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ワンポイント 登記事項証明書と登記簿謄本

法人の契約や住宅ローン控除の適用等で必
要となる書類に登記事項証明書があります。
これは登記事務をコンピュータ処理している
登記所で証明するもので、コンピュータ処理
していない登記所で証明したものが登記簿謄
本です。証明内容は同じです。現在は全国全
ての登記所がコンピュータ処理しています。

4月10日
5月1日
5月1日

（年3回の場合）


5月1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17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）


5月1日

国 境 な き 医 師 団
天災や武力紛争などの被
災者に対して、人種や宗教、
政治的な関わりといったも
のを越えて、差別をするこ
となく援助を提供する、
「国
境なき医師団」という団体
があります。国境なき医師
団は世界各地に28 事務局を
設置し、主にアフリカやア
ジア・南米などの途上国で
活動をしています。

歴

史

ナイジェリアのビアフラ
内戦から間もない1971年12
月 20 日に、国境なき医師団
が、フランスの医師とジャ
ーナリストのグループによ
って創設されました。その
後、1975 年にはポルポト政
権下のカンボジアで大規模
な医療支援活動を行ったり、
1990 年にはリベリアの内戦
に巻き込まれた人々に対し
て救急医療を提供したりと、
様々な医療活動や人道支援
活動を行っています。日本
には1992 年に東京に事務局
が開設され、その後 2002 年
には認定特定非営利活動法
人になっています。
1999 年には、長年の人道
支援活動が評価され、国境
なき医師団はノーベル平和
賞を受賞しています。受賞
後も国境なき医師団は活動
を止めることはなく、世界
各地の紛争地域や災害の被
災地を支援し続けています。
2011 年の東日本大震災の際
には、岩手県宮古市田老地

区に唯一あった医療施設が
津波で崩壊しました。この
とき国境なき医師団は、仮
設の田老診療所を寄贈して
います。

必須医薬品キャンペーン
ノーベル平和賞の受賞で
得た賞金を元手に、国境な
き医師団は「必須医薬品キ
ャンペーン」を立ち上げま
した。このキャンペーンは、
国境なき医師団が主に活動
する途上国で、入手しやす
く扱いやすい医薬品やワク
チン、診断テストの開発に
取り組む活動です。
必須医薬品キャンペーン
を立ち上げたころは、特に
HIV 治療について、豊かな
国と貧しい国との間で大き
な不平等がある時代でした。
途上国では、HIV 治療薬の
ような比較的新しい医薬品
は価格が高いという理由で
使用することができません。
また特許保護の観点から、
薬価が下がらないという現
状もあります。
必須医薬品キャンペーン
では、薬価が高すぎる医薬
品を手に入れやすくする
「医
療を受ける機会」と、緊急
性の高い新薬やワクチンな
どの開発を促す「医療革新」
の活動を行っています。具
体的には、安価で求めやす
いジェネリック製品の生産
を促すことや、薬の特許が
医薬品の入手を妨げる障壁
とならないように監視役と

なるといった活動を行って
います。実際に、2007 年に
スイスの製薬会社がインド
政府を相手取りインドの特
許法について異議申立てを
行ったことに対して、国境
なき医師団は訴訟の取下げ
を求める運動を国際的に展
開しました。

活動の支援
国境なき医師団の活動は、
寄付によって支えられてい
ます。寄付は、継続的に毎
月行う方法と、任意の金額
でその都度行う方法があり
ます。国境なき医師団に寄
付されたお金は事務局を通
して、ワクチンや医療器具
など、世界各地の国と地域
での医療・人道支援活動に
充てられます。国境なき医
師団への寄付は、寄付金控
除など、所得税・法人税・
相続税などの優遇措置を受
けることができます。
国境なき医師団では、医
療スタッフだけではなく非
医療スタッフの募集も行っ
ています。非医療スタッフ
としては、物資の調達や物
流管理・機材管理などを行
う「ロジスティシャン」や、
財務や人事を行う「アドミニ
ストレーター」
、清潔な生活
用水の調達を行う「水・衛
生管理専門家」などがあり
ます。
参考文献：国境なき医師団
HP
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大手広告代理店で異常な
長時間労働が繰り返されて
いたことが、昨年大きな社
会問題になりました。
労働者を守る法律には、
「労働基準法」や「労働安全
衛生法」
、
「最低賃金法」な
どの法律があります。労働
基準監督官は、会社がこれ
らの法律に違反していない
か調査をし、法律が守られ
ていない会社を取り締まっ
たり、法律を守らせるため
の指導を行ったりしていま
す。労働基準監督官は、強
制的に会社に立ち入り調査
をする権限や、法律違反が
判明すれば逮捕や送検をす
る権限を持っています。
調査の種類
労働基準監督官の調査に
は、
代表的なものとして「定
期監督」と「申告監督」があ
ります。また、労働災害が
発生した場合に行う調査も
あります。
定期監督は、文字通り定
期的に実施される調査です。
調査対象企業は、労働基準
監督署が無作為に選びます。
申告監督は、労働者から
の告訴や告発があった場合
に、その告訴や告発の内容
について確認をするために
行う調査です。
調査は、原則として予告
なしに行われるようですが、
事前に連絡があってから調
査が行われる場合もあるよ
うです。
調査の流れ
調査は、労働関係の帳簿
の確認や事業主などへのヒ
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労働基準監督官

