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4月の税務と労務
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ワンポイント 消費税の総額表示が必要に

商品の値札やチラシ等において、消費税相
当額を含む支払総額を一目で分かるようにす
る「総額表示」が4月から必要となりました。
ただし、適切に表示された税込価格と合わせ
て税抜価格を併記することは認められます。
なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は
原則、総額表示の対象外とされています。

国

税／3月分源泉所得税の納付

国

税／2月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等）

4月12日

国

税／8月決算法人の中間申告

国

税／5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告



4月30日
4月30日

（年3回の場合）


4月30日

地方税／給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出


4月15日

地方税／固定資産税
（都市計画税）
の第1期分の納付


市町村の条例で定める日
（原則4月中）

地方税／土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧


4月1日〜4月20日

または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
地方税／軽自動車税の納付

労

市町村の条例で定める日
（原則4月中）

務／労働者死傷病報告
（休業4日未満：1月〜3月分）


4月30日

新幹線を運行する技術
高速・正確・安全
新幹線には、東海道・山
陽・東北などフル規格の新
幹線（正式には新幹線鉄道）
と、秋田・山形などのよう
に在来線を改軌などして利
用するミニ新幹線がありま
す。2018 年度には、フル規
格の新幹線の利用者は 1 日
当 た り 約 120 万 人 で し た。
これほど多くの人を円滑に
移動させるので、新幹線は
高速で正確に、かつ安全に
運用する必要があります。
東海道新幹線では、定期
列車は 1 日あたり約 310 本
あ り ま す。JR 東 海 で は 車
両の数は 130 編成ほどしか
ないので、割り当てをしな
ければいけません。1 つの
車両編成が 1 日に使用され
る行程を表したものを「車
両運用表」といいます。車
両運用表には、行程だけで
はなく清掃や検査の予定な
ども記載されていて、その
列車の状況がひと目でわか
るようになっています。
車両の検査には、仕業検
査・交番検査・台車検査・
全般検査があります。仕業
検査は、パンタグラフや戸
閉め装置などの装置の動作
確認をするもので、1 ～ 2
時間ほどかかります。交番
検査は、ディスクブレーキ
などの機器カバーを取り外
して内部の状態などを確認
するもので、半日ほどかか
ります。台車検査は、台車
を車体から取り外し超音波

などで内部に傷などがない
かを探すもので、10 日～半
月ほどかかります。全般検
査は、車体から機器や装置
のほとんどを外して検査す
るもので、1 か月ほどかか
ります。全般検査の最後に
は外側を塗装し直します。
ダイヤ
列車の本数は、乗車率を
もとに決められています。
乗車率が 100％に近ければ
本数を増やし、逆に低迷し
ていれば運転区間の短縮や
停車駅の見直しなどが検討
され、ダイヤ改正に反映さ
れます。ただ、新しく開業
する場合は乗車率がわから
ないので、国土交通省が公
開している「全国幹線旅客
純流動調査」という統計資
料や並行する在来線の利用
動向などを参考に、本数が
決められます。
在来線と異なり新幹線に
は、多くの臨時列車が運転
されています。利用者が最
も多い東海道新幹線では、
臨時列車が 60 本ほど設定
されており、その運転日は
それぞれ異なっています。
そのため、東海道新幹線の
ダイヤは毎日異なっており、
コンピュータシステムによ
って作成されたダイヤを人
が確認をしてから、運用さ
れているそうです。
トラブルが発生してダイ
ヤが乱れたときは、実績を
もとに予想されるダイヤを
作成し、指令員が確認をし

