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１．調査の背景と目的 

 
 ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援し
たい自治体を選ぶことができる制度」として 2008 年に創設され、年々申込数と寄付額が増
えており、域内農産品の活用や被災地支援など地方振興で成果をあげている。 
 一方で、返礼品合戦がヒートアップし、自治体とは無関係の地域の特産品や、還元率の高
さを売りにした返礼品を売りにする自治体なども現れ、「ふるさとを応援する」という制度
の本来の趣旨を徹底するために、総務省は全国の自治体に対し、返礼品額の比率を寄付額の
３割までとする（2017 年 4 月）ことや、返礼品を原則として、地場産品に限る（2018 年
4 月）よう全国の自治体に通知を出す状況である。 
 このように、ふるさと納税の存在自体を疑問視する声が出る原因ともなっている返礼品
であるが、域内の農産物や畜産物、加工品、観光や旅行など、域内の事業者・流通加工業者・
生産者が何らかの形で寄与した返礼品である限り、返礼品を通じ、地域への波及効果がある
ことは明確である。したがって、寄付者は本来、ふるさと納税制度を通じ、「納税」による
財政的支援と、「返礼品」による地域経済活性化支援の両方の面で、地域が応援できるはず
である。しかし、「返礼品」による地域経済への貢献の実態は把握されてこなかった。 
 そこで事業構想大学院大学では、2017 年度に、ふるさと納税制度の趣旨に沿う（地域事
業者・産業応援型）返礼品による、地域での経済波及効果分析を、全国 10 自治体に対し産
業連関分析で行った。その結果、ふるさと納税の返礼品が市町村に及ぼす経済波及効果は、
自治体が域内業者に支払う金額の 1.4 倍〜2.2 倍に達する、との分析結果を得た。 
 ただし分析については、飯田市以外は独自の産業連関表を作成していないため、都道府県
の産業連関表を使用しており、都道府県レベルの波及効果は明らかになったが、「返礼品」
による各自治体内での経済波及効果を示すものではなかった。また、ふるさと納税の趣旨を
考えれば、特に、全国に 1400 以上ある人口 10 万人以下の小規模市町村レベルでの経済効
果の実態を把握することが重要であるが、その実態は不明であった。 
 この課題を受け、本年度は、産業連関表のない自治体でも、返礼品による経済波及効果を
明らかにすることができるよう、域内経済循環実態調査手法（LM3）を用い、返礼品による
地域への経済効果の実態を明らかにするとともに、ふるさと納税の本来の趣旨を最大限発
揮するための「返礼品」の在り方について考察を行う。 
 
２．調査の方法 

２－１．域内経済循環調査手法（LM3）の適用 

 LM3（Local Multiplier 3: 地域内乗数３）は、イギリスの、市⺠を主人公として経済振興
を考えるシンクタンク「ニューエコノミックファンデーション」で開発された、域内経済循
環の測定手法である。イギリスでも、地域経済振興に様々な投資や援助を行うわりには、地
域の中に入ってきたそのような大きなお金が地域経済の中にとどまらず、地域外にすぐに
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流れているのではないか、という地域経済の課題があった。そこで、ニューエコノミックフ
ァンデーション（New Economic Foundation）では、地域の取引の連鎖に注目し、分析対象
者の売上高を地域経済の 1 巡目（R1）とし、そのうち地域内で使われた額（域内従業員給
与や域内調達）を 2 巡目(R2)、2 巡目の域内調達先における域内従業員給与・域内調達額を
3 巡目(R3)、と、この 3 循環を追うことにより、域内での実質的な経済効果は明白であると
し、LM3 の計算の仕方を以下の数式のように示した。 

 
R1＝分析対象者の売上高 
R2＝売上のうち地域内で使われた額（域内従業員給与や域内調達） 
R3＝R2の域内調達先での従業員給与・域内調達額 

 
今まで、地域経済分析を行う際には、産業連関表による分析が主流であったが、なぜ LM3

なのか。産業連関表とは、各産業部門間でどのような投入・算出という取引過程を経て生産・
販売されたものであるのかを一覧表にまとめたものである。その地域や自治体ごとに産業
連関表が作成されていれば、地域内の資金の流れを把握したり、産業部門ごとの域外収支な
ども明らかになる。また、特定部門で生じた需要増加がもたらす他の部門の波及効果も算出
できる。しかし、小規模な地域や自治体の現場で活用するためには困難も多い。表１に、
LM3の特徴を、産業連関表分析との比較でまとめた。 

