
中野区立中央図書館 

第 22 回個性づくりテーマ展示                             Ｖｏｌ．22 

平成 26年 12月 27日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

場所   中野区立中央図書館  B1F ワークライフ支援展示コーナー  

期間   平成 26 年 12 月 27 日（土）～平成 27 年 2 月 26 日（木）  

問合せ  中野区立中央図書館  中野区中野２－９－７   

☎03－5340－5070  

確定申告の時期が近づいてきました。 

確定申告を自分でしたことがある、という方はどのくらいいるでしょうか？確定申告は自営業

の人がするもの、自分は関係ない、と思っていませんか？ 

しかし働き方が多様化している今、確定申告を自分で行う人が多くなってきているようです。 

また会社員でも、自分で確定申告を行う方が有利な場合もあります。 

確定申告と働き方の関係を見てみましょう。 
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 フリーランスで働く人、起業する人、また副業を始める人、年々働き方は多様化しています。しかし

働き方が多様化していると言っても、お金を稼ぐ限り税金は切り離せない問題です。 

 個人で働いている人はもちろんですが、会社員も、副業など会社を離れたところでお金を稼いだ場合、

自分で税金額を計算して申告する必要があります。 

 

フリーで働く人の確定申告 

フリーランスや個人事業主として働く場合、個人で確定申告をしなければなりません。青色と白色の 2

種類が選べますが、一般的には青色申告が勧められています（詳しくは P2）。 

 

会社員と確定申告 

一般的に会社員が貰う「給料」は、会社が一定の所得税とその他を引いた金額になっています。その

人が本来支払うべき税金額を調整するのが年末調整で、この作業が会社員の確定申告となります。 

しかし会社員として働いていても、下記の様に自分で確定申告を行ったほうが有利な場合もあります。 

 

 

 

引用：『山田さんちの家庭の税金 知らないと損をする!?』湊義和/著 中央経済社 2012.年（345/ミ）ｐ207 

具体例として、産休・育休を取った場合医療費控除や配偶者控除が受けられる可能性があったり、ふ

るさと納税などの寄付をして、所得税・住民税の軽減を受けられるといったものがあります。 

また昨年度（2014年の申告分）から、仕事での必要経費の一部が控除される「特定支出控除」の制度

が拡大されました。 

 

 

 

 

副業と確定申告 

副業で収入を得た場合、所得が 20万円を超えると確定申告をする必要があります。 

副業の種類によって所得の種類が変わってきます。（例えば、株取引で得た所得は譲渡所得や配当所

得。アフィリエイトなどネット副業は雑所得、など）所得の区分によって所得税の税率も変わってきま

す。国税局の HPでそれぞれ所得の区分と計算式を確認できます。 

国税局 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm   

①雑損控除、医療費控
除、寄付金控除を行う

ことができる人 

②住宅の購入をして、住
宅借入金等特別控除の初

年度申請を行う人 

③申告分離配当所得と
上場株式等の譲渡益と
の損益通算を行う場合 

④上場株式等に係る譲
渡損失の繰越控除の申

告を行う場合 

∞青色申告をするメリット ∞ 

・青色申告特別控除は、簡易簿記で１０万円、複式簿記６５万円の控除が受けられる 

・赤字を３年繰り越せる（例えば開業のためにかかった経費で初年度に赤字になってもそれを繰り越せる） 

・専従者給与を必要経費にできる 

合計額が給与所得

控除の 1/2 

（最高 125 万円）

を超えると対象 

•通勤費  ・資格取得費   ※図書費、衣服費    

•転居費  ・帰宅旅費    交際費の合計上限額は 

•研修費  ・勤務必要経費  年間65万円 

特定支出として認められるもの 得意先との交際費 

仕事に必要な本 

…なども条件によって

は含まれる 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
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企業に就職し、固定のオフィスで決められた時間に働く。従来はこういった働き方が一般的でしたが、

情報通信技術の進歩によって近年様々なワークスタイルが可能になってきています。 

フリーランサー 自由契約者。個人事業主もしくは個人企業法人。 

ノマドワーカー 

組織、時間、場所にとらわれずに働くワークスタイル。それを実践する者をノマド・

ノマドワーカーと呼ぶ。自由度、専門分野、お金の稼ぎ方の 3 つにより、幾つかの類

型が存在する。会社員でありつつも、時間と場所の自由を手に入れている人も広義で

はノマドである。 

テレワーカー オフィスと自宅を通信回線で結び在宅勤務する人。 

参照：『現代用語の基礎知識 2014』自由国民社 2014 年 （R031/ゲ/14） 

こうした社会の流れから、フリーランサーと事業主をつなげるクラウドソーシングというサービスも

登場しています（※クラウドソーシングを使う際の手数料は経費にできます）。 

中野には、中野区産業振興拠点（愛称：ICTCO）という場所があり、ワークスペースの提供や、事業者

同士のマッチングなど様々な活動をしています。また中野区産業振興センターでも講座などを開催し、

様々なワークスタイルに合わせた支援を行っています。 

ICTCO http://ictco.jp/    中野区産業振興センター http://nakano-sangyoushinkou.jp/page01.html 