てから変更の指示が出され
ます。
過密ダイヤを可能に
東海道新幹線が開業した
1964 年当初の列車の本数
は、1 日に 60 本でした。そ
れが 2018 年には臨時列車
を含めると 1 日平均 373 本
に増え、繁忙期には 400 本
を超える列車が運転されて
います。これだけの過密ダ
イヤを可能にしたのは、列
車のスピードアップです。
開業当初、東海道新幹線
の 最 高 速 度 は 時 速 210km
でした。それが今では時速
285km にまで速くなってい
ます。さらに、各駅停車の
列車にも高性能の車両を投
入するようになったのも、
過密ダイヤを可能にしてい
ます。これは、各駅停車の
列車を追い抜く列車だけ速
くしても、各駅停車の列車
が遅ければ詰まってしまい、
結局全体的にスピードダウ
ンしてしまうからです。
東京駅と大宮駅の間で
は、東北・上越・北陸など
多数の列車がひしめき合っ
ています。そこでここでは、
東北新幹線と山形新幹線、
といったように二つの新幹
線を分割・併合させて運転
しています。また、上越新
幹線は 8 両編成の車両を連
結させて 16 両として運転
され、旅客の多い区間と少
ない区間を効率よく運転で
きるようにしています。

4 月号 ─ 2

選挙制度
日本の選挙制度は、①男
女の別なく満 18 歳以上の
者に選挙権を認める「選挙
平等の原則」
、②選挙人は
自由な判断で投票し、その
秘密は守られる「投票自由
の原則」
、③選挙の執行は
公正・平等に行われる「選
挙公正の原則」の 3 つの原
則を柱としています。公職
選挙法は、この 3 つの原則
に則り、選挙を公正・公平・
適正に行うための基本的な
法律です。
公職選挙法の「公職」の
種類は、国会議員や地方議
員、土地改良区総代、最高
裁判所の国民審査などがあ
ります。
選挙の事務を管理執行す
る機関を、選挙管理委員会
といいます。国に中央選挙
管理会が、都道府県と市町
村にそれぞれ独立した行政
機関として選挙管理委員会
が置かれています。委員は
議会で選挙によって選ばれ、
議会の議員や長を兼ねるこ
とはできません。また同じ
政党や団体に属する人が 2
人以上占めないこととされ
ています。
立候補
各種の公職に就くために
は、その選挙に立候補を届
け出ないといけません。立
候補には、自らが行う「本
人届出」と、他の人が特定
の人を推薦する
「推薦届出」
3 ─ 4 月号

公職選挙法

今年 10 月に衆議院が任
期満了を迎えますので、そ
れまでに総選挙が行われま
す。そこで今回は、公職選
挙法について取り上げます。

があります。衆議院小選挙
区選挙では政党等が所属す
る人を届け出る「政党届出」
もできます。
また、衆議院と参議院の
比例代表選挙では、政党等
が名簿を届け出ることで、
名簿に記載された人を候補
者とすることができます。
立候補の届け出は、所定
の文書に戸籍謄本（抄本）
などを添えて、その選挙の
期日の告示日に、選挙長に
届け出る必要があります。
郵送での届け出は認められ
ていません。
立候補は、選挙期日まで
に被選挙権の年齢要件を満
たせば誰でもできますが、
選挙の管理執行に関わる事
務関係者や公務員は、在職
のまま候補者になることは
できません。
立候補の際には、所定の
金額などを供託所に預けな
ければいけません。供託制
度は、当選を争う意思のな
い人が売名などの目的で立
候補することを抑制するた
めの制度です。供託したも

のは選挙が終われば返却さ
れます。ただし、途中で立
候補を辞退した場合や得票
数が一定数に達しなかった
場合は、没収されます。
選挙運動
自分の支持している人を
当選させようとして有権者
に働きかけることを、「選
挙運動」といいます。選挙
運動には様々な制限があり
ます。
選挙運動は、立候補の届
け出が受理された時から投
票日の前日の午後 12 時ま
でと決められています。た
だし、街頭演説や車上での
連呼行為は、その期間の午
前 8 時から午後 8 時までの
間に制限されています。な
お、選挙を行うためのポス
ターや看板の作成、選挙事
務所を借りたりすることは、
準備行為なので選挙運動に
は当たりません。
選挙に使用する自動車の
種類や乗車人数、葉書の枚
数、ビラやポスターなどの
大きさや枚数、掲示場所な
どについても、様々な制限
があります。また、インタ
ーネットを利用した選挙運
動については平成 25 年に
法改正で一部解禁されてい
ます。
選挙が終わっても、当選
や落選に関して挨拶する目
的で戸別訪問することや、
当選御礼のハガキや看板を
領布・掲示することは禁止
されています。もちろん当
選祝賀会やパレードの開催
も禁止です。ただ、インタ
ーネットで行う挨拶行為や
自筆の信書などは認められ
ています。