まず、産業連関表の作成自体が、多部門にわたるヒアリングなどが必要であり、費用面も
含め、かなり難関となる。そのため都道府県単位においても、10年に1回作成していればよ
い方である。小規模な地域や自治体では、都道府県の産業連関表ができていないと、そもそ
も作成に着手できない場合が多く、さらに部門間のアンバランスによっては正確な作成が
困難となる。また、産業連関分析では、個別の事業体や商品の地域経済波及効果を分析する
際は、部門の平均的な波及効果となるが、LM3では、個別の事業体や商品に絞り、独自の調
査により、より実態に即した調達状況の分析が可能となる。最後に、産業連関表の分析結果
については、数学の「行列式」に習熟していない一般の自治体職員や住⺠が直観的に理解す
ることが難しい、ということがある。 
 以上のように、LM3は、産業連関表が作成されていない、小規模な地域や自治体において
も、特定の事業体や商品に絞った、地域での地道なヒアリング調査から対応でき、その計算
結果も、3回分の取引で地域が実質的に手にしたお金（域内に循環したお金）を集計する、
という意味で比較的理解しやすい、という特徴がある。 
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表１ LM3と産業連関表分析との比較 

 
 なお、地域で 100 万円を獲得した場合の、域内循環率の違いによる最終的な域内需要の
総額比較を、概念的に示したのが、図１となる。生じた需要の 80％が賃金や仕入れとして
域内で循環する場合と、60％分しか循環しない場合では、循環率の違いは 20％にもかかわ
らず、最終的な域内需要合計は 2 倍になる。これは、域内循環率が低ければ、より多くのお
金を外から獲得しなければ、域内循環率の高い地域と同様の最終的な域内需要額を満たす
ことができない、ということを意味する。地域活性化というと、最初の売上や投資額の大小
でその効果を測りがちであるが、それらのお金を地域で獲得したのち、どれだけ地域内でそ
のお金が循環するか、という実質的な「実入り」を確認していくことが重要であることがわ
かる。 

 
図１ 域内循環率の違いによる最終的な域内需要の総額比較（藤山, 2018） 
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 我が国においても、LM3 は概念的には広く紹介され、地域からの所得の流出をくいとめ、
地域内循環率を高めていくことの重要性への認識は近年特に高まっている。 

このような LM3 調査手法の我が国での実証的検証は、環境省「環境経済の政策研究」の
委託研究「低炭素・循環・自然共生の環境施策の実施による地域の経済・社会への効果の評
価について」（2015-2017 年、研究代表：藤山浩）（以下「環境省研究」）により初めて行わ
れた。この環境省研究では、LM3 の考え方を適用し、地域で生産−流通−販売・消費の３
つの工程を意識して独自の事業体調査・家計調査を実施し、地域の経済循環と、地域外への
お金の流出の実態を明らかした。さらにその実態調査をもとに、地域内消費率や生産率を上
げていったときの、地域への所得の取り戻し額や、それによる新規定住者への新たな仕事創
出の可能性シミュレーションを行ったほか、バイオマスエネルギー活用事例に係る、規模
別・タイプ別での域内経済循環効果の比較分析（大規模集中型発電専用施設、小規模分散型
熱供給施設、コジェネ施設）も行った。 
 本調査では、この環境省研究で開発された調査手法を適用し、返礼品事業者へ、返礼品製
造にかかわる、生産−加工・流通−販売のすべての工程でのお金の流れを調査し分析するこ
とで、返礼品による地域への経済効果を明らかにすることとする。 
 
２－２．調査分析方法 

 地域1の経済は、大きく分けて、生産−加工・流通−販売の 3 段階で成り立っているはず
である。ただし、一つ一つの商品販売に限ってみれば、一つの事業者がその 3 工程全てを担
っている場合もあれば、生産−販売、あるいは、生産・加工−販売、生産−加工・販売など、
一つの事業者が 2 行程を担っている場合もある。また、域外から仕入れ、販売のみを地域内
で行っている場合もあるだろう。これらも踏まえた今回の調査の流れを図２に示す。 
 まず返礼品販売事業者へヒアリングを行い、域内主要仕入れ先と金額、域内賃金を把握す
る。生産−加工・流通−販売の 3 工程を自前で行っている事業者の場合には、生産資材等の
仕入れ先・額の把握を行い、ここで調査が終了する（ケース１）。取引先がある場合には、
主要な取引先へもヒアリングを行い、この事業者の域内主要仕入れ先と金額、域内賃金を把
握する。この段階の取引先が、農家など「生産者」で、特に取引先がない場合には、生産資
材等の仕入れ先・額の把握を行い、ここで調査が終了する（ケース２）。この取引先が、さ
らに農家など生産者から原材料を仕入れている場合（ケース３）には、その生産者へのヒア
リングを行い、生産資材等の仕入れ先・額、生産者域内賃金を把握する。 
 基本的に、LM３は、生産−加工・流通−販売の３段階の地域内でのお金の流れを追い、
地域における経済循環の状況を把握する指標であり、調査フローは図３のように示される。 
 

