示唆する。 

 返礼品変数 cost_r、n_goods は、いずれの推定でも統計的に有意である。2017 推定から

2018 推定にかけて cost_r のパラメータは低下しているが、n_goods のパラメータは上昇し

ている。この 1 年間で泉佐野市のような極端なケースを除き、政府の勧告を受けて返礼率

を 3 割程度に抑える自治体が大半となったことから、ふるさと納税者の cost_r への反応が

小さくなった一方、返礼品の多様性の高まりはふるさと納税者の納税行動を刺激したよう

である。 

 地方貢献・望郷変 数のう ち ln_debt は、すべてプラスに有意で あった。一方で

net_pop_out_r はすべて有意ではなかった。人口の変動は受入額および受入件数の要因には

ならず、地方債残高が 1%増加することで受入額と受入件数はどちらも 30%前後増加する

ことがわかる。 

 以上のベンチマークモデルの結果を整理してみよう。第一に、2017 年度と 2018 年度で

推定結果に大きな変化は見られず、先行研究と整合的な傾向が確認された14。第二に、自治

体がポータルサイトへ登録し、返礼率を高く設定しており、地方債残高が多くあるところに

ふるさと納税の受入金額と受入件数が増える要因となっている。第三に、地方創生に直結す

ると考えられる各自治体の人口の変数は、ふるさと納税額の決め手には特になっていない。 

 

４．３．感応度分析 

 以上のベンチマークモデルの分析を踏まえて、頑健性を確かめるために感応度分析を行

い 2017 推定と 2018 推定の推定結果を比較した。図表 7、図表 8 では、感応度分析に用い

た変数の定義と記述統計量を示している。 

 

14 コントロール変数の ln_pop については、2018 推定（金額ベース）のみ有意で大半のケ

ースでは有意ではない。一方 g_m_in は、2017 推定（件数ベース）を除いてプラスに有意

に効いている。 
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 まず、ポータルサイト変数の感応度を確かめるべく、ベンチマークで使ったポータルサイ

ト変数をポータルサイトの登録数ごとのダミー変数に変更した。変数名は、ポータルサイト

への登録数が 1 つなら１、それ以外は０をとる 1.n_portal、ポータルサイトへの登録数が 2

つなら１、それ以外は０をとる 2.n_portal、ポータルサイトへの登録数が 3 つなら１、それ

以外は０をとる 3.n_portal とした。推定結果をみてみると、登録サイト数や年度にかかわら

ず有意に効いている(図表 9)。パラメータに注目すると、登録サイト数が多いほど受入額と

受入件数が増える傾向がみられる。さらに、登録サイト数の合計値を表す変数 n_portal に

変更して推定をしてみたところ、2 年間で有意性に変化はみられなかった(図表 9)。ポータ

ルへの登録如何がふるさと納税の受入に重要な役割を果たしているということを意味する

結果と言えよう。 

 返礼品変数については、2 つの分析を試みた(図表 10)。1 つ目は返礼率の影響を見る分析

である。返礼率が 3 割を超えている市区町村が 1 をとり、超えていなければ 0 をとるダミ

ー変数 over_30 を追加した15。推定を行ったところ、どちらの年度も有意であることに変わ

りはなかった。このことから、高い返礼率がふるさと納税にプラスの要因を与えていること

がわかる。2 つ目は返礼品に関する地場産品縛りの問題に関する分析である。地場産品とい

う場合、例外はあるものの、返礼品のうち農産品や海産品といった食品の占める割合が 6 割

以上となっている16。そこで、各自治体の産業構造が与える影響を定量的に調べてみた。具

体的には、各自治体の就業人口ベースでの農業人口割合 agric_r、漁業人口割合 fishery_r の

2 変数をベンチマークモデルに追加して推定をした17。その結果、どちらもプラスに有意で

あった。つまり、農水業が盛んな地域ほど、ふるさと納税を呼び込みやすいという傾向が確

認できた。また、その影響をコントロールしても、ベンチマークモデルの変数に関する推定

結果は引き続き同様であった。 

 次に地方貢献・望郷変数については、人口の純流出率と似た変数として、東京への転出率

to_tky_out_r をベンチマークの推定に追加した(図表 11)18。この推定では三大都市圏である

東京・愛知・大阪はサンプルから除外して行った。推定結果によると、2 年間にわたりマイ

ナスに有意であった。地方から東京へ移住してきた人たちがふるさと納税を利用している

と判断できる。さらに、地方債残高に加えて自治体の財政力をみる変数として財政力指数

 

