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ワンポイント たばこ税の見直し

10月からたばこ税の税率等が見直されま
す。紙巻きたばこについては、国及び地方の
たばこ税の税率を４年かけて１本当たり３円
増額し、急速に市場が拡大している加熱式た
ばこについては、新たに課税区分を設けた上
で、製品特性を踏まえた課税方式に５年かけ
て見直されます。

国

税／9月分源泉所得税の納付

国

税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知


国

10月10日
10月15日

税／8月決算法人の確定申告


（法人税・消費税等）10月31日

国

税／2月決算法人の中間申告

国

税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告


10月31日

（年3回の場合）10月31日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分
の納付

市町村の条例で定める日

労

務／労働者死傷病報告
（7月〜9月分）
 10月31日

労

務／労災の年金受給者の定期報告


労


（7月〜12月生まれ）10月31日
務／労働保険料第2期分の納付

10月31日

（労働保険事務組合委託の場合は11月14日）

気
昔から、
「古傷が痛むと
雨が降る」といった言い伝
えがあります。実際に、雨
が降りそうになると関節が
痛くなったり、めまいを感
じたりする人がいます。
このように、気象の変化
によって発症したり症状が
悪化したりする病気を「気
象病」といいます。
気象病の検証実験
愛知医科大学の研究グル
ープは、気象病について様
々な実験やアンケート調査
を実施しています。
ラットを強制的に泳がせ
ると、うつ状態になって後
ろ肢を動かさないことがわ
かっています。20hPa 気圧
を減圧した状態でラットを
強制的に泳がせると、後ろ
肢を動かさない時間が 10 ～
60％延びたという結果がで
ました。この実験から、気
圧が下がることでうつ状態
が悪化したことがわかりま
した。
この研究グループが 20 歳
以上の6,000人を対象に行っ
たアンケート調査によると、
身体のどこかに３か月以上
続く慢性の痛みがある人は
約 40％でした。そのうち 25
％、つまり全体の約１割の
人が、天気が悪いときや天
気が崩れるときに痛みが悪
化すると回答しました。日
本の 20 歳以上の人口は約
１億人ですので、約1,000 万
人の人が天気の変化によっ

象

病

て何らかの痛みを感じてい
ることになります。これだ
け多くの人が、天気の影響
を受けて痛みを感じている
のですが、周囲の人に「な
ぜ具合が悪いのか」
「どれ
ほど痛いのか」を理解して
もらうことは難しいと感じ
ているようです。
発症のしくみ
愛知医科大学の研究グル
ープはこれまでの実験から、
鼓膜の奥にある「内耳」とい
う器官に、気圧の変化を感
じるセンサーがあると考え
ています。内耳のセンサー
でキャッチした気圧の変化
の情報を脳へ伝えると、自
律神経系が活性化されるよ
うです。気象病は、内耳に
ある気圧センサーが敏感な
ため、少しの気圧の変化で
過剰に脳に情報が伝わり、
交感神経と副交感神経のバ
ランスが崩れることで発症
すると考えられます。交感
神経が活発になりすぎると
痛みを感じ、副交感神経が
活発になるとだるくなった
り眠くなったりします。
①車に酔いやすい、②の
ぼせやすい、③夕方になる
と集中力がなくなる、④寒
暖差に弱い、⑤ストレスが
あると眠れなくなる、のう
ち３つ以上の項目が当ては
まる人は、気象病にかかり
やすいと考えられますので、
注意が必要です。