お酒の強さは遺伝子で決まる
体内にアルコールが取り込まれると、ア
セトアルデヒド→酢酸→水と二酸化炭素に
分解されます。アルコールから分解された
アセトアルデヒドが体内にたまると顔が赤
くなったり気分が悪くなったりするので、
悪酔いの原因物質といわれています。アセ
トアルデヒドは、数種類のアセトアルデヒ
ド脱水素酵素（ALDH）によって分解されて
無害化します。
筑波大学の原田勝二教授のグループは、
ALDH の一種である「ALDH2」をつくる遺
伝子の型の違いが、お酒の強さに関係して
いることを発見しました。
原田教授によると、ALDH2 をつくる遺
伝子には、分解能力の高い N 型と分解能力
が低い D 型があるそうです。遺伝子は両親
から一つずつ受け継ぐので、ALDH2 をつ
くる遺伝子のパターンは、NN 型・ND 型・
DD 型の 3 つのパターンがあります。NN 型

は “ 酒豪タイプ ”、ND 型は “ そこそこ飲め
るタイプ ”、DD 型は体質的に “ アルコール
を受け付けないタイプ ” です。同量のアル
コールを飲んだ後の体内から検出されるア
セトアルデヒドの量を計測すると、ND 型
の人は NN 型の人の 5 倍も残っていました。
このことから ND 型の方がアセトアルデヒ
ドの分解に時間がかかることがわかりまし
た。ND 型の人は肝臓などの臓器がアセト
アルデヒドの毒素にさらされている時間が
長くなるので、飲み方に気を付ける必要が
あります。
原田教授は、都道府県別に ALDH2 遺伝
子の型の割合を調べています。これによる
と、酒豪タイプの遺伝子が多くみられたの
は、秋田や岩手などの北海道・東北地方と、
高知や鹿児島などの四国・九州地方、沖縄
でした。逆に最も少ないのは、三重県と愛
知県でした。また、東京は全体の平均値で
したが、これは人の出入りが激しいので
様々な遺伝子が混じり合ったためと、原田
教授は分析しています。

生物季節観測

気象庁では、一九五三年から
植物の開花や動物の初鳴きなど
について、季節の遅れや進み、
気候の違いや変化を的確に捉え
ることを目的に全国で統一した
方法で観測をしてきました。
昨年までは、植物については
三四種目・四一現象が、動物に
ついては二三種目・二四現象が
観測されていました。これが今
年からは、さくらの開花・満開、

クオリティオブライフ

かえでの紅葉・落葉など植物に
ついて六種目・九現象に絞られ、
動物については全面的に廃止さ
れました。
近年、生物の生態環境に変化
がみられ、植物については適切
な場所に標本木を確保すること
が難しくなり、また動物につい
ては対象を見つけることが困難
になっていることが、廃止の理
由のようです。ただ、観測方法
を定めた指針が気象庁のホーム
ページで公開されています。

Quality Of Life（QOL）は、生活や生命の
質という意味があります。平均寿命が世界
でトップレベルの日本ですが、最近では
QOL を考慮した「健康寿命」を重視する考
え方が広まっています。
健康寿命を延伸させるために、運動や食
生活などを改善する「スマート・ライフ・
プロジェクト」という取り組みも行われて
います。
QOL を重視する考え方は、医療現場に
もみられるようです。
例えば、がん治療の現場では、治療効果
が高く副作用も大きい治療法よりも、治療
効果はあまり高くなくても副作用が少なく
体に優しい治療法を選ぶことが QOL を重
視した考え方につながっています。
一方、中小企業や個人事業主については、
健康寿命についての意識や行動が二の次に
なりやすいという問題が指摘されていま
す。
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