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1 　配偶者控除
　「配偶者控除」は、納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に適用を受けられます。控除対
象配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者で、その年の合計所得金額が38万円以下の人
です。ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける者・白色専従者を除きます。
　控除対象配偶者に該当する人で、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人を、老人
控除対象配偶者といいます。

配偶者控除の金額

区分 所得税 住民税

①　②を除く控除対象配偶者 38万円 33万円

②　老人控除対象配偶者
　　（年齢 70歳以上の者） 48万円 38万円

 　専業主婦の税金（上場株式の配当・売却）2

　専業主婦である妻に株式配当収入や株式売却収入等がある場合には、夫の税額計算にお
いて「配偶者控除」の適用可否の判定が必要となります。
　妻の株式配当収入の確定申告と配偶者控除の適用について： P.12

　妻の株式売却収入の確定申告と配偶者控除の適用について： P.61

第7節　配偶者・扶養親族と税金

専業主婦と税金

① 専業主婦（所得がない妻）は、夫の税額計算上、「配偶者控除」の適用を受けられ
ます。
② 専業主婦である妻に株式配当収入や株式売却収入等がある場合には、夫の税額
計算において「配偶者控除」の適用可否の判定が必要となります。
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第7節 配偶者・扶養親族と税金

1　配偶者控除・配偶者特別控除
　「配偶者控除」は、納税者本人に控除対象配偶者がいる場合に適用を受けられます。控除対
象配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者で、その年の合計所得金額が38万円以下の人
です。ただし、青色事業専従者で給与の支払を受ける者・白色専従者を除きます。
他の人の扶養親族となっておらず、合計所得金額が1千万円以下である納税者（青色事業

専従者で給与の支払を受けている者、または白色専従者は除きます）に、合計所得金額が38
万円超76万円未満の生計を一にする配偶者がいる場合、「配偶者特別控除」を受けることが
できます。
　「配偶者特別控除」の金額は、配偶者の合計所得金額に応じて決まり、所得税については38
万円から3万円の範囲、住民税については33万円から3万円の範囲で控除されます。

配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除額

所得税 住民税

38 万円超 40万円未満 38万円
33万円

40万円以上 45万円未満 36万円

45万円以上 50万円未満 31万円 31万円

50万円以上 55万円未満 26万円 26万円

55万円以上 60万円未満 21万円 21万円

60万円以上 65万円未満 16万円 16万円

65万円以上 70万円未満 11万円 11万円

70万円以上 75万円未満 6万円 6万円

75万円以上 76万円未満 3万円 3万円

76万円以上 0円 0円

第7節　配偶者・扶養親族と税金

配偶者に給与所得があるときの税金

例えば妻に給与収入がある場合、妻の給与額により夫の税額計算上、適用を受けら
れる所得控除額が異なります。
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妻の給与収入額が103万円以下（合計所得金額が38万円以下）の場合には、夫の税額計算
上「配偶者控除」の適用を受けることができます。所得税については一律38万円（老人控除対
象配偶者は48万円）、住民税については一律33万円（老人控除対象配偶者は38万円）が所得
から控除されます。
また、妻の給与収入額が103万円超141万円未満（合計所得金額が38万円超76万円未
満）の場合には、夫の税額計算上「配偶者控除」の適用はありませんが、「配偶者特別控除」の
適用を受けることができます（夫の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限られます）。
妻の給与収入額が141万円以上（合計所得金額が76万円以上）の場合は、「配偶者控除」も
「配偶者特別控除」も受けられません。
一方、妻自身の税額計算について、給与収入額から給与所得控除として最低65万円を控除

することができます。所得税については38万円の基礎控除が設けられており、給与の額が
103万円以下であれば所得税は課税されません。また、住民税については、自治体により異な
りますが、例えば東京23区内の場合は最低35万円の非課税枠が設けられていますので、給
与の額が100万円以下であれば住民税も課税されません。

妻の給与収入額

夫の配偶者控除 夫の配偶者特別控除 妻に税金がかかるか否か

所得税 住民税 所得税 住民税 所得税
住民税

所得割 均等割

100万円以下 ○ ○ × × かからない かからない かからない

100万円超103万円以下 ○ ○ × × かからない かかる かかる

103万円超141万円未満 × × ○ ○ かかる かかる かかる

141万円以上 × × × × かかる かかる かかる

配偶者控除・配偶者特別控除と配偶者の合計所得金額との関係
配偶者控除
配偶者特別控除
（所得税）

配偶者控除

38万円
36万円
31万円
26万円
21万円
16万円
11万円
6万円
3万円

0

配偶者特別控除

38万円　40万円　45万円　50万円　55万円　60万円　65万円　70万円　75万円　76万円 配偶者の合計所得金額

配偶者の給与収入
103万円

配偶者の給与収入
141万円

配偶者に給与所得があるときの税金2 第7節　配偶者・扶養親族と税金
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第7節 配偶者・扶養親族と税金

コラム column

1  改正の趣旨
就業調整せずに働くことができる環境を整備するために、平成29年度税制改正により、

配偶者控除・配偶者特別控除が改正されました。平成30年分以後の所得税、平成31年
度分以後の個人住民税について適用されます。

2  改正の内容
①配偶者控除
・適用対象の要件が追加
納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合、適用がなくなります。（改正前は