労働基準監督官の仕事

アリング、事業場への立ち
入り調査といった流れで行
われます。
調査の結果、法令違反な
どが認められなかった場合
は、調査は終了します。し
かし法令違反や改善点が見
つかった場合には、是正勧
告や改善指導が行われます。
また、施設や設備の不具合
などで労働者に危険がある
場合には、使用停止命令が
出されることもあります。
是正勧告や改善指導など
が行われたら、事業主は期
日までに指摘事項の改善を
行い、労働基準監督署に報
告をします。改善されたこ
とが確認されれば調査は終
了しますが、もし法令違反
が重大・悪質な場合は、送
検されることもあります。
安全衛生と労災補償
労働基準監督官の仕事は、
調査だけではありません。
職場の安全衛生管理体制
を確立する「安全衛生業務」
と、労働災害の調査をする
「労災補償業務」があります。
具体的に安全衛生業務で
は、ボイラーやクレーンな

どの危険な機械について、
製造許可を出したり検査を
行ったりします。また、重
度の健康障害を生ずるおそ
れのある化学物質などが製
造されていないか調査を行
うこともあります。
労災補償業務では、業務
上や通勤による負傷や疾病
などに対して、被災者や職
場関係者などから聴き取り
を行ったり、事実関係を把
握するための資料の収集を
したりします。必要に応じ
て専門家などから医学的な
意見を聞き、審査を経て保
険給付を行います。また、
労働保険適用徴収業務も行
っています。
国際労働機関
労働基準監督制度は、イ
ギリスで1800 年代に発足し
ました。そして、第一次世
界大戦後の1919 年に国際労
働機関（ILO）が設立され、
1947 年に採択された「工業
及び商業における労働監督
に関する条約」に基づいて、
労働基準監督制度が世界各
国に設けられるようになり
ました。
ILO は、労働者の労働条
件や安全衛生を守るために
は、先進国では労働者１万
人に１人の監督官が必要だ
という目安を示しています。
現在日本では、監督官１人
当たりの労働者数は平均
１万 5,000 人です。県別に
みると、ILO の基準を満た
しているのは鳥取県と和歌
山県のみです。一方、神奈
川県や千葉県では監督官１
人あたり３万人弱で、監督
官不足が深刻な状態になっ
ています。

死後離婚
最近、
「死後離婚」といわれる手続きを
する人が増えています。実際には、配偶者
が亡くなったあとで離婚することはできま
せん。夫婦間の婚姻関係は、どちらか一方
が亡くなると終了すると民法に定められて
いるからです。しかし、配偶者が亡くなっ
ても、その配偶者の親族との関係（姻族関
係といいます）は継続されます。
もし配偶者の両親が存命だった場合、配
偶者の兄弟や親族からその両親の世話をす
ることを押し付けられることがあります。
また姻族関係が継続していると、同じ墓に
入ることになります。こういったことに煩
わしさを感じている人が、死後離婚と言わ
れる「姻族関係終了」の届け出をして、親
族との関係を解消しているようです。
姻族関係終了の手続きは、亡くなった配
偶者の承諾を必要としません。もちろん、
親族の同意も必要ありません。逆に亡くな

った配偶者の親族が、姻族関係終了の届け
出をすることはできません。
結婚前の旧姓に戻りたいときは、復氏届
を提出することで戻すことができます。復
氏届を提出すると亡くなった配偶者の戸籍
から抜けて結婚前の戸籍に戻りますが、結
婚前の戸籍に戻りたくない場合は分籍届を
提出して新しい戸籍を作る手続きを行いま
す。
配偶者が亡くなったことで受け取ってい
る遺族年金は、姻族関係終了届を提出した
後も受給権は消滅しませんので、継続して
受け取ることができます。
注意点は、姻族関係終了届を提出しても
親族関係を解消できるのは本人だけだとい
うことです。もし亡くなった配偶者との間
に子供がいる場合、姻族関係は自分の意志
で終了させることができますが、血族関係
を終了させる方法はありませんので、その
子供と親族との関係は解消されないことに
なります。

ホノルル駅伝

毎年十二月に開催されるホノ
ルルマラソンは有名ですが、同
じホノルルで五月に開催される
「ホノルル駅伝」をご存知でしょ
うか。
ハワイのベストシーズンをス
ポーツと音楽で楽しもうという
「ホノルル駅伝＆音楽フェス」
は、
海やダイヤモンドヘッドを眺め
ながら本来の駅伝スタイルを気
軽に楽しめるイベントです。約

子ども服の選び方

四二㎞のコースを六つの区間に
分け、一チーム最大六名で各区
間を自由に分担して走ります。
また、一名〜三名の個人単位で
エントリーして、運営側にチー
ム編成を行ってもらうこともで
きます。また音楽フェスは、駅
伝終了後に開催され、野外ステ
ージで音楽を楽しみます。
今年で五回目を数えるこの大
会 で す が、 昨 年 は 過 去 最 高 の
二 四 二 チ ー ム、 一、三 二 〇 名 が
エントリーしたようです。

2006 年に東京都が行ったアンケート調
査では、子ども服についてヒヤリとした経
験があるという回答が 70％を超えました。
実際に６人に１人がケガをしたそうです。
例えば服に付いている「ひも」は、ドア
に挟まったり、自転車に巻き込まれたりと、
何かに引っかかって思わぬ事故につながる
ことがあります。
そこで 2015 年に、子ども用衣料に附属
するひもの安全基準である『JIS L 4129
（ヨイフク）』が制定されました。ただ JIS
は、任意の規格なので強制力はなく、「デ
ザインが制限される」や「コストがかかる」
という理由でこの規格に適合しない服が売
られていることもあります。
子どもの安全を守るのは大人です。デザ
インや価格だけではなく、安全性について
も、子ども服を選ぶ際には重要なポイント
だといえるでしょう。
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