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巻　頭　言

　「歴史は繰り返すか？」とその報道を知った時に筆者はつぶやい

た。東京都の市場問題プロジェクトチームの座長私案なるものが

報ぜられたときである。報道によればこの試案の内容は、市場施

設をローリング方式で改築することにより築地市場を現在の場所

で存続させるものという。

　築地市場の改築については、今から 27 年前、筆者が食品流通

行政に携わっていたとき、当時の市場関係の行政関係者や事業者

が真剣に検討していた。当時の具体的な検討の資料が手元にない

ので古い記憶によることになるが、当時の関係者は神田市場から

大田市場への移転のときの苦労などを考慮して、築地市場の場所

で新しい市場を構築しようと考え、その建設事業計画を作成しつ

つあった。その後、いざ現実に実行しようとすると、日々大量の

生鮮品を扱いながらローリング方式で施設を改築することの難し

さ、限られた面積の上に新しい市場機能を果たすための施設を

設置することの難しさ、仲卸事業者の店舗の一部を２階や３階に

配置しなければならなくなる店舗配置の難しさなどなど、様々な

問題があり、また、築地市場の立地が土地利用の面からもっと有

効な活用が可能ではないかという市場関係者以外の意見もあり、

2000 年ごろに築地から他の場所に移転する方針に変わったとい

う経緯と承知している。

　市場問題 PT の座長が、このような検討内容や経緯をどこまで

吟味したうえで私案を作ったのか不明であるが、インターネット

に公表されている座長を含む専門委員と、その協力者による築地

改築案と豊洲移転案についての記述を見ると、築地市場改築は 27

年前とおなじローリング方式の工事のやり方で技術的に可能で、

また経費負担面で築地改築のほうが優れているとの試算を示され

ていて、築地改築案を実現するかどうかは関係者がどれだけ築地

で営業を続けたいという気持ち（熱意）があるかどうかによると

いう。しかし、過去の経緯や関係者の努力や豊洲市場への期待を

「当時とは状況が変わった、当時は拡大志向だったがこれからは

適正規模で」と否定的に評価され、簡単な試算で経費負担の観点

から築地改築案が優れていると言われても納得する関係者は少な

いのではないか。最近の築地市場周辺の賑わいの中で、毎日大量

の生鮮品を集荷・分荷する市場機能を維持しつつ改築工事を進め

ることが現実にできるかどうか、机上の計算で費用負担が少ない

（この種の計算はあとで変わる可能性がある）ということを理由に

関係者に熱意を期待しても無理な話ではないかと思う。この座長

試案の下で豊洲市場問題を解決できる方向が打ち出せるかどうか、

小池東京都知事がどのように判断するか関係者は当分不安な気持

ちで見守らざるを得まい。

　カール・マルクスは「歴史は繰り返す、最初は悲劇として、二度

目は茶番劇として」( ルイ・ポナパルトのプリュメール ) と述べて

いるが、築地市場の問題が茶番劇になっては困ると思うのである。

　　　　　　　公益財団法人 食品流通構造改善促進機構

会　長　　馬場　久萬男
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消費税軽減税率対策窓口相談等事業について
平成 31 年 10 月から導入が始まる軽減税率制度について早めにご準備ください！

