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さおだけ屋のひみつ
公認会計士
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真哉

005年に私が出した『さおだけ屋はなぜ潰れな

言ってきたりする。そして数日後に業者がやってき

いのか？』（光文社新書）という本は、儲けに関す

て、修理費代金10万円を請求される、という顛末

る身近な疑問を解消する過程で、会計学の考え方

である。もちろん、10万円もかかるような工事では

を身につけるという本であった。そこで取り上げた

ない。ほぼ詐欺行為である。

最初の謎が、さおだけ屋だ。「軽トラで移動しなが

こ の2パターンから見えてくるのは、実は売上が

ら物干し竿を売る商売」がゴーイングコンサーン（継

大きいというひみつであったが、費用が意外と小さ

続企業）し続けるひみつとは一体何なのか。12年

かったという事例もある。それは集団で活動してい

経ったいまも存在する、さおだけ屋のひみつを今一

るさおだけ屋さんである。大量に軽トラを用意して、

度ここで明らかにしてみよう。

大量に物干し竿を仕入れる。一括購入することで大

ま ず、潰れないということは、利益が出ていると

幅値引が実現し、費用を抑えられる。さらに運転手

いうことだ。利益は売上から費用を差し引いたもの

をバイトでかき集めれば、1台当たりの費用を下げ

なので、さおだけ屋は頑張って費用を上回る売上

た営業も可能になるのである。

を出していることになる。

費

用が低いパターンをもうひとつ。実は、昔なが

潰れない＝利益が出ている

らの金物屋さんが、移動のついでに販売していた

売上－費用＝利益

という事例があるのだ。仕入れや配達で軽トラを使

売上＞費用

う際、店で売っている物干し竿を積んでいって売れ

ど うやってそんなに売上を出すのだろう。多売か。

ば、新たに軽トラを用意したり、ガソリン代をかけ

しかし物干し竿は毎年買い換えるような品ではない

る必要がない。もともと店にあったものなので、仕

し、買いたい時にたまたま販売車が通りかかる可

入れ費用も発生しない。つまりは副業的な、追加

能性も低い。つまり売上が大きいとは到底思えない。

費用が発生しないビジネスモデルの確立というひみ

では費用が小さいのだろうか。だが軽トラを用意し、

つが、このパターンの裏にはあったのだ。

ガソリンを使い、人件費も発生するとなると、費用

私 自身すべてのさおだけ屋を調べたわけではな

を抑えるのにも限界がある。

いので、他にも潰れない理由があるかもしれない。

実
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山田

は、こんなパターンがある。実際の販売価格

「某 国のスパイ」といった都 市 伝 説のような説も

が高いのだ。「2本で1000円～、20年前と変わら

ある。ただ大事なのは、商売の裏側自体ではない。

ないお値段です～」と宣伝をしておきながら実際に

そこに至るまでの考え方だ。 漠然と何もないとこ

車を呼び止めて買おうとすると、「最新のステンレ

ろから「なぜ潰れないのか？」と考え始めて、正

ス製のほうが錆びなくて長持ちするから、こっちの

解を導き出 せるのは天 才の領 域である。 通 常の

ほうが絶対に得だよ」と1本1万円の物干し竿を勧

人は、 正 解を見つ けるために補 助 線 が 必 要であ

めてきたりする。買い手もわざわざ車を呼び止めて

る。それが会計では「売上－経費＝利益」といっ

いる手前、「買わない」とは言いづらい。結果、1

た普遍的な公式であり、その公式と使い方をお伝

万円の商品の売買が成立してしまうことがある。こ

えするのが『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』

のような高単価の商売をしていれば、それはなか

の目的であった。つまりは思考トレーニング読本

なか潰れない。

だったのだ。

仮 に宣伝通り2本で1000円だとしても、庭がある

こ うしたトレーニングを積んでおけば、世のビジ

家の場合、物干し竿を運んでくれたりする。この際

ネスのあり方を楽に読み解くことができる。学校教

