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＜今回の内容＞ 

1. 配偶者控除等申告書

が変わります ...............  P.1 

2. あべきがMVPコンテスト

に出場します ...............  P.4 

第 46号 平成30年12月1日発行 

今年の年末調整から変わる

配偶者控除等申告書につい

ての説明と、あべきの近況に

ついてお知らせします！ 

配偶者控除等申告書が変わります 
あっという間にクリスマスシーズン。1年が早いことにびっくりです！ 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

おさ らい ！ 2 0 1 8 年か らの 配偶者 控除 ～そして今 年か らココ が変わ る  

■ はじめに 

今年もいよいよ年末調整の時期が始まりました！ 

2018年から配偶者控除が変わったことで、年末調整のとき

に必要になる書類が変わります。 

そこで今回は、配偶者控除の変更点について改めておさら

いするとともに、書類が変わってどんなことがあるのか、説

明していきたいと思います。 

 

■ 配偶者控除等申告書って？ 

正式には、『平成30年

分 給与所得者の配

偶者控除等申告書』

といいます。 

ちなみに去年までは「給与所得

者の保険料控除申告書 兼 給

与所得者の配偶者特別控除申

告書」という名前でした(^-^;。 

 

 

この書類は、平成30年分の年末調整で 

 

 

を受けるために使います。 

用紙は国税庁の公式サイトからダウンロードできます。 

■ どんな人に関係があるの？ 

 

 

 

 

これらに当てはまる場合には、配偶者控除も配偶者特別控

除も受けられないため、書類を提出する必要はありませ

ん。 

逆に、これ以外の方は忘れずに提出してくださいね(^-^)。 

 

■ おさらい！2018年からの配偶者控除 

 

 

 

 

 

 
配偶者控除 

配偶者特別控除 

 これはひとつの例ですが、奥さんが働いていな

い場合は、旦那さんの扶養に入りますよね。 

奥さんが扶養に入ることで、旦那さん自身の税

金が安くなります。 

こんなふうに、扶養している配偶者がいる場

合、扶養している側の税金を安くする制度が

『配偶者控除』なんです。 

独身（配偶者なし） 

配偶者の年収が201万6,000円以上ある 

自分の年収が1,220万を超えている 

提出の必要がない場合 

↑これです(^-^) 

 配偶者控除ってそもそも何なん？        

変わったって、どう変わったん？ 
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この配偶者控除ですが、2017年まで（つい去年までです

ね！）、奥さんの年収が103万以下の場合には、旦那さんの

所得から一律38万の税額控除がありました。 

しかし2018年（今年！）、これまで103万以下としていた配偶

者の年収の限度額が、一気に150万まで引き上げられまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

去年まではこんな感じでしたが…、 

 

今年からこんなふうに変わりました。 

 

 

 

 

配偶者特別控除は、150万を超えた金額に応じて段階的に

控除額が少なくなっていく仕組みです。 

もちろん、この場合にも旦那さんの年収に対して一定の限

度額が設けられています(^-^;。 

つぎの表を参考にしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 103万以内がやっぱりお得？ 

 

 

 

 

 

 

 基本的にはそう考えていて大丈夫ですが、

150万に引き上げられると同時に、世帯主であ

る旦那さんの年収に対しても一定の限度が設

けられたんです。 

旦那さんの年収が1,120万を超える場合には、

満額の38万ではなく、26万、13万…と、旦那さ

んの年収に応じて控除額が少なくなる仕組み

になりました。 

 そうなんです。配偶者控除は受けることができ

なくなりますが、税額控除が突然0になるわけ

ではありません。                   

だって、仮に奥さんの年収が151万だった場

合、1万しかオーバーしていないのに38万の控

除が丸々受けられなくなったらかわいそうです

よね。 

そんなときのために『配偶者特別控除』があり

ます。 

 じゃあ150万まで働いても、去年までと同じように

配偶者控除を受けられるってことなん？ 

 今年は忙しくて、気づいたら150万を超えてんね

ん。今年はもう配偶者控除を受けることがでけ

へんの？ 

旦那さんの年収と奥さんの年収によって                    

控除額が少なくなってくることがわかりますね！ 

38万 

世帯主の年収関係なし！ 

103万以下 

【控除額】 

一律 年収 

 

