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この資料について

とよかわ応援寄附⾦推進事業は、新型コロナウイルス感染症拡⼤を受けた緊急経済対策として2020
年６⽉からスタートした事業です。返礼品を購⼊、またサイト掲載にかかる費⽤、決済にかかる費⽤、
送料を負担させていただくことで、「ふるさと納税という枠組み」を活⽤しながら、市内事業者様の
⽀援を⾏わせていただくものです。インターネットでの流通に係る費⽤を市が負担しますので、コス
トをかけずに各製品の流通チャネルを拡⼤できる可能性がございます。

この資料については、制度の全体像やお申込み⽅法のほかに、豊川市の現状等についても記載してお
ります。事業としては、未だスタートして間もないものですが、これまで本市に寄附いただいた⽅々
のデータを統計的に分析することで、今後の取組に活⽤することを目的とし、記載しております。居
住地や、アンケート結果などから、各事業者様において何かヒントにつながれば幸いです。

なお、本資料に掲載されていないことでもお⼒になれることあるかと存じます。
この事業を事業者様にとって有効的なものとさせていただきたいと強く考えていますので、何でもお
気軽にご相談ください。

豊川市企画政策課



１．ふるさと納税の仕組み等について



１ ふるさと納税の制度について

ふるさと納税は、個⼈が⾃治体に寄附する⾏為のことをいいます。
故郷に⾃分の意思での納税がしやすいようにと⼤幅な「寄附⾦控除」が⽤意されています。
その⽅の所得や家族構成により上限があるものの、寄附⾦額から２千円を控除した⾦額が、確定申告により
戻ってきます（サラリーマンの⽅は、ワンストップ特例制度といって、確定申告なしで控除を受けられる仕組
みがあります。ただし、その場合は、当該年度の確定申告を⾏わないので、翌年度の税⾦がその分控除されま
す。）。
※控除上限は納税額に⽐例しますので、例えば年⾦のみの⽅などは、上限8千円程となります。
※税⾦計算が12⽉末〆のため、ふるさと納税の申し込みは12⽉下旬にかけて多くなります（駆け込み需要）

つまり、もともとは「ふるさと納税＝何かものが送られてくる」という制度ではありません。
故郷を思い出してもらえるようにと各⾃治体が⽤意しだしたものが「返礼品」となります。
この返礼品ですが、2019年6⽉までは、「総務省の技術的助⾔」という中で規制されてきました。
技術的助⾔なので、法的なものというよりも倫理的な規制でしたが、現在では地⽅税法が改正され、「ふるさ
と納税の返礼品」にも法的な規制があります。



２ とよかわ応援寄附⾦推進事業（豊川市のふるさと納税）について
とよかわ応援寄附⾦推進事業（ふるさと納税）の流れについて

1返礼品の掲載依頼



３ 掲載サイトと事務委託について

本市のふるさと納税返礼品は、原則として株式会社トラストバンクの「ふるさとチョイス」と、株式会社さと
ふるの「さとふる」の２つのサイトに掲載を⾏っています。
寄附者は両サイトを通じて、豊川市にふるさと納税の申込を⾏うことができます。
また、本市はふるさと納税業務全般を令和３年１１⽉からさとふるに委託をしております。これにより、ふる
さと納税の申込があった場合、さとふるが両サイト分を取りまとめ、お礼品管理システム及びメールにて事業
者様に通知をします。通知に記載された⽇付にさとふるのドライバーが返礼品を取りに伺い、出荷を⾏います。
出荷完了の翌⽉にさとふるから返礼品の代⾦が⽀払われます。

https://www.furusato-tax.jp/city/product/23207 https://www.satofull.jp/city-toyokawa-aichi/