対処法
気象病は、内耳にある気
圧のセンサーからの情報に
対して身体が適切に対応で
きていないため発症します。
乗り物酔いも内耳と視覚か
らの情報が脳に混乱を引き
起こすことで起こることか
ら、気象病と乗り物酔いは
同じようなメカニズムで発
症すると考えられます。従
って、気象病によってめま
いが発症したときは、市販
の酔い止め薬を服用するこ
とが症状の改善につながる
ようです。気象の変化によ
る片頭痛の予防にも酔い止
め薬が効果的だそうです。
ストレスがあると眠れな
くなるように自律神経が乱
れがちな人は、普段から適
度な運動と十分な睡眠によ
って自律神経を整える習慣
を心掛けることが、気象病
の予防には大切です。
ひざの痛みなどの関節痛
は、高湿度や気温の低下に
よって引き起こされます。
梅雨時の除湿やエアコンの
風が直接当たって関節が冷
えないようにすることが大
切で、痛みを感じたらカイ
ロなどで温めることで、症
状が改善するようです。関
節痛は慢性化すると日常生
活にも支障をきたします。
気象病専門の外来もあるよ
うですので、医師に相談す
ることも良いでしょう。
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経済産業省が今年４月に
まとめた
「キャッシュレス・
ビジョン」によると、日本
でのキャッシュレス決済の
比率は 2015 年現在で 18.4％
でした。2008 年は 11.9％で
したので、6.5 ポイント程
度増加しています。一方、
世界各国の状況をみると、
最も普及している韓国では
89.1％、次いで中国の 60％、
アメリカが 45％と、諸外国
と比較すると普及割合はあ
まり進んでいません。
日本では少子高齢化と人
口減少によって労働者人口
が減少することから、生産
性を向上させることが喫緊
の課題とされています。国
は、キャッシュレスを推進
することで、実店舗などを
無人化・省力化させること
や、不透明な現金資産の見
える化、流動性の向上と不
透明な現金流通の抑止によ
る税収向上につながると考
えています。そこで昨年６
月 に「 未 来 投 資 戦 略 2017」
を閣議決定し、2027 年まで
にキャッシュレス決済の比
率を４割程度とすることを
目指すとしました。
支払手段
紙幣や硬貨といった物理
的な現金を使用しなくても
活動できる状態を、キャッ
シュレスといいます。キャ
ッシュレスの支払手段は、
プリペイド・リアルタイム
ペイ・ポストペイの３種類
に大別されます。日本では、
ポストペイ方式のクレジッ
トカードが主流です。キャ
ッシュレス化が最も進んで
3 ─ 10月号

キ ャ ッシュレス 社 会

日本の現状

いる韓国でも、クレジット
カードが多く利用されてい
ます。一方、イギリスやフ
ランスなどのヨーロッパ諸
国では、デビットカードが
最も普及しているようです。
各国の種類別カード保有
枚数を比較すると、日本は
総人口一人当たり 7.7 枚の
カードを保有しています。
これはシンガポールに次い
で世界で２番目に大きな値
で、キャッシュレス化が進
んでいる韓国よりも多く保
有 し て い る ことになりま
す。保有しているカードの
種類を見ても、日本ではク
レジットカード・デビット
カード・電子マネーを、そ
れぞれ一人当たり２～３枚
ずつ持っているようです。
普及が進まない理由
世界的に見ても現金以外
の支払手段を多種・多数保
有している日本で、キャッ
シュレス化が進まないのは
なぜでしょう。政府は、キ

ャッシュレス化が進まない
理由として、現金を好む国
民性にあると考えています。
その上で、外国に比べて盗
難が少ないという治安の良
さや、偽札が少ないことに
よる現金に対する信頼の高
さ、店舗などのレジの処理
が高速でかつ正確であるこ
と、ＡＴＭの利便性が高く
現金の入手が容易であるこ
となどをキャッシュレス化
が進まない社会的背景とし
て挙げています。博報堂の
調査によると、キャッシュ
レス社会に「なった方が良
い」が 48.6％だったのに対
して、「ならない方が良い」
は 51.4％と、キャッシュレ
ス社会に反対する意見が半
数を超えます。反対する理
由 と し て、「 浪 費 し そ う 」
や「お金の感覚が麻痺しそ
う」といった使い過ぎの不
安が挙げられていました。
キャッシュレス化が普及
しない要因として、実店舗
側の事情もあります。キャ
ッシュレス化に対応するた
めには、支払端末の設置や
支払サービス事業者に対す
る手数料のように、導入や
維持運用にコストが発生す
ることが、キャッシュレス
化に対応しない大きな理由
の一つのようです。また、
現金決済の場合は即時に資
金化できますが、キャッシ
ュレス決済を導入すると、
一般的には資金化できるま
でに半月から１ヶ月程度か
かることも、キャッシュレ
ス化が進まない要因と考え
られています。
参考文献：キャッシュレス・
ビジョン（経済産業省）

