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ふるさと納税で税収41億円減、世⽥⾕・保坂区⻑「愚策中の
愚策」「究極の垂れ流し」東京富裕論に猛反論
8/4(⼟) 9:44配信

「今は都会に住んでいても、⾃分を育んでくれた
『ふるさと』に、⾃分の意思で、いくらかでも納税
できる制度があっても良いのではないか」（総務省
ポータルサイト）
こうした問題意識をきっかけに、2008年から始まっ
たふるさと納税。制度開始から10年が経ち、全国の
取材に応じる保坂展⼈・世⽥⾕区
⻑

⾃治体への寄付額は計2447億円となり、初めて

アクセスランキング （国内）

1

読売新聞 8/4(⼟) 12:47

2000億円の⼤台を超えた。

2
納税者は事実上、寄付⾦額から2000円（⾃⼰負担分）を差し引いた⾦額が所得税や
住⺠税から控除され、税負担が減る。⼀⽅、寄付した先の⾃治体からは「返礼品」
として地場の名産品などがもらえる。寄付を募りたいあまり、⼀部の⾃治体が地場

3

都、東京23区、神奈川県川崎市などの「不交付団体」に対しては、ふるさと納税で
税収減となっても、のちの交付税による補てんがないことは意外と知られていない
のではないか。（交付団体は⾚字額の75%を国から補てんしてもらえる）

台⾵13号「強い」に発達 来週は
本州へ接近
ウェザーニュース 8/4(⼟) 17:07

4

盗難のアンモナイト「変わった⽯」⼩学⽣が
全て発⾒
⽇刊スポーツ 8/4(⼟) 20:25

寄付⾦が集まり、潤う⼀⽅の⾃治体ばかりではない。特に、⼤都市の⾃治体は危機
感を強めているのが実態だ。財政が健全で国から地⽅交付税を受けていない東京

「おまえも死ぬぞ」 響く⾦⾔、
お寺の掲⽰板に熱視線
朝⽇新聞デジタル 8/4(⼟) 19:12

産品とはいえない品物をそろえ、ネットショッピングの様相を呈していることを総
務省は問題視している。

⾞から降ろさず家族は家に、１歳⼥児が熱中
症死

5

「息⼦が⼈を殺しました」加害者
家族の過酷な現実 ネットで中
傷、村⼋分… ⽀援団体は全国で
2つのみ
⻄⽇本新聞 8/4(⼟) 9:01

PR ペプチドリーム株が次の急騰株？
弊社特選の今すぐ仕込みたい銘柄はこれ新着

弁護⼠ドットコムニュース編集部では、不交付団体のうち、全国トップクラスに税
収減が続いている東京都世⽥⾕区（⼈⼝約90万⼈）の保坂展⼈区⻑に8⽉2⽇にイン
タビューを実施。ふるさと納税の問題点や今後想定される⾏政サービスへの影響な
どについて聞いた。

急騰候補株情報を無料プレゼント
www.invest-project.jp
Yahoo! JAPAN広告

未来に残す

戦争の記憶

⾁⽚⾶び散り...：室蘭空襲「証⾔」

●「東京富裕論」に異論あり
ーー2018年度、世⽥⾕区ではふるさと納税によりどれくらいの税収が失われますか

世界最⼤の潜⽔艦「伊400」〜乗り組んでいた⼭⻄
義政さん〜

「区で集計したところ41億円です。⽇本でトップクラスの税収減です。2015年度
が2億6000万円、2016年度が16億5000万円、2017年度が31億円で、伸びは鈍化
しているとはいえ50億円に向けて突き進んでいて、危機感が⼤きいです」
ーー世⽥⾕区では、16億5000万円あれば園庭付きの認可保育園が5園でき、31億円
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180804-00008333-zeiricom-soci
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あれば学校が1校改築できるという説明をしていました。さらに⼤きな額が減ること
になるのですね
「いまは様々な⾏政努⼒で実害を与えずにきていますが、今回のふるさと納税によ
る41億円の税収減に加え、地⽅消費税の算定⾒直しや法⼈税の⼀部国有化の分も合
わせれば、100億円程度の税収減が⾒込まれます。そこに、保育無償化により20億
円の費⽤負担が求められます。
世⽥⾕区の⼀般会計予算は3000億円ですが、すでにこれまでのふるさと納税による
税収減でも予算に制約が出ています。⼤きな出費を先延ばしにしたり、⾼齢者施設
や公園の整備が遅れたりすることが今後ありうると考えています」
ーー⼤都市はこれまで潤ってきたのだからいいじゃないか、という声もあります
「それは、よく⾔われる『東京富裕論』です。区は積⽴⾦が約800億円あります
が、例えば株価が暴落して、かつてのリーマン・ショックのような経済的なクラッ
シュが起きれば、税収はガクッと減ります。税収減は他の⾃治体だって同じだと⾔
われそうですが、不交付団体であるため、あとから交付税で国が⽳埋めもしてくれ
ません。本来はもっと積⽴できていてもいいくらいです。
いまは、⼈⼝増で納税義務者が増えているため、何とか⽳が埋められている状態で