に「この物干し台は根本が腐ってるね。台風が来る

育にも、会計を通した思考トレーニングを取り入れ

と危ないから、俺がいい業者を紹介してやるよ」と

るべきだと、私は常々思っている。

「お金」の教育の工夫と手立て
仙台青葉学院短期大学観光ビジネス学科教授

小形

美樹

私は現在、短期大学で「ビジネスマナー」
「マーケティング」
「キャリア形成ゼミ」などの科目を担当してい
ますが、どの科目でも授業の中で「お金」に関係することを教える機会があります。 大学で「お金」につい
て直接学ぶイメージがあるのは「金融論」や「経済学」といった科目なのでしょうが、生活に密着する「お
金」の話題はどのような科目の中にも必ずあるというのが私の実感です。ここでは、私の授業の中でどのよ
うに「お金」について取り上げているかをご紹介したいと思います。
例えば、「ビジネスマナー」では冠婚葬祭について教える回があります。 そのときはまず、結婚祝や香典
の額を学生に尋ねるようにしています。 ある程度予想させてから全国平均や地域の相場を伝えるのですが、
社会経験のない学生の予想は大抵外れるので、皆、驚きます。さらに祝儀袋には新札を入れるのがマナー
であることも教えるのですが、その際、銀行での両替には金額によっては手数料が必要となることも紹介し
ます。このような工夫をすると、学生は人生の節目にはお金が必要なこと、そのお金を準備するには銀行を
利用すること、地域によって物価やお金に対する価値観は違うことなどを学んでくれます。
また、「マーケティング」で価格政策について取り上げるときには、 同じペットボトル飲料なのに、なぜ、
コンビニでは151円、100円ショップでは108円、スーパーでは85円などと価格に違いがあるのかを考えさ
せます。そうすると学生は、「商品よりも利便性を優先するときは高くてもコンビニで買う」
、「スーパーでは
大量仕入をするので安く販売できる」
、
「100円ショップでは全部同じ価格なので売りやすいし買いやすい」な
どと、こちらが教える前に生活者の実感としての理由を導きだしてくれます。このように学生の注意をひい
てから、通常価格、端数価格、均一価格などの言葉を使って価格政策について教えていくと知識も定着し、
お金をめぐる社会の仕組みについても興味をもつようになるようです。
そして、
「キャリア形成ゼミ」という科目では、知るぽるとの冊子『これであなたもひとり立ち』の中から「私
の命を育んだお金はいくら？」と「受験のための経済学」のワークシートを使わせていただき、学生に自分が
生まれてから高校を卒業するまでにかかったお金と、受験から短期大学卒業までの費用を計算させています。
この科目は、①社会に出て働く意味や職業について考え、自らの将来をイメージできるようになる、②自分
自身の将来のあるべき姿に到達するために必要な計画がたてられるようになるという2点を目標としていま
す。この目標を達成するには、「お金」に関する理解が不可欠だからです。 計算を通じて、子育て費用が予
想以上に高額であることを改めて感じた学生たちは、親に感謝の念を抱いたり、授業料分きちんと学ぼうと
いう意欲を見せるようになったり、卒業後の奨学金の返済計画を考えたりするようになります。
もちろん、人生のすべてがお金によって決まるわけではありません。しかし、知恵を働かせて商品購入を
したり、まさかの出費に備えたりするような姿勢を学生たちに身につけさせることは大切なことではないでしょ
うか。 今後も何らかの工夫と手立てを講じて、「お金」について考える機会を学生たちに与え続けていきた
いと思っております。
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ママとパパのための幸せとお金の知恵
お金の知恵を紹介するシリーズ第四弾「ママとパパのための幸せとお金の知恵」が、金融広報中
央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局）から発行されました。ママとパパ（小さな子どもがい
るファミリー層）を主に想定し、家族が幸せになるためのお金の知恵の基本を紹介しています。
♠“家族の幸せ”を描きましょう！

「実現したい」と思うことを、ノートなどに書き出してみましょう。
“幸せ”は人それぞれですので、自分の価値観、夫婦の価値観に基づいて書いて下さい。
悩んでいる点、夫婦で意見が違う点も、書いておきましょう。