食べ合わせ
「食欲の秋」というように、秋は果物を
はじめ美味しい食材がたくさんあります。
しかし、例えば「天ぷら」と「すいか」のよ
うに、食べ合わせの悪い組み合わせもある
ので、注意が必要です。
カニは、ビタミン B1や B2 が多いので栄
養の代謝を良くするといわれていますが、
傷みやすい食材です。一方で柿は消化が悪
いうえ、カニも柿も身体を冷やす食材なの
で、一緒に食べるとより身体を冷やしてし
まい、特に冷え性の人は症状が重くなるこ
とがあります。同様に、茄子の漬物と蕎麦
の組み合わせも、共に身体を冷やす作用が
あるので、良くない組み合わせとされてい
ます。ただ、蕎麦は加熱すると身体を冷や
す作用が緩和されるので、温かい蕎麦にし
て、身体を温める効果のあるネギや七味を
加えると良いでしょう。
シラスには身体の成長に関係するリジン

というアミノ酸が含まれています。大根に
はリジンの吸収を阻害する作用がありま
す。したがって、シラスと大根はリジンの
摂取という点では、一緒に食べない方が良
いことになります。ただ大根には、シラス
に含まれるカリウムやカルシウムの吸収を
助けるビタミン C が含まれているので、シ
ラスと大根を一緒に食べるときは酢をかけ
て食べると良いそうです。
トマトときゅうりはサラダとして一緒に
食べることがあると思いますが、実はあま
り良くない組み合わせのようです。トマト
に含まれるビタミン C にはガンや脳卒中
などの予防に効果があるとされています
が、きゅうりに含まれるアスコルビナーゼ
にはビタミン C を壊す作用があるそうで
す。
ラーメンとごはんは炭水化物摂取量が増
えて疲労や肥満を招く恐れがあるので、良
くない組み合わせです。どちらも糖質代謝
に関係するビタミン B1 をあまり含んでい
ないことも理由に挙げられます。

国会同意人事

会計検査院の検査官や日本銀
行の総裁などの人事は、国会の
本会議での同意を経て内閣や内
閣総理大臣、各省の大臣が任命
します。この仕組みを「国会同
意人事」といいます。対象は、
約四〇機関、二五〇人以上で、
内閣が人事案を衆参両院の議院
運営委員会理事会に提示し本会
議で議決されます。
予算案や法案と違い、衆議院

リュウグウ

で可決されても参議院で否決さ
れると直ちに不同意となります。
不同意の場合は、後任者が任命
されるまで欠員となるか、前任
者がいる場合は前任者が後任者
の任命まで引き続き職務を行う
とされています。実際に、いわ
ゆる「ねじれ国会」では不同意
になることも多くあり、例えば
二〇〇八年に自公政権が提示し
た日銀総裁・副総裁人事案を参
院民主党が反対したため二〇日
間の空白期間が生じています。

小惑星探査プロジェクトを実施している
宇宙航空研究開発機構（JAXA）が打ち上げ
た「はやぶさ２」が、６月 29 日に目的の小
惑星であるリュウグウ（Ryugu）に到着し
ました。はやぶさ２が 2014 年 12 月に打
ち上げられてから、実に 1,302 日目でし
た。
リュウグウは、1999 年にアメリカが発
見した小惑星です。直径が約 900 ｍ、明
るさは約 22 等級でかなり黒っぽい小惑星
です。2008 年にはリュウグウは地球から
約 2,400 万㎞離れていましたが、2020 年
には 900 万㎞くらいまで接近するようで
す。このタイミングで、はやぶさ２は地球
に帰還する予定です。
リュウグウは球形に近い形をしていて、
約７時間半で自転をしています。リュウグ
ウには水を含む岩石があるとみられており、
はやぶさ２の探査による解明が期待されま
す。
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