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平成 29 年 お年玉付き年賀はがき 

当せん番号 

交期間は１月１６日～７月１８日まで 

等級 賞品名 
当 せ ん

の割合 
当せん本数

当 せ ん

番号 

1 等（下

6けた） 

セ レ ク

ト ギ フ

ト（1万

点 以 上

の商品・

旅行・体

験 プ ラ

ン 等 か

ら の 選

択） 

又 は 現

金 10 万

円 

100 万

本 に 1

本 

3,155 本 293633 

2 等（下

4けた） 

ふ る さ

と 小 包

など 

(39 点

の 中 か

ら 1点) 

1 万 本

に 1本 
315,580 本 6470 

3 等（下

2けた） 

お 年 玉

切 手 シ

ート 

100 本

に 2本 

63,116,140

本 
51・45 

 

恵方巻き 

恵方巻きの由来と平成２７年の方角、具

材や食べ方の決まりごと 

 恵方巻きの由来と平成２７年の方角、具材や食べ

方の決まりごと  

もうすぐ節分がやってきます。 

 豆まきとともに、恵方巻きを食べる習慣が、定着し

つつあります。 

恵方巻きの由来や今年の方角、具材や食べ方 

の決まりごとについて調べました。 

■恵方巻きの由来 

 恵方巻きは、歳徳神（としとくじん）がいるとされる 

その年の恵方を向いて食べることで商売繁盛や無

病息災をもたらすとされています。 

恵方巻きが太巻きで具材が 7 種類の理由は福が

来てくれるようにという意味から太巻きで、 縁起の

いい七福神に由来して一般的に具材が 7 種類だと

いわれています。 

現在でも恵方寿司や丸かぶり寿司と呼ぶ地域もあ

りますが恵方巻きという呼び名が全国に定着した

のは恵方巻きという名称で 1989 年に広島のセブン

イレブンの一部の店舗が節分の時期に巻き寿司を

販売したことによって次第に全国に広まっていった

といわれています。 

恵方巻きが全国に広がったのは、広島のコンビニ

が仕掛けたからなんですね。 

■平成２７年の方角 

 今年の恵方 2017 年は以下のとおりです。 

2017 年・・・壬[みずのえ]の方角／北微西（北と北

北西の間＝ほぼ北北西） 
 

天皇陛下の退位は？ 

2019 年元日から新元号 政府、陛下退

位巡り検討 

 天皇陛下の退位を巡り、二〇一九（平成三十一）

年一月一日に皇太子さまが新天皇に即位し、同日

から新元号を適用する案が政府内で浮上している

ことが分かった。年が替わる節目の日の改元により、

国民生活への影響を 小限にできる一つの案とし

て検討されている。政府関係者が明らかにした。陛

下が高齢であることを踏まえ、より早い段階での皇

位継承も引き続き探る。 

菅義偉官房長官は十日の会見で、改元時期に 
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関し「有識者会議に、陛下の公務負担の軽減を

優先で静かに議論してもらっている。方向性も示さ

れていない段階だ」と述べるにとどめた。 

 陛下は昨年八月八日の国民へのビデオメッセー

ジで「戦後七十年という大きな節目を過ぎ、二年後

には平成三十年を迎えます」と述べられた。政府

内では「退位は一八年がリミットというのが陛下の

気持ちだ」との受け止めが広がっていた。 

 政府の有識者会議は今月十一日の第八回会合

の議論を踏まえ、二十三日の会合で論点整理を行

い、公表する段取り。政府は与野党論議を踏まえ、

二十日召集の通常国会で陛下一代に限って退位

を認める特別法を成立させる方向で調整を進めて

いる。 

 元号が変われば、各種印刷物や公文書への影

響が予想されるが、元日であれば混乱はより少なく

て済むというのが政府内の受け止めだ。改元につ

いては一八年元日も節目とはなるものの、法整備

から間がなく、新天皇の即位への準備期間が短く

なる。 

 政府は一月から六月にかけての通常国会中は

「退位や即位と、各種法案審議などを巡る政局が

影響し合うのは好ましくない」（関係者）として避け

たい考えだ。陛下が重視してこられた終戦の日の

式典などへの出席も勘案し一八年後半以降の退

位が有力となっていた。 

 退位時期については、特別法に日付を明記する

案と、政令で定める案の両案がある。政令で定め

る案には「国会が政府の裁量に委ねることになって

しまう」（官邸筋）との指摘も出ている。 

 

