
税金について 

国税局によるインターネット上の 

税務相談室タックスアンサーを 

利用すると便利です。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/ind

ex2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

「自治医大卒業生 女性医師支援 NEWS vol.25 

 

vvol.23vol.ol.23volvol.22」 

平成 26 年 １１月 地域医療推進課発行 

子育てに関する 行政制度及び行政サービスについて 

第９回  「年末調整・確定申告」 

」 年末調整の時期、給与所得のみの場合、保険料の控除を記入すれば終

わりと考えがちですね。出産や育児にともなう休暇をとった場合、当然収入

が減ります。その結果、配偶者控除が適応になる場合もあることをご存知で

すか。今年の自分の収入をもう一度確認し、対象となった場合は、年末調

整で対応できます。是非確認してみましょう。 

その年の 12月 31日において、次の四つの要件のすべて

に当てはまる方。     

(1) ご自身が民法の規定による配偶者であること。         

(2) 納税者（夫）と生計を一にしていること。              

(3) 年間の合計所得金額が 38万円以下であること。                 

（給与のみの場合は給与収入が 103万円以下）       

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度

も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業

専従者でないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」 

 ■医療費控除とは■ 
 

生計を一つにする配偶者やその他

の親族が支払った医療費が、合計

で１０万円を超えた場合、所得控除

を受けることができます。これを医

療費控除といいます。 

 

出産した年は、出産費用だけではな

く、定期健診や通院費なども含めて

医療費控除の対象とすることができ

ます。この場合は出産育児一時金

などを差し引かなくてはなりません

が、定期健診や通院費＋家族の医

療費合計が10万円を超える場合、

医療費控除が適用されます。確認

してみましょう。 

 

配偶者控除 給与のみの場合は給与収入が 103万円以下 

配偶者特別控除 給与のみの場合は給与収入が 1４１万円以下 
 
配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得

金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合が

あります。これを配偶者特別控除といいます。 

 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはで

きません。また、控除を受ける人のその年における合計所得

金額が 1千万円以下であることが条件です。         

   ■自身が、次の五つのすべてに当てはまること。 

イ 民法の規定による配偶者であること 

ロ 納税者（夫）と生計を一にしていること。 

ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度

も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者

の事業専従者でないこと。 

ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。 

ホ 年間の合計所得金額が 38万円超 76万円未満で

あること。 

（給与のみの場合は給与収入が 141万円以下）  

 

 



 

 

配偶者控除については、本年

廃止について議論されていま

した、しかし、現在のところ結

論は先送りとなっています。本

年については、従来どおり実

施されている制度ですが。今

後も議論されていく可能性は

ありますから、来年以降、制

度を利用するときにはご確認

ください。 

配偶者控除は廃止？ 

【合計所得金額 計算例】 

Aさん 2月出産 

１月～3月 産前産後休   4月～12月 育児休業 

基本給与 50万円   

  1月～3月 産前産後（無給） ① 

4月～9月 育児休業給付金 50万×0.67×6か月＝２０１万円 ② 

育児休業給付金 50万×0.５×３か月＝１５０万円 ③ 

見た目の収入 ①＋②＋③＝351万円 

合計所得金額 ①のみ ０円   Aさんは配偶者控除対象となります。 

＊ただし、産前産後休暇が有給の場合は、1月～3月 ① 50万円×３か月＝１５０万円 

 この場合は配偶者控除対象とはなりません。 

Q．出産した際、42万円の出産育児一時

金を受け取ります。出産育児一時金は、控

除対象配偶者の判定上、合計所得金額に

含める必要があるのでしょうか。 

 

 A．健康保険法第 101条の規定に基

づき支給される出産育児一時金は、同法第

62条の規定により課税されないこととなって

いますので、控除対象配偶者に該当するか

どうかを判定するときの合計所得金額には

含まれません。 

 

 

 

 

 

 

「課税対象とならない給付金」  

出産給付金 
育児休業基本給付金 

Q．育児休業中に、地方公務員等共済組
合から支給を受けた「育児休業手当金」は

所得でしょうか。 

 

 A．「育児休業手当金」については、給
与の代替として支給されるものですが、非課

税所得であり、所得税は課されません。ま

た、控除対象配偶者に該当するかどうかを

判定するときの合計所得金額には含まれま

せん。 

 

 

 

 

 

確定申告は誰が？ 
配偶者控除や配偶者特別控除の対象だと確認された場合

に、年末調整で対応できますが、間に合わなかった場合は、配

偶者である夫が確定申告することで還付されます。 

【国税庁 タックスアンサーのページ】 

→所得税“クリック” 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 

配偶者控除に関して→夫婦と税金“クリック” 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 

医療費控除について→確定申告と還付申告“クリック” 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 

 

 



【おススメ資料】 

★★★★★ 青木眞先生インタビュー記事 

（週刊医学界新聞 2014年 9月 8日 第 3091号 シリーズ「この

先生に会いたい！！」公開収録版  

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03091_01） 

★★★★「海からの贈物」Anne Morrow Lindbergh （新潮文庫）

★★★ 空や海の写真集たち～「空の色」HABU、「いつか、楽園

へ」三好和義、他。 

★★「女性医師の多様な働き方を支援する」日本医師会女性医

師支援センター、「がんばれ！女性医師・医学生―仕事とパーソ

ナル・ライフの充実をめざして」日本家庭医療学会編集（プリメド社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後輩医師・学生へ一言メッセージ 