４ 新たなオンライン販路としてのふるさと納税

インターネットを活⽤し⾃社製品を流通しようとする場合の主な選択肢など

⼤手ECサイトへ
の登録、出店

自社サイトに
専⽤ページ開設

ふるさと納税
サイトに掲載

（訪問者）⼤手ECサイトであれば、非常に多くの訪問者数を期待できる
（コスト）出品に係る掲載費⽤や注文ごとに費⽤負担（〇％）が発生

（訪問者）⾃社ページへの顧客誘導がネック
（コスト）クレジットなどの決済に係る費⽤が主であり割安

（訪問者）寄付⾦控除の関係で、年末にかけて閲覧者が増加、利⽤者も多くなる
（コスト）出品に係る掲載費⽤、クレジット等での決済費⽤も市が負担。

返礼品のご提供の対価は、事業者様が事前に提示いただいた額となります。

つまり、各種費⽤について市が負担しますので
〇既にインターネットでの流通をされている場合
コストをほぼかけずに、新たなネットでの販売チャネルを拡充することができます。
サイトの作り⾃体は、一般的な通販サイトと似ていますので、既にあるページを参考に速やかにページを作成することが
可能です。PR文章や写真画像などを、そのまま準⽤する場合、手間もほぼかかりませんので、新たな通販サイトに低コス
トで掲載するようなイメージとなります。コストも手間もかかりませんので、是非ご検討ください。

〇現在、インターネットでの流通を⾏っていない場合
コストをほぼかけずに、新たにネットでの販路を新規開拓することができます。
費⽤がほぼかかりませんので（事業者登録の際に必要な「税の未納がないことの証明書」くらい）、これから⽇本全国に⾃
社製品を流通させてみたいなどという⽅は是非お申込みください。
画像や、製品PRなどについては、ふるさと納税サイトだけでなく、各種通販サイトなども参考にしながら、ご準備いただ
くことになりますが、豊川市返礼品の提供事業者様の中には、オンライン流通がふるさと納税のみという⽅も多くいらっ
しゃいますので、ご安⼼ください。将来的に各種通販サイトに展開するにあたって、ふるさと納税をオンライン流通の実証
実験の場として活⽤いただくなどということも可能です。



５ 事業者様に⽀払われる報償⾦について

〇基本的な寄附受付額の計算方法 ＝ 商品価格 ÷ 30％ ※千円単位切り上げ
地⽅税法の規定により、受け付ける寄附⾦額が商品価格（市の調達価格）の３割を下回ってはならないというものがあります。
このため、豊川市では原則として商品価格を30％で割り戻したものをベースに寄附⾦額を算出しています。

〇例えば商品価格を3,000円（税込）とした場合
募集する寄附額︓3,000円÷30％＝10,000円
市から事業者様にお⽀払いする報償⾦︓3,000円
※商品価格が3,000円、寄附価格が10,000円の商品に申込があった場合、発送完了後に商品価格である3,000円を⽀払います。
※原則としてさとふる、ふるさとチョイスのどちらに申込のあった寄附においても、さとふる社が取りまとめ報償⾦の⽀払いを
⾏います。ただし、振込にあたり手数料が発生する場合があります。

※商品価格から割り戻して寄附⾦額を計算しますので、あまりにも一般流通価格とかけ離れた⾼額な商品価格を提⽰いただいた
場合など、類似商品と⽐較し割⾼に⾒えてしまい、注文が⼊らなくなるなどの可能性がありますのでご注意ください（市販価
格に近い数字を提⽰いただく場合が多いように⾒受けられます）。

市からの報償⾦ ＝ 商品価格

商品価格は、事業者様から申し込み時に提示いただいた⾦額（⾔い値）となります。
この申し出いただいた⾦額については、市への卸値と考えていただければ結構です。送料については、市が負担す
るため事業者様に請求はございません。経済対策の一環として⾏う事業となりますので、安く市に卸していただく
などということも不要だと考えています。ただし、地⽅税法の規定により、この商品価格をベースに寄附受付額が
決定しますのでご注意ください（下記参照）