あわせて読みたい
灼熱地獄の⾞内に⼦ども放置…救出の
ため、店がハンマーで窓ガラス割って
もOK？
弁護⼠ドットコム 8/4(⼟) 9:57

客引き仲間で“互助会”、罰⾦を肩代わ
り 熊本でぼったくり急増
⻄⽇本新聞 8/4(⼟) 9:13

都⼼にタワマン

もう建てられない？

読売新聞（ヨミウリオンライン） 8/4(⼟)
7:12

「息⼦が⼈を殺しました」加害者家族
の過酷な現実 ネットで中傷、村⼋
分… ⽀援団体は全国で2つのみ

す。経済的なクラッシュがあれば、5年と待たずに何らかの影響が出かねません。も

⻄⽇本新聞 8/4(⼟) 9:01

ちろん区⺠の⽣活が不便にならないよう責任を負っているわけで、⾏政サービスの

⼤阪市意向に校⻑「むちゃくちゃ」 賞与に学⼒調
査反映

停滞はないようにしたいとは考えていますが、このままいくとまずいということで
す」
●⽬の前の恩恵に⾶びつかないで

朝⽇新聞デジタル 8/3(⾦) 22:45
PR うそっ、重いカラダが…！

協和発酵バイオ「オルニチン」
Yahoo! JAPAN広告

ーーどうしたらその危機感を⼀般の⽣活者が理解できるでしょうか
「今まで⽀給されていた⼿当が来年ダウンするとか⼀気になくなるとか、そういっ

雑誌アクセスランキング （国内）

1

AERA dot. 8/1(⽔) 11:30

たわかりやすい話とは違います。税収減は財政に⻑期的にダメージを与えていき、
⾏政サービスをどんどん侵⾷していきます。気づいた時に区⺠は苦情をいうでしょ
うが、『その⽳はみなさんが掘ったんでしょう』ということになります。
税収が減って財政が悪化すれば、新規の⼟地取得の断念など歳出の抑制をすること

2

3

4

まうのです。

はぜひ避けてもらいたいと考えています」
ーーそもそも、ふるさと納税という制度をどう評価していますか

⼭根会⻑「スッキリ」出演に⾒た
強烈な違和感
東洋経済オンライン 8/3(⾦) 19:40

使ったり、国有地を買って緑の保全のために公園を整備したり、多額のお⾦をかけ

⽬の前の恩恵に⾶びついて、⻑期的なことは『どうにかなるでしょう』的な考え⽅

オウム13⼈死刑で「上川陽⼦法
相」⼀⽣SPつきの⽣活
SmartFLASH 8/3(⾦) 6:01

から対応します。例えば、これまでは農地が売りに出されたら⾼齢者施設の整備に
て保育園の整備をしたりしてきていますが、そうしたことにブレーキがかかってし

眞⼦さま“破談”危機 ⼩室さん
の“別の顔”とは？〈週刊朝⽇〉

医師が胃がん検診でバリウムを飲
まない理由
ダイヤモンド・オンライン 8/5(⽇)
6:00

5

「ストレスに弱い⼈」に教えたい
3つの対処法
東洋経済オンライン 8/4(⼟) 8:00

PR 要注意！外壁塗装で騙されない
で！
まとめブログ.com

「税のあり⽅として、全くのモラルハザードで、愚策中の愚策です。税は、等しく
地域の会費として、道路とか保育とか健康とかゴミ収集とか、様々な地域の需要に
使われるべきものです。『なんだ返礼品はないのか』という⼈がどんどん出る事態
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180804-00008333-zeiricom-soci

Yahoo! JAPAN広告

動画アクセスランキング （国内）
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になっています。本来、寄付にお礼をつけるのはおかしいです。現状は、単にショ
ッピングをしているだけです」

