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⑦公的年金等所得金額計算表

６５歳未満の方（昭和33年1月2日以後に生まれた方）

　　　　　   ～ 1,299,999円

 1,300,000円 ～ 4,099,999円

 4,100,000円 ～ 7,699,999円

 7,700,000円 ～ 9,999,999円

６５歳以上の方（昭和33年1月1日以前に生まれた方）

             ～ 3,299,999円

 3,300,000円 ～ 4,099,999円

 4,100,000円 ～ 7,699,999円

 7,700,000円 ～ 9,999,999円

※ 公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円を超える場合は控除額が10万円減額されます。

※ 公的年金等に係る雑所得以外の所得が2,000万円を超える場合は控除額が20万円減額されます。

((注注意意))給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有する方の調整控除

（（参参考考））市民税・県民税の非課税基準

１) １月１日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人

２) １月１日現在、障害者、未成年者※、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

３) 控除対象配偶者･扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人

４) 控除対象配偶者･扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

１) 控除対象配偶者･扶養親族がなく、前年中の総所得金額等が45万円以下の人

２) 控除対象配偶者･扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人

※ 民法の成年年齢引き下げに伴い、未成年の基準は

平成１７年１月３日以降生まれで、婚姻していな

い方となります。

０人 380,000円 450,000円

１人 828,000円 1,120,000円

２人 1,108,000円 1,470,000円

… … …

A　公的年金等の収入金額

1,000万円以下

A×0.75-275,000円

A-600,000円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

2,000万円超1,000万円超2,000万円以下

A-500,000円

A×0.75-175,000円

A×0.85-685,000円

A×0.95-1,455,000円

1,000万円超2,000万円以下

A×0.75-275,000円

10,000,000円 ～

1,000万円以下

A－1,100,000円

A-1,955,000円

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額

A×0.75-75,000円

A－900,000円

2,000万円超

A-1,755,000円

A×0.95-1,255,000円

A×0.85-585,000円

A×0.95-1,355,000円

A-1,855,000円

A×0.85-485,000円

A×0.75-75,000円

A-400,000円

◎◎扶扶養養人人数数にによよるる非非課課税税限限度度((所所得得))額額表表
非課税基準を表記すると、右表のようになりま
す。

A　公的年金等の収入金額

均等割と
所得割が
非課税

所得割のみ
非課税

A-1,855,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.85-585,000円

A×0.75-175,000円

A－1,000,000円

（16歳未満含む) 
均等割非課税限度額

10,000,000円 ～

扶養人数

A-1,955,000円

A×0.95-1,455,000円

A×0.85-685,000円

所得金額調整控除額=（給与所得（上限10万円）+公的年金等に係る雑所得（上限10万円）)-10万円

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得調整控
除とし給与所得の金額から差し引きます。

A×0.85-485,000円

A-1,755,000円

A×0.95-1,255,000円

所得割非課税限度額

２８万円 × （ 控除対象配偶者の数 ＋ 扶養親族の数 ＋１ ）＋１０万円＋ １６.８万円

３５万円 × （ 控除対象配偶者の数 ＋ 扶養親族の数 ＋１ ）＋１０万円＋ ３２万円

不動産の譲渡や居住用財産の譲渡等による譲渡益が特別控除以下のため所得税のかからない方でも、市民税・県

民税（国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料）の申告が必要です。扶養控除対象の判定所得、均等

割の課税・非課税の判定所得、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料軽減の判定所得については、特別控除前の

譲渡益を含みます。

青色申告や土地、建物などの譲渡所得のある人や住宅借入金特別控除を受ける人、低未利用地の長期譲渡による

特別控除については申告期限までに石見大田税務署へお問い合わせください。

不動産などを売却された場合
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２  所得から差し引かれる金額　（市県民税の控除額は所得税の控除額と異なる部分があります。）
【物的控除】

⑬

※

※ 証明書の提示又は添付が必要です。

⑮

※ 証明書の提示又は添付が必要です。

⑯

※ 証明書の提示又は添付が必要です。

㉖ 次のうち、いずれか多い方の金額。

※ ※

㉗ (1)従来の医療費控除額(最高 200万円)