　社会保障と税の一体改革のもと、本来であれば今年４月に予定されていた消費税率 10％への引き上げは、経済状況の

改善を優先させて平成 31 年 10 月まで延期することが正式に決まりました。ただし、低所得者に配慮する観点から「酒

類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞」を対象に、増税の際は従来通り軽

減税率制度が導入されることとなっています。

　そこで、食流機構では昨年度に引き続き、経済産業省補助事業「消費税軽減税率対策窓口相談等事業」を実施します。

本事業では軽減税率制度の円滑な導入に向けて食品流通業者を対象とした相談窓口の設置や全国説明会を開催し、新制度

の周知を推進してまいります。

　なお、全国説明会の内容・日程等についての詳細は食流機構の HP（http://www.ofsi.or.jp/keigen_zeiritsu/）及び

本紙の来月号でご紹介させていただきますが、以下に軽減税率の要点をおさらいしておきます。

◆飲食料品の取扱い（売上げ）がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です

◆軽減税率の対象となる品目

　飲食料品とは、	食品表示法に規定する食品（酒類を除

く。）	をいい、一定の一体商品を含みます。なお、	外食	や

ケータリング等は軽減税率の対象に含まれせん。軽減税

率の対象となる新聞とは、	一定の題号を用い、政治、経済、

社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週２回

以上発行されるもの（定期購読契約に基づくもの）。

◆帳簿及び請求書等の記載と保存（区分記載請求書

　等保存方式）（平成 31 年 10 月～平成 35 年 9 月）

　課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿と区分

記載請求書等の保存が必要となります（区分記載請求書

等保存方式）。

　免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区

分記載請求書等の発行を求められる場合があります。

（注）請求書等には、記載事項を満たす領収書や納品書、小売業者

　が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。

　取引額が３万円未満の場合や、自動販売機から購入するなど請求

　書等の交付を受けることが困難な場合は、現行どおり、帳簿への

　記載により仕入税額控除が認められます。

期　間 帳簿への記載事項 請求書等への載事項
平成 31	年９月 30	日まで

【現行制度】
課税仕入れの相手方の氏名又は名称・
取引年月日・取引の内容・対価の額

請求書発行者の氏名又は名称・取引年月日・取引
の内容・対価の額・請求書受領者の氏名又は名称

平成 31	年 10	月１日から
平成 35	年９月 30	日まで

【区分記載請求書等保存方式】

（上記に加え）
軽減税率の対象品目である旨

（上記に加え）
①	軽減税率の対象品目である旨
②	税率ごとに合計した対価の額（税込み）
※①及び②については、請求書等の交付を受けた
事業者による追記も可能

出典：国税庁 HP（https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/）
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地理的表示保護制度 （ＧＩ） 登録産品について
地理的表示保護制度（ＧＩ）は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲

得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するもの

です。一昨年の６月から運用が始まったこの制度の登録産品については、本紙の２月号（No.254）で

24 産品まで取り上げましたが、その後新たに６産品が追加登録されましたので、引き続きご紹介します。

登録
番号 名　称＊ 写　真 特定農林水産物

の区分
特定農林水産物等

の生産地 特　性 登録日

２５ 特産松阪牛 第 6 類	生鮮肉類	牛肉

平成 16 年 11 月 1 日当時

の行政区画名としての 22

市町村（松阪市、津市、伊

勢市、久居市、香良洲町、

一志町、白山町、嬉野町、

美杉村、三雲町、飯南町、

飯高町、多気町、明和町、

大台町、勢和村、宮川村、

玉城町、小俣町、大宮町、

御薗村、度会町）

未経産の黒毛和種の雌牛を

12 ヶ月齢までに兵庫県から

導入し、900 日以上の長期

にわたり肥育。不飽和脂肪

酸を多く含んでいることか

ら脂肪が溶け出す温度が低

く、きめ細やかなサシのあ

る牛肉。

平成 29 年

3 月 3 日

２６ 米沢牛 第 6 類	生鮮肉類	牛肉

山形県置賜地域（米沢市、

南陽市、長井市、高畠町、

川西町、飯豊町、白鷹町、

小国町）

品質の高さ、食味の良さから、

古くから高く評価されてい

る。米沢牛料理を目当てに米

沢を訪れる観光客も多く、米

沢駅の米沢牛駅弁は 120 年

のロングセラー。取引価格は、

和牛平均と比較して 2 割程

度高い。

平成 29 年

3 月 3 日

２７ 西尾の抹茶

第 32 類	酒類以外の飲料

等類	 茶葉（生のものを

除く。）

愛知県西尾市、愛知県安城

市

鮮やかな碧緑色の外観を持つ

抹茶であり、渋味が少なく、

まろやかで強い旨味が続くこ

とが特徴。

平成 29 年

3 月 3 日

２８	 前沢牛 第 6 類	生鮮肉類	牛肉

岩手県奥州市前沢区 上質できめ細やかな霜降り

で、しっとりした肉質。脂は

しつこくなく上質な香りが口

の中に広がり、肉が溶けるよ

うに感じられる。全国肉用牛

枝肉共励会においては、全国

最多となる通算 6 回の名誉

賞（農林水産大臣賞）を受賞

するなど、数々の受賞歴を有

する。

平成 29 年

3 月 3 日

２９
くろさき茶

豆
第 2 類	野菜類	えだまめ

新潟県新潟市西区黒埼地区、

新潟市西区小新的場地区、

新潟市西区亀貝寅明地区

明治末期に導入した茶豆から

選抜された小平方茶豆に由来

する独特の「色」、「香り」と

味わい。一般の枝豆に比べ、

莢の付きが多く、莢はやや大

きく平べったい。

平成 29 年

4 月 21 日

３０
東根さくら

んぼ
第 3 類	果実類	おうとう

山形県東根市及び隣接市町

の一部

栽培に適した気象や土壌、栽

培方法や規格管理の徹底によ

り、大玉で甘さと酸味のバラ

ンスに優れた食味が特徴。

平成 29 年

4 月 21 日

＊名称については代表的なものを記載しています。

【出典・問合せ先】

　食料産業局知的財産課　担当者：地理的表示保護制度担当

　代表：03-3502-8111（内線 4284、4282）　ダイヤルイン：03-6744-2062、03-6738-6315

　FAX：03-3502-5301　ホームページ：	http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
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農林水産省「消費者の部屋」特別展示開催スケジュール

　農林水産省「消費者の部屋」では、消費者の皆様に食料、農林水産業、農山漁村等に関する情報の提供を行う特別展示
を行っております。その開催スケジュール（平成２９年 5 月～ 6 月分）をご紹介いたしますので、ご興味のあるテーマ
がありましたら、是非見学にお立ち寄りください。

期　間 特別展示名 開催目的 展示内容 担当

5 月８日

～

5 月１２日

川、 山、 海 ～
地域の恵 徳島
県の６次産業
化・農商工連
携商品

６次産業化・地産地消法に基づき、地域資源を
活用した農林漁業者等による新事業の創出等に
より農林漁業等の進行を図ることとされてい
る。本県でも農産漁村の所得や雇用の増大を図
るために、農林水産物等の地域資源を活用した
６次産業化、農商工連携の取り組みを推進して
おり、その成果として開発された加工食品を、
消費者の方々に広く紹介する。

徳島県では、地域の気候風土に適した農林
水産物が生産され、地域ならではの食文化
を形成してきました。近年では、６次産業
化や農商工連携により、新たな価値をもっ
た「食」が数多く生み出されています。こ
れら加工品を展示します。

徳島県農林水産部も
うかるブランド推進
課

5 月２９日

～

６月 2 日

食育の週～お
いしい！ 国産
食材で豊かな
食生活～

食育を通じた日本型食生活の推進、及び国産食
材の消費拡大を図る。

講習や調理のデモンストレ－ション、国産
食材を使った料理講習会やバランスのよい
料理の組み合わせ紹介により、国産食材を
おいしく食べるコツを紹介します。

食料産業局食文化・
市場開拓課消費・安
全局消費者行政・食
育課

６月５日

～

６月９日

６次産業化に
関する展示

全国各地で行われている６次産業化とはどのよ
うなものかをパネル展示を通じて広く周知する
とともに、この取り組みによって生まれた商品
を消費者が実際に手にとったり試食等を行うこ
とで、消費者の理解を深め、更なる６次産業化
の推進につなげていく。

農林漁業者が自ら生産した農林水産物等を
原料として加工や販売にまで一体的に取り
組む６次産業化の取り組みが全国各地で展
開されています。この６次産業化に取り組
む事業者の多様な取り組み及び、この取り
組みによって生まれた商品などの展示を行
います。

食料産業局産業連携
課

６月２６日

～

6 月 3 ０日

ほ し に 願 い
を！！～ ７ 月
７日は☆乾し
い た け の 日・
そうめんの日
～

古来から日本の食文化と山村社会の形成に貢献
してきた「乾しいたけ」、健康を願って食され
てきた「そうめん」の需要拡大を図る。

栄養豊富でおいしい森林の恵み「乾しいた
け」と夏に欠かせない「そうめん」がタッ
グを組み需要拡大を目指します。古くから
親しまれ日本の食文化に貢献してきたこの
２つの食材が連携して、そのおいしさを新
たな消費者層にも広く知っていただくた
め、パネル展示等により紹介します。

林野庁経営課特用林
産対策室食料産業局
食品製造課

　※ この特別展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。

　（１）入場は無料です。

　（２）特別展示は、期間中の月曜日から金曜日まで行っています。ただし、祝祭日、
　　　	年末年始は閉室です。

　（３）開室時間は、10 時から 17 時までです。ただし、展示初日は 12 時から 17 時、
　　　	展示最終日は 10 時から 13 時です。

　（４）アクセス：東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線の霞ヶ関駅下車。
	　　　　　　　　	A5、B3a の出口すぐ（右地図参照）。