 

 

 

確定申告とは所得税を納めるために必要な手続きのこと。以下のような種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【還付申告】 

報酬が支払われた際に 10％（または 20％）の源泉徴収をされた金額を振り込まれた人や所得税を前払い（予定納税）

している人が対象。こういった人が確定申告をし、「所得控除」や「税額控除」を受けることにより、余分に払って

いた税金を返してもらえる。これは申告しない限り返ってこない。 

【支払う申告】 

1月1日～12月31日の1年間に得た「所得」を計算し、それを元に所得税の額を自分で計算し、納める。青色申告と白色申告の2種類ある。 

〈青色申告〉 

青色申告は事前に税務署へ「青色申告承認申請書」の提出や複式簿記（正規の簿記の原則に従い記帳した帳

簿）での帳簿の作成など細かな手続きが必要だが、その分、控除が受けられるため税金が安くなる。 

青色申告 ⇒ 事業所得＝売り上げ－経費－青色申告特別控除 

 
〈白色申告〉 

白色申告は事前の申請や複式簿記での帳簿の作成の必要はない。しかし、平成 26 年度から白色申告

も全員に簡易な帳簿（基本的に①現金出納帳②売掛帳③買掛帳④経費帳⑤固定資産台帳の 5つがある）

の記帳が義務付けられた（以前は年間の所得金額が 300 万円未満の人は必要なかった）。その上、控

除が受けられないため税金は安くならない。 

白色申告 ⇒ 事業所得＝売り上げ－経費 

 

★コラム  働き方のいろいろ★ 

http://ictco.jp/
http://nakano-sangyoushinkou.jp/page01.html
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確定申告はインターネットでも申告できる 

e－Tax（国税電子申告・納税システム） 

このシステムを使うことにより、自宅やオフィスから申告・申請・届出等ができます。 

 

利用するには・・・ 

 

利用するには・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e－Taxを使うメリット 

●所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容

（病院の名称、支払った金額等）を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略

することができる（ただし、法定申告期限から 5 年間、税務署から書類の提出又は提示を求められるこ

とがあるので保存はしておく）。 

●e－Tax で申告された還付申告は早めに処理される。 

●e－Tax で納税証明書の交付請求を行うと手数料が安価になる。 

 

確定申告の申告期限および納期限 

平成 27 年 2 月 16 日（月）～平成 27 年 3 月 16 日（月） 

 

 

 

 

①推奨環境の確認 

e－Tax ホームページに一覧あり  http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

②電子証明書等の準備 

e－Tax で利用できる電子証明書は多数あるが、だいたいは住民票のある市区町村の窓口で申請す

る。住民基本台帳カードに電子証明書を組みこむケースが多い。 

③利用者識別番号等の取得 

e－Tax を利用するために必要なもので、e－Tax ホームページから開始届出書をオンラインで

提出することにより、発行される。この時、利用者識別番号を控えておくこと（なくすと暗証番

号再発行が必要となる）。 

④電子証明書等の登録 

「e－Tax ソフト」「e－Tax ソフト（WEB 版）」又は「確定申告書等作成コーナー」から電子証明

書の初期登録を行う。 

http://www.e-tax.nta.go.jp/
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フリーランスの教科書 

  

内海正人・見田村元宣／著 

星海社 

2012年 

335 ミ 

フリーランスは自由になることではなくて、全てを引き受ける

こと。自分の苦手な分野も自分でやらなければいけないのがフリ

ーランスです。特にお金の問題は苦手な方も多いはず。フリーで

働く人の、お金の疑問を対話形式で基本的なところから説明して

くれているので、フリーで働こうと考えている人、働き始めたば

かりの人におススメの一冊です。 

「個人か？会社か？」から申告・ 

節税まで、「ソン・トク」の本音 

ぶっちゃけます 

 

