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ワンポイント ビールの定義の見直し

この４月からビールの定義が改正され、主
原料である麦芽の比率が50％（改正前67％）
以上のものがビールとして表示できるととも
に、ビールの範囲に、副原料として新たに果
実や一定の香味料を加えて発酵させたものが
加えられます。ビールの範囲拡大の背景には、
特色ある地ビール開発の推進があります。

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10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



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16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

色や形、素材や機能性な
ど、昨今のランドセルのラ
インナップは非常に幅広く
なっています。お目当ての
ランドセルを確保するため
に情報収集や試着などを積
極的に行う「ラン活」とい
う言葉も生まれており、人
気が集中しているランドセ
ルは手に入りにくいことも
あるようです。
今年小学校に入学する児
童を対象としたランドセル
商戦は、メーカーやデパー
トが昨年４月から展開して
おり、子供向けのファッシ
ョン誌も例年より２か月早
くランドセル特集を組むな
ど、ランドセル商戦は早ま
る傾向にあるようです。小
学校入学を控えた子供を持
つ母親の間では、「ラン活
は 1 年前から」がスタンダ
ードになりつつあります。
ランドセルの歴史
ランドセルは、幕末に輸
入されて軍隊で活用される
ようになった布製の背のう
が始まりだとされています。
背のうのことをオランダ語
で「ランセル」と呼ばれてい
たことから「ランドセル」と
いう言葉が生まれました。
学校でランドセルを最初
に採用したのは、明治 10 年
に開校した学習院でした。
当時の学習院は、服装につ
いては統一されていました
が、通学形態については馬
車で通ったり使用人に荷物
を預けたりと様々だったよ
うです。そのような状況に
ついて学習院は、「学校で
はみなが平等なので、家庭

ラン 活

早まるランドセル商戦

ドセルに「ランドセル認定
証」を付与しています。ラ
ンドセル認定証が付与され
たランドセルについては、
６年間修理の対応をしても
らえるようです。
外国の通学カバン

環境を教育の場に持ち込む
のは良くない」と考え、馬車
で通学したり使用人に荷物
を預けたりすることを禁止
しました。そこで通学用の
カバンとして採用されたの
が軍隊用の背のうでした。
様々なランドセル
ランドセルが現在の箱型
になったのは、明治 20 年に
大正天皇が学習院に入学さ
れたお祝いに、伊藤博文が
特注で箱型の通学カバンを
献上したのが始まりだとさ
れています。その後、細か
な形状や寸法が統一され、
現在まで基本的なスタイル
は変わっていません。
一昔前まで、ランドセル
は黒と赤でしたが、2001 年
に大手チェーン店がプライ
ベートブランドとして 24 色
のランドセルを発売したこ
とをきっかけに、様々な色
のランドセルが販売される
ようになりました。
ランドセル工業会では、
一定の基準を満たしたラン

日本では箱型で背負い式
の、いわゆる「ランドセル」
と呼ばれるものを通学用の
カバンとして採用していま
すが、諸外国では背負い式
だけではなく手提げ式やシ
ョルダー式など様々なカバ
ンを採用しています。
日本と同じように背負い
式のカバンを採用している
国は、イギリスや韓国など
があります。特に韓国では
日本のランドセルによく似
た形の通学カバンが使われ
ています。
ロシアやインド、アルゼ
ンチンなどでは、日本の中
高生が使用しているような
手提げ式のカバンを使用し
ています。ドイツやフラン
スなど主にヨーロッパ諸国
では手提げカバンに背負い
ひもがつけられていて、背
負うことも手で持つことも
できるスタイルの通学カバ
ンが普及しています。
中国やシンガポールなど
では、ショルダー式のカバ
ンが使われています。アメ
リカやオーストラリアなど、
決まった形の通学カバンが
ない国や、教科書は学校に
おいてあり普段は持ち歩か
ないので、そもそも通学カ
バンがない国もあるようで
す。
参考文献：一般社団法人日
本鞄協会 ランドセル工業
会 HP
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地域未来投資促進法
「地域経済牽引事業の促
進による地域の成長発展の
基 盤 強 化 に 関 す る 法 律 」、
いわゆる地域未来投資促進
法が、平成 29 年に施行され
ました。

法律制定の背景
地域経済の事業環境は絶
えず変化しており、産業や
雇用の担い手は多様化して
います。従来型の製造業な
どは、地域での新規立地が
低迷していることや設備投
資が力強さを欠いているこ
となどが、課題として挙げ
られます。また、卸・小売
業といった非製造業は、大
都市圏にビジネスと投資が
集中しています。こういっ
たことから、地域経済は好
循環が実感しにくい状態に
あります。
一方では、観光や航空機
部品製造などのように、地
域の特性を活かした成長性
の高い新たな分野に挑戦す
る取り組みが見られるよう
になってきました。このよ
うな背景から、地域の特性
を活かした事業が生み出す
経済波及効果に着目し、将
来成長が期待できる分野に
政策資源を集中的に投入す
ることによって、地域自身
が稼ぐ力を持つことで自律
的に発展する基盤を整える
ことを目指すために、この
法律が施行されました。当
面は、３年で 2,000 社程度
を支援し、１兆円の投資拡
3 ─ ４月号