６ 返礼品として取り扱うことのできる製品基準①

ふるさと納税返礼品は地場産品であることとされています

ふるさと納税の地場産品とは、豊川市内で生産されている製品となります。
つまり、市内で製造されていれば、ジャンル問わず返礼品として登録できます。また、全ての工程を市内で完結で
きていなくても、その商品価値を構成する50％以上が市内で生産されていれば、取り扱うことが可能です（ただ
し、価値の50％を価格ベースとするのかボリュームベースにするのか意⾒が分かれるところですので、疑義が生
じそうな製品については、お断りする場合があります。判断に困る場合は、以下や市HPを参照にしていただく他、
企画政策課にお問合せください）。

（返礼品として認められる例）
〇豊川市内の事業者が市外で生産された原材料を使⽤し、豊川市内で加工・品質保守を一元管理し、当該事業者の⾃社製品
として販売しているもの

〇市外で生産された豚⾁を、豊川市内で切断、調理、袋詰めしている豚⾁加工品
○市外で生産された原材料を⽤いて、豊川市内の醸造所において醸造した酒
○市外で生産されたグラス等に、商品価値の主要な部分である伝統的な螺鈿（らでん）細工や漆芸を区域内において豊川市
内業者が施した工芸品

（認められないと考えられる例）
×海外で生産し、豊川市内で検品を⾏っているラジオ
×市外で生産されているが豊川市内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
×豊川市事業者がパッケージしている市外で生産されたフルーツ
×市外で生産されたビールに、オリジナルのシールを貼ったもの
×市外で養殖されたウナギを素焼きし、豊川市事業者が独⾃のタレで味付けた商品

→市内での加⼯が単なる切断や梱包等のみの場合は、自社オリジナルブランドであっても返礼品として取り扱うことができ
ませんが、原型をとどめないほど市内で加⼯された商品（⾷品等）の場合は、取り扱い可能だと考えています。ご不明な
点については、企画政策課にお問合せください。



７ 返礼品として取り扱うことのできる製品基準②

また、豊川市公式返礼品となりますので、国が定める基準（前シート参照）のほか、次の条件を全て満た
す返礼品であることを条件としています。

・品質及び数量の⾯において、安定供給が⾒込めること

・⾷品衛生法、⾷品表⽰法、農林物資の規格等に関する法律、商標法、特許法、著作権、不当景品類及び
不当表⽰防⽌法、不当競争防⽌法など、関係法規を遵守しているものであること

・全国各地に発送が可能であること

・品質や機能が寄附者の期待に十分応えることができるものであること

・さとふる、ふるさとチョイスのホームページにおいて、返礼品に係る寄附受付が可能なものであること

・飲⾷物の場合、原則、寄附者に到着してから４⽇程度の消費（賞味）期限が保証されるものであること

※返礼品の申込⽅法等、詳細については市役所HPをご覧ください（最終シートにQRコードあり）。

※返礼品としての基準のほか、市役所から個⼈情報を送付する場合がありますので、「情報セキュリティ」
に関する企業対応を確認させていただく書類等の提出をお願いする場合があります。



８ 返礼品掲載までの流れ

１ 市役所企画政策課に申し込み書類等を提出
申込書類については、市役所HPをご覧ください。⼤きく分けて、事業者としての申し込み、返礼品の申し込みの２種類とな
ります。申込書類の提出にあたっては企画政策課へのメール提出も可能です。（※市税の未納がないことの証明のみ、市役
所資産税課で発⾏された原本をご⽤意いただきます）
※返礼品の写真等を複数⽤意いただきます。
※返礼品掲載サイトには全国各地の返礼品が30万点以上掲載されています。
申し込み者のほとんどがサイトを⾒て直接申込される⽅となりますので、写真やPR文章を是非工夫してください。

２ 企画政策課にて審査
提出いただいた書類等をもとに、企画政策課にて審査します。

４ サイト掲載開始
返礼品掲載サイトである「ふるさとチョイス」及び「さとふる」で掲載を開始します。
各事業者様にてふるさと納税の返礼品に出品していることを⾃社サイト、SNS等でPRいただくことは可能ですので、積極的
なPRをご検討ください。

