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路地に咲くアジサイ 

ノーベル化学賞受賞の吉野彰氏の言葉で

す。氏はあまたの失敗の繰り返し、光明を

みない研究の日々が続いたと述懐していま

す。いつたどり着くかもわからぬ研究・・・

実験研究といえばそういうことといえばそ

うかも知れない。 

 が、しかし驚く探求心、そしてその挫折

をも屈しない精神力はただごとではありま

せん。 

 

 そして氏は、何とも素敵な笑顔、可愛さ

さえ覚える和顔。あたたかい包容力がにじ

み出る。戦後のニッポンはかなりのノーベ

ル賞受賞者を輩出した。ご努力に頭がさが

り、尊敬する生き方のお手本でもある。 

 

 さて、これからはどうだろう？多くの新

聞によるとこれからは「ノーベル賞に達す

る研究論文は、なかなか難しかろう。 

 

基礎研究の分野でそうとう遅れをとっており、

研究環境が整っていない」と言うのだ。研究費

なども充分でないらしい。 

短兵急な成果を求める研究は卓越した論文

完成には難しかろう。 

 加えて、世の中の環境はコストパフォーマン

スを求め短期的な成果を期待する。 

研究者も失敗やお荷物になるのを嫌う。「やっ

てみなはれ」の環境にはほど遠い。 

 

 正解のない研究は、時としてヒラメキや不可

思議な想定外の暗示を与えてくれるらしい。 

 こんな格言を思い出す。「ことを計るは人に

あり、ことを為すは天にあり」 

 人知には限界があるということか。失敗の積

み重ねがないと、ある域には到達できないのか

も知れない。 
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年末調整のための申告書 記載方法 

税務署から年末調整の説明会のお知らせが届く時期になりました。毎年記載している「年末調整のため

の申告書」ですが、記載にあたって間違いやすい点をいくつかご紹介いたします。 

まず、年末調整に必要な書類は、①平成 31 年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ②令和元年分 

給与所得者の配偶者控除等申告書(配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける方のみ) ③令和元年分 給与

所得者の保険料控除申告書 ④平成 31 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(平成 30 年以前

に住宅ローン控除に係る確定申告をされた方)です。以下、宇久田一郎さんの年末調整の申告書を例にし

て記載してみます。(年齢は年末調整の申告書を提出した 11 月 30 日現在のものです。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

①平成 31 年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(※昨年から在籍していた方は昨年記載済みです) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書(配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける方) 

 

 

 

 

 

 

 

宇久田一郎さん 

(会社役員) 

給与収入 1,080万円 

S48.4.1 生 46歳 

妻・花子さん 

(パート) 

パート収入 150 万円

S49.2.28 生 45 歳 

 

長男・太郎さん 

(大学院生) 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ収入130万円 

H9.1.1 生 22 歳 

 

母・とめさん 

(年金受給者) 

年金収入 130 万円 

S25.1.1 生 69 歳 

 

 

二男・次郎さん

(高校生) 

収入 0 円 

H16.1.5生15歳 

 

長女・ユキさん 

(大学生) 

ｱﾙﾊﾞｲﾄ収入60万円 

H12.4.1 生 19 歳 

 

収入 150 万円ではなく、所得

金額 85 万円を記入してくださ

い。収入→所得の計算方法は

「収入金額－65 万円」又は

「給与所得者の配偶者控除等

申告書」裏面にあります。 

太郎さんの今年の所得は 65 万円なの

で扶養親族になれません。太郎さんの

勤務する会社で年末調整をします。

「勤労学生」(学生証コピーの添付が必

要)で所得税は０円です。 

扶養親族が来年 1月 1日で 70歳(同

居老親等・その他)または 19 歳から 22

歳(特定扶養親族)の場合は☑します。 

来年 1 月 1 日までに

16歳にならないお子さ

んはこちらに記入です。 

「給与所得の配偶者控除等

申告書」提出時の見積額の

計算で OK。奥さんの源泉徴

収票の受け取り後、申告と違

っていたら年末調整をやり直

しますのでご連絡ください。 
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③令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

。 

 

④平成 31 年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(平成 30年以前に住宅ローン控除の確定申