大と GDP ５兆円の押し上
げを目指すこととしていま
す。

地域未来投資促進法の概要
地域未来投資促進法は、
地域の特性を活かした事業
が生み出す経済波及効果を
最大化するための地方公共
団体の取り組みを支援する
法律です。したがって地方
公共団体の取り組みについ
ては、市町村と都道府県が
国の基本方針に基づいた基
本計画を策定し、国がその
基本計画に同意をします。
平成29 年12月末現在で、45
都道府県から合計 144 の基
本計画が、国の同意を得て
います。
同意した基本計画に基づ
いて、事業者が地域経済牽
引事業計画を策定し、都道
府県知事がこの計画を承認
するといった流れになりま
す。ここでいう「地域経済
牽引事業」とは、①地域の
特性を活かして、②高い付
加価値を創出し、③地域の
事業者に対して相当の経済
的効果を及ぼす事業をいい
ます。
承認された地域経済牽引
事業に対しては、①予算・
税制・金融による支援措置、
②情報に関する支援措置、
③規制の特例措置など、国
と地方公共団体がともに政
策資源を集中的に投入して
支援します。

主な支援措置
予算による支援措置とし
ては、研究開発から設備投
資、販路開拓まで一体的に
支援されます。具体的には、
新技術の研究開発などへの
補助、戦略分野の市場獲得
に向けた設備投資などへの
補助、専門家による事業化
戦略の立案や販路開拓の支
援などが考えられています。
税制による支援措置は、
設備投資についての課税の
特例制度があります。具体
的には、承認された事業計
画に基づいて行う設備投資
については、20 〜 40％の特
別償却や２〜４％の税額控
除を受けることができます。
また、固定資産税などを減
免した地方公共団体につい
ては、国が減収分を補填す
る制度も整備されています。
金融による支援措置は、
政府系金融機関による融資
など、資金供給の円滑化を
図ることとしています。
情報による支援措置は、
地域経済分析システム
（RESUS）などを活用して、
候補企業の発掘などのため
の情報提供や IT の活用に
関する知見の支援をすすめ
ます。
規制の特例措置は、工場
立地法の緑地面積率を緩和
することや、農地転用や市
街化調整区域の開発につい
ての許可に配慮することが
決まっています。

カーボンナノベルト
1991 年に、炭素原子だけでできたチュ
ーブ状の物質である「カーボンナノチュー
ブ」が発見されました。カーボンナノチュ
ーブは、鉄の 20 倍の強度を持ち、熱や電
気を通しやすく、そのうえとても軽いこと
から、次世代の材料として最も期待される
物質の１つです。ただカーボンナノチュー
ブは、直径や炭素の配列など無数の構造が
あり、構造によって導電性や強度などが大
きく異なることがわかっています。特定の
機能を有する単一構造のカーボンナノチュ
ーブは圧倒的に優れた機能性材料として利
用できますが、従来の製法では様々な直径
と構造を持つカーボンナノチューブが同時
に生成されてしまい、混合物の状態しか作
ることができませんでした。また、混合物
から単一構造のカーボンナノチューブを分
離・精製する方法も確立されていませんで
した。

名古屋大学と科学技術振興機構（JST）
の研究チームは、カーボンナノチューブの
筒状構造を持つ炭素分子である「カーボン
ナノベルト」を合成することに成功し、昨
年４月に米国科学誌である Science に紹介
されました。カーボンナノベルトは、ベン
ゼン環同士が互いに辺を共有して筒状の構
造を構成する炭素分子の総称として提唱さ
れ、1954 年には文献に記載されました。た
だ、ベンゼン環は平面構造が最も安定しま
すので、筒状に曲がることで大きなひずみ
が生じ、不安定で合成することがとても難
しいとされていました。名古屋大学と JST
の研究チームは、初めにひずみのない環状
分子を合成し、次に炭素と炭素の結合反応
によって筒状構造に変換する方法を用いま
した。このとき、反応性を高めるために臭
素原子を用いたことも特徴的です。
合成されたカーボンナノベルトを解析し
たところ、カーボンナノチューブに非常に
近い性質を持つ分子であることも、この研
究チームによって実証されました。

経団連

日 本 の 代 表 的 な 企 業 一、三
五〇社と、製造業やサービス業
などの主要な業種別団体一〇九
団体、地域別経済団体四七団体
などから構成される経団連（一
般社団法人 日本経済団体連合
会）は、一九四六年に設立され
ました。
経済界が直面する重要課題に
ついて意見を取りまとめること
や、各国の政府・経済団体、国

オレンジデー

際機関との対話を通じて、国際
的な問題の解決と諸外国との経
済関係の緊密化を図る団体です。
設立当初は終戦直後のため、
日本経済の再建や復興を活動の
目的としていました。その後は
行財政改革や、国際社会の中で
日本企業が受け入れられるよう
な取り組みが行われてきました。
現在では日本の企業活動がグロ
ーバル化していることから、経
団連の活動も地球規模に拡大し
ています。

1994 年に愛媛県内のかんきつ生産農家
が発案したとされ、2009 年に JA 全農え
ひめが日本記念日協会に４月 14 日をオレ
ンジデーと登録しました。オレンジはたく
さんの実がなることから、繁栄や多産のシ
ンボルとされています。欧米では、男性が
オレンジの実を持って女性にプロポーズし
たり、結婚式で花嫁がオレンジの花を身に
着けたりする習慣があるそうです。
２月 14 日のバレンタインデーは女性か
ら男性に愛を告白し、３月 14 日に男性が
その愛に応え、そして４月 14 日に２人の
愛を確かめる日として、新たな記念日とし
て定着するかもしれません。
オレンジデーに関連する記念日として、
11 月３日と 12 月 3 日の「みかんの日」があ
ります。これは農林水産省が中心となって
制定されたそうで、
「いいみっか（３日）ん」
つまり「良いみかん」の語呂合わせで決ま
ったそうです。
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