                                                       
1 本調査分析における「地域」とは、基礎自治体範囲とし、自治体内を「域内」、自治体外
を「域外」と定義する。 
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図２ 調査のフローと、調査ケース分類 

 

 
図３ LM３算出方法 

 
今回分析する「返礼品」は、生産−加工・流通−販売までを 1 事業者ないし 2 業者が担う

ことも多く、その場合、調査が 1 段階あるいは 2 段階で終了し LM3 の最大値は２と、3 段階
を経る LM3 理論最大値３とは異なるため、結果の単純な比較は意味を持たない。このため今
回は、LM３は参考指標として算出するにとどめ、返礼品の地域経済効果については、LM3
調査で同時に明らかになる、返礼品販売によって地域に新たに生み出された域内雇用者所
得（販売に係る所得、生産に係る所得）を主な指標として分析を行うこととした。 
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 以下に、返礼品販売により新たに生み出された、域内雇用者所得額の計算の仕方を示す。
また、その概念図も図４に示す。 
 
  Ilt＝Ils＋Ild＋Ilp 
   Ilt：返礼品により新たに生み出された域内雇用者所得総額 
   Ils：返礼品事業者の域内雇用者所得増額分（販売増による部分） 
   Ild：流通・加工による域内雇用者所得増額分（生産・販売増による） 
   Ilp：域内生産者の所得増額分（生産・販売増による） 
 

 
注）「その他」は、間接費、雇用者所得、営業余剰、税金等 

図４ 域内雇用者所得合計額の概念図 

 
２－３．調査対象と調査期間 

 調査対象事業者は、ふるさと納税サイトを運営する「さとふる」の取引事業者のなかから、
地域産品（資源）を活用し、地域経済に貢献していると思われる優良事例のなかから、品目
のバランスを考え、以下の 5 事業者を選定した（表１）。事業者タイプにより、調査のケー
ス分けも示す。 

各事業者への調査は、2018 年 6 月から 7 月にかけて、持続可能な地域社会総合研究所の
協力を得て、それぞれの事業者へヒアリング、調査票の回収、調査結果の分析を行った。 
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表１ 調査対象返礼品事業者一覧 

 
 
３．調査の結果 

 それぞれの事業者で行った調査結果に基づき、「返礼品」によって得られた地域経済効果
の結果を、それぞれ比較可能とするために、（１）1 万円販売あたりの地域経済効果として、
新たに生み出された域内雇用者所得と、参考値として LM3 を算出した2。また、今回選定し
た事例は、地域産品（資源）を活用し、地域経済に貢献していると思われる優良事例である
ことから、そうでない場合との比較のために、（２）返礼品の原材料を域外調達した場合、
（３）販売のみ行い、返礼品生産も加工も域外とした場合、（４）域内雇用者割合を半減し
た場合、といった、よくある返礼品の課題として指摘されているパターンについて、それぞ
れシミュレーションを行った。また、A 事業者のみ、域内雇用者割合が 75％であるため、
（５）域内雇用者割合が 100％となった場合のシミュレーションも行った。 
 
  

                                                       
2 E 事業者は宿泊券と食事券を返礼品として提供しているが、本調査では地域産業への波及効果に注目す
るために、「食事提供」部分のみの域内経済検証となっている。また、図 2 で示した調査ケース２と３が
混合し混乱を招くため、LM3 はあえて算出していない。 
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３－１．A事業者 

返礼品：ワイン 2 本セット 
寄付受付数：年間 94 本 
年間販売価格：\261,132 
事業者タイプ：生産販売 
 
（１）1 万円販売あたりの地域経済効果（現状）

 
 
注）「その他」には、間接費、雇用者所得、営業余剰、域外所得、税金等が含まれる。以下調査結果全て同
様。 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑥＝ \827+\1,100+\1864= \3,791 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥）｝/① 
｛\10,000＋（\827＋\1,100＋\4,320）＋（\81＋\1,864）｝/\10,000＝1.82  (注：最大値２) 
 
（２）仮に原料ブドウが域外生産の場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝ \827+\1,100= \1,927 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 {①＋（②＋③）}/①＝{\3,753＋(\827＋\1,100)}/\10,000 =1.19 （注：最大値２） 
 