(2)セルフメディケーション税制

特定一般用医薬品等購入費

 － 保険金等による補てん額 － 1万2千円
※

※適用期間が5年延長されました。

⑮（別表１）生命保険料控除額

          ～ 12,000円  支払保険料全額           ～ 15,000円  支払保険料全額

 12,001円 ～ 32,000円  保険料×1/2＋6,000円  15,001円 ～ 40,000円  保険料×1/2＋7,500円

 32,001円 ～ 56,000円  保険料×1/4＋14,000円  40,001円 ～ 70,000円  保険料×1/4＋17,500円

 56,001円 ～  一律 28,000円  70,001円 ～  一律 35,000円

 Ｉ表、Ⅱ表でそれぞれの控除額を計算し、下記の保険料区分ごとにＡ、Ｂ、Ｃのいずれか大きい控除額を選んで合計します。

⑯（別表２）地震保険料控除額 (ⅠとⅡの控除額合計の上限 25,000円）

※

          ～ 50,000円  支払保険料×1/2 

 50,001円 ～  一律 25,000円

          ～  5,000円  支払保険料全額 ※ １つの契約が地震保険と旧長期損害保険の

  5,001円 ～ 15,000円  保険料×1/2＋2,500円 両方に該当する場合、どちらか一方を選び

 15,001円 ～  一律 10,000円 控除額を計算します。

次のいずれかを選択してください。

(1)従来の医療費控除

－ (総所得金額等の合計額×10%)

災害による支出であることがわかる書類が必要
です。

本人または生計を一にする親族（総所得金額等が
48万円以下の方）の有する住宅、家財などの資産
が、昨年中に災害、盗難、横領により損失を受け
た場合です。

事業所得の必要経費になるものや、生活に通常
必要でない資産の損失を除きます。

（支払った医療費の総額－保険金等で補てんさ
れる金額）－（総所得金額等の合計額×5%、又
は10万円のいずれか少ない金額)

昨年中に、小規模共済第１種共済掛金または心身
障害者扶養共済掛金等を支払った場合です。

昨年中の支払額全額。⑭小規模企
業共済等掛

金控除

本人、または生計を一にする親族を受取方とする
一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保
険料をあなたが支払った場合です。

(別表１)のとおり

あなたが支払った地震保険料や旧長期損害保険な
どの掛金合計金額から、配当金の合計額を引いた
残りの金額がある場合です。

(別表２)のとおり

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保
険料、国民年金保険料、任意継続保険料など、昨
年中に実際に支払った金額。

大田市が保険者でない保険料については、証明
書や領収書の提示又は添付が必要です。

種　類

昨年中に本人または生計を一にする親族の社会保
険料を支払った場合や、あなたの給与などから社
会保険料が差し引かれた場合です。

一般の生命保険料控除額

Ⅱ表(旧制度の保険料) 平成23年12月31日以前の契約分

保険料区分

支払保険料額 控除額 支払保険料額 控除額

Ⅰ表(新制度の保険料)　平成24年1月1日以降の契約分

Ｃ　新旧両方適用Ｂ　旧制度のみＡ　新制度のみ

控　除　の　要　件　等 控　　除　　額　　等

本人または生計を一にする親族の医療費を支払っ
た場合です。（介護の自己負担費の一部、病院の
治療費や通院にかかった費用など）

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組
を行っている方が、特定一般用医薬品(医療用から
転用された医薬品)の購入費用を年間1万2千円以上
支払った場合です。 明細書または領収書、医療費通知書、使用証明書(お

むつ使用証明書等)、健康診断等の結果通知表（セル
フメディケーション税制の適用を受ける場合）など
の提示又は添付が必要です。

(2)セルフメディケーション税制による
   医療費控除額　(最高 8万8千円)

(1) 損失額 － 保険金等による補てん額

(2) 災害関連支出の金額 － 5万円

　（令和8年12月31日まで）

支払保険料額種類

Ⅰ 地震保険料

Ⅱ 旧長期損害
保険料

控除額

控除額合計 上限7万円　（控除額合計が7万円を超える場合には7万円）

Ｉ表とⅡ表の控除額合計(上限2.8万円)

Ｉ表とⅡ表の控除額合計(上限2.8万円)

Ⅱ表の控除額(上限3.5万円)

Ⅱ表の控除額(上限3.5万円)

Ｉ表の控除額(上限2.8万円)

Ｉ表の控除額(上限2.8万円)

Ｉ表の控除額(上限2.8万円)

介護医療保険料控除額

個人年金保険料控除額

社会保険料
控除

生命保険料
控除

地震保険料
控除

雑損控除

医療費控除

旧長期損害保険の要件

・平成18年12月31日までに締結した保険契約

・保険期間10年以上で満期返戻金のある契約
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