岩松正記／著 

ダイヤモンド社 

2012年 

345 イ 

タイトルにある通り、働く上で避けては通れない税に

関する様々な事例を取り上げて、何が損で何が得かが、

税理士である著者によって赤裸々に書かれています。 

会話形式で話を展開したり、見やすい図を挿入したり、

税務に関する疑問・質問に３段階の評価でそれぞれ回答

していて、税のことをよく知らない人でもわかりやすく、

読み物としても楽しめます！ 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類記号 

フリーランス&個人事業主のための確定申

告 改訂第９版 
山本 宏／監修 技術評論社 2014 345.3フ 

税金還付の実務７５問７５答 
ひかり税理士法

人／著 
清文社 2013 345ゼ 

税理士要らず！個人事業者のための〈超簡

単〉経理 
吉田 信康／著 ぱる出版 2010 336.9ヨ 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類記号 

自由な働き方をつくる 常見 陽平／著 日本実業出版社 2013 159.4ツ 

雇い方の徹底研究 木田 修／著 労働調査会 2012 366.2キ 

在宅勤務（テレワーク）が会社を救う 田澤 由利／著 東洋経済新報社 2014 366.4タ 

 

◆働き方の多様化◆ 

 

◆確定申告◆ 
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適切なキーワードを使って、効率的に情報を探しましょう。 

            ◆働き方◆                      ◆確定申告◆ 

【テレワーク、在宅勤務、ノマド、クラウドソーシング、SOHO】 【確定申告、青色申告、白色申告、所得税、租税】 

 

 

辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を入手しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●東京都内公立図書館に所蔵されている図書を探す  

・東京都内の公立図書館の蔵書を一括検索。  

http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro 

・東京都内の公立図書館の新聞雑誌の所蔵の目録。  

http://www.library.metro.tokyo.jp/download/category/tabid/171/Default.aspx 

●国立国会図書館ホームページで探す  

・国立国会図書館所蔵の資料（本、論文、新聞、デジタル資料）のほか、都道府県図書館の所蔵資料を

複合的に検索。                         http://iss.ndl.go.jp/ 

 書名 出版者 出版年 請求記号 

働き方 

確定申告 

現代用語の基礎知識 自由国民社 2014 R031 ゲ 

「青色申告」「ノマドワーキング」について記載 

働き方 
労働用語辞典 日刊労働通信社 2007 R366 ロ 

「テレワーク」について記載 

 

 書名 編著者 出版者 出版年 請求記号 

働き方 

労働経済白書 平成 25年度版 厚生労働省／編 新高速印刷 2013 R366.0 ロ 13 

仕事と生活の調和に関する世論

調査 

東京都生活文化スポーツ局広報広聴

／編 
通産資料出版会 2014 G91 D 08 

確定 

申告 

税務経理ハンドブック 平成 26

年度版 
日本税理士会連合会／編 中央経済社 2014 R345.1 ゼ 14 

税務・会計用語辞典 矢内一好・高山政信／著 財経詳報社 2014 R336.9 ヤ 

 

●中野区立図書館の資料を探す 

・図書館内の利用者開放端末（ＯＰＡＣ） 

・中野区立図書館ホームページ 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho

/index6.html 

上記の場所にて、中野区立図書館の資料

を検索できます。 

こんな資料が検索できます。  

※中央図書館参考室所蔵の資料 

●テーマの棚に行って探す 

図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいます。テーマの 

棚を実際に見て、図書を探しましょう。 

働

き

方 

請求記号 分野 
確定

申告 

請求記号 分野 

345.1 租税政策 336.4 人事・労務管理 

336.9 財務会計、申告納税 366.3 労働条件 

 

http://ufinity51.jp.fujitsu.com/cass/usrshd.do?tenantId=metro
http://www.library.metro.tokyo.jp/download/category/tabid/171/Default.aspx
http://iss.ndl.go.jp/
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html
http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index6.html
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参考室のインターネット端末では、以下のオンラインデータベースにアクセスして、雑誌・論文記事などを検

索することができます。 

種 類 概 要 

聞蔵Ⅱビジュアル 1926 年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン２１ 1975 年 4 月から当日までの日経４紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZINE PLUS 1981 年からの一般紙・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947 年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物まで、約３２万人のプロフィールの検索 

こんな記事が検索できます ※２０１４年 11 月 30 日時点のデータです。 

データベース  記事情報 掲載誌 請求記号 

聞蔵Ⅱビジュアル 
働き方 

グローブ 142号＜見出しを読み解く＞ 

「フリーランス労働者、カリフォルニア経済で成長中」  

朝日新聞 

2014 年 9 月 7 日 

朝刊グローブ11面 

 