 
 

調査１（A事業者） 調査２（ブドウ生産者）
①販売価格 （※域内⼈件費⽐率0.75）

その他 ¥3,753
②販売に係る所得（域内） ¥827
③製造に係る所得（域内） ¥1,100

その他 ¥2,375
⑤域内資材購入 ¥81
⑥生産に係る所得（域内） ¥1,864

¥10,000

④域内仕入れ（ブドウ） ¥4,320

調査１（A事業者）
①販売価格 （※域内⼈件費⽐率0.75）

その他 ¥3,753
②販売に係る所得（域内） ¥827
③製造に係る所得（域内） ¥1,100¥10,000

域外仕入れ（ブドウ） ¥4,320
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（３）【シミュレーション】域外産のワインを仕入れ販売した場合（ワインも原料ブドウも
域外生産） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＝\827 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 （①＋②)/①＝（\10,000＋\827)/\10,000＝1.08（注：最大値２） 
 
（４）【シミュレーション】雇用者の域内割合が半減した場合（現状 75％→38％） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑥＝\413＋\550＋\932＝\1,896 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥）｝/① 

｛\10,000＋（\413＋\550＋\4,320）＋（\81＋\932）｝/\10,000＝1.63 (注：最大値２) 
 
（５）【シミュレーション】雇用者の域内割合が 100％になった場合（現状 75％→100％）  

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑥＝\1,102＋\1,467＋\2,486＝\5,055 

調査１（A事業者）
①販売価格 （※域内⼈件費⽐率0.75）

その他 ¥3,753
②販売に係る所得（域内） ¥827

¥10,000
域外仕入れ（ワイン） ¥5,420

調査１（A事業者） 調査２（ブドウ生産者）
①販売価格 （※域内⼈件費⽐率0.38）

その他 ¥4,717
②販売に係る所得（域内） ¥413
③製造に係る所得（域内） ¥550

その他 ¥3,307
⑤域内資材購入 ¥81
⑥生産に係る所得（域内） ¥932

¥10,000

④域内仕入れ（ブドウ） ¥4,320

調査１（A事業者） 調査２（ブドウ生産者）
①販売価格 （※域内⼈件費⽐率1.00）

その他 ¥3,111
②販売に係る所得（域内） ¥1,102
③製造に係る所得（域内） ¥1,467

その他 ¥1,754
⑤域内資材購入 ¥81
⑥生産に係る所得（域内） ¥2,486

¥10,000

④域内仕入れ（ブドウ） ¥4,320



10 
 

■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥）｝/① 

｛\10,000＋(\1,102＋\1,467＋\4,320)＋(\81＋\2486）｝/\10,000＝1.95 (注：最大値２) 
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３－２．B事業者 

返礼品：ハンバーグ 
寄付受付数：年間 258 個 
年間販売価格：\261,132 
事業者タイプ：仕入れ販売 
 
（１）1 万円販売あたりの地域経済効果（現状） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑤＋⑥＋⑨＋⑩＝\1,105＋\0＋\808＋\1,762＋\102＋\483＝\4,261 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥+⑧＋⑨＋⑩）｝/①＝ 
｛\10,000＋(\1,105＋\0＋\7,343)＋(\808＋\1,762+\174+\102＋\483）｝/\10,000＝2.18 
（注：最大値 3） 
 
（２）【シミュレーション】域内のハンバーグ生産者から仕入れるが、原材料は全て域外の
ものを返礼品とした場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑤＋⑥ ＝\1,105+\0+\808+\1,762 =\3,675 

調査１（B事業者） 調査２（ハンバーグ生産者） 調査３（原材料生産・販売者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥1,551
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③製造に係る所得（域内） ¥0

その他 ¥367
⑤販売に係る所得（域内） ¥808
⑥生産に係る所得（域内） ¥1,762

その他 ¥3,647
⑧域内資材購入 ¥174
⑨販売に係る所得（域内） ¥102
⑩生産に係る所得（域内） ¥483

¥10,000

④域内仕入れ（ハンバーグ） ¥7,343

⑦域内原材料仕入れ ¥4,406

調査１（B事業者） 調査２（ハンバーグ生産者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥1,551
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③製造に係る所得（域内） ¥0

その他 ¥367
⑤販売に係る所得（域内） ¥808
⑥生産に係る所得（域内） ¥1,762

¥10,000

④域内仕入れ（ハンバーグ） ¥7,343

域外原材料仕入れ ¥4,406
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■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥)｝/①＝ 

