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◆ 2月の税務と労務
国




2月

税／平成28年分所得税の確定申告
2月16日～3月15日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）

国

税／贈与税の申告

国

税／1月分源泉所得税の納付

国

税／12月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）


2月1日～3月15日
2月10日
2月28日

国

税／6月決算法人の中間申告

国

税／3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

国

税／決算期の定めのない人格なき社団等の法人

（年3回の場合）

税の確定申告及び納付

ワン
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2月28日
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（如月） FEBRUARY
11日・建国記念の日
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2月28日
2月28日

地方税／固定資産税
（都市計画税）
の第4期分の納付


市町村の条例で定める日

国税の口座振替の領収証書送付取り止め 国税庁では、国税を口座振替で納付した納
税者への金融機関からの領収証書の送付を本年１月から取り止めています。現在は送付
に代えて、ｅ-Ｔaxで申告している納税者はｅ-Ｔaxホームページで振替納税結果が確認で
き、書面による証明が必要な場合は、税務署で口座振替がされた旨の証明をしています。

JICA とは
独立行政法人国際協力機
構（JICA）は、開発途上地域
などの経済や社会の開発・
復興や、経済の安定に寄与
することによって、国際協
力を進めていく組織です。
JICAの歴史は古く、1954
年にコロンボ・プランに加
盟して日本の技術協力事業
を開始したことが始まりと
されています。その後、1965
年には現在の青年海外協力
隊にあたる「日本青年海外
協力隊」が発足し、それか
ら約10 年後の1974 年には国
際協力事業団
（こちらもJICA
といいます）が設立されま
した。
JICAの主な業務としては、
研修員の受け入れや専門家
の派遣といった開発途上国
への技術的な協力、円借款
や海外投融資といった有償
資金協力、国民などが行う
協力活動の推進、調査・研
究などが挙げられます。
JICA ボランティア
JICAが実施する事業の一
つに JICA ボランティア事
業があります。この事業は、
日本の政府開発援助（ODA）
の一環として行われるもの
で、開発途上国や日系人社
会からの要請に見合った技
術や知識などを持ち合わせ
た人を募集し、訓練を経て
派遣する事業です。
JICAボランティアの活動