15 出所：まいふるさと.com、総務省(2018f)。 

16 ポータルサイト最大手のふるさとチョイスに掲載されている返礼品の全カテゴリの返礼

品数を分母に、分母に占める、食品（肉、米・パン、果物類、エビ・カニ類、魚介類、野

菜類、卵（鶏・鳥骨鶏等）、お酒、飲料類、菓子、加工品等、麺類、調味料・油、鍋セッ

ト）の返礼品数を分子にして算出した(2019 年 10 月 05 日現在)。 

17 出所：政府の統計窓口(e-Stat)(2017)。 

18 出所：政府の統計窓口(e-Stat)(2019c)。 
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fin_index を追加した推定も行ったところ、どちらの年度もプラスに有意であった(図表 11)19。

財政力が乏しい自治体への税金が移動しているといえるだろう。 

 最後に、過去 3 年間に激甚災害に見舞われた市区町村を含む都道府県を 1、そうではない

ところを 0 とするダミー変数 disaster をベンチマークの推定に追加して推定を行った(図表

12)20。推定結果によると、どちらもプラスに有意であり、慈善的な理由でふるさと納税が行

われていることが確認された。なお、ベンチマークモデルの主要変数については大きな変化

はみられなかった。 

 

４．４．推定結果からの知見 

一連の推定結果から読み取れるインプリケーションを整理してみよう。まず、財政力に乏

しい自治体ほどふるさと納税を集めているという意味において、制度の本来の目的である

地方創生に向けた再分配という目的は一定程度実現できていると考えられる。しかし、自治

体間の過激な返礼品競争の中で、高い返礼率を設定している自治体ほど、ふるさと納税の受

入額および受入件数を多く得ている傾向は 2 年間で変化していない。そして、ポータルサ

イトへの登録の有無が受入額と受入件数に大きな影響を与え続けていることにも変わりは

ない。 

また、平田(2018)や橋本ほか(2015)も指摘するように、自治体と利用者の両者にとって、

民間業者によって運営されているふるさと納税のポータルサイトはプラットホームとして

必要不可欠になってしまっている。推定結果もこれを裏付ける結果となっており、今後もプ

ラットホームの利用が減るとは考えづらい。営利企業である各ポータルサイト運用会社は、

自治体の収入になるはずだった税金の一部を利益として得ている。この他、地域貢献や被災

地の支援といった趣旨に沿った動きが継続して続いている一方で、やはり返礼率もまた受

入額や受入件数を増加させる要因になっていることが今回の推定で確認できた。ただし、

2019 年 6 月から返礼率に対して厳しい規制が導入されたことで、返礼品のお得感でふるさ

と納税動向が大きく変わるということはなくなるだろう21。そして、より地方を応援する気

持ちが、各自治体のふるさと納税受入額や受入件数の決め手となっていく可能性が考えら

れる。 

 

５．おわりに 

本稿ではふるさと納税の地方財政と決定要因という２つの観点から主に分析してきた。 

ふるさと納税に係る自治体の財政について得られた知見は主に３点である。第一に、自治

 

19 出所：総務省(2018e)、総務省(2019h)。 

20 出所は、内閣府(2019c)による。ただし、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。 

21 財務省 (2018) 「平成 31 年度税制改正の大綱」より。 
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体間でのふるさと納税にかかる収支の格差が大きいことである。格差は最大で住民一人あ