1

⽣後11カ⽉の⼥児死亡
央区の認可保育所で

東京・中

TOKYO MX 8/3(⾦) 21:43

ーー世⽥⾕区は交付税による補てんもなく、ふるさと納税による税収減の影響が⼤

2

きいですが、国の交付税の使い⽅についてはどうみていますか
「最もモラルハザードを起こしているのは国だと思っています。プライマリーバラ

れたと推計しています。
これだけの額を使うなら、地⽅が元気になるような雇⽤創出や産業基盤の育成など
のために基⾦などにして活⽤すべきではないでしょうか。その⽅がはるかに健全だ
と思います。いまのままでは、国による究極の垂れ流しです」

⼤阪梅⽥の夜空鮮やかに「なにわ
淀川花⽕⼤会」30回記念で特別演
出
THE PAGE 8/4(⼟) 21:40

3

ンス（基礎的な財政収⽀）が厳しい中で、ふるさと納税による⾚字の75%も⽳埋め
してあげているのです。区では、2017年度に1133億円が交付団体の⽳埋めに使わ

1:04

熱したトングを⾸筋に...⼝に靴
下 ⽇本郵便社員2⼈逮捕
ホウドウキョク 7/31(⽕) 21:16

4

0:41

【動画解説】台⾵13号 来週半ば
本州に接近か 8⽉も厳しい暑さ
継続
ウェザーマップ 8/4(⼟) 13:09

5

0:49

「殺害前に⺟親と⽳掘った」
遺棄の男、計画的犯⾏か

1:22

妻

ホウドウキョク 8/4(⼟) 13:18

0:21

PR ≪バイク保険≫チューリッヒ

●バブル状態、落ち着かせるべき

バイク保険ならチューリッヒ。お⾒積り、お
申し込みはこちら／提携

ーーふるさと納税は今後、どのような制度に改められるべきでしょうか

hokenbank.jp/zurich/
Yahoo! JAPAN広告

「控除の上限が、2015年度税制改正により住⺠税の所得割額の20%と拡充されま
したが、元どおり10%に戻す。そして、現状では控除を受けられるかどうかは別に
して、寄付額に上限はありませんが、年間で寄付上限額を設けるべきではないでし
ょうか。こうしたことで、ふるさと納税のバブル状態は落ち着くのではないかと考
えています」
ーー現状では総務省も⼀部で過熱する返礼品競争を問題視しています
「総務省はこれまで技術的な助⾔しか出していないので、⾃治体側に従う必要がな
いのです。制度として問題があると思うなら、総務省として制度そのものを変える
しかないはずなのにやらない。おかしいと思います。
そして、この問題については国会でもほとんど論戦がありません。それは、与野党
ともに⾃分たちの地域にふるさと納税で潤っている⾃治体とそうでない⾃治体を抱
えていて、⽴ち位置が難しいからでしょう。先ほど⾔ったように、1133億円もの交
付税が⽳埋めに使われている現状に問題意識を持ってほしいと思います」

熱いグルメバトルイベントが草津
で開催！
株式会社エヌイーエフ

新着動画ニュース（国内）
『10秒でふりかえる10年前』【⾸都圏
でゲリラ豪⾬ 道路が陥没しバイクが落
下(2008年8⽉5⽇)】
ホウドウキョク 8/5(⽇) 6:01

0:09

⼤阪梅⽥の夜空鮮やかに「なにわ淀川
花⽕⼤会」30回記念で特別演出
THE PAGE 8/4(⼟) 21:40

ひき逃げで男性が死亡

【プロフィール】

詳しくはこちら

0:49

殴られ路上に

ホウドウキョク 8/4(⼟) 19:30
0:30

保坂展⼈（ほさか・のぶと）1955年⽣まれ、62歳。衆院議員3期と総務省顧問を経
て2011年4⽉から世⽥⾕区⻑（現在2期⽬）、趣味は読書・旅
（取材：弁護⼠ドットコムニュース記者

下⼭祐治）早稲⽥⼤卒。国家公務員１種

試験合格（法律職）。2007年、農林⽔産省⼊省。2010年に朝⽇新聞社に移り、記
者として経済部や富⼭総局、⾼松総局で勤務。2017年12⽉、弁護⼠ドットコム株
式会社に⼊社。twitter : @Yuji_Shimoyama