地域は、大きく「アジア・ア
フリカ・中南米・大洋州・
中東地域」と「中南米の日
系人社会」の２つに分けら
れます。海外で活動するの
で多少の語学力は必要です
が、目安としては英検３級
以上、TOEICのスコアでは
330 点以上とされています。
派遣前に集中的に語学を学
ぶ訓練も行っているようで
す。
青年海外協力隊と
シニア海外ボランティア
アジア・アフリカ・中南
米・大洋州・中東地域で活
動する JICA ボランティア
のうち対象年齢が 20 〜 39
歳の者を
「青年海外協力隊」
、
40 〜 69 歳の者を「シニア海
外ボランティア」といいま
す。どちらも、小学校教育・
野菜栽培・エイズ対策・自
動車整備などの活動を行っ
ています。毎年春と秋の２
回募集があり、原則２年間
派遣されます。
日系社会青年ボランティア
と日系社会シニア・ボラン
ティア
中南米の日系人社会で活
動するJICAボランティアの
うち対象年齢が 20 〜 39 歳
の者を「日系社会青年ボラ
ンティア」
、40 〜 69 歳の者
を「日系社会シニア・ボラ
ンティア」といいます。こ
ちらは、日系日本語学校の
教師や経営管理、ソーシャ
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ルワーカーなどの活動を行
っています。こちらも春と
秋の年２回募集があり、原
則２年間派遣されます。
活動の支援
活動拠点には現地事務所
が設置されており、ボラン
ティアが健康で安全に活動
できるように、日本人スタ
ッフと現地スタッフが支援
をしています。渡航費や現
地での生活費などは JICA
が負担します。また、シニ
ア海外ボランティアや日系
社会シニア・ボランティア
は、家族を連れて赴任する
こともできるようです。
派遣期間が終了して帰国
した後も、進路相談やボラ
ンティア経験を次のキャリ
アに活かすセミナーといっ
た支援制度や、大学・大学
院への特別入試制度など、
帰国したボランティアの方
へのサポートも JICA は行
っています。自治体なども
JICAボランティアの経験は
高く評価しており、教員や
自治体職員への特別採用枠
を設けているところもある
ようです。
JICA では、JICA ボラン
ティアの活動をより知って
もらうために、活動の様子
を YouTube で公開したり、
公 式 facebook で 配 信 し た
りと、様々な情報発信をし
ています。
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コンピュータやネットワ
ークに不正に侵入して、デ
ータを詐取したり破壊や改
ざんをしたりすることで、
そのコンピュータやネット
ワークが機能できない状態
に陥らせることを、サイバ
ー攻撃といいます。サイバ
ー攻撃には、特定の組織や
個人を狙ったものと、不特
定多数を攻撃するものがあ
ります。
不正アクセスやサイバー
攻撃の手段の一つであるマ
ルウェアには様々な種類が
あり、サイバーセキュリテ
ィ対策について何から始め
れば良いのかわからない人
が多い原因にもなっていま
す。しかし、さまざまな機
器やシステムがインターネ
ットとつながって作動して
いる昨今では、知らない間
にサイバー攻撃の被害にあ
っている場合もあります。
2010 年 に は イ ラ ン の 核 燃
料施設へのサイバー攻撃が
あり、人命にもかかわる問
題といえます。
対策の現状
サイバーセキュリティに
お金をかけても、これが直
接利益を生むわけではあり
ません。そのため、対応を
進めている企業は少数にと
どまっています。しかし、
実際に機密情報が流出した
企業では、ブランドの失墜
やその対応に数十億から数
百億円のコストがかかって
います。
また、あらゆるモノがネ
ットにつながる IoT 機器を
みると、セキュリティ対応
3 ─ ２月号

サイバーセキュリティ対策

サイバー攻撃

をするには性能に限りがあ
るものが多くあります。IoT
機器自体は耐用年数が長く、
結果的に長期間にわたって
監視が行き届かない状態に
なっているものもあるよう
です。
そこで政府は、「サイバ
ーセキュリティ経営ガイド
ライン」と「IoT セキュリテ
ィガイドライン」を策定し
ました。
サイバーセキュリティ
経営ガイドライン
多くの企業は業務にパソ
コンを使用しており、その
大半は外部のネットワーク
につながっています。また
工場などの制御システムな
どコンピュータ以外のシス
テムも外部につながってい
るものが増えています。
ガイドラインでは、サイ
バーセキュリティは経営問
題だと明言。経営者自身が
サイバーセキュリティリス
クを認識し、リーダーシッ
プをとってこれらのシステ
ムへの対策を進めることが
必要だとしています。
この対策は、自社はもち

ろん、系列企業やビジネス
パートナーへも徹底する必
要があります。そして、緊
急時だけではなく普段から
セキュリティ対策や対応に
ついての情報を開示するな
どして、関係者とのコミュ
ニケーションを適切に図る
ことが重要だとしています。
IoT セキュリティ
ガイドライン
これまでインターネット
などに接続されていなかっ
た機器が通信機能を持つよ
うになり、2020 年には約530
億個の IoT 機器がネットワ
ークサービスに活用される
とみられています。そこで
ガイドラインでは、IoT 機
器などの供給者である経営
者や技術開発者を対象とし
た対策についての指針を示
しています。さらに、IoT
機器の利用者に対しても、
留意すべきルールを示して
います。
対策の今後
企業のサイバーセキュリ
ティ対策に対する意識の高
まりとして、アクセスログ
の保管が挙げられます。こ
のアクセスログは、有事の
際の証拠になります。また、
サイバーセキュリティにつ
いての対応チームを持つ企
業も増えつつあります。
逆にサイバー攻撃側から、
AI を搭載したウィルスが
出る可能性もあり、攻撃手
段が進化する脅威は避けら
れません。企業として新た
な脅威に対応していくため
には、最新の情報を収集し
地道な対策を続けることが
重要でしょう。