「①『いい加減』は『いい（＝良い）かげん』。②生きてるだけで 80点。③今を大切に。」 

 

 

       

 

         

 

 

 

「自治医大卒業生 女性医師支援 NEWS」

では、読者の皆様からのご意見をお待ちい

たしております。特集記事のテーマ、絵本や

その他のコーナーについても、ご希望などあ

れば、是非お寄せください。 

連絡先：自治医科大学 地域医療推進課  

卒後指導係  

E-mail：chisui@jichi.ac.jp 

Support for Woman Doctors ～私からあなたへ～ 

テーマ「女性医師支援～支援の受け手から「ありがとう」～」 

氏家 士富子 先生【茨城県 30期】 

茨城県立中央病院総合診療科（育児休業中） 

 

「女性」「医師」「支援」。 

一口に「女性」といっても人生いろいろ。「結婚」「子ども」の有無

などでの分類ですむものではなく、性格、家族背景、趣味など

様々です。妊娠・出産・子育ては「いのち」のことであり、自分の力

ではどうにもしようがないこともあり必ずしも望んだとおりになるとは

限りません（望んだ以上になることもあるでしょう）。 

「医師」だから、「女性医師」だから大変、ということもあります。

でも逆に「女性」「医師」であるがゆえのメリットもあります。 

「支援」がどうして必要なのか、あるとありがたいのか。それは、

医師という職業に専念するには精神的身体的に「身重」になるか

らで、簡単に言うと「それまでできていたような働き方はしにくくな

る、融通の利く勤務体制が大切になる」からです（もちろん妊産育

をしつつ「男性と同様にフルタイムで働く」女性医師もいます）。 

 女医は「3歩歩くと忘れるニワトリ」ではありません。受けた恩は覚えています。「つるの恩返し」のつる、

「かさこ地蔵」の地蔵のように、今はまだ無理でも将来お役に立ちたいと思っています。 

「女性医師支援」は性別に関わらず、自分の療養、家族の介護、子育てなどで「フルで働けない事情

がある医師の支援」につながります。おもてなしならぬ「おたがいさま」でワークライフバランスが良好な組

織・病院には、「働きやすい職場」として医師が集まるようになるでしょう。 

 この場をお借りして、私と家族をサポートしてくださっているすべての方々と、日本中の医療現場で女性

医師・子育て医師をサポートしてくださっている（割を食っている!?）先生方にお礼申し上げます。これま

でも、これからも、ありがとうございます。 

 「いのち」に接する機会の多い医療に携わる一人として、生きやすい社会づくりのために act locally にぼ

ちぼちいきたいと思っている今日このごろです。 

 

http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03091_01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋の夜長に、親子で絵本を楽しんではいかがで

すか。今回は、クリスマスのプレゼントとしてもお

勧めの、子どもの大好きな車・汽車が主人公と

なる絵本を紹介します。男の子に限らず、女の

子にも人気のある名作中の名作です。 

いたずら きかんしゃ ちゅうちゅう 
作：バージニア・りー・バートン 
訳：村岡 花子 
出版社：福音館書店 
発行：1961年 8月 
読んであげるなら４歳～ 
定価：1,２００（本体価格） 
 
小さな機関車ちゅうちゅうは、ある日かってに逃げだ
して事件をおこします。でも独りぼっちになるとすっか
り寂しくなって・・・。子どもの冒険心にぴったり合った
物語の展開と、機関車がまるで生きているようにリズ
ミカルにダイナミックに描かれた名作。幼児には長い
作品ですが、物語の世界に入り込み、何度読んで
も、また「読んで！」とせがまれます。 

 

しょうぼうじどうしゃ 

じぷた 
 
作：渡辺 茂男 
絵：山本 忠敬  
出版社：福音館 
発行日：1966年 6月 
読んであげるなら・4 歳～ 
定価：８００円（本体価格） 
 
豆消防自動車じぷたは小さなため
にあまりみんなから相手にされま
せん。ところがある日……。小さく
古い自分を惨めに思っていたじぷ
たが、山火事で大活躍。ページを
開くのがもどかしいほどの展開に、
親子二代のファンも多い 1 冊。 

 

車の色は空のいろ 

白いぼうし 
 
作：あまん きみこ  
絵：北田 卓史  
出版社：ポプラ社 
発行日：2000年 4月 
読んであげるなら 小学生～ 
定価： 1,000円本体価格）  
 
男の子がぼうしの中につかまえ
たチョウをにがしてしまった。松井
さんがチョウのかわりに思いつい
たものとは・・・心温まる短編集の
傑作。 
 

ジムボタンの機関車大旅行 
作：ミヒャエル・エンデ 
訳：上田 真而子 
出版社： 岩波書店 
発行日： 1986年 6月 
読んであげるなら 小学生～ 
定価： 1,800円（本体価格） 
 
小さな島国フクラム国に、ある日小
包が届きます。小包の中身は何と
赤ん坊、彼は成長し機関車が大好
きな少年ジム・ボタンとなり、親友
の機関士ルーカスとともに、冒険旅
行に・・・。二重三重に絡み合う物
語と予想をはるかに裏切る登場人
物。「モモ」「はてしない物語」の作
者ミヒャエル・エンデのデビュー作。 

絵 

 

本 

 

森 

 

の 

 

編集：NPO 法人とちぎユースワークカレッジ http://www.youthworkcollege.jp/ 