｛\10,000＋(\1,105＋\0＋\7,343)＋(\808＋\1,762)｝/\10,000＝2.10 （注：最大値 3) 
 
（３）【シミュレーション】域外生産・加工のハンバーグを仕入れて販売した場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝ \1,105+\0 =\1,105 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③)｝/①＝｛\10,000+(\1,105+\0) ｝/① =1.11（注：最大値 3） 
 
（４）【シミュレーション】雇用者の域内割合が半減した場合（現状 100％→50％） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑤＋⑥＋⑨＋⑩＝\553＋\0＋\404＋\174＋\51＋\242＝\2,131 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③＋④）＋（⑤＋⑥+⑧＋⑨＋⑩）｝/① 

｛\10,000＋(\553＋\0＋\7,343)＋(\404＋\881+\174＋\51＋\242）｝/\10,000＝1.96 
（注：最大値 3） 

調査１（B事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥1,551
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③製造に係る所得（域内） ¥0

¥10,000

④域外仕入れ（ハンバーグ） ¥7,343

調査１（B事業者） 調査２（ハンバーグ生産者） 調査３（原材料生産・販売者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥2,104
②販売に係る所得（域内） ¥553
③製造に係る所得（域内） ¥0

その他 ¥1,652
⑤販売に係る所得（域内） ¥404
⑥生産に係る所得（域内） ¥881

その他 ¥3,939
⑧域内資材購入 ¥174
⑨販売に係る所得（域内） ¥51
⑩生産に係る所得（域内） ¥242

¥10,000

④域内仕入れ（ハンバーグ） ¥7,343

⑦域内原材料仕入れ ¥4,406
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３－３．C事業者 

返礼品：セイコガニ 
寄付受付数：年間 700 セット 
年間販売価格： \2,723,000 
事業者タイプ：漁業販売 
 
（１）1 万円販売あたりの地域経済効果（現状） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝ \1,913+\4,939= \6,852 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛（①＋②＋③）＋(０)＋（④）｝/① = 

｛(\10,000＋\1,913＋\4,939)＋(０)＋\2,600｝/\10,000= 1.95 （注：最大値２） 
 
（２）【シミュレーション】域外産のカニを返礼品に使用した場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\1,913+\0 =\1,913 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 

 （①＋②）/①＝（\10,000＋\1,913）/\10,000 =1.19（注：最大値２） 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査１（C事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥548
②販売に係る所得（域内） ¥1,913
③製造に係る所得（域内） ¥4,939
④域内資材購入（カニ） ¥2,600

¥10,000

調査１（C事業者）
①販売価格

その他 ¥5,487
②販売に係る所得（域内） ¥1,913
③製造に係る所得（域内） ¥0
域外仕入れ（カニ） ¥2,600

¥10,000
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（３）【シミュレーション】域外産のカニを返礼品に使用し、更に、加工も域外業者に任せ
た場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\1,105＋\0＝\1,105 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 （①＋②)/①＝（\10,000＋\1,105)/\10,000＝1.11（注：最大値２） 
 
（４）【シミュレーション】雇用者の域内割合が半減した場合（100％→50％） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\957＋\2,469＝\3,426 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛①＋（②＋③＋④）｝/①＝ 
｛\10,000＋(\957＋\2,469＋\2,600)｝/\10,000＝1.60（注：最大値２） 
 
  

調査１（C事業者）
①販売価格

その他 ¥8,077
加工費（域外） ¥808
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③製造に係る所得（域内） ¥0
域外仕入れ（カニ） ¥10

¥10,000

調査１（C事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥3,974
②販売に係る所得（域内） ¥957
③製造に係る所得（域内） ¥2,469
④域内資材購入（カニ） ¥2,600

¥10,000
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３－４．D事業者 

返礼品・寄付受付数：トマト、年間 749 セット 
         イチゴ、年間 570 セット 
年間販売価格： \3,975,000 
事業者タイプ：産直農家 
 
（１）1 万円販売あたりの地域経済効果（現状） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\1,105＋\5,512＝\6,618 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 ｛（①＋②＋③）＋(０)＋（④）｝/①＝ 

｛（\10,000＋\1,105＋\5,512）＋(０)＋\255｝/\10,000＝1.69（注：最大値２） 
 
（２）【シミュレーション】域外産の農産物を返礼品に使用した場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\1,105＋\0 =\1,105 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
 {①＋（②＋③）}/①＝{\10,000＋(\1,105＋\0)}/\10,000＝1.11（注：最大値２） 
 
（３）【シミュレーション】生産も加工の域外の場合（産直農家のため、該当なし） 
 
 
 
 
 
 