利尻島をご訪問
いと共に

両陛下、離島への思

ホウドウキョク 8/4(⼟) 19:22

0:30

【動画】40℃近い危険な暑さに 東
北・関東は⼤気不安定（4⽇19時更
新）
ウェザーマップ 8/4(⼟) 19:15

1:29

PR 会計システム ⼤蔵⼤⾂

応研株式会社

弁護⼠ドットコムニュース編集部

Yahoo! JAPAN広告

【関連記事】
悲しき「年収1000万円」プレイヤー、ランチや飲み代もケチる⽇々…⼿取り額は？
「社⻑の愛⼈」勤務実態がないのに⽉給20万円、税務上の「特殊関係⼈」をめぐる問題
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180804-00008333-zeiricom-soci

ソフトバンクスマホユーザはポイント10倍
Yahoo!ショッピング
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「⼈気キャバ嬢」の誕⽣⽇、現⾦やプレゼント650万円分が⾶び交う…税⾦の問題は？
固定資産税のかからない「キャンピングカー⽣活」本当に節税になるのか、税理⼠が検証
「⼥⼦減点」の東京医⼤、⼥性研究者⽀援で補助⾦8000万円 「だまし取ったのか」批
判続出



最終更新:8/4(⼟) 13:44



税理⼠ドットコム

こんな記事も読まれています

Recommended by Yahoo! JAPAN

座席下に挟まれ、男性１時間動けず
8/1(⽔) 18:10 朝⽇新聞デジタル

⼭⼿線ストップ

ペットボトルのラベルはがして！回収しない⾃治体も
7/30(⽉) 17:36 テレビ朝⽇系（ANN）

世⽥⾕⼀家殺害犯の靴、５種に絞り込む…警視庁
8/3(⾦) 19:18 読売新聞

おすすめの有料記事（10円から）
危ない中国⾷品 2018[第2弾] 「最新回収事件」実名リスト【全⽂公開】
4/19(⽊) 5:00 ⽂春オンライン

野村克也が語る「岡本和真」

7/15(⽇) 10:00 週刊ベースボールONLINE

⾦正恩3兆円⽀援を狙う「⼥エージェント」 安倍⾸相に韓国“親北議員”を紹介【全⽂公開】
7/5(⽊) 5:00 ⽂春オンライン

おすすめコンテンツ（提供リンク）

提供リンクについて

メガネ男⼦は気をつけろ。NGメガネ４選！
Yahoo!特別企画byメガネの愛眼[提供リンク]

実は親に原因があった？「英語きらいの⼦」の共通点とは
COCO塾ジュニア[提供リンク]

サービスはイマイチ？ネット⾃動⾞保険の真実とは
セゾン⾃動⾞⽕災保険[提供リンク]

PR

Yahoo! JAPAN広告

熱いグルメバトルイベ
ントが草津で開催！

会場は草津駅から歩いてスグ
／勝負を決めるのは美味しい
と思ったあなたの⼀票。約…
株式会社エヌイーエフ

ひえー！外壁塗装165万円
⇒62万円に

補助⾦使わなきゃ、リフォ
ームは始まらない

まとめブログ.com

ITA

外壁塗装165万円が62万円に
なった事例も。⼀括⽐較サー
ビスでチェックした結…

知らない⼈だけ損するリフォ
ーム補助⾦まとめ。無料、10
秒で相場チェックもでき…

Yahoo!検索で調べてみよう

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180804-00008333-zeiricom-soci
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ふるさと納税で税収41億円減、世⽥⾕・保坂区⻑「愚策中の愚策」「究極の垂れ流し」東京富裕論に猛反論（税理⼠ドットコム） - …

総務省 ⾃治体

国家公務員 農林⽔産省

弁護⼠ドットコム株式会社

住⺠税 控除 ふるさと納税

朝⽇新聞社

読み込み中…

コメント⾮表⽰

※コメントは個⼈の⾒解であり、記事提供社と関係はありません。

アプリ

Facebook

データ先読みで、電⾞でも
サクサク

Twitter

編集部による厳選記事を毎
⽇配信

トップ

速報

写真

映像

リアルタイムでニュースを
配信

雑誌

個⼈

特集

意識調査

ニュースカテゴリ： 国内 国際 経済 エンタメ スポーツ IT・科学 ライフ 地域

ランキング

news HACK

Yahoo!ニュースのオウンド
メディア

有料

その他： RSS ニュース提供社

プライバシーポリシー - 利⽤規約 - メディアステートメント - 著作権 - 特定商取引法の表⽰ - ご意⾒・ご要望 - ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2018 zeiri4.com 無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2018 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180804-00008333-zeiricom-soci

5/5