たり数百万円規模にのぼる。第二に、地方交付税交付金の補填の課題である。地方交付税交

付金は財政的に余裕のある大都市を除き、多くの市区町村に配分される。ふるさと納税につ

いて、この恩恵を受けるのは、魅力的な地場産品の返礼品を用意できない自治体であり、交

付金のおかげでふるさと納税に係る収支が赤字から黒字に転換するケースが多く見られる。

第三に、第一次産業が盛んな地域は返礼品として地場産品を用意できるため、ふるさと納税

を引きつけることができ、ふるさと納税の本来の趣旨と整合性のある恩恵を得ている。逆も

また真なりで、魅力的な返礼品を用意できない自治体、特に都市部は税が域外に流出しやす

い状況に直面せざるを得ない。 

 決定要因の推定結果についてみてみる。この分析から決定要因について大きく作用して

いるのは主に２つ確認できた。1 つはポータルサイトに登録していること、もう１つは高い

返礼率である。ポータルサイトに登録することで多くの人の目に触れられることや、ふるさ

と納税しやすいためであると考えられる。高い返礼率については、先日総務省が大阪府泉佐

野市の制度からの除外継続を発表した。これは制度本来の趣旨から外れた返礼品競争を避

ける狙いがある。今なお、ふるさと納税制度の本来の趣旨から外れた返礼品競争なるものが

多々見受けられる。例えば、自治体ではなくポータルサイトによる商品券の返礼がその１つ

だ。むろんこの商品券の原資はふるさと納税制度だ。確かに返礼率が高いということはお得

感が得られ利用者の目にはよく映る。しかし、これについて利用者の方々は返礼品ばかりに

目をとられるのではなく、制度本来の趣旨にのっとったふるさとに納税するという観点か

ら制度を利用すべきだ。さらに提案になるがポータルサイトは手数料を公開するべきであ

る。なぜなら、どれだけの金額がポータルサイト側に流れているか、つまりどれだけの金額

が本来あるべき税収から減少しているか分かるからだ。この金額次第ではポータルサイト

の運営を見直す必要もでてくるだろう。 
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【図表】 

図表 1 人口一人あたりのふるさと納税収支 

 

（出所）総務省(2019e)「令和元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 30 年度)」、総務省(2018c)「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に係る

控除額等」、政府の統計窓口(e-Stat)(2019b) 「平成 30 年住民基本台帳人口移動報告」

より筆者作成。 

 

  

金額 自治体数

5,000円以上の赤字 4

2,501~4,999円の赤字 8

1~2,500円の赤字 188

0~2,500円の黒字 742

2,501~5,000円の黒字 198

5,001~10,000円の黒字 226

10,001以上の黒字 374
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図表 2 赤字/黒字 上位 5 自治体とその額 

  

 

 

 

（出所）総務省(2019e)「令和元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 30 年度)」、総務省(2018c)「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に係る

控除額等」、政府の統計窓口(e-Stat)(2019b) 「住民基本台帳人口移動報告」より筆者

作成。 

  

(除外4市町を含む)

市区町村名 黒字額

和歌山県高野町 6,281,815円

和歌山県北山村 3,191,099円

静岡県小山町 1,324,450円

高知県奈半利町 1,145,069円

長野県小谷村 1,023,421円

(除外4市町を含まない)

市区町村名 黒字額

和歌山北山村 3,191,099円

高知県奈半利町 1,145,069円

長野県小谷村 1,023,421円

岐阜県七宗町 961,692円

宮崎県都農町 896,332円

市区町村名 赤字額

東京都千代田区 -9,759円

東京都港区 -9,271円

東京都渋谷区 -5,806円

東京都中央区 -5,420円

東京都目黒区 -4,069円
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図表 3 都道府県別の赤字自治体割合と第一次産業のシェアの関係 

 

 

(出所) 内閣府(2019a)「県民経済計算 県内総生産(生産側、名目)(平成 27 年度)」、・内閣

府(2019b)「県民経済計算 経済活動別県内総生産（名目）（平成 27 年度）」、総務省

(2019e)「令和元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 30 年度)」、総務省(2018c)「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に係る控除

額等」より筆者作成。 

(注) 第一次産業のシェアは現時点で取得可能な最新データである 2015 年度の内閣府

『県民経済計算』の産業別 GDP を用いて算出した。 
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図表 4 変数の定義(ベンチマークモデル) 

 

  