近畿の高速、距離別料金に統一へ 

 来年度導入めざす 

 国土交通省は１３日、京阪神を中心とする近畿地

方の高速道路について、原則として走行距離に応

じた料金に統一する方針を示した。あわせて実質

値上げも検討し、阪神高速では料金の上限が上が

る見通しだ。年内にも新料金を固めて、来年度中

の導入をめざす。 

この日の有識者会議で示した。近畿の高速道路 

は、西日本高速道路、阪神高速道路、各地の道路

公社などがそれぞれ管理し、料金体系が複雑にな

っている。このため、距離に応じて料金が上がる区

間と均一料金の区間が混在し、利用者からわかり

にくいとの指摘が出ていた。 

 国交省によると、料金体系の統一とともに料金所

の数も減らす考え。道路公社が管理する区間を高

速道路会社に移管することも検討する。高速道路

網の拡充費用などをまかなうため、「利用者に追加

的な一定の料金負担を求める」という。阪神高速は

普通車の上限料金９３０円を引き上げるとともに、

割引は縮小する方向だ。 

 国交省は年内にも新料金案を公表する。関係自

治体の同意などを得て、各区間を管理する会社な

どが新料金を決め、国交省が許可する。 

西日本高速道路 

滋賀県以西の高速道路の建設と既存の３３０６キロ

の管理が業務。０７年度の関連事業を含む売り上

げは９０３５億円。資本金は４７５億円だが全株を国

が保有。従業員は約２６００人。債務は４３年かけて

完済することになっている。 

普通車 

放置違反金（2008 年 10 月 07 日 朝刊） 

駐車違反をした場合、運転者が出頭すれば、反則

金（駐停車禁止場所の違反は大型・中型車２万５

千円、普通車１万８千円）が科せられ、違反点数も

累積される。０６年６月の道交法改正により、運転

者が出頭しなければ、車の持ち主が反則金と同額

の「放置違反金」を請求される。違反金を滞納すれ

ば、車検時に新しい車検証を受けられず、預金口

座が差し押さえられる場合もある。納付命令を繰り



2017 年 02 月 01 日 発行 春号   通刊 355 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page３ 

返し受ける悪質な例には、命令の回数に応じて一

定期間、車の使用制限の命令も出される。 

 