38万 

26万 

13万 

1,120万以下 1,170万以下 1,220万以下 1,220万超 

適用外！ 

世帯主の年収 

【控除額】 

世帯主の年収に制限あり！ 

150万以下 

年収 

 私の家は、旦那さんの収入が1,120万以下やか

ら、150万ぎりぎりまで稼いだらエエんやん

な！！お正月は何かとお金かかるしなー！ 

 

ちょっと待ってー！ 

その通りと言いたいところですが、実はそうい

うわけでもないんです。実際、今年から150万

に引上げられましたが、あまりそのことが周り

で浸透していないように思いませんか？ 

どうしてなのか、一緒に見ていきましょう。 



3 

 
配偶者控除は、あくまで（扶養している側である）旦那さん

の税金を安くする仕組みです。 

働く奥さん自身にかかってくる税金のことも忘れないように

しなければいけませんね。 

配偶者である奥さんに税金・社会保険料がかかるタイミン

グは、次のとおりです（金額は、奥さんの年収）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旦那さんの扶養の範囲内で働きたい場合、おおよ

その目安として、奥さんが年収130万に満たないように働く

ようにします。 

住民税や所得税を払うこと自体は、扶養には影響しませ

ん。扶養の範囲であることを最重要視した場合、気にして

おくべきポイントは、社会保険料が発生する130万です。社

会保険はこのほかにも要件があって少し複雑なのですが、

ざっくり言うと、奥さんの年収が130万以上になると、奥さん

は自分の勤務先で健康保険料や厚生年金保険料を負担

することになります。奥さん自身で負担するようになると、

『旦那さんの扶養から外れる』ことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今年の年末調整ではココが変わった！ 

さて、ここからが本題です(^-^)。 

配偶者控除が変わって複雑になったことで、今年から年末

調整の時に提出する書類が増えました。 

 

 

その書類がこちらです↓ 

① 申告者と配偶者の所得金額の見積り 

これまでは控除を受けるためには配偶者である奥さんの所

得金額を見積もるだけだったのですが、今年からは旦那さ

んの「所得金額」も見積もる必要があります。 

 

② 配偶者控除・配偶者特別控除の計算 

旦那さんと奥さんの所得金額に応じて控除額が決められま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 書類が変わってどんなことがある？ 

年末調整はあくまでも見積り計算です。なので、実際と違う

ときには、あとで見直しが必要になることもあります。 

特に今年からは奥さんの収入だけでなく、旦那さんの収入

も見積もる必要が出てきたことで、今まで以上にあとで見直

しが必要になるケースが増え、事務の手数がその分増える

とも考えられます。 

 

いかがでしたか？ 

配偶者控除のこと、扶養のこと、そして年末調整の書類の

ことが少しでも理解できたらうれしいです(^-^)！ 

 

 

 

 できれば旦那さんの扶養の範囲内で働きたい

ねんけど、その場合はどうなるん？ 

100万 

103万 

130万 

住民税が発生 

社会保険料が発生 

所得税が発生 

＊ 

＊ 要件あり 

住民税も所得税も収入に応じて決まるので、

仮に129万の年収と99万の年収で比較して

みても、月々の手取り金額は実際はさほど変

わりません。さらに、年収130万から発生する

社会保険料は、月々支払う金額が大きいん

です(^-^; 

なので、正社員で働いていてすでに一定の

収入がある場合を除き、今年から配偶者控

除が変わっても、いろいろ検討した結果「103

万以内に抑えて働きたい！」と考える女性が

ほとんどなのが現状です。 

① 申告者と配偶者の所得金額の見積もり 

② 配偶者控除・配偶者特別控除の計算 

ちゃんと教えといてやーー 

 え～～めんどくさなったわぁ 

 