調査１（D事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥3,127
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③生産に係る所得（域内） ¥5,512
④域内資材購入（トマト・イチゴ） ¥255

¥10,000

調査１（D事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥8,640
②販売に係る所得（域内） ¥1,105
③生産に係る所得（域内） ¥0
域外資材購入（トマト・イチゴ） ¥255

¥10,000
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（４）【シミュレーション】雇用者の域内割合が半減した場合（100％→50％） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\553＋\2,756 =\3,309 
■返礼品によるお金の域内循環率（LM3）： 
｛（①＋②＋③）＋(０)＋（④）｝/①＝ 
｛（\10,000＋\553＋\2,756）＋(０)＋\255｝/\10,000= 1.36（注：最大値２） 

 
  

調査１（D事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥6,436
②販売に係る所得（域内） ¥553
③生産に係る所得（域内） ¥2,756
④域内資材購入（トマト・イチゴ） ¥255

¥10,000
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３－５．E事業者 

返礼品・寄付受付数： 
宿泊券ペア 1 泊 2 食付き、単価約\50,000、 年間 160 件 

  宿泊券ペア 1 泊 2 食付き、単価約\25,000、 年間 40 件 
  お食事券 2 名様、単価約\15,000、年間 34 件 
年間販売価格： \5,678,727 
事業者タイプ：旅館（食事提供） 
 

E 事業者は宿泊券と食事券を提供しているが、本調査では地域産業への波及効果に注目す
るために、「食事提供」部分のみの域内経済検証となっている。また他の事例と異なり、原
材料生産者からの直接仕入れ（図２のケース２）と流通・販売業者からの仕入れ（図２のケ
ース３）の 2 タイプの取引事業者が混在し LM3 の計算は困難であるため行っていない。 

 
（１）1 万円販売あたりの地域経済効果（現状） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑤＋⑥＋⑨＋⑩＝\0＋\2,639＋\102＋\12＋\0＋\971＝\3,724  
 
（２）【シミュレーション】食事の原材料を全て域外産にした場合 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＝\0＋\2,639＝\2,639  

調査１（E事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥4,622
②販売に係る所得（域内） ¥0
③製造に係る所得（域内） ¥2,639

その他 ¥768
⑤販売に係る所得（域内） ¥102
⑥生産に係る所得（域内） ¥12

その他 ¥228
⑧域内資材購入 ¥658
⑨販売に係る所得（域内） ¥0
⑩生産に係る所得（域内） ¥971

調査２（流通販売業者） 調査３（原材料生産者）

¥10,000
④域内仕入れ

（魚介類、牛肉、野菜類、魚
介加工品）

¥2,739
⑦域内原材料仕入れ
（魚介類、牛肉、野菜類、魚介加工
品）

¥1,857

調査１（E事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥4,622
②販売に係る所得（域内） ¥0
③製造に係る所得（域内） ¥2,639

¥10,000
域外仕入れ

（魚介類、牛肉、野菜類、魚
介加工品）

¥2,739
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（３）【シミュレーション】生産も加工の域外の場合（返礼品は食事提供のため、該当なし） 
 
（４）【シミュレーション】雇用者の域内割合が半減した場合（100％→50％） 

 
■返礼品により新たに生み出された域内所得額： 
 ②＋③＋⑤＋⑥＋⑨＋⑩＝\0＋\1,319＋\51＋\6＋\0＋\485＝\1,862 
 
  

調査１（E事業者）
①販売価格 (※域内⼈件費⽐率1.0)

その他 ¥5,942
②販売に係る所得（域内） ¥0
③製造に係る所得（域内） ¥1,319

その他 ¥825
⑤販売に係る所得（域内） ¥51
⑥生産に係る所得（域内） ¥6

その他 ¥713
⑧域内資材購入 ¥658
⑨販売に係る所得（域内） ¥0
⑩生産に係る所得（域内） ¥485

調査２（流通販売業者） 調査３（原材料生産者）

¥10,000
④域内仕入れ

（魚介類、牛肉、野菜類、魚
介加工品）

¥2,739
⑦域内原材料仕入れ
（魚介類、牛肉、野菜類、魚介加工
品）

¥1,857
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４．結果の考察 

 