柔道「有効」廃止 

「合わせ技一本」も 東京五輪へ新ルール

案 

国際柔道連盟（IJF）は 9 か日、柔道の技のポイ

ントの「有効」と、「巧あり」2 回の「合 わせ技一本」

を廃止ずることを含めた新ルール案を発表した。 

2020 年東京五輪に向けたも ので、夹年 1 月から

同年 9 月の 世界選手権(ハンガリ！ブダペスト)ま

で試験的に導入し、 効果を検証する。 

勝敗が明快になるよぅニ本」 による決着を重視

ずるのが狙 い。ほかにもこれまで指導四 つで反

則負けとなっていたのを 三つとし、消極的な姿勢

の選手 には厳しく臨むことになる。 

また、男子の試合時間を従来 の 5 分から、女子

と同じ 4 分に 短縮する。変更は、東京五輪で 目

指している団体戦の導入をア ピールする目的もあ

る。 

日本は「しっかり組んで一本 を取る柔道」を目

指しており、 全日本柔道連盟幹部は「日本に と

っては追い風になるのではな いか」と話している。

IJF は リオデジャネイロ五輪終了後、 ルール変更

に着手していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税のクレカ支払いサイト、「偽

物？」と疑う人も 

Visa、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club など

が利用可能 ※この画像はサイトのスクリーンショットです（「国

税クレジットカードお支払サイト」より） 

国税庁は 1 月 4 日から、国税の新たな納付手段

として、インターネットを利用したクレジットカード納

付サービスを開始。しかし専用サイトに対し、一部

から「偽サイトでは？」と疑いの声が寄せられる事

態になっている。 

このサービスは、ネット上でのクレジット支払い機

能を利用し、税金を納めることができるものだ。納

付できるのは、申告所得税、復興特別所得税、法

人税、消費税および地方消費税、贈与税、酒税な

どの税目だ。サイトに設置されたフォームに利用者

情報や納付内容、クレジットカード情報を入力する

と決済される。ただし、領収書は発行されない。 

国税庁はかねてより、ネットで国税の各種手続き

が行える「e-Tax（イータックス）」の利用を推奨して

おり、「自宅からネットで申告」「添付書類の提出省

略」「還付がスピーディー」「24 時間受付」など、メリ

ットを盛んにアピール。今回スタートしたクレジット

カードの納付サービスも、これに紐付いたものにな

っている（e-Tax からのクレジットカード支払いは平

成 29 年 6 月からの開始を予定）。 

クレジットカードで納付できるようになったことに

ついて、ツイッターには、「何でカードで払えないん

だといつも思ってたんだよね」「土日挟んだ日程と

かだとかなり楽になるね。銀行も無駄な業務が減っ

て万々歳でしょ」と、歓迎の声があがったが、サイト

が 4 日に公開されると、早々に物議を醸した。その

理由は、サイトの URL の末尾が「.go.jp（日本の政

府機関のためのドメイン）」でなく、「.jp」だったこと。 

これに対し、ツイッターには、「偽物臭が漂いすぎ

る」 

「えっこれ本当に国税庁主導のやつなのか…。ドメ

インがふざけ過ぎてるし、証明書はどうなってんだ

…。 本当に偽サイトと区別つかない」「国税庁なの

に go.jp じゃないのか…」「なんで.go.jp 使わない

の？！ 馬鹿なの？ 国民をフィッシング詐欺に遭

わせたいの？」など、安全性を疑う声が相次いでし

まった。当該の URL は、国税庁のホームページか

らもリンクが貼られており、“本物”であることは間違

いない。また、運営はあくまで国税庁長官の指定を

受けた民間事業者（トヨタファイナンス）であるため、

政府のドメインを使えないという事情もあるのだろう。

ただ、金融情報を扱うサイトだけに慎重になってほ

しいと感じるユーザーは多かったようだ。 

身近な税、今年から変わる＝確定申告にマイナン

バー必須―カード納税も可能  

理研が終身雇用拡大 研究現場へ一石  
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２０１７年に入ると、国税に関連する変更や新制度