配偶者控除が変わっても、実際その恩恵を受ける人がすごく少ないんですね 

 大丈夫！                       

別紙で虎の巻を作ったので、目を通してみてく

ださいね(^-^)。記入するときにきっとお役に立

つと思います！ 

次はあべきからのお知らせです 
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■ MVPコンテストとは 

メルマガでもあべきが何度かお伝えしているのでご存知の

方も多いと思いますが、11月26日（月）、東京の後楽園ホー

ルで、日本キャッシュフローコーチ協会の『第3回MVPコンテ

スト』が開催されます！ 

このMVPコンテストでは、日本全国で約350名いるキャッ

シュフローコーチの中から今年特に顕著な成果をあげてク

ライアントに貢献できた6名がファイナリストに選ばれ、当日

は後楽園ホールのリングの上で一人ずつ魂のこもった熱い

プレゼンを行います。 

そして、投票の結果、最も票を集めた人が2018年のMVPと

して表彰され、チャンピオンベルトが授与されます。 

あべきです！ 

少し今回のコンテストについてお伝えさせて下さい。 

 

6月に予選があり、今回ファイナリストに選ばれましたが、もちろん

これは僕だけの「成果」ではありません。 

そもそも、僕が考える、ここでいう成果とは、 

1) 僕自身の学びや経験を最大限に増やすことができたこと 

2) クライアントや仲間の成果に最も貢献できたこと 

だと思います。 

特に(2)がなければ、独りよがりの成果では誰も評価しませんよ

ね。 

その思いを予選ではしっかりお伝えさせていただきました。 

 

登壇が決まってからこの４ヶ月、本当に多くの方のご協力をいただ

き、ここまで来ました。 

本当にありがとうございます(^-^) 

11.26でも後楽園ホールのリングの上でしっかり僕の思いをお伝え

しますね！ 

今回のテーマは、「見本」です。なぜ僕がMVPコンテストに出場を

決めたのか、僕のプレゼンを見ていただくことで見た方にどういう

メリットがあるのか、その意味がこの「見本」に込められています。 

 

このニュースレターをお読みいただいている方は関西の方が多い

ので、なかなか当日応援に来ていただけるのは難しいかもしれま

せん。当日応援に来ていただける方は、応援してくれている仲間

がクラウドファンディングで資金調達して作ってくれたTシャツやタ

オルを持って、是非応援してください（当日応援チームが観客席

にいますので声をかけてもらえると、もらえます）。 

 

 

 

〒530-0047 ⼤阪市北区⻄天満5-6-10 
富⽥町パークビル207号 
TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756 
MAIL：info@office-emp.com 
Web：http://www.office-emp.com 

[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 

（ ニュースレター本文  幡司 ） 

- 

あべきが M V P コン テストに 出場しま す  

今年のパンフレット。表紙にファイナリストの6名が載っています（あべきに注目！） 

ファイナリスト選出時の様子。画像右があべきです(^-^)！ 

これ！ 

応援よろしくお願いします！！ 



 
≪ 見本 ≫ 

転   

記 転   

記 

 
花子 

太郎 

 

 

旦那さんの名前と住所  （印鑑も忘れずに） 

  つぎの項目を記入します 

 
・ 奥さんの名前 

・ 個人番号、生年月日 等 

 
奥さんの収入金額を記入します 

 
旦那さんの収入金額を記入します 

 

奥さん（花子）の場合      収入金額   1,000,000 

                   所得金額   1,000,000－650,000＝350,000 →    へ記入   

 

旦那さん（太郎）の場合     収入金額   4,000,000 

                                           所 得 金 額   4,000,000 ÷ 4 ＝ 1,000,000 ⇒  1,000,000 × 3.2-540,000 ＝ 2,660,000 →     へ記入 

裏面左下（３ 所得の区分）の表の計算式を使って、旦那さん・奥さんそれぞれの所得金額を計算します 

転記した金額でそれぞれ判定をします 

 
それぞれ６の判定で出た区分を左の表

に 当 て は め、交 わ る 部 分 の 金 額

（380,000）が配偶者控除の金額です！ 

虎の巻やでー！ 会社側で入力するため記入不要 