♠“家計の現状と今後”を考えましょう！

現状を確認しましょう。そして、今後を予想し、課題を話し合いましょう。

♠“お金に関する方針”を作りましょう‼

基本方針、教育、住宅、老後、家計の見直しなどについて、夫婦で相談しながら作ってください。
方針はときどき見直しましょう。

参考情報
① 人生の３大費用
② 天引き貯蓄
③ 支出の見直し

～金額をイメージし、準備していく優先順位を考えましょう。

～貯まるしくみを作りましょう。
～４タイプの見直しが効果的です。
（金利がかかる支出、固定的な支出、特別な支出、習慣になった支出）

④ お金の管理・運用

当パンフレットは、
ホームページでもご覧になれます。
URL http://www.shiruporuto.jp/public/document/container/family/index.html

医療費等の還付金等詐欺にご用心！
還付金等詐欺の傾向
平成28年の還付金等詐欺の被害は、全国で増加しており、今後も被害が増加することが予想されます。「だまし
の手口」を理解していただき、十分に注意しましょう。
だましの手口！
犯人のシナリオは、県職員や市町村の職員等を装って、
「医療費（保険料）の払い戻しが○万円ほどあります。通知
は届いていませんか？今日が締切日です。ＡＴＭで手続できます。すぐに○○銀行の者から電話させます。
」という電
話をします。その後、銀行員を装った者からすぐに電話があり、
「銀行は混んでいるので、スーパーのＡＴＭだとすぐ
に手続できます。ＡＴＭに着いたら電話してください。手続の方法を教えます。
」などと言って電話番号を伝えます。
これを信じ込んだ被害者は、スーパーなどのＡＴＭに行き、教えられた番号に電話すると、ウソの手続を教えられ、
ＡＴＭを操作させられます。そして、受付番号やお客様番号等と言われて番号を入力させられますが、実はこの番
号が送金額（被害額）になるのです。（例えば、犯人から「受付番号は997515です」と言われ、その番号をＡＴＭに
入力すると、送金される被害額は99万7,515円になるのです。）
最近では、「医療費（保険料）の還付金を振り込みました。スーパーのＡＴＭに行って振り込まれたか確認してく
ださい。」等と言って、いかにも還付金を振り込んだように装い、被害者をＡＴＭに誘導し、振り込まれていないこ
とに気づいた被害者からの折り返しの電話を待ち、「手続にミスがありました。今から振り込まれるように手続しま
すので、言うとおりにＡＴＭを操作してください。」等と言って、ウソの手続を教えて振り込ませる手口が発生して
います。
被害に遭わないために
「医療費（保険料）の払い戻しがある。ＡＴＭで手続ができる。」と言われれば詐欺です。このような不審電話がかかっ
てきたら、家族や警察に相談してください。
宮城県警察本部生活安全企画課
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先の事は分からないし、その時になってから考えればいいや、そう思う方も
いるでしょう。しかし、その時にいくらくらいお金がかかって、その準備がで
きるのかできないのかという事まで考えれば、若い方でも老後の住まいに無関
心ではいられませんよね。
要介護状態になって自分一人で生活ができなくなった場合、どんなところで
暮らすことができて、そこではどれくらいのお金がかかるのかをざっと見てい
きましょう。
大きく分けると、自宅で暮らすか施設で暮らすかに分けられます。自宅で暮
らす場合、生活や健康を維持する上で必要なサービスは訪問介護や訪問看護と
いった介護保険サービスを使うことができます。介護保険サービスは介護度に
よって利用できるサービスの上限額が決まっています。現在は、介護度１で月
額約16万円、介護度5で月額役36万円です。このうち1割（一定以上所得がある
場合は2割）が自己負担となりますから、月1万6千円から3万6千円が基本生活
費に上乗せでかかってきます。
施設で暮らす場合、どういう施設で暮らすかによってかかってくるお金は大
きく変わります。

