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【ふるさと納税】
自分の住んでいる地域以外の場所に
税金を前払いすることで
返礼品を貰えるお得な制度

返礼品とはその地域の特産品・名産品等のこと！
お肉や海鮮などの食品から、伝統的な工芸品
現地体験ができるものまで様々な種類があるで！
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ふるさと納税とは？

ふるさと納税する人としない人の違い

ふるさと納税を
しない人の場合

自分の住んでいる
地域に納税するだけ

＋

住んでいる地域と
好きな自治体に納税

返礼品がもらえる

ふるさと納税を
する人の場合
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メリットとデメリット ふるさと納税　スタートガイド

ふるさと納税のメリット

お肉や海鮮などの食品をはじめ、家電や
地域の工芸品、旅行券など様々な種類がある

① 返礼品がもらえる 

食べ物や日用品をもらうことで生活費が浮いて家計が助かるなぁ
③ 節約に繋がる 

自己負担額2,000円を引いた分の税金が控除の対象になる
→ 普通より2,000円多く払うだけでお得な返礼品を貰えるで！

② 所得税や住民税の控除



ふるさと納税は、人により異なる限度額があり
これを超えた分は自己負担の2000円に追加される

ワンストップ特例制度か確定申告のどちらかで
申請しないと税金を納めたことにならない

シミュレーターで
事前に限度額を
調べておいてな！

メリットとデメリット ふるさと納税　スタートガイド

ふるさと納税のデメリット

ふるさと納税をすると翌年の住民税や所得税から
控除されるのでその年は持ち出し扱いになる

① 寄付した年は持ち出しになる 

③ 税金控除の申請をする必要がある 

② 限度額を超えると自己負担が増える
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ふるさと納税の手順 ふるさと納税　スタートガイド
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シミュレーターで限度額を計算

返礼品を申し込む

返礼品と書類を受け取る

控除されたかを確認する (翌年6月)

控除の申請をする
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STEP 1 シミュレーターで限度額を計算 ふるさと納税　スタートガイド

限度額計算の方法は2種類！
詳細シミュレーター簡単シミュレーター

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/13d5a7e5.258463ef.13d5a7e6.77b241d1/_RTLink39996?pc=https%3A%2F%2Fevent.rakuten.co.jp%2Ffurusato%2Fmypage%2Fdeductions%2F%3Fscid%3Daf_pc_etc%26sc2id%3Daf_101_0_0&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9
https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/13d5a7e5.258463ef.13d5a7e6.77b241d1/_RTLink39996?pc=https%3A%2F%2Fevent.rakuten.co.jp%2Ffurusato%2Fmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_detailsmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_details%26scid%3Daf_pc_etc%26sc2id%3Daf_101_0_0&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9


年収
家族構成
扶養家族

STEP 1 シミュレーターで限度額を計算 ふるさと納税　スタートガイド

簡単シミュレーターの場合

3項目を入力し限度額計算

ざっくりと限度額を
知りたい人はまずは
こちらで計算や！

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/13d5a7e5.258463ef.13d5a7e6.77b241d1/_RTLink39996?pc=https%3A%2F%2Fevent.rakuten.co.jp%2Ffurusato%2Fmypage%2Fdeductions%2F%3Fscid%3Daf_pc_etc%26sc2id%3Daf_101_0_0&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9
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詳細シミュレーターの場合

① 基本情報の入力

基本情報の各項目を入力し
所得・控除情報の入力に進む

・支払金額
・給与所得控除後の金額
・所得控除額の合計額

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/13d5a7e5.258463ef.13d5a7e6.77b241d1/_RTLink39996?pc=https%3A%2F%2Fevent.rakuten.co.jp%2Ffurusato%2Fmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_detailsmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_details%26scid%3Daf_pc_etc%26sc2id%3Daf_101_0_0&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9
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② 所得情報の入力

所得情報の各項目を入力する

・譲渡取得
・事業取得
・利子取得
・退職取得
・雑取得

・不動産所得
・一時所得
・配当所得
・山林所得



STEP 1 シミュレーターで限度額を計算 ふるさと納税　スタートガイド

③ 控除情報の入力

控除情報の各項目を入力する

・住宅借入金等特別控除額
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除

これ以下の項目は
年末調整してない
場合のみ入力してな！
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④ 寄付上限額を計算

