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今からでも間に合う
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おすすめ返礼品や
訳あり・最新ランキング
シミュレーション等へ
⾶べるリンク集だよ★

ふるさと納税関連ページ

ふるさと納税ページへ⾏く

 ↑タップで⾶べるよ 

https://hinamalife.com/


ふるさと納税って
どんな制度？
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ふるさと納税って
どんな制度？

寄付⾦のうち2000円を超える
部分について所得税の還付
住⺠税の控除が受けられます

⽣まれ育った⾃治体や応援したい
⾃治体に寄付ができる制度



ふるさと納税の
メリットって？

1.�税⾦の控除が受けられる
2.�返礼品がもらえる
3.�⾃分で選んだ⾃治体を応援できる
4.�税⾦の使い道を選べる

5.�寄付でクレジットカードや

 �経由サイトのポイントを貯められる



寄付限度額の調べ⽅
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寄付限度額の調べ⽅

住宅ローンや配偶者控除など
他の控除がある⽅は

詳細版でシミュレーションを★
複数サイトでしておくと安⼼

楽天ふるさと納税など納税サイトで
限度額のシミュレーションをする



おすすめサイト

サイトによって結果が違う場合もあるので
複数サイトでシミュレーションするのが◎

ひなまるのおすすめはこちら
３サイトでシミュレーション
しておけば間違いないと思う★
低いものを採⽤するのが安⼼！

・楽天ふるさと納税
・ふるさとぷらす
・ふるさと納税ガイド



年収 独⾝または共働き 夫婦（配偶者控除適⽤） 夫婦＋⾼校⽣⼀⼈

300万円 29,000 21,000 14,000

500万円 63,000 54,000 43,000

600万円 79,000 71,000 63,000

700万円 110,000 101,000 80,000

900万円 155,000 146,000 135,000

寄付限度額⽬安

こちらの計算はあくまで⽬安です
その他控除によって⼤きく変わります



寄付⼿順
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寄付⼿順

迷った時はランキングから
選ぶのがおすすめだよ♡

・�ランキングから選ぶ
・�ジャンルから選ぶ
・�⾦額・地域・使い道から選ぶ 等々…

寄付先を選ぶ



寄付⼿順

普段の楽天市場での買い物と同じ！

商品名にふるさと納税とあるのを

確認していつもどおり購⼊します★



寄付⼿順

ふるさと納税で
あることを確認

 寄附⾦の 
使い道を指定

ワンストップ特例
�使う場合は希望�

お届け時期を確認



おすすめ返礼品
（楽天ふるさと納税）
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おすすめ返礼品

・何度もリピしてるイチオシ返礼品
 柔らかく脂も程よく⽢みもある絶品お⾁

・切り落とし＆スペアリブがおすすめ♡
 ヒレ⾁やしゃぶしゃぶセットもあるよ

茨城県⼟浦市�
佐藤畜産の極撰豚



おすすめ返礼品

・濃厚な旨味が楽しめる
 毎年ランキング上位の⼈気サーモン

・お刺⾝はもちろんカルパッチョや
 ムニエル・贅沢サーモン丼に

北海道⽩糠町�
エンペラーサーモン



おすすめ返礼品

・2020年2021年と楽天ふるさと納税
 年間総合ランキング⼀位のホタテ

・バター焼きやフライもおすすめ♡
 ⽢くておいしくて驚きの⼤きさ！

北海道紋別市
⼤粒ホタテ



おすすめ返礼品

・⽇⽤品派には絶対コレ！
 ティッシュ60箱で紙質も問題なし★

・４⼈家族で半年以上もちました
 そのまま置いても可愛いイラストが⼈気

栃⽊県⼩⼭市
おやまくまティッシュ



おすすめ返礼品

まだまだおすすめ品がたくさん！
楽天ROOMにまとめているので
ぜひ候補の⼀つにしてください★

楽天ROOMはコチラ
↑タップでおすすめ
まとめページに⾶ぶよ

https://lit.link/hinamarukakei


２種類の申告⽅法
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２種類の申告⽅法

全員使えるのは確定申告
ある⼀定の条件を満たす⼈は
ワンストップ特例を使えるよ

・ワンストップ特例制度
・確定申告



２種類の申告⽅法

・ふるさと納税以外の確定申告が不要な
 給与所得者（会社員など）の⽅

ワンストップ特例制度

・1年間（1⽉〜12⽉）でふるさと納税の
 寄附先が5⾃治体以内の⽅

この⼆つに当てはまる⽅は使えます★



２種類の申告⽅法

❶�申請に必要なものを揃える

ワンストップ特例制度申告⽅法

封筒と切⼿ 専⽤の申請書 本⼈確認書類



２種類の申告⽅法

❷�提出期限までに各⾃治体へ郵送する

ワンストップ特例制度申告⽅法

翌年の１⽉１０⽇必着

2022年からアプリとマイナンバーで電⼦申請も可能に！
詳しくは各ふるさと納税サイトをご確認ください★



２種類の申告⽅法

・医療費控除等の確定申告が必要な⽅

確定申告

・1年間（1⽉〜12⽉）でふるさと納税の
 寄附先が６⾃治体以上の⽅

・ふるさと納税ワンストップ特例制度の
 申請期⽇に間に合わなかった⽅



２種類の申告⽅法

❶�申請に必要なものを揃える

確定申告の⼿順

・寄付⾦控除に関する証明書
・源泉徴収票
・還付⾦の受取⼝座番号がわかる通帳等
・マイナンバーがわかるもの



２種類の申告⽅法

❷�確定申告作成コーナーで
 �確定申告書を作成しe−Taxで送信

確定申告の⼿順

スマホで完結できるe-Tax
(マイナンバーカード⽅式)