がいくつかスタートする。税務署に提出する申告書

などの書類に社会保障と税の共通番号（マイナン

バー）の記載が必要になるなど、身近なものにつ

いてポイントをまとめた。  

◇確定申告に番号記入 

 ２月から受け付けが始まる所得税などの確定申

告では、マイナンバーの申告書への記入が必須と

なる。１６年から一部で始まっていたが、まとまった

申告者が予想されるのは確定申告が初めてだ。 

 マイナンバーは申告書の右上の欄に記入する。

書いていない場合、申告会場で指導される可能性

がある。状況によっては未記入でも受理されるが、

税務署から後日問い合わせがあるなど、手間が増

える場合もある。  

申告書を提出する際には、成り済まし防止のため

本人確認が必要。マイナンバーカードの交付を受

けた人はカード１枚で証明が完了するが、番号を

知らせるため郵送された通知カードの場合は顔写

真付き身分証明書など別の書類が必要だ。  

◇市販薬で医療費控除 

 これまでは年間１０万円以上の医療費支払いが

対象だった医療費控除。１７年１月からは、医療用

を市販薬に転用した「スイッチＯＴＣ薬」を年間１万

２０００円以上買った場合を対象とする特例が加わ

る。 

 積極的な健康管理を促して国の医療費を減らす

狙いがあり、定期健康診断や予防接種などを受け

ることが適用の条件となる。薬のレシートや、健診

などを受けたことが分かる書類を添えて翌年に確

定申告すれば所得控除を受けられるが、従来の医

療費控除と併用はできないなどの制限がある。  

◇国税もカード払い 

 地方税で先行していたクレジットカードでの納税

が、国税でも１月から始まった。所得税や消費税、

法人税などほとんどの税目が対象となる。 

 税務署や金融機関などの窓口に出向く必要がな

く、２４時間いつでも納付できるなど、納税者にとっ

て利便性が向上すると国税庁は説明する。専用の

ウェブサイトで受け付ける。 

 ただ、納付に掛かる手数料は納税者が負担する。

税額が増えるほど手数料も多額になるため、注意

が必要だ。 

 

避難勧告」と「避難指示（緊急）」・

「避難準備・高齢者等避難開始」の

違いについて 

災害の発生時等において、町長が「避難準備・ 

高齢者等避難開始」、「避難勧告」または「避難指

示（緊急）」を発令する場合があります。これらの違

いをよく理解し、自らの身を守りましょう。また、危険

を感じる場合などは、自らの判断で早めに避難す

ることも重要です。 

なお、必ずしも段階的に発令されるとは限らない

ので、ご注意ください。 

また、これらの情報が発令されていなくても、身

の危険を感じる場合は避難を開始してください。 

※平成 28 年 12 月 26 日付けで内閣府が「避難準備情

報」の名称を「避難準備・高齢者等避難開始」へと変更

したことを受け、ページ内の記述を修正しています。  

発令の種類 

避難指示（緊急）  

発令時の状況 

・災害の起こる前兆とみられる現象の発生や切迫

した状況から、人的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断された状況 

・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害が

発生する危険性が非常に高いと判断された状況 

・人的被害の発生した状況  

住民にとっていただきたい行動 

 

・避難勧告等の発令後で、避難中のかたは確実な

避難行動をとってください。 

・発令された対象地域でまだ避難していないかた

は、ただちに避難行動に移るとともに、その行動に

種類

拘

束

力 

内容 

避難

指示

（緊

急） 

強 

災害が発生するなど状況がさらに悪化

し、人的被害の危険性が非常に高まった

場合に発せられるもので、「避難勧告」よ

りも拘束力が強くなります。 

避難

勧告 
中 

災害による被害が予想され、人的被害が

発生する可能性が高まった場合に発せら

れるもので、居住者に立ち退きを勧め促

します。 

避難

準備・

高齢

者等

避難

開始 

弱 

事態の推移によっては避難勧告や避難

指示（緊急）の発令を行うことが予想され

るため、避難の準備を呼びかけるもので

す。要援護者など、避難に時間を要する

人は避難を開始する必要があります。 



2017 年 02 月 01 日 発行 春号   通刊 355 号  毎月 1日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                   Page５ 

移る時間的余裕がない場合は生命を守る 低限

の行動をお願いします。 

・外出することでかえって命に危険が及ぶような状

況では、自宅内のより安全な場所に避難をしましょ

う。 

避難勧告  

発令時の状況 

・通常の避難行動ができる者が避難行動を開始し

なければならない段階であり、人的被害の発生す

る可能性が明らかに高まった状況  

住民にとっていただきたい行動 

・発令された対象地域で通常の避難行動ができる

かたは、計画された避難場所等への避難行動を開

始してください。  

避難準備・高齢者等避難開始  

発令時の状況 

・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が

避難行動を開始しなければならない段階であり、

人的被害の発生する可能性が高まった状況 

住民にとっていただきたい行動  

・要援護者など、特に避難行動に時間を必要とす

るかたは、計画された避難場所への避難行動を開

始してください。 

・要援護者など以外のかたは、家族等の連絡、非

常用持出品の用意等、避難準備を開始してくださ

い。  

要援護者とは・・・ 

次のどれかに該当する災害時の支援を必要と

するかたで、支援を受けるために必要な個人

情報を地域の民生委員・児童委員、自主防災

組織などに提供することに同意したかたのこと

をいいます。 

・ひとり暮らしの高齢者 

・高齢者のみの世帯 

・介護保険の要介護認定で、要介護 3 以上の

判定を受けているかた 

・身体障害者手帳を所持し、等級が1級または

2 級のかた 

・療育手帳を所持し、区分が A の判定を受け

たかた 

 

