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２　調整控除

１　一般的な税額計算のしくみ

３　配当控除

４　配当割額控除または株式譲渡所得割額控除

× － ＋ ＝

＝

＝

－

－
収入金額 必要経費等 所得金額

課税標準額所得控除額所得金額

年税額
均等割額税額控除税率（１０％）

課税標準額 市民税　３，５００円
県民税　１，５００円

各種所得控除額の合計
医療費控除や扶養控除など

給与・雑所得など
（例）事業・配当・不動産・

や給与所得控除額等
収入を得るために費やした金額その年に確定した収入金額や

支払いを受けた金額

給与・雑所得など
（例）事業・配当・不動産・ １，０００円未満の端数が出た

場合は切り捨て

寄附金控除など
調整控除や配当控除、市民税　６％

県民税　４％

この額が２，５００円未満の場合、２，５００円

ロ　合計課税所得金額

２００万円超

２００万円以下

合計課税所得金額

０．１５％

０．３％

０．６％

県民税

０．２％

０．４％

０．８％

市民税

課税所得金額が１，０００万円超の部分

０．３％

０．６％

１．２％

県民税

０．４％

０．８％

１．６％

市民税

課税所得金額が１，０００万円以下の部分

外貨建等証券投資信託

外貨建等以外の証券投資信託

利益の配当等

３／５ ２／５

県民税市民税

配当割額または株式等譲渡所得割額

区分

（３）税額の計算

（２）課税標準額の計算

（１）所得金額の計算

※２　複数の団体に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額

※１都道府県・市区町村（特例控除対象）に対する寄附金の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　↑

　　　　県・市が指定した寄附金は１０％

　　　　　　県が指定した寄附金は　４％

　　　　　　市が指定した寄附金は　６％

①基本控除 （Ａ（※２）－２，０００円）×１０％

　　　　　適用される所得税の税率↑

（Ｂ（※１）－２，０００円）×（９０％－（０～４５％）×１．０２１

②特例控除

（Ａ（※１）－２，０００円）×１０％

①基本控除

Ｂ：総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

都道府県・市区町村（特例控除対象外）

県・市の条例で定めるもの

住所地の日本赤十字社・都道府県共同募金会

①と②の合計額を税額控除

（特例控除対象）

都道府県・市区町村

控除率

寄附先

５　寄附金控除

－6－

【市民税・県民税の計算のしくみ】

　次の金額が「調整控除」として控除されます。なお、「人的控除」の差とは、所得税と市民税・県民税の人的
控除の差額をいいます。

イ　市民税・県民税と所得税の人的控除の差の合計額

調整控除額

次のイ・ロのいずれか少ない額の５％（市民税３％、県民税２％）

［上記イの金額－（合計課税所得金額－２００万円）］×５％（市民税３％、県民税２％）

　＊市民税・県民税所得割の２割が限度

※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税

す。（※）

　指定対象外の団体に対して令和元年６月１日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりま

総務大臣が指定します。

した場合、住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の控除期間が３年間延長されます。

　消費税率１０％が適用される住宅取得等について、令和元年１０月１日から令和２年１２月３１日までに居住の用に供

１３年

１０年

控除期間控除限度額

上限１３６，５００円

（市民税４．２％　・　県民税２．８％）

所得税の課税総所得金額等の７％

上限１３６，５００円

（市民税４．２％　・　県民税２．８％）

所得税の課税総所得金額等の７％

（消費税率が１０％の場合）

R１．１０～R２．１２

または１０％の場合）

（消費税率が８％

H２６．４～R３．１２

居住開始年月日

※市民税・県民税からの控除額は、次の（１）と（２）のうち、いずれか少ない金額となります。

（１）所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

（２）上記控除限度額

　の基本控除の対象にはなります。

　　①令和２年１月１日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

　次の①、②、③のいずれかに該当する方

２８万円×（同一生計配偶者及び扶養親族数＋１）＋（同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 １６．８万円）

３５万円×（同一生計配偶者及び扶養親族数＋１）＋（同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 ３２万円）

－7－

【市民税・県民税が課税されない方】

　　②障害者・未成年・寡婦または寡夫で、令和元年・平成３１年中の合計所得金額が１２５万円以下の方

　　③令和元年・平成３１年中の合計所得金額が、次の算式によって得た金額以下の方

　上記以外の方で、令和元年・平成３１年中の合計所得金額が、次の算式によって得た金額以下の方

【令和２年度から適用される市民税・県民税の主な改正について】

ふるさと納税（個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分）の対象となる地方団体を一定の基準に基づき

Ａ：寄附金の支払額もしくは総所得金額等の合計額の３０％のうちいずれか小さい方の額

１　所得割・均等割ともに非課税

２　所得割のみ非課税

１　ふるさと納税制度の見直し

２　住宅借入金等特別税額控除の拡充

■■■■■■
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