　◆	詳しくは、消費者の部屋（☎	０３－３５９１－６５２９）にお問い合わせ下さい。

　

　　

福島フードファンクラブ 「チームふくしまプライド。」

福
島県の農林水産物の継続的な流通拡大に向けて、復興庁の支援のもと、一般社団法人	東の食の会が、福島県の

農林水産物を積極的に食べて応援したい人のための福島フードファンクラブ「チームふくしまプライド。」を設

立しました。

チ
ームふくしまプライド。は、プライドを持った福島の生産者と、消費者や料理人など応援するファンが一体と

なったファンクラブです。福島から、世界に通じる新しい食文化の創造を目指します。そのため、「前向きな生

産者」と「福島の食を積極的に応援したい人」がひとつの場に集まり交流し、地域を横断して前向きな生産者

「同士」が共に学び、高めあい、これらの取組により産品の魅力向上、消費拡大の新しいプラットフォームへ成長するこ

とを期待しています。

＊「チームふくしまプライド。」では現在、福島フードファンクラブの会員を募集していますので、みんなで応募して

　福島県を応援しましょう！（http://shopping.geocities.jp/hajimeppe/）。 
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第２６回 優良経営食料品小売店等表彰事業
農林水産大臣賞受賞店のご紹介 ②

【店舗概要】
　創業年：1951 年（昭和 26 年）　売場面積：41.7 ㎡（12.6 坪）

　従業員：39 人　　　　　　　　　営業時間：7：00 ～ 19：00

　定休日：日・祭日／第３月曜日

【商品構成】
　焼成パン：74.7% ／サンドイッチ：22.2% ／焼菓子：1.4%

　その他：1.7%

【経営方針】
• お客様を第一に考え、親しみやすい会社を目指します。

• いつでも美味しい、楽しい場として地域に心のこもった提供をし

続けます。

• お客様満足、従業員満足を目指します。

• 業界発展のために貢献します。

　先月号に引き続き、第 26 回優良経営食料品小売店等表彰事業における農林水産大臣の受賞店を以下にご紹介します。

㈱トーホーベーカリー 東京都
三鷹市

昭和の温もりがある店づくりで支持を集めるベーカリー
[ 人気の商品づくりと飽きさせない豊富な品揃え ]

　麻布十番で和生菓子店を創業し、三鷹に移転した祖父が 1951 年に隣接するパン屋
を居抜きで引き継ぐ形で当店がスタートした。当店は話題性があり、集客力が高い商品
を育てることに常に挑戦し、ファンを確実に増やしている。現在の店舗を新装した当時
の一番人気はカレーパン、クリームパンだったが、現在はそれを抜いて GOLD 塩バター
ロールが人気のトップを走っている。１人 5 個までの制限をしているが、それでも１
日平均 900 個、最大で 1,300 個を販売する。パンは常時 100 種類、焼き菓子も 12
種類をラインアップしており、季節商品は 4 ～ 8 アイテムを揃えている。お客様を飽
きさせない豊富な品揃えである。昔懐かしいコッペパンも根強い人気があり、お客様の
好みのジャムやペースト等を付けてあげる『付食コッペパン』を販売している。JA 三
鷹及びまちづくり三鷹と連携して作った地元農産物を使ったフランスパンラスクの人
気も高まっており、「トマト」「ほうれん草」等を材料に使い、三鷹発地域ブランドの

「TAKA-1（タカワン）」を受賞した。

[ バス目線を意識した店舗と季節に合わせた販売促進 ]

　平成 16 年新装の店舗には経営者の熱い思いが込められている。バス停が目の前にあ
ることから、バスの窓から眺める視線を意識したファサード（建物の正面）作りを行っ
た。同じ製パン学校出身の知人に依頼して、店主がパンを釜に入れるところをイラスト
化し、2 階と 3 階の窓をパンの窯に見立てて、バスからよく見えるファサードを実現
した。店内には大人がゆっくり買い物できるようにキッズコーナーを設置した。工場は売場の奥に置き、製造のライブ感
とパンが焼ける良い香りを店内で体感できる。店外にテラスを設けて、焼きたての味をその場で食べることを提案してい
る。季節に合わせたイベントも積極的に行っている。お正月の福袋、ポチ袋に 100 円券のお年賀、バレンタインフェア、
ホワイトデーフェア、イースターフェア、抹茶フェア、5 月 30 日（ゴミの日）のエコバッグプレゼント、店頭でおこな
う夏祭りの出店で利用できる金券プレゼント、毎月 10% 割引券付きオリジナルカレン
ダープレゼント、社長サンタがおもちゃをプレゼントするクリスマスフェア等を実施し
て店の雰囲気を盛り上げ、店内 POP で購買に繋げている。