寄付⾦控除に関する証明書は
各納税サイトからDL出来ます



控除を確認
する⽅法
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控除を確認する⽅法

ワンストップ特例の場合

所得

所得控除

課税標準

摘要欄

翌年6⽉頃に貰う住⺠税決定通知書を確認



控除を確認する⽅法

ワンストップ特例の場合

寄附⾦税額控除 市⺠税○円 県⺠税○円

ここでふるさと納税のチェックが出来ます！

摘要欄

記載の市⺠税と道府県⺠税の合計⾦額が

「寄附額−2,000円」になってたらOK★

https://biz.moneyforward.com/blog/20520/


控除を確認する⽅法

確定申告の場合

❶�所得税率をチェック

 確定申告書の「課税される所得⾦額」の⾦額が

 当てはまる「所得税率」を確認

❷�所得税からの控除額�=�

 (納税額−2,000円)�×所得税の税率×1.021



控除を確認する⽅法

確定申告の場合

❸�住⺠税からの控除額＝摘要欄の市⺠税＋県⺠税

❹�❷と❸の合計が「寄附⾦額-2,000円」ならOK★

控除額が想定と違ったら⾃治体や
税務署に確認してみてください♡



ふるさと納税の
注意点
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ふるさと納税の注意点

・ワンストップ特例を使う⼈

・今年出産した⼈

・同じ⾃治体に⼆回以上寄付する⼈

・⾃分や配偶者が育休だった⼈

・期限ぎりぎりに寄付する⼈

・住んでいる⾃治体に寄付する⼈

・配偶者の代わりに寄付する⼈

・家を買った⼈（住宅ローンがある⼈）

・iDeCoを始めた⼈

こんな⽅は注意が必要！
お得に制度を活⽤するために
しっかり確認しておいてね♡



ふるさと納税の注意点

・ワンストップ特例を使う⼈

ワンストップ特例制度を使っていても
確定申告をすると無効になります！
確定申告が必要になった場合は
ふるさと納税分も⼀緒に確定申告を！

確確定申告をした時点でワンストップ
特例の申告が無かったことに！



ふるさと納税の注意点

・今年出産した⼈

�医療費控除が適⽤要件を満たすかも！��
�ワンストップ特例＆限度額に注意�

・同じ⾃治体に⼆回以上寄付する⼈

・返礼品受取回数に制限がある⾃治体も�
・ワンストップ特例申告は都度必要 



ふるさと納税の注意点

・⾃分や配偶者が育休だった⼈

ママ：前年より⼤幅に収⼊が減っている� 
パパ：配偶者控除の対象になる可能性あり

確それぞれふるさと納税の限度額が
前年と⼤きく変わる可能性⼤

※ママが⻑期育休を取るケースを想定



ふるさと納税の注意点

・期限ぎりぎりに寄付する⼈

・ワンストップ特例の期限に注意！
・決済が12/31に済むことを確認 

・住んでいる⾃治体に寄付する⼈

・住⺠税決定通知書に記載されている納税先に
 お礼の品を希望してのふるさと納税はできません



ふるさと納税の注意点

・配偶者の代わりに寄付する⼈

・寄付控除を受ける⽅と⽀払いをする⽅の
 名義に注意！

・家を買った⼈（住宅ローンがある⼈）

・1年⽬は確定申告必須（ワンストップ特例無効）
・2年⽬以降確定申告する場合は上限に注意



ふるさと納税の注意点

・iDeCoを始めた⼈

・iDeCoの控除で限度額が変わるかも！
 詳細シミュレーション必須です 

確なにかと注意点も多いふるさと納税
損しないようにしっかり制度を

理解してお得に活⽤してください★



hinamaru_kakei

ご覧いただきありがとうございました！

ふるさと納税は始めた⼈から
お得になる制度です♡

�
今年の分もまだ間に合うので
ふるさと納税デビューの

きっかけになれば嬉しいです！



おすすめ返礼品や
訳あり・最新ランキング
シミュレーション等へ
⾶べるリンク集だよ★

ふるさと納税関連ページ

ふるさと納税ページへ⾏く

 ↑タップで⾶べるよ 

https://hinamalife.com/


ひなまる

hinamaru_kakei

当資料の内容、テキスト、画像等の
無断転載・無断使⽤を固く禁じます
無断で複製、転載、編集、配布、貸与
などの⼆次利⽤を固く禁じます