ハイビーム
車のヘッドライトには、通常、ロービー
ムとハイビームが備えられています。ロー
ビームは前方 40m 先を、ハイビームは前
方 100m 先を照らすことができます。では
夜間の走行中、ヘッドライトはロービーム
とハイビームのどちらを使用するのが良い
のでしょう。
ロービームの正式名称は「すれ違い用前
照灯」
、ハイビームの正式名称は「走行用
前照灯」といいます。道路交通法では、車
両等は夜間に道路を走行する場合、前照灯・
車幅灯・尾灯その他の灯火をつけなければ
ならない、とされています。そして、車両
等が他の車両等と行き違う場合や他の車両
等の直後を走行する場合で、他の車両等の
交通を妨げるおそれがあるときは、灯火を
消したり、灯火の光度を減じたりするなど
の操作をしなければならない、とされてい
ます。これらのことから、対向車や前走車

が存在するときはロービームを使用し、普
段使用するヘッドライトはハイビームとい
うことになるようです。
ここ最近、ハイビームで走行することが
推奨されています。その理由は、危険回避
が容易だということと、高齢歩行者の死亡
事故が増加していることが理由のようです。
実際に、2013 年に北海道で発生した車と
歩行者や自転車との夜間死亡事故は 42 件
で、そのうち 41 件はロービームで走行し
ている車だったという報告があります。た
だ街灯や建物の明かりがあり交通量も多い
都市部などでは、ロービームを使用します。
また霧中を走る場合、霧の粒子にライトの
光が乱反射するため、ハイビームではかえ
って視界が遮られるので、ロービームの方
が良いそうです。
なお夜間とは、日没から日の出までの時
間をいいます。ただ 16 時〜 20 時の死亡事
故が突出して多いというデータもあります。
日没 30 分前には点灯して、事故を未然に
防ぎましょう。

節分

節分は季節の分け目という意
味があり、立春・立夏・立秋・
立冬の前日を指します。ただ、
旧暦では立春の頃が一年の始ま
りなので最も重要と位置付けら
れており、節分といえば一般的
には立春の前日とされるように
なりました。なお、節分の日は
毎年二月三日ではありません。
立春は太陽の角度が三一五度に
な っ た 日 と 定 め ら れ て お り、

ファイトケミカル

二〇二一年は立春が二月三日、
節分が二月二日になります。
節分に行う豆まきは、宮中行
事の追儺と寺社が邪気を祓うた
めに行っていた豆打ちの儀式が
合わさったものといわれていま
す。豆のまき方は、家の奥から
順番に行い、最後は玄関にまく
そうです。
恵方巻きを食べる習慣は関西
から始まり、大手コンビニチェ
ーンによって全国に広まりまし
た。今年の恵方は北北西です。

植物の色素や香りなどに含まれる化学物
質に「ファイトケミカル」があります。フ
ァイトケミカルは、抗酸化力や免疫力をア
ップする成分として、最近注目されていま
す。
ファイトケミカルは約１万種あるといわ
れています。赤ワインやブルーベリーなど
に含まれるアントシアニンや、大豆などに
含まれるサポニンなど、よく耳にする物質
も多くあります。
炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミン・
ミネラルの５大栄養素と違い、ファイトケ
ミカルは摂取しなくても体に悪い影響を与
えることはない一方、ファイトケミカルを
摂取することで生活習慣病の予防やアンチ
エイジングに効果があるようです。
食物繊維と合わせて７大栄養素と呼ばれ
るようになったファイトケミカルの積極的
な摂取が、健康増進につながるようです。
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