定義 年度

被説明変数

ln_y_v ふるさと納税の受入額の対数値 2017, 2018

ln_y_n ふるさと納税の受入件数の対数値 2017, 2018

ポータルサイト変数

portal_01 「ふるさとチョイス」に掲載があり、申し込みができる場

合は1、それ以外は0をとるダミー変数

2018, 2019

portal_02 「さとふる」に掲載があり、申し込みができる場合は1、そ

れ以外は0をとるダミー変数

2018, 2019

portal_03 「楽天ふるさと納税」に掲載があり、申し込みができる場

合は1、それ以外は0をとるダミー変数

2018, 2019

返礼品変数

cost_r (返礼品の調達に係る費用＋返礼品の送付に係る費用)÷寄附

金額

2017, 2018

n_goods 「ふるさとチョイス」に掲載されている返礼品の数 2018, 2019

地方貢献・望郷変数

ln_debt 各自治体の地方債残高の対数値 2016, 2017

net_pop_out_r 人口転出率と人口転入率の差から求めた純人口流出率(%) 2017, 2018

コントロール変数

ln_pop 住民基本台帳に登載されている各自治体の人口の対数値 2017, 2018

g_m_in ふるさと納税受入額の前年度比(%) 2017, 2018
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図表 5 記述統計量(全データ) 

 

  

サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値

被説明変数

ln_y_v 3479 17.601 1.973 7.601 24.630

ln_y_n 3479 7.396 2.216 0.000 14.733

ポータルサイト変数

portal_01 3482 0.806 0.396 0.000 1.000

portal_02 3482 0.299 0.458 0.000 1.000

portal_03 3482 0.322 0.467 0.000 1.000

返礼品変数

cost_r 3479 0.335 0.172 0.000 3.847

n_goods 3482 109.747 137.394 0.000 1492.000

地方貢献・望郷変数

ln_debt 3482 16.316 1.240 5.966 21.584

net_pop_out_r 3482 0.004 0.017 -0.127 0.639

コントロール変数

ln_pop 3482 10.082 1.499 5.075 15.134

g_m_in 3478 2.297 26.148 -1.000 986.964

(注) 2017、2018年2年分のプールデータを用いている。
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図表 6 ベンチマークモデルの推定結果 

 

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

弧内の数値は頑健標準誤差の t 値、adj. R-sq は自由度修正済み決定パラメータ、F は

F 検定の F 値。 

被説明変数＝

プール 2017 2018 プール 2017 2018

ポータルサイト変数

portal_01 0.66*** 0.75*** 0.58*** 1.00*** 1.04*** 0.92***

(9.80) (8.13) (5.78) (14.55) (11.31) (8.94)

portal_02 0.58*** 0.70*** 0.46*** 0.90*** 1.01*** 0.79***

(11.08) (8.88) (6.52) (17.00) (12.85) (10.76)

portal_03 0.62*** 0.60*** 0.63*** 0.68*** 0.65*** 0.69***

(11.75) (7.60) (8.70) (12.74) (8.19) (9.37)

返礼品変数

cost_r 3.64*** 3.74*** 3.53*** 5.57*** 5.88*** 5.25***

(24.53) (18.26) (16.28) (36.98) (28.51) (23.57)

n_goods 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

(22.51) (16.83) (15.42) (19.58) (14.37) (13.61)

地方貢献・望郷変数

ln_debt 0.30*** 0.32*** 0.28*** 0.32*** 0.37*** 0.29***

(8.12) (6.10) (5.49) (8.74) (7.03) (5.48)

net_pop_out_r -1.13 -1.01 -0.97 -1.66 -2.00 -1.16

(-0.84) (-0.51) (-0.52) (-1.20) (-1.00) (-0.61)

コントロール変数

ln_pop 0.05* 0.03 0.08* -0.00 -0.04 0.03

(1.80) (0.65) (1.79) (-0.01) (-0.98) (0.80)

g_m_in 0.00*** 0.00*** 0.06*** 0.00 0.00 0.03***

(4.11) (3.55) (6.82) (1.53) (1.35) (3.78)

Constant 9.59*** 9.37*** 9.78*** -1.48*** -1.97*** -1.01*

(25.36) (17.60) (18.35) (-3.86) (-3.68) (-1.85)

