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ワンポイント 自筆証書遺言の方式緩和

昨年の民法（相続法）改正で、今年1月13日
から作成する自筆証書遺言の方式が緩和され、
これまで遺言書の全文を本人が自書しなけれ
ばなりませんでしたが、添付する財産目録に
ついては、パソコンでの作成や、通帳のコピー
等が認められ、自書でなくてもよいとされま
した。ただし、各頁に署名押印は必要です。

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7日
5月7日

（年3回の場合）


5月7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）


5月7日

カラオケ

焼肉

おひとりさまビジネス

旅行

ソロウェディング

おひとりさまの現状
2015 年に実施された国勢
調査によると、世帯人員別
の一般世帯数は、世帯人員
が１人の世帯が 1,800 万世
帯を超えて最も多く、一般
世帯全体の約 35% を占めて
います。2010 年の国勢調査
と比べて約 160 万世帯増え
ており、増加率も最も高く
なっています。
一方、世帯人員が３人以
上の世帯はいずれも、2010
年の調査と比べると減少し
ており、特に世帯人員が６
人以上の世帯は 15% 以上減
少しています。世帯人員が
２人の世帯数は増加してい
ますが、これは世帯人員が
１人の世帯の予備軍と考え
られることから、今後はま
すます世帯人員が１人の世
帯、いわゆる「おひとりさま」
世帯が増加すると考えられ
ます。
カラオケ

など、一人で楽しむことが
できるよう様々な工夫がさ
れたお店があります。
焼肉
一人で焼肉店に入ること
は気が引ける、という方も
多いと思います。特に女性
の方にとっては、ハードル
が高いものではないでしょ
うか。
一人で焼肉を楽しみたい
という人に対応するため、
大手焼肉チェーン店でも一
人焼肉に対応する店舗が増
えています。さらには、一
人焼肉専門店も出てきてい
ます。
一人焼肉専門店では、自
分専用の小型のロースター
を備えたり、お肉を少量や
一切れずつオーダーするこ
とができたりと、一人で焼
肉を楽しめる工夫がなされ
ているお店になっています。
旅行

ある大手旅行会社では、
従来、カラオケは大勢の 「おひとり参加限定の旅」
を展開しています。このツ
人と一緒に楽しむものでし
アーでは、参加者全員がお
た。それが最近では、誰に
ひとり参加で、友人同士や
も気兼ねなく自分一人で好
夫婦などでの参加は断って
きな歌を好きなだけ歌いた
いるそうです。また一部の
いというニーズが増えてい
ツアーは除きますが、１名
るようで、一人でカラオケ
１室を確約しています。
を楽しむ設備を備えたカラ
この会社では、20 年以上
オケ店が出てきています。
お店によって「ヒトカラ」 前から「ひとり旅」ツアー
を取り扱っており、毎月11
や「ワンカラ」など呼び方の
日を「ひとり旅の日」として、
違いだけではなく、楽器の
記念ツアーが企画されてい
演奏ができるお店や、本格
ます。ひとり旅ツアーは、
的な音響設備を備えたお店

海外旅行や女性限定のひと
り旅、現地集合・現地解散
のツアーも用意されていま
す。
ソロウェディング
数年前から、一人で結婚
式を行う「ソロウェディン
グ」が話題になっています。
ソロウェディングには大
きく分けて２つあります。
１つ目はフォトスタジオ
などが用意しているプラン
で、衣装選びからヘアメイ
ク、撮影までを数時間から
１日かけて行います。
２つ目は旅行会社やホテ
ルが主催する宿泊付きプラ
ンで、１日目は衣装選びや
ディナーを楽しみ、２日目
に撮影を行うものが主流で
す。
どちらも、プロのカメラ
マンやヘアメイクスタッフ
が対応し、中にはオプショ
ンで新郎役の男性と一緒に
撮影できるところもあるよ
うで、本番の結婚式の雰囲
気を味わうことができます。
ソロウェディングが選ば
れる理由は、「すぐに結婚
する予定はないけれど、ウ
ェディングドレスを着てみ
たい」といったウェディン
グドレスへの憧れだけでは
なく、
「結婚式ではウェディ
ングドレスだったので今度
は和装を着たい」という人
もいるようです。独身だけ
ではなく既婚者も行えると
ころがソロウェディングの
特長です。
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就業者が激減し人材不足
が深刻な状態にある林業の
分野において、少ない人材
を次世代の林業の担い手と
して育成することが重要で
す。また、IT 技術を駆使し
て森林管理を可視化するこ
とによって安全面でもコス
ト面でも効率的な経営が可
能になる「スマート林業」
への取り組みが、全国的に
広がっています。
平成 28 年に森林法が改
正され、市町村が所有者や
境界の情報を林地台帳とし
て整備する仕組みが創設さ
れました。林野庁は、この
台帳情報を活用したスマー
ト林業の実現に向けた取り
組みの推進を目指していま
す。
森林情報の
高度化に向けた取組
森林についての情報は、
従来は紙ベースで管理され
ていました。また実際に現
地に入って何日もかけて調
査を行っていました。林業
生産者は小規模や零細が多
く、情報をバラバラに所有
している状態でした。
このような森林情報を集
約するとともに、デジタル
化して森林情報管理システ
ム（森林 GIS）によって一元
的に管理するシステムが導
入されました。森林 GIS で
は、森林計画図を空中写真
や森林簿などと重ね合わせ
て表示することなどができ
ます。また、ドローンを用
いて森林を空撮することや、
航空レーザ計測などによっ
て、立木や地形の情報を従
3 ─ ４月号

