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12 月 の 税 務 と 労 務

（師走） DECEMBER

国

税／給与所得者の年末調整

日

国

税／4月決算法人の中間申告

国

税／1月、4月、7月決算法人の消
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国

税／給 与 所 得 者の扶 養 控 除 等

1月6日

（ 異動 ）申告書及び保険料

費税の中間申告
（年3回の場

控除申告書の提出

合）

今年最後の給与を支払う前日
国

税／11月分源泉所得税の納付

国

税／10月決算法人の確定申告

3期分）
の納付

12月10日
（法人税・消費税等） 1月6日

1月6日

地方税／固定資産税・都市計画税
（第
市町村の条例で定める日
労

務／健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届
支払後5日以内

ワンポイント

国外財産調書制度

海外資産を把握するため、12月31日時点で国外財産の合計が5
千万円超の居住者が、その種類、数量、価額、所在等を記載した
調書を翌年3月15日までに税務署長に提出する制度。期限内に提
出した場合には、記載した財産に所得税等の申告漏れがあったと
きでも、
過少申告加算税が減額される特例等が設けられています。

改正女性活躍推進法
女性活躍推進法とは
女性の職業生活における
活躍の推進についての基本
原則を定め、国や地方公共
団体、事業主の責務を明ら
かにすることを目的に、平
成 28 年４月に「女性の職業
生活における活躍の推進に
関する法律（以下：女性活
躍推進法）
」が、10 年 間 の
時限立法として施行されま
した。この法律では、基本
方針や事業主の行動計画の
策定、女性の職業生活にお
ける活躍を推進するための
支援措置などについて定め
られています。
女性活躍推進法では、国
は女性の職業生活における
活躍の推進に関する基本的
な方向性や、事業主が実施
すべき女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する取
組に関する基本的な事項な
どの、基本方針を策定しな
ければならないと定められ
ています。そして地方公共
団体は、国が策定した基本
方針などを勘案して、女性
の職業生活における活躍に
ついての推進計画を策定す
ることが努力義務として規
定されています。

事業主行動計画の策定等
女性活躍推進法が施行さ
れたことで、常時雇用する
労働者が 301 人以上の事業
主は、①自社の女性の活躍
状況を把握し、課題分析を
行うこと、②行動計画を策

定し、社内周知や公表を行
うこと、③行動計画を策定
した旨を都道府県の労働局
へ届け出ること、④女性の
活躍に関する情報を公表す
ることが義務付けられまし
た。
活躍状況の把握や課題分
析については、必ず把握す
べき項目として、次の４つ
の基礎項目が定められてい
ます。
⑴ 採用した労働者に占め
る女性労働者の割合
⑵ 男女の平均継続勤務年
数の差異
⑶ 労働者の各月ごとの平
均残業時間数などの労働
時間の状況
⑷ 管理職に占める女性労
働者の割合

行い、その行動計画に盛り
込んだ取り組み内容を実施
して、数値目標を達成した
事業主には、助成金が支給
されます。また、生産性要
件を向上させた企業につい
ては、この助成金が割増さ
れます。

女性活躍推進法の改正

女性活躍推進法が改正さ
れ、今年の６月５日に公布
されました。改正法では、
事業主行動計画の策定・公
表などの義務の対象となる
企業が、常時雇用する労働
者が 101 人以上の事業主に
拡大されます。また、301
人以上の労働者を雇用して
いる事業主については、女
性活躍に関する情報公表が
強化され、①職業生活に関
優良企業の認定など
する機会の提供に関する実
績、または②職業生活と家
行動計画を策定し届出を
庭生活との両立に資する雇
行った企業のうち、女性の
用環境の整備に関する実績
活躍に関する取り組みにつ
のいずれか１項目以上を公
いての実施状況が優良な企
表しなければいけません。
業は、厚生労働大臣の認定
えるぼし認定については、
を受けることができます。
従来の認定基準よりも水準
この認定を受けると、認定
マークである「えるぼし」 の高い「プラチナえるぼし
を商品などに付けることが （仮称）」認定が創設されま
す。
できます。
厚生労働省の「女性の活
各府省などが総合評価落
躍・両立支援総合サイト」
札方式や企画競争による調
には、女性の活躍推進企業
達によって公共調達を実施
データベースがあります。
する場合、えるぼし認定企
このデータベースは、学生
業については加点評価され
などの求職者が見やすいス
るので、えるぼし認定企業
マートフォン版もあるよう
は公共調達では有利になり
です。
ます。
行動計画の策定・公表を
12月号 ─ 2