サンプル数 3477 1738 1739 3477 1738 1739

adj. R-sq 0.53 0.56 0.51 0.62 0.65 0.59

F 442.11 245.62 205.76 635.19 365.96 275.58

y_v y_n
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図表 7 変数の定義(感応度分析) 

 

 

図表 8 記述統計量(感応度分析・プールデータ) 

 

  

定義 年度

感応度分析変数

1.n_portal ポータルサイトに登録している数が1つのときに1、それ以

外は0をとるダミー変数

2018, 2019

2.n_portal ポータルサイトに登録している数が2つのときに1、それ以

外は0をとるダミー変数

2018, 2019

3.n_portal ポータルサイトに登録している数が3つのときに1、それ以

外は0をとるダミー変数

2018, 2019

n_portal 各自治体が「ふるさとチョイス」「さとふる」「楽天ふる

さと納税」の3つのうち、登録しているサイト数

2018, 2019

over_30 返礼率が3割を超えている自治体には1、それ以外は0をとる

ダミー変数

2018

fin_index 各自治体の財政力指数 2016, 2017

to_tky_out_r 各都道府県の人口に占める東京都への転出率(%) 2017, 2018

disaster 激甚災害を被った当該市区町村を含む都道府県は1、それ以

外は0をとるダミー変数

2018, 2019

agric_r 各自治体の就業人口ベースでの農業人口の割合(%) 2015

fishery_r 各自治体の就業人口ベースでの漁業人口の割合(%) 2015

サンプル数 平均 標準偏差 最小値 最大値

感応度分析変数

n_portal 3482 1.426 0.837 0.000 3.000

over_30 3482 0.086 0.280 0.000 1.000

agric_r 3472 9.280 9.303 0.000 77.022

fishery_r 3472 1.141 3.654 0.000 46.847

to_tky_out_r 3482 0.001 0.000 0.000 0.002

fin_index 3482 0.504 0.287 0.050 2.150

disaster 3482 0.399 0.490 0.000 1.000
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図表 9 感応度分析(ポータルサイト変数) 

 

(注) 図表 6 を参照 

  

被説明変数＝

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

ポータルサイト変数

1.n_portal 1.13*** 1.02*** 1.74*** 1.91***

(9.92) (7.38) (15.42) (13.66)

2.n_portal 1.83*** 1.57*** 2.56*** 2.58***

(13.84) (10.55) (19.46) (17.13)

3.n_portal 2.04*** 1.96*** 2.81*** 3.06***

(12.36) (12.31) (17.13) (19.01)

n_portal 0.67*** 0.56*** 0.87*** 0.77***

(13.95) (13.08) (17.95) (17.57)

返礼品変数

cost_r 3.45*** 3.28*** 5.36*** 4.69*** 3.79*** 3.55*** 5.99*** 5.30***

(16.43) (14.60) (25.70) (20.67) (19.03) (16.54) (29.80) (24.05)

n_goods 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

(17.37) (16.09) (15.06) (14.72) (17.12) (15.86) (14.39) (13.98)

地方貢献・望郷変数

ln_debt 0.30*** 0.27*** 0.35*** 0.27*** 0.32*** 0.28*** 0.38*** 0.29***

(5.89) (5.30) (6.76) (5.18) (6.24) (5.52) (7.27) (5.62)

net_pop_out_r -1.16 -1.11 -2.26 -1.41 -0.95 -0.98 -1.85 -1.02

(-0.59) (-0.60) (-1.16) (-0.76) (-0.48) (-0.53) (-0.93) (-0.54)

コントロール変数

ln_pop 0.02 0.07 -0.05 0.02 0.03 0.07* -0.04 0.04

(0.58) (1.57) (-1.09) (0.45) (0.65) (1.74) (-0.94) (0.83)

g_m_in 0.00*** 0.06*** 0.00 0.04*** 0.00*** 0.05*** 0.00 0.03***

(3.64) (7.09) (1.49) (4.46) (3.53) (6.77) (1.29) (3.69)

Constant 9.40*** 9.74*** -1.98*** -1.20** 9.32*** 9.79*** -2.09*** -1.05*

(17.86) (18.34) (-3.78) (-2.23) (17.58) (18.39) (-3.91) (-1.92)

