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利⽤者が増え続けている ふるさと納
税 。都会に住む⼈も故郷や好みの⾃治体を
寄付で応援できるのが本来の趣旨だが、豪
華な返礼品を送る⾃治体に寄付が偏り、地
⽅でも収⽀が「⾚字」になるところが少な
くない。▼３⾯参照
２０１６年の 熊本地震 で震度６弱を観
測し、関連死で６⼈が亡くなった 熊本県
菊陽町は１７年度、 ふるさと納税 の⾚字
が約２３００万円に達した。前年度より約
１８００万円悪化した。
ふるさと納税による税収の流出／苦しんでいるの
は…

返礼品のない復興⽀援の寄付が減る⼀⽅
で、みそや ⾺刺し などの返礼品を求める
寄付が増えて経費がかさんだ上、町⺠がよ

そに寄付したことに伴う税控除が前年度の１・７倍に増えたのが響いた。「復興を進めて
いる中で税収が減るのは痛⼿」と担当者。返礼品の種類を増やすなどの対策をとるとい
う。
寄付を多く集める「勝ち組」には、⾼級和⽜やカニなどの産地が⽬⽴つ。１万円の寄付
でビール２４⽸などを送る ⼤阪府 泉佐野市 や、⾦券類を期間限定で出していた 静岡県

PR

注⽬情報

年始の⼿⼟産に迷うなら…

創業７０年 銀座あけぼのイチオシ
外さない！めでたい年賀菓⼦とは？

年収２０００万円特集！

普段あまりみない求⼈多数掲載中
ハイクラス転職サイト／ビズリーチ

企業のがん対策最前線！

⽇本航空経営者も登壇。⾒えてきた
課題、これからの働き⽅とは・・・

⼩⼭町など、⾼率の返礼品をそろえる⾃治体もある。
寄付の⼤半は⾸都圏や 近畿圏 などの⼤都市から流れている。特産品が乏しく、返礼品
に関⼼が⾼いファミリー層が多い ベッドタウン を抱える郊外の町村も、税収流出の直撃
を受けている。
町村で１７年度の⾚字が最も多かったのは 京都府 精華町 で約７千万円。前年度より
約２千万円悪化した。町は「⾚字が拡⼤していけば⾃治体運営に影響が出かねない」と懸
念する。
⼤阪府 島本町は約４８００万円の⾚字。担当者は「うちも⼯夫はしているが、よそ様
のおいしい⾁のほうが魅⼒に映るんかな」とぼやく。昨年末、「 野良猫 の避妊・去勢⽀
援」など⽬的を⽰して寄付を募る⼿法を打ち出したが、⽬標額に達したのは３事業のうち
⼀つだけだった。
■ 地場産業 ＰＲ、成功例も
ふるさと納税 がうまく働いて、 地場産業 の活性化につながった例もある。
新潟県 阿賀町 は１７年度、５万４２１２件、６億２７６１万円の寄付を集めた。件
数は前年度の６６９倍。１７年４⽉、 ふるさと納税 サイトで返礼品に阿賀産のコシヒカ
リを加えたのがきっかけだった。

スイスの名⾨「オーデマ ピゲ」が、
現代の⼥性たちに愛される理由

⼿のひらや⾜の裏の⽔ぶくれやひび割れ
その悩み「掌蹠膿疱症」かもしれません

ＰＵＦＦＹ・⼤貫亜美が⼤韓航空常務と
「世界へ⽻ばたくために」対談を実施

１５００点を超える応募から受賞作発表
東京の魅⼒を発信する写真コンテスト

将来の選択にまつわるエピソードが満載
世界的なトップシェア企業をご紹介

オーデマ ピゲが紡ぐ時計作りの正統
技術の継承を可能にしたその秘密とは？

なるほど！知って得するお正⽉。
学んで覚えてお正⽉を楽しもう！

アクセスランキング
読まれています
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気候と⽔に恵まれた⽶どころ。ただ収量が少ないため 新潟県 産としか名乗れず、「味

⾮⾃治会住⺠は「ごみ捨て場使うな」
トラブルの現場は

には絶対の⾃信はあったが、全国的な知名度はゼロ」（町観光振興課）だった。だが ⽇
本航空 の 国際線 ファーストクラスの 機内⾷ に採⽤されていることを含めてＰＲする