入力項目に間違いが
無いかよく確認して

計算するを選択する

これで細かな
寄付上限額まで
把握できるで！

https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/13d5a7e5.258463ef.13d5a7e6.77b241d1/_RTLink39996?pc=https%3A%2F%2Fevent.rakuten.co.jp%2Ffurusato%2Fmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_detailsmypage%2Fdeduction-details%2F%3Fl-id%3Dfurusato_deductions_link_details%26scid%3Daf_pc_etc%26sc2id%3Daf_101_0_0&link_type=hybrid_url&ut=eyJwYWdlIjoidXJsIiwidHlwZSI6Imh5YnJpZF91cmwiLCJjb2wiOjF9
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購入したい
返礼品を選ぶ 返礼品の詳細

ページに進み
購入手続きへを
選択する

STEP 2 返礼品を申し込む ふるさと納税　スタートガイド

① 返礼品を選ぶ ② 購入手続きへ進む

ジャンルや地域など
様々な条件に絞って
検索できるで！



STEP 2 返礼品を申し込む ふるさと納税　スタートガイド

③ 詳細を選択する

  1と3については
「理解した」を
  選択すればOK！

購入者に関する
項目を選択する



STEP 2 返礼品を申し込む ふるさと納税　スタートガイド

③-2 寄付金の用途を選択

選ぶ返礼品や寄付する
自治体によって項目が
多少違うことがあるで！

寄付金の用途から
自分の好きな物を
選択する
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③-4 ワンストップ特例の利用

ワンストップ特例制度の
利用を希望するかを選ぶ
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③-5 市町村による選択肢 

自治体のHPへの
寄付者名等の公表に
同意するか選択する

すべて選択できたら
購入手続きへを押して
次のステップに進んでな！
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④ 買い物カゴに進み購入手続きへ

内容に同意し買い物
かごへ進むを選択し

金額や数量に間違いが
なければ購入手続きを
選択して次に進む



STEP 2 返礼品を申し込む ふるさと納税　スタートガイド

⑤ 注文の確定 

表示されているお届け先の
住所を確認し注文を確定する※注意！

注文者情報については限度額の
シミュレーションをした納税者の
住民票がある住所にせなあかんで！

※注意



ふるさと納税の手順 ふるさと納税　スタートガイド



STEP 3 返礼品と書類を受け取る ふるさと納税　スタートガイド

＋
返礼品とは別で
ワンストップ特例申請書が届いたら
忘れないうちに返送する



STEP 3 返礼品と書類を受け取る ふるさと納税　スタートガイド

【ワンストップ特例制度の利用可能条件】

・年収が2,000万円以下である

・寄付先が5自治体以内

・他で確定申告をしない
（医療費控除や住宅ローン1年目）

（同自治体へのリピートは1と数える）
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STEP 4 控除の申請をする ふるさと納税　スタートガイド

【ワンストップ特例】

【確定申告する人】

→ 1/10必着で返送する

→自身で確定申告する 

確定申告の方法は
おかんの別の投稿も
参考にして進めてな！



STEP 4 控除の申請をする ふるさと納税　スタートガイド

マイナンバーカード
のコピー (表面）

マイナンバー通知
カードもしくは
マイナンバー記載の
住民票のコピー

マイナンバー通知
カードもしくは
マイナンバー記載の
住民票のコピー

運転免許証もしくは
パスポートのコピー

・健康保険証
・年金手帳
・提出自治体が
　認める公的書類
いずれか2点のコピー

＋
＋ ＋マイナンバーカード

のコピー (裏面）

※ ※

※氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る

【ワンストップ特例申請に必要なもの】

組み合わせ ① 組み合わせ ② 組み合わせ ③ 



STEP 4 控除の申請をする ふるさと納税　スタートガイド

【申請書の記入例】

2つのチェックボックスに
当てはまる人のみ申請を
することが可能やで！
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STEP 5 控除されたかを確認する (翌年6月) ふるさと納税　スタートガイド

5~6月に貰える住民税の
決定通知書で確認する

確定申告書と住民税の
決定通知書で確認する

ワンストップ特例の
申請をした人の場合

確定申告した人の場合

人的なミスも十分あり得るから
控除されたかきちんと確認してな！



詳細を見る

生でも食べられる
大粒のホタテ
リピート間違いなし！

楽天ふるさと納税のページに移動
詳細を見る 詳細を見る 詳細を見る

おすすめ返礼品 ふるさと納税　スタートガイド

背わた無しで
すぐに使える！

色んな部位の
豚肉がたっぷり！
美味しかったで！

脂がしっかりのった
美味しいサーモン！

https://a.r10.to/h6kGbW
https://a.r10.to/hMZrO4
https://a.r10.to/hPfNDt
https://a.r10.to/hMbokp