４－１ 調査結果のとりまとめ 

 表２に、「３．調査結果」をとりまとめた。今回の調査は、地域産品（資源）を活用し、
地域経済に貢献していると思われる優良事例を選定し、その取引事業者（流通・販売・生産）
までさかのぼってお金の流れを調査し、返礼品がどれだけ域内雇用者所得の増額に貢献し
ているかを域内経済効果として検証したものである。その結果、1 万円の返礼品販売のうち、
実質 40％〜70％が域内雇用者所得として地域に還元されている現状が明らかになった。そ
のなかでも、漁業販売業者や産直農家が、域内の生産物を自前で生産・加工・販売するケー
スについて、域内雇用者所得額が 65％を超え、最も域内経済効果が大きいことがわかる。
また、A 事業者については、域内雇用者割合 75％の現状では、域内雇用者所得額が 37.9％
と最も低い経済効果となっているが、域内雇用者割合を 100％にすると、域内雇用者所得額
が 50％を超えることから、域内雇用者割合を高めると、返礼品による地域経済効果が高ま
ることがわかる。 
 今回分析した「返礼品」については、生産−加工・流通−販売までを 1 事業者ないし 2 業
者が担うものがほとんどであった。そのため、返礼品による域内雇用者所得額とは別に、地
域でのお金の循環状況を表す参考値として算出した LM3 は、最大値３（理論値）である場
合と、２であるものが混在し、品目横断的に比較しても意味を持たない。そのため、それぞ
れの品目ごとに、現状と比較して、シミュレーション結果を見ていく（LM3 の数値は、最
大値に近づくほど地域内循環率が高いことを示し、1 に近づくほど地域外流出率が高いこと
を示す）。すべての品目において、「現状」あるいは域内雇用が 100％ではない場合には域内
雇用を 100%にした場合に最も地域内循環率は高くなり、当然の結果ではあるが、返礼品の
原材料を域外で調達したり、域外で生産加工したものを返礼品として用意する場合には、極
端に地域内循環率は低くなる。 

返礼品のなかには、加工のみ地域で行い、原材料は域外調達しているものや、生産も加工
も域外のものを返礼品として販売しているケースが多く見られたことから、総務省が返礼
品を原則として地場産品に限るよう全国の自治体に通知を行うに至っている。今回のシミ
ュレーション結果でも、特に後者の場合にはほとんど地域内に返礼品による経済循環効果
をもたらさず、得られる域内雇用者所得についても「地域産品」が 40〜70%であるのに対
し 10% 程度と、返礼品による地域経済効果は極めて低いものになる。 

これらの結果を踏まえると、返礼品による地域への経済効果を高めるためには、域内で仕
入れ、域内で生産したもの、すなわち総務省が通達したように「地域産品」であることに加
え、返礼品事業者の域内雇用者割合を高めることも重要な要素であることがわかる。 
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表２ 返礼品 1万円販売あたりの地域経済効果（新たに生み出される域内雇用者所得額） 

 
注）生産−加工・流通−販売の３段階でのお金の流れがある「B 事業者」のみ最大値３。それ以
外の最大値は２。 
 
４－２ 本調査結果を受けた全国レベルでの考察 

 2017 年度のふるさと納税総寄付額は 3,653 億円と報告されている。総務省の「ふるさと
納税に係る返礼品の見直し状況 についての調査結果」（2018 年 11 月 16 日）によれば、総
務省の返礼品割合にかかわる通達ののち、返礼割合 3 割超の団体は着実に減少しているも
のの、2018 年 11 月 1 日時点で 25 団体（全体 1,788 団体の 1.4％）が残っている、とのこ
とであるが、仮にすべての自治体が返礼品還元率を 3 割にしていたと仮定して、全国で返
礼品調達のために事業者に支払われた総額は、1096 億円と試算される。 

今回の調査で対象とした、地域産品かつ域内雇用者率がほぼ 100%の事業者から返礼品を
調達している事業者が多数を占める場合、返礼品調達額の約 40〜70％（表２「現状」の（%）
参照）、すなわち 438 億円〜767 億円が域内雇用者所得として地域経済に貢献していること
になるが、本研究のシミュレーション結果に基づき、現状を原材料は域外調達、生産・加工
も域外のケースが多数、すなわち返礼品調達額のうち 10〜20％しか域内雇用者所得として
地域経済に貢献していないと仮定すると、110 億円〜219 億円と推計でき、それらの差額は
3〜４倍にもなる（図５）。 

なお、9 月１日に発表された「ふるさと納税に係る返礼品の見直し状況についての調査結
果」によれば、2018 年 9 月以前に地場産以外「地場産品以外」と考えられる返礼品を送付
していた団体は、235 団体（全体 1,788 団体の 13%）であったが、見直しの結果、11 月 1
日時点で 73 団体（全体 1,788 団体の 4.1％）まで見直しが進んでいる。しかし本調査は見
直しが大きく進む前の 2018 年 6 月から７月にかけて行ったものであり、その時点ではまだ