[ スタッフとその家族を大切にする教育と福利厚生 ]

　製造スタッフと販売スタッフが一体化しての接客を行うことが当店の特徴の一つでも
ある。工場から店内に商品を持って行くときは「只今、〇〇パンが焼き上がりました！
いかがでしょうか！」と製造スタッフが第一声したのに応じて、販売を中心に全スタッ

フがやまびこコールする。「焼きたて、揚げたて、作りたて」を
アピールするために、お客様のトレーに同じ商品があれば取り
替えサービスを行っている。このため、製造スタッフは毎年１回、
毎月 5 回の外部講習会に参加し、幹部従業員は交代で 2 ヶ月に
1 回、NPO 日本リアルベーカリー協会の勉強会に参加する。諸
手当等も充実している。引越手当、役職手当、住宅手当 (2 万 5
千円～ 3 万円 )、家族手当（妻 1 万円、子供 5 千円）支給され
ており、更に年 1 回（10 月）の昇給と冬のボーナス（2 ～ 4 ヶ
月分）を支給している。そして、年 1 回の 1 泊社員研修旅行（国
内のパン屋さん見学を兼ねる）、新年会、歓送迎会、夏のバーベ
キュー（夏祭りの後、家族参加可）、クリスマス会（500 円程
度の商品持ち寄り）が店内の一体感を醸し出している。

売場の奥に設置され体感を感じさせる工場

お客様と一緒に楽しむため
当店の人気番付を掲げる様子キッズコーナー
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北
朝鮮問題で揺れる全世界。ますます国内・海外とも不安定な時代が

到来する予感すらします。でも決算は待ってもらえません。必ず納

期がありディスクロージャーしないといけません。そのために日々

の月次決算から真剣に取り組む姿勢が大事かと思います。今月は「損益計算

書を読む」にスポットを当ててみたいと思います。

【損益計算書を読みこなすコツとは】
　① 比較がベストである
　　　損益計算書は期間損益の計算経過を示したものですが、当然、貸借対照表とは見方が異なります。損益計算書を読