スマ ー ト 林 業

背景

来よりも正確に把握できる
ようになっています。これ
らの情報を現地に入って得
ようとすると、急斜面で作
業することが多くなり、重
労働で危険が伴います。ス
マート林業の取り組みが進
むことで、安全性も高まっ
ているといえます。
森林情報の
共有化に向けた取り組み
森林に関する情報は、森
林資源情報や森林計画図、
所有者情報など、様々なも
のがあります。今までこれ
らの情報は、都道府県が管
理するもの、市町村が管理
するもの、林業事業体など
が管理するものに分かれて
おり、これらの情報を共有
することが十分に行われて
いませんでした。
そこで、共通のシステム
仕様を国が整備することで
森林クラウドを構築し、こ
れらの情報の共有化を進め

ることで、林業の効率化や
省力化に向けた実践的な取
り組みを支援していきます。
生産や流通における
取り組み
生産段階においても人材
不足は大きな問題で、効率
的な人員や機械の配置が不
十分でした。そこで近年で
は、作業の効率化や安全性
が向上した機械が開発され
るようになりました。
例えば、木材の曲がりの
有無や強度を自動で判定す
る、原木品質判定機能付き
ハーベスタ（農業機械）が開
発されています。また、高
齢化する林業従事者の負担
を少しでも軽くするため、
林業用アシストスーツや、
伐採した木材の集材を遠隔
操作でできる機械も開発さ
れています。
また流通段階では、木材
加工業者や工務店などの木
材を扱う事業者の需要情報
と、林業生産者の供給情報
を共有する仕組みが不十分
でした。そのような現状を
踏まえて、ICT を活用して
木材生産と流通全体のコス
トダウン及び木材価格の向
上を図る、木材サプライチ
ェーンマネジメントの構築
が進められています。この
システムによって、林業生
産者からはサイズや用途別
の生産情報が、木材加工業
者や工務店などからは建築
部材設計情報やサイズ別の
需要情報が、お互いに共有
されるようになります。
前述の原木品質判定機能
付きハーベスタで得られた
品質情報についても、共有
化されています。

#7119
急な病気やケガなどで救急車を呼ぶかど
うか、または今すぐ病院に行くかどうか、
判断に迷うことがあります。そのときに相
談をすることができる、救急安心センター
の救命救急システムがあります。
このシステムは、まず「#7119」へ電話
をします。電話をすると、相談員や看護師、
医師から電話でアドバイスを受けることが
できます。
病気やケガの症状を説明すると、
応急手当の方法や受診手段、適切な医療機
関についての助言や、緊急性がある場合に
は救急車を出動させる体制が構築されてい
ます。
このシステムが構築された背景には、救
急出動件数の増加、救急車の現場到着時間
や病院収容時間の遅延があるようです。実
際に救急出動件数は、平成18 年には約 524
万件だったのが、平成 28 年には621万件と、
約 100 万件も増加しています。また、現場

到着時間は、平成 18 年に 6.6 分だったのが
平成 28 年は 8.5 分に、病院収容時間も、平
成 18 年の 32.0 分から平成 28 年には 39.3
分に伸びています。実際にこのシステムを
導入したことによって、救急車を利用する
軽症者の割合や、医療機関の時間外受付者
数が減少しており、救命救急システムの効
果が出ているようです。平成 29 年度に実
施された世論調査では、救命救急システム
のような住民の救急相談に応じる電話窓口
の設置が必要と回答した人が７割以上を占
めていました。
しかし、このシステムは、全国に設置さ
れていません。平成 30 年 10 月１日現在で
は、宮城・茨城・埼玉・東京・新潟・大阪・
奈良・鳥取・福岡の都府県と、札幌市周辺・
横浜市・神戸市・田辺市周辺に限られてい
ます。#7119 以外の番号で実施している県
は、山形・栃木・千葉・香川に限られてい
ます。救急車を適正に利用してもらうため
にも、このシステムを全国に普及させるこ
とが進められています。

トラッキング現象

電源プラグをコンセントに長
い間差しっぱなしにしておくと、
電源プラグとコンセントとの間
にホコリが溜まります。溜まっ
たホコリに湿気が加わると電気
が流れるようになり、やがて炎
が発生します。このような現象
を「トラッキング現象」といい
ます。
トラッキング現象は、電気製
品の電源が入っていなくても、

社内カンパニー制

コンセントにプラグが差し込ま
れているだけで発生します。
トラッキング現象を防ぐため
には、電気製品を使用しないと
きはコンセントからプラグを抜
いておくことや、プラグに溜ま
ったホコリを掃除することが大
切です。洗面所や台所などの湿
気が多い場所や家具の裏は、特
に注意が必要です。また、トラ
ッキング防止加工されたプラグ
やトラッキング防止用プラグカ
バーも販売されています。

社内の事業部門を１つの会社として扱
い、権限と責任を与えて独立採算制で運営
させる経営手法を「社内カンパニー制」と
いいます。日本では、1994 年にソニーが
初めて導入しました。
社内カンパニー制は、業務意思決定を速
めることや利益責任を明確にすることがで
きるメリットがあります。実際にカンパニ
ー制導入が進んだ頃は、スピーディーな意
思決定が行えず、国際的な入札などの場面
で、提案が海外他社より優れていても落札
できなかったという事例が多くありました。
一方、社内カンパニー制を導入したこと
で、自部門の利益を優先するあまり、社内
の別の部門に関心を示さなくなり、部分最
適行動をとるようになることや、部門間や
部門と本社との情報共有が進まなくなると
いうデメリットが指摘されました。そのた
めカンパニー制を導入しても短期間で放棄
する企業もありました。
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