災害に
備えて

ローリングストック

います。今回アレルギー対
応部門で金賞を受賞した
「美味しい防災食 赤魚の
煮付」は、アレルゲン特定
原材料 27 品目を使用して
いない点で高く評価されま
した。魚の煮付にも関わら
ず、大豆を原料とした醤油
を使用していない点も注目
されました。

災害が起こったとき、食
糧を確保することはとても
重要です。いざという時に
備えて食料を備蓄しておく
ことはなかなか難しく、定
期的に確認しておかないと、
いざという時に賞味期限が
切れていたり、温めないと
食べられなかったりという
災害時の避難
ことが起こりえます。
備蓄の新しい考え方とし
避難情報には、危険度の
て、
「ローリングストック」
低い方から、「避難準備・
ガスボンベや日常的に使用
という方法があります。ロ
高齢者等避難開始」、「避難
する乾電池・使い捨てカイ
ーリングストックは、保存
勧告」、「避難指示」があり
ロなどを、ローリングスト
食を備蓄しておくのではな
ます。「避難準備・高齢者
ックで備蓄しておくと、い
く、日常の中に食糧備蓄を
等避難開始」が発令される
取り込むという考え方です。 ざという時に対応しやすく
と、緊急避難場所が開設さ
なります。
具体的には、普段から少
れ始めますので、家族に高
し多めに食材や加工品を買
齢者がいる場合や危険な地
災害食大賞
っておき、使ったら使った
域に住んでいる場合は、早
分だけ買い足していくこと
めに避難を開始した方が良
2016 年に、優れた非常食
で、常に一定量の食料が備
いでしょう。ただし、夜暗
や災害食を表彰する災害食
蓄されている状態になって
くなってから避難するのは
大賞が始まりました。2019
いることです。
危険なので、日没前の明る
年には、33 社から70 製品が
ローリングストックを行
いうちに避難を完了しまし
エントリーされ、「うまみ
う際に注意することは、古
ょう。
部門」、「アレルギー対応部
いものから使うことと、使
避難する場所は、大きく
門」、
「新製品・セット部門」、
った分は必ず補充すること 「インバウンド対応部門」 「避難場所」と「避難所」の２
です。どれが古い物かわか
種類あります。「避難場所」
の４つの部門で、金・銀・
らなくならないように、新
は、災害が発生する恐れが
銅賞・奨励賞・特別賞が決
しいものは右側に配置し、 定されました。
ある場合などに、その危険
必ず左側から使うなどの工
から身を守るために一時的
うまみ部門では、「その
夫が必要です。
に非難する場所で、基本的
まんまカレー」が金賞を受
に飲料水や食料などの備蓄
賞しました。これは、カレ
食糧以外にも・・・
ーの中にご飯が混ぜてあり、 はされていません。一方の
水も熱もいらない災害食で 「避難所」は、小中学校な
せっかく食材を備蓄して
どに設置され、災害により
す。他には、長期保存でき
いても、
災害によって電気・
家に戻れなくなった人が一
る野菜ジュースなどが受賞
ガス・水道が止まってしま
定の期間滞在するための施
しています。
い、調理ができないという
設です。災害救助法の一般
アレルギー物質を使用し
ことも想定されます。そこ
基準では、避難所の開設期
ていない災害食は、まだま
で、調理をするためにカセ
間は原則７日以内とされて
だ少ないのが現状です。そ
ットコンロを用意しておく
いますが、大規模災害時に
のためアレルギーがある人
と良いでしょう。カセット
は延長されることも想定さ
は、災害が発生すると、と
コンロにはガスボンベが必
れています。
たんに食べ物に困ってしま
要です。食糧だけではなく
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リレーアタック
多くの自動車で採用されているスマート
キーの機能を悪用した車の盗難が多発して
います。
スマートキーは、キーを身に着けている
と、自動車のドアノブに手を近づけるだけ
でロックが解除されたり、車内に入ってエ
ンジンボタンを押すとエンジンがかかった
りするシステムです。スマートキーと車両
本体には、１台ごとに暗号化された固有の
電波を感知する送受信機が付いています。
スマートキーからは常に微弱電波が発信さ
れていて、キーと自動車が近づくと送受信
機が電波を識別し、開錠や施錠を行います。
リレーアタックは、この仕組みを逆手に
取った盗難方法です。まず、犯行グループ
の一人がスマートキーを持った運転手に近
づき、スマートキーから発せられる電波を
特殊な受信機で受信します。そして受信し
た電波を増幅させて仲間に送信します。そ