　　む最も有効な方法は「比較」（前年度比較・予算比較・前月比較など）です。

　② 年次比較
　　　誰でも商売をしている以上は「昨年より今年、今年よりは来年」といったように、毎年業績が良くなることを望ん

　　でいますが、一方ではバブル経済崩壊のように予期せぬ事態によって突然業績が悪化してしまうことがあります。

　　　継続企業を前提とすれば、会社ができてから今日までの営業成果はすべて一連のもので、本来途切れることなく続

　　いているものなのです。そこで資本家としては、途中のどこかで利益を清算してもらわないと話になりませんので、

　　そこで人為的に区切って期間損益を計算することになります。その結果を示すのが損益計算書なわけですから、決算

　　ごとに区切って比較することは非常に効果的な方法と言えます。

　　　このような比較方法を「年次比較」とか「時系列比較」と呼びます。

　③ 同業他社との比較をしてみよう！
　　　もう一つの比較方法が「同業他社比較」です。

　　　他社の決算書を入手して比較することも競争力を知るのに有効な方法です。

　　　同業他社比較を行うことにより、自社の強みと弱みを容易に見つけ出すことができ、経営改善に直接的に有効な判

　　断データを手に入れることができます。

　④ 比較の際のテクニック
　　　実は比較を行う上で一つの大きな難問があるのです。それは規模の問題です。

　　　同業種といっても、規模にかなりの差がある場合には金額だけの比較では勝負になりませんので、割合を使うこと

　　により十分比較が可能となるのです。

　⑤ 年次比較（時系列比較）
　　　年度が基準となっているものを比較する常套手段です。昨年、一昨年の損益計算書を何年分か並べて眺めてみます。

　　最も簡単で基本的な読み方です。

　⑥ 増収か減益か
　　　どんな比較をするにせよ最初に見るものは売上高。昨年と今年で売上高は増えたのか、減ったのかということを把

　　握することからスタートです。

　　　売上高が減っていたならば、その理由を探さなくてはいけません。この売上高の増減理由を正しく把握しているか

　　否かで、読み方がずいぶん変わります。

　⑦ これはおかしい？
　　　次に見るのは当期利益です。当期利益がどうなったのか、ということを二番目に把握しておくことが「コツ」です。

　　もっとも、損益計算書は利益獲得内訳書として作成されているわけだから当然といえば当然です。

　　　もし当期利益が減っていたならば、おかしい？と思って下さい。仮に売上増であれば、当然利益が増えていてもお

　　かしくありません。むしろそう考えることが普通です。にもかかわらず、利益が減っていれば何か原因・要因がある

　　と勘繰ることが必要です。

　　　それらの矛盾に対して疑問を持ち、調べていかなければいけません。（続く）　　（Ｍ）

当たり前田の
会計入門 ⑬

OFSI のメール配信のご案内
　本紙（OFSI）は毎月１日に発行して皆様方にお届けしておりますが、発送と同時に食流機構のホームページにも同じ

内容の PDF ファイルを掲載しています。そこで、本紙をお受け取りの方で PDF ファイルの閲覧でも差し支えのない方

は、是非メールアドレスのご登録をお願いいたします。なお、メールアドレスをご登録いただいた方には、本紙の発送

を中止させていただく代わりに、ホームページへの掲載時にご連絡（メール）を差し上げますので、紙資源等の節約に

ご協力くださいますようお願いします。

　◆メールアドレスの登録方法
　　食流機構ホームページの問い合わせフォームに「OFSI のメール配信希望」とご記入の上、ご送信ください。
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食流紀稿
第六話

　　　「食文化」の受け止め方
　昭和 30 年代に大ヒットした「魚肉ソーセージ」は、原爆マグロ問題で価格が暴落し
た余剰マグロの活用として始まり、今も売られているロングヒット商品ですが、通常、
我々は「魚肉」とは言いません。しかし、肉であることは間違いありません。外国では

普通らしいですが、豚の頭をそのまま売り台に乗せて販売している光景は、遠くから見ましたが近寄れませんでした。豚の
頭もマグロの頭も同じだとも言えるでしょうが、日本の食文化で育った身としては、なかなかそうは思えません。
　和食の代表格は寿司と天ぷらです。最近は築地市場の寿司屋でもよく外国人観光客を見ます。昔は１人前の寿司を３～４
人で恐る恐る食べている光景をよく見ましたし、握るときに手袋をしないのかと言われた板前もいましたが、最近は美味し
そうに食べる方が増えています。「生食文化」は世界的にも珍しいらしく、寿司もいわゆる魚の刺身がネタではなく、加工
品主体になってきているようですが、「寿司もどき」もそれはそれで寿司文化の普及に貢献しているのではないでしょうか。
　肉食圏の人にとっては、魚と畜肉、鶏肉は全て「肉」であり、牛、豚と魚は同列なのかもしれません。基準は地域の生活習慣と、
神が許したか禁じたかという、それぞれの土地・国が育てた宗教と食文化の違いですから、他国の食文化を理解することは
大変です。数年前、ハーバード大学教授で人類学者であるテオドル・ベスターが「築地」という 640 ページの大著を出版し
ています。この本はアメリカ人類学協会の最優秀賞を受賞したものですが、その中でベスター氏は、築地市場の魚について
次のように言っています。「なぜ有毒なフグが御馳走なのか？いったんしびれた感覚が戻ってくるのが（戻るとは限らないが）
たまらないのだ」「クジラに関しては、擬人化されやすいからおそらく他の海洋生物よりも（供養）儀式が頻繁に行われる」

「母親は子供に授乳するし親子はともに暮らす。捕鯨者が捕鯨行為に対して複雑な気持ちを抱いたり、熱心に供養を行った
りするのは、そのようなこともあるのかもしれない」「活造りをさして言う残酷料理という言葉に複雑な心境が透けて見える。
実は魚を殺していることを重々承知していて、入念な儀式を行っている築地商人たちもいるのだ。」
　この辺でやめます。他者の命を頂くことで生命を維持する自然への感謝と畏れ（畏敬）を「祟りを恐れる行為」と解釈する。
アメリカを代表する人類学者で、お寿司大好き、日本語ペラペラの人物が、これほど皮相な見方しか出来ないのです。他国
の食文化を理解するのは難しい。「和食・寿司」は世界に広がるでしょう。鯨が可哀想なら牛は可哀想ではないのかという
意見も皮相なのかもしれません。生活・宗教と結びついた他国の食文化を理解することが日本の食文化を普及させるカギで
もあると思いました。（次回は「フードシステムの考え方」）