原材料は域
外調達

返礼品生産も
加工も域外

地元雇用者
割合を半減

地元雇用者
割合100％

生産販売 A事業者 ¥3,791 ¥1,927 ¥827 ¥1,896 ¥5,055
（%） 37.9 19.3 8.3 19.0 50.6

【参考】LM3(最大値2) 1.82 1.19 1.08 1.63 1.95
仕入れ販売 B事業者 ¥4,261 ¥3,675 ¥1,105 ¥2,131

（％） 42.6 36.8 11.1 21.3
【参考】LM3(最大値3) 2.18 2.10 1.11 1.96

漁業販売 C事業者 ¥6,852 ¥1,913 ¥1,105 ¥3,426
（％） 68.5 19.1 11.1 34.3
【参考】LM3(最大値2) 1.95 1.19 1.11 1.60

産直農家 D事業者 ¥6,618 ¥1,105 ¥3,309
（％） 66.2 11.1 33.1
【参考】LM3(最大値2) 1.69 1.11 1.36

旅館 E事業者 ¥3,724 ¥2,639 ¥1,862
（食事提供） （％） 37.2 26.4 18.6加工なし 現状と同じ

事業者タイプ
シミュレーション

現状事業者名

現状と同じ

現状と同じ

現状と同じ加工なし
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返礼割合が 3 割を超え、かつ多額の寄付を集めている団体も存在していたはずであり、単
純に地域産品中心とそうでない団体割合をあてはめ、実際の域内雇用者所得への貢献額を
推計することはできない。そのため、今回は全ての返礼品割合を 3 割と仮定し、返礼品があ
くまでも地域産品中心でない場合と、地域産品かつ域内雇用中心の場合の域内雇用者所得
への貢献額の差を推計するにとどめた。 

 

 
 

図５ 返礼品における地域内経済効果（域内雇用者所得としての貢献額）の比較 

 

５．まとめ 

ふるさと納税は、応援したいふるさと（自治体）に、「納税」による財政的支援と、「返礼
品」による地域経済活性化支援の両方の面で応援できる制度である。ただしこれまで、「返
礼品」による地域経済効果の実態は明らかになっていなかった。本調査では、産業連関表の
存在しない、しかし「ふるさと」として特に応援されるべき中小規模自治体でも、返礼品に
よる地域経済効果の実態を測ることのできる手法（LM3）を適用し、返礼品により新たに生
み出された域内雇用者所得を指標に、地域経済効果の実態調査を行った。 

その結果、地域産品（地域資源）を返礼品として提供し、かつその事業者が域内雇用者中
心である場合には、実質 40％〜70％（表２「現状」の（%）参照）、2017 年度の寄付額から
算出すれば 438 億円〜767 億円（図 5 参照）が域内雇用者所得となっている現状が明らか
になった。 
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また、そのなかでも、域内の生産物を自前で生産・加工・販売するケースが最も経済効果
が大きい。一方、加工のみ地域で行い、原材料は域外調達しているものや、生産も加工も域
外のものを返礼品として販売しているケースをシミュレーションした結果、特に後者の場
合にはほとんど地域内に返礼品による経済循環をもたらさず、得られる域内雇用者所得に
ついても 10% 程度と、返礼品による地域経済効果は極めて低いものになることがわかった。
また、域内雇用者を半減したシミュレーションの結果、当然ながら域内雇用者所得は半減し、
経済循環効果も小さいものとなる。このことから、返礼品による地域への経済効果を高める
ためには、域内で仕入れ、域内で生産したものであることに加え、返礼品販売事業者の域内
雇用者割合を高めることも重要な要素であることが明らかになった。 

以上のことから、ふるさと納税返礼品の地域経済への貢献率を高めるには、返礼品を「域
内で仕入れ」たもので「域内でつくる」、「域内産品」を中心にしていくことに加え、返礼品
事業者が「域内雇用者」中心であることも重要な要素と言えよう（図６）。 

 
図６ ふるさと納税返礼品の地域経済貢献度アップ 3箇条 

 
総務省の「返礼品は地場産品に限る」という自治体への通達を受け、2018 年 11 月 1 日の

段階で多くの自治体が見直しを行ったことが明らかになっているが、これは本研究で明ら
かになった地域経済効果を高める施策にもちろん直結する。さらに踏み込んで、より地域経
済効果を高める返礼品を寄付者が選ぶならば、「域内の原料をつかっているか」「域内で加工
しているか」「雇用は域内か」の観点から、選べば、より当該地域への経済的な貢献率が高
まると言える。 