５ 寄附申し込みがあった場合

審査にて認定された返礼品について、サイトでの掲載準備を⾏っていただきます。本市ふるさと納税業務の委託先である
株式会社さとふるから掲載手続きの案内がありますので、事業者情報や返礼品の登録作業をすることになります。
登録にあたって、PR分の修正依頼や、受賞歴の証拠書類の提出を求められる場合がございます。

３ サイト掲載準備

さとふるよりお礼品管理システム及びメールにて発送依頼が⼊ります。
指定⽇にさとふるのドライバーが集荷に来ますので発送をお願いします。発送翌⽉にお礼の品代⾦がさとふるから⽀払わ
れます。



２．申込書類等について
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とよかわ応援寄附⾦推進事業（事業者・返礼品登録）の流れについて

企画政策課市内事業者様 企画政策課に書類、データを提出（随時受付）

１ 協⼒事業者様と返礼品の登録申請までの流れ（年度更新制/随時受付）

◇新規登録に必要な書類（書類全て押印不要です）

①協⼒事業者の認定申請
（１）協⼒事業者認定申請書（様式第１号）
（２）本店、⽀店、事業所又は工場等が豊川市内にあることを証する書類
（３）市税等の滞納のないことの証明書（原本）

②返礼品の認定申請
（４）返礼品認定申請書（様式第４号）
（５）返礼品の画像データ 市ＨＰ（証明書）

到着後、市で審査を⾏
い、認定可否について
通知します。

提出書類 提出方法 提出先
（１）返礼品協⼒事業者認定申請書（様式第１号）
（４）返礼品認定申請書（様式第４号）
（５）返礼品の画像データ

メール 豊川市役所企画政策課
kikaku@city.toyokawa.lg.jp

（２）本店、⽀店、事業所又は工場等が豊川市内にあること
を証する書類

メールまたは原本 豊川市役所企画政策課

（３）市税等の滞納がないことの証明書（原本） 原本提出 〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1-1
豊川市役所企画政策課

※その他返礼品の種類に応じ追加書類の提出を求める場合がございます



２ 「協⼒事業者の基準」について

１ 登録申請関係
・本社（本店）、⽀社（⽀店）、事業所又は工場が市内にある企業・
団体又は個⼈であること（HPやパンフレット等で確認させていただき
ます）

・代表者等が豊川市暴⼒団排除条例に規定する暴⼒団員でないこと
・各種法令等を遵守した生産，製造，加工，販売又はサービスの提供
を⾏っていること

・電子データ（ワード，エクセル等）の送受信可能なインターネット
環境が整っていること

・市税等の滞納がないこと

※市税等の滞納のないことの証明書について
・本市資産税課（本庁北庁舎１階）にて取得の上、原本
をご提出ください。

・法⼈の場合は取得にあたり委任状が必要です。
・個⼈事業主の場合は個⼈の証明書をご提出ください。

２ 登録後関係
・ふるさと納税制度を活⽤しながら本市の魅⼒を広く発信し地場産業
の活性化を図るにあたり、豊川市の指⽰に従うこと

・別に定める地場産品基準等に適合する商品又はサービスのみを返礼品
として提供すること

・寄附者や委託業者からの問合せ等に対して適切な対応を⾏うこと

市内協⼒事業者

返礼品協⼒事業者として登録する基準は、以下となります。



３ 返礼品は「地場産品」に限られています

返礼品は「地場産品」（告示第５条関係）に限定されています。
・この基準を本市にあてはめたものを、別途ＨＰに掲載しておりますのでご確認ください。
・「市内生産品＝地場産品」と⾔えますが、全⾏程が市内で完結されていない場合などはご相談ください。