フードサプライ研究所　代表　淺沼　進

　

　　

連載　「気が付けば朗朗介護！」 ⑱

平
成 28 年度版高齢社会白書（内閣府）によると、要介護者等（要介護者又は要支援者と

認定された人）は平成 25 年度末で 569.1 万人、10 年前に比べ 198.7 万人も増加し

ている。介護をされる人が増えれば当然介護をする人が増えるわけで、「介護する人の

6 割以上が同居している家族」という結果だ。では、家族の中で誰が介護をしているのか。白書

では、配偶者が 26.2％、子が 21.8％、子の配偶者が 11.2％の順となっており、その割合は男

性が 31.3％、女性が 68.7％となっている。

　さらに深刻なのは、介護のために仕事を辞めたり転職を余儀なくされる人が増えていることで

ある。白書では、平成 23 年から 24 年の１年間で介護のために離職・転職をした人は 101,100 人、そのうち女性が

80.3％を占めている、という結果が出ている。年代別に見ると、男女ともに 50 代 60 代が 70％を占めていることから、

老老介護が相当数存在していることがわかるのだ。

　興味深かったのが、「介護を機に離職した理由」が男女で少し違っているということ。女性は「自分の心身の健康状態

が悪化した」、「自身の希望として「手助け・介護」に専念したかった」など、どちらかと言えば介護に専念するために離

職するケースが多いのだが、男性の場合は「施設へ入所できず「手助け・介護」の負担が増えた」、「自分自身で「手助け・

介護」するとサービスなどの利用を軽減できる」、「在宅サービスを利用できずに「手助け・介護」の負担が増えた」など、

施設や在宅サービスが十分に受けられないなどの外的な理由や金銭面での理由で離職するケースが多いことが分かる。

　自分も仕事と介護の両立で悩んだ経験者なので、人ごととは思えない。最近、母と二人だけの生活になってからわずか

4 か月程で在宅介護が出来なくなったので、仕事をしながら１人で在宅介護を続ける難しさはよく理解できる。幸いにも

医療関係者やソーシャルワーカー、ケアマネージャーなど多くの人のアドバイスや手助けを受けることができ、今は老健

で暮らす母だが、自分にしてみれば在宅介護の時に比べストレスは半減、いや半減以下になっているのは間違いない。時々

「家で介護してあげられなく申し訳ない、なんて自分は親不孝なんだ」という思いが頭にちらつくのだが、あのまま在宅

介護が続いていれば、離職も選択肢の一つになっていたと思う。そして何より、毎日の些細なストレスが知らず知らずの

うちに積み上がり、いつかは二人ともつぶされてしまっていたかもしれない。

　それでも老健では、在宅介護を目指してリハビリ指導を続けてくれているのだが、母の様子を見る限りでは、在宅まで

の道のりはまだまだ長いように思う。（続く）　　渋柿

　　