納税者本人の合計所得金額による制限なし）
・控除額の逓減
納税者本人の合計所得金額によって、控除額が3段階（所得税：38万円・26万円・

13万円）（住民税：33万円・22万円・11万円）になります。（改正前は納税者本人の合
計所得金額による逓減はなく、所得税38万円・住民税33万円）
②配偶者特別控除
・控除が可能な範囲の拡大
控除が可能な配偶者の合計所得金額の上限が、123万円以下まで引き上げられます

（改正前は、76万円未満まで）。
・控除額の逓減
納税者本人の合計所得金額によって、控除額が3段階になります（改正前は納税者本

人の合計所得金額による逓減はなく、所得税・住民税とも同額で36万円～3万円）。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

納
税
者
本
人
の
受
け
る
控
除
額
（
万
円
）

納税者本人の合計所得金額が、
900万円（給与所得のみの場合、給与年収1,120万円）以
下の場合の控除額
900万円超950万円以下（給与所得のみの場合、給与年収
1,120万円超1,170万円以下）の場合の控除額
950万円超1,000万円以下（給与所得のみの場合、給与年
収1,170万円超1,220万円以下）の場合の控除額
1,000万円（給与所得のみの場合、給与年収1,220万円）
超の場合には、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用なし
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 103 150 155 160 166.8 175.2 183.2 190.4 197.2 201.6 配偶者の給与年収
  （38）  （85）  （90）  （95）  （100）  （105）  （110） （115） （120） （123） （合計所得金額）

（万円）

配偶者控除・配偶者特別控除と配偶者の合計所得金額との関係（改正後）

第7節　配偶者・扶養親族と税金
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1　子どもと扶養控除
扶養控除の対象となる控除対象扶養親族とは、次の要件をすべて満たす人をいいます。
①納税者と生計を一にする配偶者以外の16歳以上の親族等であること
②その親族等のその年の合計所得金額が38万円以下であること
③青色事業専従者で給与の支払を受ける者または白色事業専従者でないこと
なお、この要件を満たす19歳以上23歳未満の者を「特定扶養親族」といい、学費等

の負担が重くなることを考慮し、扶養控除額が上乗せされます。
扶養控除額（その年の12月31日現在の年齢）

対象者 控除額（所得税） 控除額（住民税）

① ②を除く控除対象扶養親族
（満 16歳以上） 38万円 33万円

② 特定扶養親族
（満19歳以上満23歳未満） 63万円 45万円

　16歳未満の子どもの扶養控除について2

16歳未満の子どもについては、児童手当制度との関係から、扶養控除の適用はありません。
なお、16歳以上19歳未満の子どもについては、高等学校等就学支援金制度との関係から、
扶養控除の上乗せはありません。
住民税についても、税体系上の整合性の観点等から、16歳未満の子どもに対する扶養控除

および16歳以上19歳未満の子どもに対する扶養控除の上乗せはありません。

第7節　配偶者・扶養親族と税金

子どもと税金

① 扶養控除の金額は、控除対象扶養親族１人につき38万円（住民税は33万円）です。
② 子どもの年齢が19歳以上23歳未満の場合には、学費等の負担が重くなることを
考慮して、扶養控除額が所得税については63万円、住民税については45万円と
なります。
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第7節 配偶者・扶養親族と税金

1　生計を一にする親と税金
生計を一にする親がいる場合、その親の合計所得金額が38万円以下であり、かつ青色事

業専従者または白色事業専従者でない場合には、親を控除対象扶養親族として子どもの税
額計算上扶養控除の適用を受けることができます。また、その親のその年の12月31日現
在の年齢が70歳以上であれば老人扶養親族、更に同居していれば同居老親等として、親の
面倒をみる場合の費用負担を考慮して大きな所得控除が認められています。

扶養控除額（その年の12月31日現在の年齢）

対象者 控除額（所得税） 控除額（住民税）

① ②③を除く控除対象扶養親族
（満 16歳以上） 38万円 33万円

② ③を除く老人扶養親族
（満 70歳以上） 48万円 38万円

③
同居老親等
（満 70 歳以上、本人または
配偶者の直系尊属かつ同居）

58万円 45万円

なお、「生計を一にする」とは、必ずしもひとつの家に起居していることを要件とするもの
ではありませんから、例えば、仕事、学校、病気等の都合上別居している場合であっても、常
に生活費、学費、医療費等を送金しているような場合には、「生計を一にする」ものとして取
り扱われます。
親族がひとつの家に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいる

と認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

　生計が別の親と税金2

親と生計が別である場合には、扶養控除は一切認められません。お小遣い程度を親へ援
助しているケースは、生計を一にしているとは認められず、控除対象扶養親族に該当しませ
ん。

第7節　配偶者・扶養親族と税金

親と税金

親と生計を一にする場合は、その親の合計所得金額が38万円以下であれば、たと
え別居していたとしても子どもの課税所得の計算上扶養控除の適用を受けることが
できます。一方、親と生計が別の場合には、扶養控除は一切認められません。
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