ゴールデンウィークは 5 連休 

2017 年は祝日が4 日間も消滅 / ゴール

デンウィークはたったの5 連休 

ついにやって来た 2017 年。キリストが生まれて

から 2017 年、鎌倉幕府が出来てから 825 年、タモ

リさんが生まれてから 71 年が経った、西暦 2017 年

の到来である。 

それはさておき、日本中のみなさんに大変残念

なお知らせをしなくてはいけない。……なんと！ 

2017 年は例年に比べて祝日が 4 日も少ないのだ!! 

これを悲報と言わずして何と言おう？ たかが 4 日、

されど 4 日……。新年早々やる気がなくなるぜ

……！ 

・4 日間も土曜日と被る 
2017 年の祝日が 4 日間少なくなるのは、ズバリ「祝

日が 4 回も土曜日とぶつかる」からである。祝日が

日曜日ならば振替休日になるが、残念ながら現状

の法律だと土曜日は “振々替（ふりふりかえ）休日” 

とはならない。 

そして今年、土曜日とカチ当たる祝日は以下の通

りとなっている。 

・建国記念日 2 月 11 日（土曜日） 

・昭和の日 4 月 29 日（土曜日） 

・秋分の日 9 月 23 日（土曜日） 

・天皇誕生日 12 月 23 日（土曜日） 

うむ……仕方ない。こればっかりは致し方ない。そ

れでもあえて言わせて欲しい……。納得いかねぇぇ

ぇぇええええ！ 俺の休みを返せぇぇぇえええええッ

ッ!! ちょっと！ 偉い人たち!! そろそろ振々替休

日の導入を検討してはいかがですかぁぁぁあああ

あ!!?? 

・ゴールデンウィークは…… 
また、春のゴールデンウィークもカレンダー通りだと

5 連休ということになり、黄金週間とは言い難い

低限の連休となりそうだ。さらに、シルバーウィーク

は 2026 年までやって来ないから、こちらはそもそも

期待しない方がいいだろう。 

なお、「日本は他の国と比べて祝日が多い方なん

だよ？ 4 日くらいで文句言うなよ」という意識の高

い意見は一切受け付けない。そういう人は止めな

いので、どうぞ力いっぱい働いてほしい。 

……と、2017 年早々、とんでもない悲報をお伝えし

たが、こればっかりは仕方ない。納得できないけど

仕方ない。とにもかくにも、みなさんにとって 2017

年が素晴らしい 1 年になりますように。……納得い

かないけど。 

 

賞味期限のウソ 

卵は常温で2 ヵ月保つ！大量の食品廃棄

を生む賞味期限のウソ  
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年末年始は宴会が続く。罪悪感を持ちながらも、