編集後記

消費税の増税が２年半延期されて、軽減税率への関心も少し薄れて

　いる感もありますが、複数税率や帳簿・請求書等の変更への対応は

　相当の事前準備が必要かと思われます。直前になって慌てないため

　にも、事業者の皆様は余裕を持ってご準備ください。

地理的表示保護制度の運用が始まり約２年になりますが、登録産品

　は続々増えて 30 産品までになりました。ただし、一般消費者のこ

　の制度に対する認知度はまだそれ程高くはないと思われますので、

　もっと PR して我が国の優良な食品が高く評価されるようになれば

　と期待しています。

祇園祭、天神祭と並び称される日本三大祭りの１つ「神田祭」が、

　今月（11 日～ 17 日）開催されます。２年に１度のお祭りなので、

　この機会にチェックしてみては如何でしょうか。　　　　　　　（T）

OFSIOFSI インフォメーション

○事業の目的
　　食品流通構造改善促進法に規定する食品販売業近代化

　事業の一環として、食品販売業の構造改善を緊急に実施

　することにより、食品流通の合理化と流通機能の高度化

　を推進する。

○事業の仕組
1.	食流機構は、食品販売事業協同組合等のニーズを踏

まえ、食品販売事業協同組合等と共同して食品販売

事業の近代化に必要な情報機器、物流機器、品質管

理設備等の設備・機器を開発し、（食流機構が業務委

託している）リース会社を通じて取得します。

2.	食流機構は、リース会社が設備・機器を取得する際

に要する経費の一部を負担します。

3.	食流機構は、取得した設備・機器をリース会社を通

じて、リース方式又は割賦方式で食品販売業者に引

き渡します。

4.	食品販売業者は、導入した設備・機器の取得に要し

た経費（設備・機器の価格）、諸経費（固定資産税、

保険料）及び金利相当額をリース料としてリース会

社に支払います。

5.	リース会社は、②で食流機構が負担した経費を食流

機構に返済します。

○支援内容
1.	食流機構は設備・機器をリース会社が取得する際に

必要となる資金（設備・機器の価格）の３分の２部

分についてリース会社に無利息で５年間貸与します。

（残りの３分の１部分はリース会社が調達します。）

2.	食品販売業者は、設備・機器の取得に要する資金の

借入利息の３分の２相当額が、リース料の低減とい

う形で支援が受けられます。　　　

○　事業対象者
1.	食品販売業者

2.	食品販売事業協同組合等	（食品販売業者を構成員とす

る法人）

3.	民法第 34 条に規定する社団法人

○　対象設備・機器
　　情　報：コンピュ－タ、情報ネットワークシステム、　

　　　　　P	O	S、E	O	S システム等

　　物　流：冷凍・冷蔵車、電動フォ－クリフト、電動ターレ、

　　　　　　移動販売車等

　　多温度帯：冷凍・冷蔵ショ－ケ－ス、冷凍・冷蔵庫等

　　省エネ：各業界固有の省資源型の食品製造・加工設備等

　　廃棄物：廃棄物回収・保管・運搬設備・再資源化設備、

　　　　　　減量化設備・機器等

食品流通構造改善緊急対策事業のご案内

　	食流機構では、食品販売業者、食品販売事業協同組合等の方々が情報化への取組、物流効率化への取組等に必要な設備・

機器をリース方式で導入する場合に対して支援する「食品流通構造改善緊急対策事業（略称：緊急対策事業）」を実施

しています。平成 21 年 4 月にこの緊急対策事業の支援内容が次のように拡充され、設備・機器の導入者のメリットが

高まっていますので、設備・機器の新設や更新をお考えの皆様は是非本事業をご活用ください！

◆対象とならない設備・機器◆

×	建物、建築物、撤去費、内装費用、保守料等
×	店内の照明、空調設備
×	開発（改良）後、相当の年月を経過しているもの
×	中古品
×	店内配送車（カートラック、トレイカート）等
×	常温ショーケース（陳列棚、棚板、ラック等）
×	マイクロバス等
×	テーブル（作業台等）
×	その他備品的なもの
×	消費税等税金類、保険料
×	指導料、研修会費等

　　　　　    ★月額リース料金★ 物件価格＋諸経費（固定資産税、保険料）＋金利

リース期間の月数

★導入者のメリット★

設備・機器の導入資金（消費税別）の 2/3 相当額を 5年間、無利息で支援

　　　　　    リース料の低減『利息の 2/3 相当の値引き！』

OFSIOFSI 食流機構
編
集

◆2017 年 5 月号 / 通巻 257 号  ◆平成 29 年 5 月 1 日発行

公益財団法人　食品流通構造改善促進機構　業務部
〒101-0032　東京都千代田区岩本町 3-4-5　第１東ビル 6F

☎ 03-5809-2176          03-5809-2183

      ofsi@ofsi.or.jp                               http://www.ofsi.or.jp/

□総 務 部　☎ 03-5809-2175
□業 務 部　☎ 03-5809-2176

▼再生紙を使用しています。

FAX

e-mail



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     新規書類
     シートの余分なスペースをトリミング: はい
     ページの拡大・縮小を許可: いいえ
     マージン・トンボ: 無し
     シートサイズ:  200.000 x 200.000 インチ / 5080.0 x 5080.0 mm
     シートの最適化:  最適サイズ
     レイアウト: 1列 1行
     調整:  左上
      

        
     0.0000
     8.5039
     28.3465
     0
     JapaneseMid
     0.2835
     ToFit
     1
     1
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20170427172629
       14400.0000
       Maximum
       Blank
       14400.0000
          

     Best
     774
     387
    
    
     0.0000
     TL
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.9a
     QI+ 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