告をした方に税務署から送られてくる書類) 

  

 

 

 

 

 

最後に、令和 2 年 1月分給与の源泉徴収のために「令和 2 年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

も一緒に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生計を一にする親族の社会

保険料を支払った場合も控

除できます。控除証明書を

忘れずに添付してください。 

 

「新」「旧」はここでみます 

「一般」「介護」は記

入する欄が違います。 

「住宅借入金等特別控除申告

書」は「年末残高証明書」と一緒

に提出してください 

※「年末残高証明書」の名称

は金融機関によって異なります 

令和 3年 1月 1日ま

でに 16 歳になる子は

B欄に記載してください 

アルバイト収入が 103 万円を超えると予

想される場合は記入せず、来年の年末調

整で記載してください 

令和 2年分から新たに【単身児童扶養

者】の欄が設けられました。同一生計の

子について「児童扶養手当」を受給して

いる場合に記入してください 

さわやか土曜塾           

      次回のさわやか土曜塾    学習格言「無用の力を省き需用に応ず」 
 さわやか土曜塾 は、宇久田会計事務所主催の公開セミナーです。皆様のご参加をお待ちしております。 

日時 : 2019 年 12 月 14 日(土) 10:00～11:30   

場所 : 辻堂市民図書館 2 階多目的室（藤沢市辻堂 2-15-8）  

会費 : 500 円                                 *詳細は、志村賢一・智江まで 
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 大きな台風の被害から未だに再建出来ていない地域が沢山あります。

一日も早い復興をお祈り申し上げます。防災士の志村賢一です。 

今回は、台風で千葉県のゴルフ練習場の鉄塔倒壊により被害を受け

た自宅を教訓に補償と保険について、お話いたします。 

一般的に自分の不注意で他人に損害を与えてしまった場合、個人損

害賠償責任が発生し、自分の保険を使って、他人の損害を修復する事

が出来ます。しかし、台風などの自然災害で自分の家の屋根が吹き飛び、

隣の家を壊してしまった時、そこには自分の不注意が無い場合は、個人損

害賠償責任はありません。すると、自分の保険では隣の家の修繕費を負担

する保険金が出ないのです。言い換えると、隣の家に修理代を支払う必要

が無いのです。例えば自分の家の屋根が普段から強い風で捲り上がってい

る事を知っているのに修繕を怠った為に、台風で隣の家を壊してしまった場

合には、個人損害賠償責任が発生し自分の保険会社の保険金で隣の家を

直す事が出来ます。なんとなく保険金が「降りる」のか「降りない」のかだけ

を見ると不思議な感じがします。 

自然災害により損害を受けてしまうとその後の生活再建の為にお金が必要になり

ます。世界中で発生している地震の１０分の１が日本で起きていると言われる災害

大国日本で生活していく為には、火災保険や地震保険の検討が必要です。特に住

宅ローンがある方は、被災してもローンは支払い続けなければならず、新しい生活

の為の住居費と合わせて二重債務状態になってしまいます。 

火災保険は水災、風災等の自然災害も補償できますので自分たちにとって必要

な補償をそろえる事が大切です。そして、地震保険には地震や噴火、津波に加え地震による火災や延

焼なども適用され、火災保険とセット販売のみですが大地震発生後の生活の為にも、支払う保険料額

は高いのですが、所得控除の恩恵も他の任意保険より高いので検討する余地は大きいと思います。あ

りがとうございました。                                   （防災士☆志村賢一） 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

「便利」は時として「不自由」       

今回の台風は改めていろいろの課題を投げかけた。 

 まず電気。すべてが止まる、すべてが STOP となる。当たり前が当たり

前でなくなる。 

 水もそうだ。大切な水が時として暴れ、始末できなくなる。 

想定しがたいことが起きる。 

便利の反対は不便ではなく、便利は不便利を内在する。 

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ** 
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TEL 0466（36）0627    FAX 0466（33）4892   URL：https://www.ukuta.net/ 

** 編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております ** 

お読みになったご感想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。 

(e-mail : k-shimura@ukuta.net 又は上記 FAXで) 

https://www.ukuta.net/