（総務省資料より）



４ 地場産品の種類等について（再掲）

また、返礼品として募集する地場産品については、次の条件を全て満たす返礼品であることとし
ます。

（１）品質及び数量の⾯において、安定供給が⾒込めること
※数量については、さとふる社のお礼品管理システムにて在庫数の設定が可能であるため、提供可能な
数量を設定した申し込みを推奨します。

（２）⾷品衛生法、⾷品表⽰法、農林物資の規格等に関する法律、商標法、特許法、著作権、
不当景品類及び不当表⽰防⽌法、不当競争防⽌法など、関係法規を遵守しているもので
あること

（３）全国各地に発送が可能であること
（４）品質や機能が寄附者の期待に十分応えることができるものであること
（５）飲⾷物の場合、原則、寄附者に到着してから４⽇程度の消費（賞味）期限が保証される

ものであること
※出荷⽇＋４⽇以下の返礼品はふるさとチョイスに掲載できない場合があります。

返礼品として募集する地場産品の種類は以下とします（個⼈向けであればジャンルを問いません）。

（地場産品の種類）
・物品（例︓飲⾷物、工芸品、雑貨、⽇⽤品等）
・サービス等（例︓宿泊プラン、生活関連サービス、⾷事会プラン）



５ 返礼品をＰＲする際の注意点

「適切な選択を阻害するような表現」（告示第２条第１号ハ）

具体的な「適切な選択を阻害するような表現」としては、
「お得」、「コスパ（コストパフォーマンス）最強」、「ドカ盛り」、
「圧倒的ボリューム」、「おまけ付き」、「買う（購⼊）」、「還元」、
これらに類似する表現等とされています。

このような表現を含む、画像、ＰＲ文章については、掲載できませんの
で、ご注意ください。

・総務省基準により、以下の表現が禁⽌されています。
・そのため、画像の加工や、PR文章の作成の際には注意してください



３．豊川市の状況について



１ 本市の寄附状況について
これまで市内協⼒企業様のご寄附により返礼品を賄ってきましたが、新型コロナウイルス感染症感染拡⼤を受
けた緊急経済対策の一環として、2020年6⽉中旬から返礼品調達を購⼊型に切り替えました。また、2021年
11⽉からは新たに返礼品掲載サイト「さとふる」での受付を開始しました。さとふるの導⼊準備に伴いふるさ
チョイスを一時停⽌するなどしたため、2021年12⽉の寄附額は昨年を下回りましたが、全体としては寄附額
は増加傾向しています。税⾦控除の都合上、ふるさと納税は秋⼝から増加し、12⽉がピークとなります。

2019 2020 2021 2022

（参考）直近のふるさと納税実績（月ごと）

さとふる導入
（チョイス一時
ストップ）

2021.12
・589件
・23,852,000円

購入型へ転換

寄附件数(件)

2020.12
・815件
・25,519,000円

2021.1〜2021.12
1,992件 80,619,000円

2020.1〜2020.12
1,243件 38,798,000円

寄附額(円)



２ 都市圏から、特に東京圏から多くの寄附をいただいています
2021.4〜2022.2の期間において、ふるさとチョイス及びさとふるを通じて本市に寄附いただいた市外寄附者
（1,878件、計76,604千円）について、47都道府県別に振り分けると以下のようになります。
・いわゆる東京圏（東京、神奈川、千葉、埼⽟）の寄附が約50％
・同様に、⼤阪、兵庫といった⼤都市圏からの寄附が約10％
・また、愛知、静岡といった近郊からの寄附も約15％ある
・つまり、⼤都市圏在住者が寄附者のメイン層となっています。