サンプル数 1738 1739 1738 1739 1738 1739 1738 1739

adj. R-sq 0.57 0.52 0.67 0.60 0.56 0.51 0.65 0.59

F 252.70 208.48 390.26 295.73 315.76 264.09 466.46 353.72

y_v y_n
1.n_portal, 2.n_portal, 3.n_portal に変更 n_portal に変更

y_ny_v
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図表 10 感応度分析(返礼品変数) 

 

(注) 図表 6 を参照 

  

被説明変数＝

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

ポータルサイト変数

portal_01 0.75*** 0.61*** 1.05*** 0.95*** 0.71*** 0.56*** 1.01*** 0.90***

(8.24) (6.24) (11.42) (9.37) (7.87) (5.61) (11.10) (8.83)

portal_02 0.67*** 0.42*** 0.99*** 0.75*** 0.69*** 0.47*** 1.01*** 0.79***

(8.67) (6.01) (12.67) (10.36) (8.94) (6.59) (13.04) (10.92)

portal_03 0.60*** 0.62*** 0.65*** 0.68*** 0.61*** 0.62*** 0.66*** 0.69***

(7.56) (8.70) (8.15) (9.36) (7.82) (8.69) (8.39) (9.35)

返礼品変数

cost_r 3.52*** 3.31*** 5.68*** 5.05*** 3.64*** 3.45*** 5.77*** 5.17***

(16.98) (15.50) (27.15) (22.89) (17.93) (15.98) (28.35) (23.38)

n_goods 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

(16.85) (15.93) (14.36) (13.99) (16.87) (15.14) (14.47) (13.25)

over_30 0.48*** 1.64*** 0.44*** 1.48***

(5.15) (8.53) (4.70) (7.45)

agric_r 0.03*** 0.02*** 0.03*** 0.03***

(6.08) (5.43) (6.98) (6.24)

fishery_r 0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.04***

(4.90) (4.01) (4.71) (4.04)

地方貢献・望郷変数

ln_debt 0.34*** 0.28*** 0.39*** 0.28*** 0.25*** 0.20*** 0.30*** 0.23***

(6.46) (5.57) (7.36) (5.53) (4.45) (3.68) (5.46) (4.09)

net_pop_out_r -0.84 -1.01 -1.84 -1.20 -1.88 -1.11 -3.01 -1.41

(-0.43) (-0.56) (-0.93) (-0.64) (-0.96) (-0.60) (-1.54) (-0.75)

コントロール変数

ln_pop 0.02 0.07* -0.05 0.03 0.19*** 0.23*** 0.12** 0.19***

(0.49) (1.80) (-1.13) (0.78) (3.70) (4.60) (2.43) (3.70)

g_m_in 0.00*** 0.04*** 0.00 0.02** 0.00*** 0.06*** 0.00 0.04***

(3.61) (5.13) (1.39) (2.28) (3.52) (7.32) (1.28) (4.35)

Constant 9.17*** 9.84*** -2.15*** -0.96* 8.72*** 9.32*** -2.82*** -1.85***

(17.32) (18.85) (-4.03) (-1.77) (15.94) (16.77) (-5.15) (-3.25)

サンプル数 1738 1739 1738 1739 1733 1734 1733 1734

adj. R-sq 0.57 0.53 0.66 0.60 0.57 0.52 0.67 0.60

F 226.98 200.13 335.61 261.40 211.05 173.37 315.87 234.51

over_30  を追加 agric_r, fishery_r  を追加
y_v y_n y_v y_n
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図表 11 感応度分析(地方貢献・望郷変数①) 

 

(注) 図表 6 を参照 

  

被説明変数＝

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

ポータルサイト変数

portal_01 0.73*** 0.70*** 1.05*** 1.03*** 0.71*** 0.56*** 1.01*** 0.90***

(9.53) (8.94) (13.27) (12.83) (7.76) (5.60) (10.95) (8.76)

portal_02 0.66*** 0.56*** 0.98*** 0.88*** 0.68*** 0.46*** 1.00*** 0.78***

(10.88) (9.43) (15.79) (14.41) (8.76) (6.47) (12.75) (10.73)

portal_03 0.58*** 0.56*** 0.61*** 0.61*** 0.60*** 0.61*** 0.65*** 0.68***

(9.61) (9.53) (9.93) (10.09) (7.53) (8.52) (8.12) (9.18)