食べきれずに残したり、捨てたりする人も多いだろ

う。ところが、賞味期限内であっても、「業界の商慣

行」によって大量の食品が廃棄されている実態が

あるという。そこで、食品ロス問題に詳しく、『賞味

期限のウソ 食品ロスはなぜ生まれるのか』（幻冬

舎新書）の著作もある井出留美氏に聞いた。 

・卵は冬場なら 2 ヵ月保つ！賞味期限の驚

きの実態 

問い-本書にはいくつか衝撃的な数字が挙げられ

ています。例えば、卵は本来、冬場（10 度程度）は

常温で約 2 ヵ月（57 日）保つと書かれています。 

 はい。産卵日から 1 週間以内にパックすることに

なっていますので、パックしてから 7 週間保ちます。 

 しかし、実際に売られている卵は、パックしてから

2 週間が賞味期限となっているのが実情です。 

問い-冬場だと、5 週間も前に賞味期限が来てしま

うことになります。 

 だから卵は、仮に印字されている賞味期限が過

ぎていても、加熱調理すればまだまだ食べられま

す。 

問い-ところで、「賞味期限」と「消費期限」は違うの

ですか。 

「消費期限」は、生鮮食品や日持ちしないお弁当、

お惣菜などが対象で、その日までに消費する必要

のある「食べても安全な期間」となります。一方、賞

味期限は、日持ちする加工食品など「おいしく食

べられる期間」で、期限を過ぎても食べられます。 

問い-「消費期限」は期限内に食べる。しかし、「賞

味期限」は過ぎても大丈夫なんですね。 

 はい。賞味期限は、微生物試験などを基に算出

した、実際に日持ちする日数を 1 として、「安全係

数」という係数をかけて決めるのが一般的です。加

工食品では、安全係数が 0.8 のものが多いです。

つまり、10 日保つ食品なら 8 日。 

 これは法律ではなくあくまでもガイドラインで、実

は、消費期限や賞味期限の決め方は企業に任さ

れています。加工食品でも何年も日持ちするもの

も、卵のように数週間のものもあるので、本来一律

に決めるのは実情には合わないはずなのです。 

・誰も声を大にして言わなかった賞味期限

の「3 分の 1 ルール」とは 

問い-まだまだ食べられる期間であっても、かなり

余裕を持った期限が設けられているのですね。 

 実はそればかりではなく、「3 分の 1 ルール」とい

う食品業界の暗黙のルールがあります。 

 スーパーやコンビニなど小売店の多くは、賞味期

限を 3 で割り、 初の 3 分の 1 を納品期限、次の

3 分の 1 を販売期限としています。 

 納品期限までに、メーカーから小売店に納品しな

ければ、小売店は受け取らず、販売期限までに売

り切らなければ、棚から撤去してしまうのです。メー

カーは小売店から目をつけられたくないので、その

習慣が根付いているのです。 

問い-3 週間が賞味期限のお菓子なら、 初の 1

週間以内にコンビニや百貨店やスーパーに納品し

なければならず、次の 1 週間以内に売れなければ

棚から引いてしまう。賞味期限のはるか手前なのに

売り場にも並ばないのですね。 

 納品期限のためにメーカーに返品される食品の

額は年間 821 億円、販売期限のために、小売店か

ら卸に返品されるのは年間 432 億円という推計が

あります。 

 いままで誰も声を大にして言わなかったのですが、

法律の規制ではなく、あくまで食品業界の商習慣

です。それは、出荷後の保存環境をメーカーでは

コントロールできないので、一括して余裕をもった

処理をしたほうが安全で効率的という面もあります

し、少しの不備も許さない、日本の消費者の「ゼロ

リスク」志向の反映とも言えるのではないでしょうか。 

問い-賞味期限前に大量の商品が廃棄されること

になりますね。 

 まだ食べられるのに、賞味期限など、さまざまな

理由で廃棄せざるを得ない食品を「食品ロス」と言

います。日本の食品ロス量は、632 万トン（2013 年

度、農林水産省調べ）で、世界の食料援助量（320

万トン）の 2 倍に当たり、3 分の 1 ルールの影響が

大きいと見ています。そして、その無駄になった分

のコストや廃棄コストは、販売価格に転嫁されてい

るわけですから、消費者にとっても大きな問題なの

です。 

問い-3 分の 1 に縛られないでロスを減らす動きも

あるようですね。 

 2012 年以降、農林水産省や消費者庁など 4 省

庁連携の「食品ロス」削減のチームが発足し、菓子

と飲料など 35 企業が、納品期限を「3 分の 1」から

「2 分の 1」に延長すれば、87 億円相当のロスをな

くすことが可能であると試算されました。これは企

業から出る食品ロスのうちの、1～1.4％。これを受

けて納品期限を延長したスーパー・コンビニが 11

企業あります（2014～2016 年度）。 

 

 