都道府県 寄附⾦額 件数

1 東京都 20,535,000円 26.8% 427件 22.7%

2 神奈川県 6,694,000円 8.7% 170件 9.1%

3 埼⽟県 5,935,000円 7.7% 106件 5.6%

4 千葉県 4,754,000円 6.2% 109件 5.8%

5 愛知県 7,743,000円 10.1% 271件 14.4%

6 兵庫県 4,170,000円 5.4% 83件 4.4%

7 ⼤阪府 3,900,000円 5.1% 102件 5.4%

8 静岡県 2,743,000円 3.6% 64件 3.4%

9 岐阜県 1,611,000円 2.1% 31件 1.7%

10 その他（38団体） 18,519,000円 24.2% 515件 27.4%

合計 76,604,000円 1,878件

東京圏からの寄附が
全体の50％を占める

都市圏をメインターゲットとした場合、
・多少高価でも高品質、コンパクトであ
るもの

・少量でもおいしいもの
・⼩分けパックされているもの（冷蔵庫
が⼩さく世帯人口も少なめ）

がより受け入れられやすいのではないか
と考えられます。



３ 寄附者へのアンケート結果①

本市にふるさと納税いただく際、「その返礼品を選択したきっかけ」をアンケートしています。
2021.4〜2022.2の期間において、ふるさとチョイス及びさとふるを通じて本市に寄附いただいた市外寄附者
から計1,373件の回答が得られました。
・⼤半が、ふるさと納税を扱う⺠間サイトをきっかけに返礼品を選択していました。

返礼品を選んだきっかけ 件数

１ ふるさと納税を扱う⺠間サイトを⾒て 1,284件 93.5%

２ 知⼈などからの紹介 34件 2.5%

３ 豊川市HPまたはFacebook 15件 1.1%

４ テレビ、ラジオ、新聞、インターネットの記事など 12件 0.9％

５ その他 28件 2.0%

合計 1,373件

つまり、
・ふるさとチョイスやさとふるに掲載すること自体、一定のPR効果があると考えられます。
・ふるさとチョイスやさとふるに掲載する画像や、文章などを⼯夫することが重要であると考えられます。

従って、登録する画像や文章を⾒直すことで、両サイトにおいて返礼品の魅⼒向上が図られます。

※未回答を除く



４ 寄附者へのアンケート結果②

本市にふるさと納税いただく際、「豊川市にゆかりがあるか」をアンケートしています。
2021.4〜2022.2の期間において、ふるさとチョイス及びさとふるを通じて本市に寄附いただいた市外寄附者
から計1,373件の回答が得られました。
・約6割の寄附者は豊川市に「ゆかりはない」と回答しています。一⽅約４割の寄附者は豊川市に何らかの縁
があることが分かります。

ゆかり 件数

1 ゆかりはない 821件 59.8%

2 ⾏ったことがある 246件 17.9%

3 親戚・知り合いが住んでいる 81件 5.9%

4 よく訪れる 44件 3.2%

5 出身地 43件 3.1%

6 以前住んでいた 20件 1.5%

7 通学、通勤している（いた） 18件 1.3%

8 その他 100件 7.3%

合計 1,373件

６割の寄附者については好みの返礼品を選択したらたまたま豊川市だったパターンと考えられます。知名度
やブランド⼒、ジャンルで検索したときに他の返礼品より魅⼒的か等の要素が重要だと考えられます。
一方で、返礼品のジャンルや商品名などから検索された方だけではなく、豊川市という「自治体」から検索

いただいたであろう方も４割程度いらっしゃいます。そのような方には、豊川市で馴染みの味わいなどの返礼
品が喜ばれるのではないかと考えられます。

※未回答を除く



問い合わせ先

（問い合わせ先、書類提出先）
〒442-8601
豊川市諏訪１－１
豊川市役所 企画政策課 ふるさと納税担当
電話 0533-89-2126（直通）
kikaku@city.toyokawa.lg.jp

現在の豊川市返礼品一覧については、ふるさとチョイス及びさとふるをご覧ください。
新たに返礼品の掲載を希望される場合は、豊川市ホームページに申し込み⽅法等を掲載しています
ので、そちらをご覧ください。ご応募お待ちしています。

豊川市の返礼品一覧
(ふるさとチョイス)

ふるさと納税の返礼品を
募集します（事業者様向）

（豊川市HP）

豊川市の返礼品一覧
(さとふる)