返礼品変数

cost_r 3.36*** 3.44*** 5.04*** 5.07*** 3.73*** 3.54*** 5.87*** 5.26***

(20.99) (20.97) (30.53) (29.97) (18.30) (16.39) (28.58) (23.72)

n_goods 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

(19.85) (18.89) (17.13) (16.34) (16.77) (15.05) (14.30) (13.22)

地方貢献・望郷変数

ln_debt 0.33*** 0.33*** 0.29*** 0.28*** 0.20*** 0.17*** 0.26*** 0.16***

(7.70) (7.67) (6.41) (6.34) (3.33) (2.86) (4.26) (2.67)

net_pop_out_r -1.61 -2.70 -2.29 -2.36 -1.59 -1.36 -2.54 -1.61

(-0.85) (-1.50) (-1.18) (-1.28) (-0.80) (-0.74) (-1.27) (-0.85)

to_tky_out_r 409.77***397.24*** 384.22***377.79***

(5.79) (5.62) (5.26) (5.19)

fin_index -0.67*** -0.68*** -0.63*** -0.77***

(-3.69) (-3.65) (-3.43) (-4.01)

コントロール変数

ln_pop 0.01 0.01 0.02 0.02 0.20*** 0.24*** 0.12* 0.22***

(0.23) (0.29) (0.39) (0.56) (3.14) (3.91) (1.83) (3.50)

g_m_in 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00*** 0.06*** 0.00 0.03***

(1.42) (1.44) (1.07) (1.28) (3.50) (6.91) (1.30) (3.86)

Constant 9.19*** 9.27*** -1.15** -1.08** 9.94*** 10.28*** -1.44*** -0.45

(20.91) (21.00) (-2.55) (-2.37) (18.00) (18.75) (-2.59) (-0.80)

サンプル数 2576 2576 2576 2576 1738 1739 1738 1739

adj. R-sq 0.53 0.52 0.60 0.59 0.56 0.52 0.66 0.59

F 291.92 280.04 384.80 371.02 224.04 187.84 332.59 251.80

to_tky_out_ r を追加 fin_index  を追加
y_v y_n y_v y_n
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図表 12 感応度分析 (地方貢献・望郷変数②） 

 

(注) 図表 6 を参照 

被説明変数＝

2017 2018 2017 2018

ポータルサイト変数

portal_01 0.73*** 0.57*** 1.02*** 0.90***

(7.96) (5.68) (11.12) (8.82)

portal_02 0.67*** 0.45*** 0.99*** 0.76***

(8.63) (6.28) (12.56) (10.46)

portal_03 0.60*** 0.61*** 0.65*** 0.68***

(7.56) (8.53) (8.16) (9.16)

返礼品変数

cost_r 3.72*** 3.53*** 5.85*** 5.24***

(18.22) (16.33) (28.56) (23.71)

n_goods 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00***

(16.89) (15.27) (14.46) (13.43)

地方貢献・望郷変数

ln_debt 0.28*** 0.24*** 0.31*** 0.23***

(5.21) (4.62) (5.89) (4.30)

net_pop_out_r -0.85 -0.97 -1.78 -1.16

(-0.43) (-0.53) (-0.90) (-0.62)

disaster 0.27*** 0.23*** 0.36*** 0.33***

(3.75) (3.37) (4.99) (4.79)

コントロール変数

ln_pop 0.07 0.12*** 0.02 0.10**

(1.63) (2.69) (0.38) (2.13)

g_m_in 0.00*** 0.05*** 0.00 0.03***

(3.50) (6.68) (1.28) (3.59)

Constant 9.54*** 9.91*** -1.74*** -0.82

(17.93) (18.61) (-3.26) (-1.50)

サンプル数 1738 1739 1738 1739

adj. R-sq 0.56 0.52 0.66 0.59

F 224.15 187.44 336.41 253.46

disaster  を追加
y_v y_n
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