１歳の娘、あわや動画依存
中、⽬に異変が…

と、⼝コミで味の評判が広がり、寄付が殺到した。

⾵呂でも熱

「明⽇にでも電通を辞めて…」妻の⾔葉
に決めた早期退職

このコシヒカリに携わる 農業⽣産法⼈ の社⻑（４７）は「全国の⼈に喜んでもらえる
のは勇気になるし、作りがいがある。ルールを逸脱する⾃治体のせいで、制度がなくなる

教室の頭蓋⾻、実は「本物」次々と…
「昔、売っていた」

ようなことになれば、⼀番の不幸だ」。

「⾃分はつなぎの天皇」
に、そう語った

（⼩野⼤輔、原篤司）

陛下は友⼈

ソーシャルランキング
■ ふるさと納税 の⾚字・⿊字ランキング（２０１７年度）
【⾚字】
◇全体
（１） 横浜市
（２） 名古屋市

－１０２億３千万円
－５８億円

（３） ⼤阪市

－５０億９千万円

（４） 川崎市

－４１億９千万円

（５） 東京都世⽥⾕区

－４０億３千万円

（１） 京都府 精華町

－６９９１万円

（２） 静岡県 ⻑泉町

－６９１５万円

（３） 奈良県 広陵町

－６０５０万円

（５） 神奈川県 葉⼭町

－５６７９万円
－４８５２万円

（２） 佐賀県 みやき町

４９億８千万円
４０億１千万円

（３） 宮崎県 都農町

３１億６千万円

（４） 宮崎県 都城市

２３億３千万円

（５） 和歌⼭県 湯浅町

２０億７千万円

（６）北海道 根室市

１９億７千万円

（７） 佐賀県 上峰町
（８） ⻘森市
（９） 静岡県 ⼩⼭町
（１０） ⼤分県 国東市

1

⾦閣寺、うっすら雪化粧

2

幸せ配達⼈、今⽇でお別れ
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3
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【＆BAZAAR】

ホームパーティーで⼒を発揮
最速６分で！

⾼速製氷マシン

【＆TRAVEL】

バターワースからペナン島へ

【＆ｗ】

弱い⾃分もどんと来い！
Itʼs me! and w
好書好⽇

公認不倫ＯＫの夫婦の⾏く末
結婚制度問う漫画「１１２２」
WEBRONZA

児童虐待を親として捉え直す
今⽇の編集⻑おすすめ記事

【⿊字】
（１） ⼤阪府 泉佐野市

はてなブックマーク

再び「１２万円で世界を歩く」

◇町村のみ

（４） 広島県 府中町

フェイスブック

もっと⾒る

１７億８千万円
１７億円
１４億７千万円
１３億６千万円

アエラスタイルマガジン

そのファッション⼤丈夫!?
この着こなしどうなの？を総括
T JAPAN

篠⼭紀信、新作を語る
安藤忠雄設計の美術館で展⽰中
GLOBE＋

今も残る「外国⼈お断り」
外国⼈受け⼊れ拡⼤、その前に
sippo

⽇本の冬といえば「こたつ」
猫専⽤こたつを試してみた
⾵邪知らずの冬に！ お腹を温めるセルフケア
古典から現代に「平家物語」を⽣きた⼈々の声
マーケティングの事例とノウハウが満載！
何にでもチャレンジしたくなる ⽣⽥智⼦

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13833003.html?iref=pc_ss_date
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※ 総務省 の公表データをもとに「（寄付受け⼊れ額）－（返礼品関連の経費）－（住
⺠の寄付に伴う税控除）」で収⽀を計算