確定 

申告 
ふるさと納税急増、秘策は特典にあり 

朝日新聞 長崎版 

2014年 10月 31日 

朝刊 地方 1面 

 

日経テレコン２１ 
働き方 

クラウドソーシング徹底研究④ 

非正規雇用の受け皿に 

日本産業新聞  

2014年 10月 23日 

19面 

 

確定 

申告 

会社員の特定支出控除 

経費節税、利用者 6→1600人に 

日本経済新聞  

2014 年 9 月 1 日 

朝刊 3面 

 

MAGAZINE PLUS 
働き方 

女の働き方は女が決める（第 2回）雇用の安定は求めるけ

れど“正社員化”の推進で私たちは幸せになれるのか？ 

婦人公論 

2014年10月 7日号 
雑誌 

確定 

申告 
サラリーマンのための 2014年版確定申告マニュアル 

日経マネー 

2014年 3月号 
雑誌 

 

 

「テレワークの推進」        http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/ 

「在宅勤務ガイドライン」（通達） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html 

「テレワーク普及促進関連事業」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html 

「在宅ワークの適正な実施のために」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html 

「テレワーク」               http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/ 

「HOME WORKERS WEB（ホームワーカーズウェブ）」   http://www.homeworkers.jp/aboutus.html 

 

「確定申告書等作成コーナー」 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 

「e-Tax」                        http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html 

過去 1年で検索 

「働き方」656件 

「確定申告」82件 

過去 1年で検索 

「働き方」337件 

「確定申告」33件 

過去 1年で検索 

「働き方」451件 

「確定申告」153件 

中野区立図

書館所蔵の

朝日新聞・

日本経済新

聞では見ら

れない、地

方版の記事

が見られま

す。 

働
き
方 

確
定
申
告 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index.html
http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/
http://www.homeworkers.jp/aboutus.html
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html
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新システム導入によるサービス変更のお知らせ 
12 月１日より図書館システムが新しくなりました。それにともない、サービスが変更されています。 

① 利用者カードが新しくなりました。 
② 貸出・予約点数が最大 15 点になりました（視聴覚資料はその内 5 点まで）。 
③ オープン利用端末が全館に設置されました。 

※その他のサービス変更、ご質問などは図書館カウンターやお電話、ホームページでご確認ください。 

 

年末年始の休館日のお知らせ 

年末年始は 12 月 29 日（月）～1 月 3 日（土）まで全館休館します。 

 展示のお知らせ 

 「古木鐡太郎の文学游歩」 「ピックアップ 

ライブラリー2014」 

～2014 年を本で振り返ろう～ 

「はぴりすとぴよぽんの 

おすすめ本めぐり」 

 内容 中野区にゆかりのある作家

や文化人の資料展示を行い

ます。今回の展示は志賀直哉

らと交流があった古木鐡太

郎を取り上げます。 

今年の出来事をまとめた年

表、文学賞受賞作、映像化し

た本や亡くなった作家の本

を展示し、2014 年を本で振

り返ります。 

様々なジャンルの中から、図

書館員おすすめの本を書評

とともに展示します。 

 期間 2014 年 12 月 1 日（月）～2015 年 1 月 29 日（木） 1 月 31 日（土）～3 月 26 日（木） 

 場所 地下 1 階 図書館正面入口 

平置ガラスケース 

一般開架特設コーナー 

（参考室手前）   

地下 1 階 エレベーター前 

ブラウジングコーナー 

地下 2 階 視聴覚ライブラリー 

地下 1 階 エレベーター前 

ブラウジングコーナー 

図書館正面入口    

平置きガラスケース 

 

各種イベントのお知らせ 

 ・1/4(日)～1/7(水)に「本の福袋」の貸出を行います。袋に入っているのは児童書 3 点。中身は開け

てからのお楽しみです！ 

・「イブニング映画会」（毎月最終水曜日）や各種講演会、連携事業などを行っています。 

   詳細は館内掲示のポスターや図書館ホームページにて、随時お知らせします。 

 
 おはなし会のお知らせ 
中央図書館では下記の日時でおはなし会を実施しております。お子様、保護者様はぜひご参加ください。 

  毎週水曜日 15:30～ 

  毎週土曜日 13:30～、14:30～、15:15～ 

  第４土曜日 11:00～、13:30～、14:30～、15:15～ 

☆小さい子向けおはなし会 原則第３火曜日 11：00～ 

 1/31（土）の第 5 土曜日もおはなし会を行います。 

小物を使った楽しいおはなし会です。 


