
よこはま夢ファンドを利用した場合の 2016.6.17

税減額のモデルケース

「ふるさと納税」ウェブサイト（www.furusato-tax.jp/example.html）
からピースデポが計算。

1. 夫婦と子（16歳以上19歳未満）世帯の給与収入の場合（配偶者控除がある方）
1人分の
給料収入

社会保険の
負担割合 社会保険料

最高
寄付金額 所得税軽減額* 住民税軽減額 自己負担額

300万円 15.4% ￥462,000 ￥11,258 ￥500 ￥8,700 ￥2,058

400万円 14.8% ￥592,000 ￥25,629 ￥1,200 ￥22,400 ￥2,029

500万円 15.1% ￥755,000 ￥40,635 ￥1,900 ￥36,700 ￥2,035

600万円 15.4% ￥924,000 ￥60,177 ￥6,000 ￥52,200 ￥1,977

700万円 15.0% ￥1,050,000 ￥78,074 ￥7,800 ￥68,400 ￥1,874

800万円 14.8% ￥1,184,000 ￥111,255 ￥22,500 ￥87,000 ￥1,755

900万円 14.8% ￥1,332,000 ￥132,870 ￥26,800 ￥104,200 ￥1,870

1,000万円 14.0% ￥1,400,000 ￥156,785 ￥31,700 ￥123,300 ￥1,785

1,500万円 12.0% ￥1,800,000 ￥353,110 ￥118,600 ￥232,900 ￥1,610

2,000万円 10.0% ￥2,000,000 ￥523,604 ￥175,900 ￥346,000 ￥1,704

3,000万円 7.2% ￥2,160,000 ￥999,762 ￥407,600 ￥590,400 ￥1,762

5,000万円 4.6% ￥2,300,000 ￥2,016,981 ￥925,800 ￥1,089,300 ￥1,881

1億円 2.6% ￥2,600,000 ￥4,273,251 ￥1,962,800 ￥2,308,900 ￥1,551

*給与所得者の場合はこの分も住民税から減税される。

2. 夫婦のみ世帯の給与収入の場合（配偶者控除がある方）
1人分の
給料収入

社会保険の
負担割合 社会保険料

最高
寄付金額 所得税軽減額* 住民税軽減額 自己負担額

200万円 15.0% ￥300,000 ￥6,947 ￥200 ￥4,800 ￥1,947

300万円 15.4% ￥462,000 ￥19,621 ￥900 ￥16,700 ￥2,021

400万円 14.8% ￥592,000 ￥33,992 ￥1,600 ￥30,400 ￥1,992

500万円 15.2% ￥760,000 ￥49,352 ￥2,500 ￥45,000 ￥1,852

600万円 15.4% ￥924,000 ￥68,449 ￥6,800 ￥59,700 ￥1,949

700万円 15.1% ￥1,057,000 ￥86,170 ￥8,700 ￥75,600 ￥1,870

800万円 14.8% ￥1,184,000 ￥120,741 ￥24,300 ￥94,500 ￥1,941

900万円 14.9% ￥1,341,000 ￥142,097 ￥28,800 ￥111,500 ￥1,797

1,000万円 14.0% ￥1,400,000 ￥166,271 ￥33,700 ￥130,800 ￥1,771

1,500万円 12.0% ￥1,800,000 ￥364,832 ￥122,300 ￥240,700 ￥1,832

2,000万円 10.6% ￥2,120,000 ￥531,063 ￥178,600 ￥350,900 ￥1,563

3,000万円 7.5% ￥2,250,000 ￥1,009,526 ￥411,600 ￥596,200 ￥1,726

5,000万円 4.9% ￥2,450,000 ￥2,025,152 ￥930,000 ￥1,093,700 ￥1,452

1億円 2.6% ￥2,600,000 ￥4,288,233 ￥1,969,600 ￥2,317,000 ￥1,633

*給与所得者の場合はこの分も住民税から減税される。
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3. 単身世帯の給与収入者の場合（共働きで配偶者控除がない場合もこちらになります）
1人分の
給料収入

社会保険の
負担割合 社会保険料

最高
寄付金額 所得税軽減額* 住民税軽減額 自己負担額

150万円 14.6% ￥219,000 ¥8,502 ¥400 ¥6,200 ￥1,902

200万円 14.2% ￥284,000 ¥21,694 ¥1,100 ¥18,700 ￥1,894

300万円 14.6% ￥438,000 ￥28,550 ￥1,400 ￥25,100 ￥2,050

400万円 14.1% ￥564,000 ￥43,015 ￥2,200 ￥38,900 ￥1,915

500万円 14.4% ￥720,000 ￥61,781 ￥6,200 ￥53,800 ￥1,781

600万円 14.6% ￥876,000 ￥77,924 ￥7,700 ￥68,200 ￥2,024

700万円 14.3% ￥1,001,000 ￥109,617 ￥22,100 ￥85,600 ￥1,917

800万円 14.1% ￥1,128,000 ￥131,836 ￥26,500 ￥103,300 ￥2,036

900万円 14.1% ￥1,269,000 ￥153,652 ￥31,000 ￥120,700 ￥1,952

1,000万円 13.3% ￥1,330,000 ￥177,768 ￥36,000 ￥140,000 ￥1,768

1,500万円 11.2% ￥1,680,000 ￥380,816 ￥127,700 ￥251,300 ￥1,816

2,000万円 9.9% ￥1,980,000 ￥547,758 ￥184,000 ￥362,000 ￥1,758

3,000万円 7.0% ￥2,100,000 ￥1,029,054 ￥419,900 ￥607,700 ￥1,454

5,000万円 4.5% ￥2,250,000 ￥2,049,213 ￥940,900 ￥1,106,700 ￥1,613

1億円 2.5% ￥2,500,000 ￥4,307,754 ￥1,978,400 ￥2,327,500 ￥1,854

*給与所得者の場合はこの分も住民税から減税される。
●共働きで２人分の給与収入の場合は上記の「ふるさと納税」ウェブサイトでご確認ください。

4. 夫婦世帯（70歳以上）の年金生活者の場合
1人分の
年金収入

社会保険の
負担割合 社会保険料

最高
寄付金額 所得税軽減額 住民税軽減額 自己負担額

250万円 8.4% ￥210,000 ￥15,546 ￥700 ￥13,000 ￥1,846

300万円 8.4% ￥252,000 ￥22,802 ￥1,100 ￥19,700 ￥2,002

400万円 8.5% ￥340,000 ￥38,162 ￥1,900 ￥34,400 ￥1,862

500万円 8.6% ￥430,000 ￥59,526 ￥6,000 ￥51,700 ￥1,826

●２人分の年金収入の場合は上記の「ふるさと納税」ウェブサイトでご確認ください。
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