もっと寛容な社会に 朝⽇地球会議採録公開中
冬本番！ペットのウイルス＆菌対策は⼤丈夫？

その他の社会⾯掲載記事

１年間のレシートを⾒直し、節税＆健康管理

「⼊学なら３０００万円⽤意」 前理事⻑あてに⼿紙 東京医⼤、第三者委報告

「⼈⽣100年」時代のキャリア形成とは

ふるさと納税、地⽅も「⾚字」 「よそ様の⾁のほうがいいのか」嘆き
みんなで会いに帰るよ 帰省ラッシュ本格化

同志社⼤学ほか、関⻄の⼤学の今が分かる！

殺⼈未遂容疑で逮捕 道にロープ、バイク転倒させる 相模原の４１歳

⼤学⼊学共通テストに向けて「やるべきこと」
地元で受験、「サテライト⼊試」で合格へ！

こんなニュースも

伝統と⾰新。東京の多様な緑を⾒つけよう

韓国、レーダー照射を否定 譲らぬ⽇本「分析の結果だ」

⼈気料理家が教える、冬にぴったりの絶品料理

ＮＨＫ柳澤秀夫さん退局 キャスターや「あさイチ」など

独⽴を意識したら 朝デジ会員なら簡単登録！

「報ステ」ただにこやか コメント⼒弱い⼈あえて起⽤？
ハリー杉⼭さんが「⼈⽣の理想像」の⽗からもらった⾔葉 “You failed upwards.”
実は初登場、ただただシンプルにおいしいイタリア料理「Alfredo Positano」

(&M)

住宅選びをサポート！「住まいの未来」特集

(&w)

初⼼者のための⻑期投資講座「投資」とは？

ポロシャツの解禁は台襟付きが条件。［仕事着の新ルール］ (アエラスタイルマガジン)

ＭＢＡ、夢じゃない 社会⼈⼤学院

⽇本とフランス “対話”の歴史を俯瞰する 「ジャポニスムの150年」展 (T JAPAN)

夜景写真家岩﨑拓哉さんに聞く夜景撮影の魅⼒

Recommended by

アートやスポーツ、⼦供向けの楽しい講座満載

こんな特集も
⼄葉さん、⼦供の想像⼒を養う習い事とは
チャートで確認

レシートを⾒直し、節税＆健康管理を！

スイスの⾼級時計「オーデマ ピゲ」の魅⼒
寒い季節の到来

浅⽥真央さんに聞く ⽇々の⾷事や体調管理

(PR)

浅⽥真央さんに聞く

働き⽅・就活

(P R)

(PR)

健康へのこだわり

転職情報

朝⽇求⼈ウェブ

(P R)

アポはキャンセル、名刺は破られ……サムライインキュベート代表取締役 榊原⽒インタビュー
［後編］ (アエラスタイルマガジン)

動画ランキング
1

PR情報

東京城南の物件情報多数、ユーザーの知りたい「住所」や「デメリット」掲載
４２才⼥が、「⻑崎の無添加シロップ」を飲むと…きゃー凄い！

トップニュース

朝⽇新聞デジタルのトップページへ

動画⼀覧
2

3

12:55

1:05

レーダー照射映像を
公開 韓国海軍へ意
図確認の様⼦も

将棋の藤井七段、２
０１８年を⽩星で締
める 勝率８割超

写真

全⻑
ャン
シ

フォトギャラリー

弁護⼠不在の取り調べ「前近代的」 ゴーン前会⻑の勾留 (05:43)
トランプ⽒が中傷しなかった⽶国連⼤使 将来は⼤統領？ (05:50)
⽶中⾸脳が電話協議 トランプ⽒「うまくいっている」 (02:16)
⾼橋⼤輔
り

ＴＰＰ１１発効、適⽤まず６カ国 果物・野菜の関税撤廃 (02:31)

復活の滑

銀盤に新星誕⽣

⼤阪
での

東京医⼤⼊試、国会議員が「依頼」 上位を超え補⽋合格 (21:06)
「Ｕ．Ｓ．Ａ．」の作詞家「つんく♂っぽい」と騒がれて (01:02)

⾮⽣産的な⼈間なんていない

⿇⽣⽒「知事を代える」 福岡知事選、現職の対抗⾺推す (21:52)
タクシーと⾞衝突、運転⼿と乗客２⼈死亡 三重 (02:38)

注⽬の有料ニュース

天声⼈語

⼀覧

おすすめ

⾊丹島のロシア⼈、⽇本への感謝と懸念 島内で思い聞く
舞台の袖から⾒つめて４０年 裏⽅が押した最後のボタン
カルロス・ゴーン
たらした光と影

なんで直球、納得できん 智弁和・⾼嶋仁は宮崎へ⾶んだ

注⽬の動画

も

⼀覧
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