Ⅳ-④寄附金税額控除
控除の対象となる寄附をした場合、下記により算出した額を市民税・都民税所得割額から控除できます。
控除の対象となる寄附
① 東京都の共同募金会に対する寄附
② 日本赤十字社東京都支部に対する寄附
③ 東大和市または東京都が条例で指定した法人・団体に対する寄附
※条例指定されていない場合には、指定されている一方のみの控除となります。

④ 都道府県・市町村または特別区に対する寄附（いわゆる「ふるさと寄附金」）
寄附金税額控除額の計算方法
①～③の寄付をした方

A
しない

④の寄付をした方

A+B

ワンストップ特例を適用
する

A＋B＋C

※ワンストップ特例とは、確定申告の必要のない方が
ふるさと納税を行った場合に、その各自治体に申請を行うことで
確定申告が不要になる制度です。

区分

計算方法
（寄附金-2,000 円）×10％（市 6％都 4％）

（※控除の上限は総所得金額等×30％－2,000 円。総所得

A 住民税の基本控除分

金額等とは、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の
合計額）
（寄附金-2,000 円）×｛90％－(所得税の限界税率×1.021)｝

B 住民税の特例控除分

（※控除額の上限は、住民税所得割額の 20％）

C 申告特例控除分（所得税寄附金控除分）

住民税の特例控除分（B）×申告特例控除割合

※「所得税の限界税率」と「申告特例控除割合」については、次ページの表を参照してください。

1

都道府県・市町村または特別区に対する寄附金控除に係る所得税の限界税率
住民税の課税総所得金額－人的控除の差額の合計

所得税の

割合（平成 26

額

限界税率

～50 年度)

0 円未満（課税山林所得、課税退職所得がある場合）

地方税法に定める割合

0 円未満（課税山林所得、課税退職所得がない場合）

0%

0%

0 円以上 195 万円以下

5%

5.105%

195 万円超 330 万円以下

10%

10.21%

330 万円超 695 万円以下

20%

20.42%

695 万円超 900 万円以下

23%

23.483%

900 万円超 1800 万円以下

33%

33.693%

1800 万円超 4000 万円以下

40%

40.84%

４000 万円超

45%

45.945%

※課税総所得金額とは、総所得金額から所得控除額を引いた金額です。
※限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される税率のうち最も高い税率です。
※平成 26～50 年度は復興特別所得税率があるため、「割合（平成 26～50 年度）」となります。

申告特例控除割合
課税総所得金額−人的控除調整額

割合（平成 26～50 年度)

0 円以上 195 万円以下

84.895 分の 5.105

195 万円超 330 万円以下

79.79 分の 10.21

330 万円超 695 万円以下

69.58 分の 20.42

695 万円超 900 万円以下

66.517 分の 23.483

900 万円超 1800 万円以下
1800 万円超 4000 万円以下

56.307 分の 33.693

４000 万円超

※平成 26～50 年度は復興特別所得税率があるため、「割合（平成 26～50 年度）」となります。
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寄附金控除対象法人一覧表
ＮＯ

種類

団体名

1 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

名称
中小企業大学校 東京校

2 社会福祉法人 東大和市社会福祉協議会

法人番号

住所

法人番号2010405004147 桜が丘２丁目１３７番地の５
法人番号1012805000156 中央３丁目９１２番地の３

3 社会福祉法人 幹福祉会

東大和事業所

法人番号1012805000180 南街１丁目２２番地の６

4 社会福祉法人 えいぶる

かたつむりの会作業所

法人番号9012805000462 南街２丁目１２番地の９

5 社会福祉法人 みんなの会

第一みんなの家

奈良橋６丁目７２８番地の２

第二みんなの家

法人番号3012805001210 奈良橋１丁目２７６番地の２

第三みんなの家

中央２丁目１１２２番地の５

やまと苑
6 社会福祉法人 多摩大和園

狭山２丁目１２６４番地の５
法人番号4012805000145

さくら苑

桜が丘２丁目１２２番地の４

7 社会福祉法人 向会

向台老人ホーム

法人番号5012805000169 芋窪３丁目１６３８番地の２

8 社会福祉法人 一石会

特別養護老人ホーム風の樹

法人番号4013105001081 蔵敷３丁目８７３番地の１

れんげ保育園

芋窪３丁目１６１５番地

れんげ南街保育園
9 社会福祉法人 蓮花苑

10 社会福祉法人 大龍会

方書

南街４丁目３番地の１
法人番号6012805000151

れんげ上北台保育園

蔵敷３丁目６９１番地の２

れんげ桜が丘保育園

桜が丘３丁目４４番地の１８

大和南保育園

清原３丁目１番地

向原保育園

法人番号9011805000902 向原１丁目４番地の２

高木保育園

向原６丁目１番地

11 社会福祉法人 東京児童協会

大和東保育園

法人番号7010605000643 清原１丁目１番地

12 社会福祉法人 紫水会

紫水保育園

法人番号8012805000141 清水３丁目８５９番地の７

13 社会福祉法人 ナオミの会

上北台こひつじ保育園

法人番号4010905000800 上北台２丁目８８６番地の３６

14 社会福祉法人 慶祥会

のぞみ保育園

法人番号8012805000158 中央２丁目８５８番地の１

15 社会福祉法人 明徳福祉会

明徳保育園

法人番号2012805000163 立野２丁目３番地の７

立野みどり保育園
16 社会福祉法人 立野みどり福祉会

立野３丁目５８０番地の２
法人番号7012805000167

谷理保育園

狭山３丁目１３４９番地の４

17 公益社団法人 東大和市シルバー人材センター

法人番号4012805001440 中央３丁目９１２番地の３

18 公益社団法人 東大和市医師会

法人番号6012805001488 立野１丁目１０３４番地の２

19 社会福祉法人 この指とまれ

法人番号3012805002456 清水３丁目８５５番地の２

シティコート南街１階