の仲間は、増幅させた電波を受けた受信機
を持って車に近づき、ロックを解除してエ
ンジンを始動させ、車を盗難します。
この方法による盗難を防ぐ方法は、スマ
ートキーから発せられる電波を遮断するし
かありません。自宅の場合は、お菓子の空
き缶に入れるだけでも、電波を遮断できる
場合もあるようです。また最近では、電波
遮断ポーチやスマートキーケースも多く販
売されています。またスマートキーには、
微弱電波をオフにする設定があります。た
だし、一部の車を除いてディーラーで設定
してもらう必要があるので、あまり有効と
はいえません。最近では、リレーアタック
対策モードが搭載された盗難防止装置も販
売されているようです。また、直接的にリ
レーアタックを防止するアイテムではあり
ませんが、ハンドルロックを取り付けるこ
とで、防犯対策を取られている車であるこ
とが明らかになり、狙われにくくなります。

直葬

家族が亡くなったとき、通夜
や告別式などを行わず、自宅や
病院から遺体を直接火葬場に運
び、火葬によって弔う儀式を「直
葬」といいます。
直葬は、一般的な葬儀よりも
費用が抑えられることや、香典
返しや葬儀を手伝ってもらった
人へのお礼も必要ないことから、
直葬を選ぶ人も増えているよう
です。また、遺体を安置してお

バーゼル条約

く期間が短いので、親族の負担
が軽くなることもメリットです。
直葬は、基本的には身内だけ
で行われます。そのため、あと
から故人と親しくしていた友人
などから葬儀に参列できなかっ
たと不満を言われることもあり
ます。また菩提寺によっては、
通夜や告別式を省いたことで、
納骨を認めないところもあるよ
うです。直葬を行う際はあらか
じめ親族や菩提寺に相談してお
いたほうが良いでしょう。

先進国で発生した有害な廃棄物が、発展
途上国に放置されて環境汚染が生じるとい
う問題が、1980 年代ごろから発生したこ
とを受けて、1989 年３月にスイスのバー
ゼルで、「有害廃棄物の国境を越える移動
及びその処分の規制に関するバーゼル条
約」が採択されました。
日本は、1993 年にこの条約を締結し、
国内でも「特定有害廃棄物等の輸出入等の
規 制 に 関 す る 法 律 」が 施 行 さ れ ま し た。
2018 年５月末現在、バーゼル条約に加盟
しているのは、186 の国と機関です。
バーゼル条約では、対象の有害廃棄物を
輸出する場合、輸入国の書面による同意が
必要になります。条約非締結国との廃棄物
の輸出入や南極地域への廃棄物の輸出は禁
止されています。今年５月の改正で、汚れ
たプラスチックごみが規制の対象になりま
した。
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