今から考える老後の住まい

将来もし体が不自由になったり認知症になったりして自分一人では生活がで
きなくなったら、どこでどんな暮らしを送るのか、みなさんは自分の事として
イメージしたことがありますか。

まず、比較的安く入居できる施設に特別養護老人ホームがあります。これは
社会福祉法人や自治体が運営する公的な介護施設で、介護度3以上の重度の方が
入居できます。公営住宅の介護施設版といったイメージで比較的安く入居できるのですが、数が少
なく申し込んでもなかなか入居できないというのが現状です。施設によって多床室（大部屋）タイプ、
個室タイプなどがあり、料金体系も異なります。月額費用の目安として約5万円から13万円くらいで、
これには入居費、食費、介護サービス費なども含まれます。
次に、認知症になった方が介護サービスを受けながら共同で生活する施設としてグループホームがあ
ります。施設はユニットと呼ばれる単位で構成されており、1ユニット5から9名の高齢者の方が共同で
生活します。少人数で共同生活をすることにより認知症の進行を遅らせることを目的とした施設なので、
比較的介護度は軽度の方向けで、寝たきりや医療的措置が必要になったら退去させられる場合がありま
す。月額費用の目安は、入居費、食費、介護サービス費など含めて15万円から20万円くらいです。
数が多く、サービスの量や質、料金体系も幅が広いのが、有料老人ホームやサービス付き高齢者
向け住宅です。
どちらも高齢者が暮らす建物ですが、介護が必要ない健常な高齢者から暮らせる共同住宅のよう
なものから、介護度の高い高齢者でも暮らせる施設のようなもの、高級ホテルのような豪華な設備
のあるものから、部屋が小さくシンプルなものまで、バリエーションは様々です。
月額費用も10万円くらいから20万円以上と幅が広く、中には数百万から1千万円以上の入居一時
金がかかるところもあります。
人生の締めくくりをどこでどのように迎えるか、そのためにはいつからどういう準備をしなけれ
ばならないか、ご自身のライフプランを確認する必要があります。
マイホーム購入や子供の進学などライフイベントごとの費用を確認し、収支予想を立てることで、
老後生活に備えることができます。
ライフプラン作成や生活に関わるお金のプロであるファイナンシャル・プランナーがみなさんの
周りにもいると思います。老後の住まいに不安を感じたなら一度ファイナンシャル・プランナーに
相談されてはいかがでしょうか。

日本ＦＰ協会宮城支部
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高等学校における金融教育の取り組み
宮城県宮城広瀬高等学校教諭

佐藤

静江

本校は昨年度から2年間金融教育研究校に委嘱されました。公民科・家庭科・商業科
などの各教科が連携し，教科横断的な取組みを一層推進することで効果的な指導方法を
探ろうと「金融を取り巻く現状を理解し，経済主体の一員として，自ら考え行動できる
生徒の育成」をすることを目標としました。
そして，教科に通じるものとして具体的に「金利」に着目しました。ほぼ全ての国民
が，貯蓄，資産運用，さまざまなローン，保険，年金等，金利が関わった金融を利用し
て生活を営んでいます。金融に関する健全な意思決定を行い，経済的に自立した生活を
営むために，必要な金融に関する意識，知識，技術，態度及び行動を育成することをテー
マとしました。
金利をテーマとした金融教育を通して将来，お金と無縁の生活をするわけにはいかな
いこと，その中で賢明なお金の使い手になる必要性を理解させるため，銀行体験研修や
円高と円安のディベートなどを行ったり，ライフイベント表を活用してグループ学習な
どをしました。また知識の他に，金融教育を行ったことで主体的に考え行動できている
と感じる場面が数多くあり，社会に出たときに役立てる効果的な教育であると考えます。
まだ目には見えないものの，2年間の教育から金融のシステムを理解し，確かな運用や
賢い消費行動をとることができる力が身に付いたと思います。
ただ，どうしても授業の中で題材を取り上げ深く追求することは時間に限りがあり，
主要語句を中心とした展開となりやすい傾向になるのが現状です。経済や金融全体のシ
ステムや仕組みの理解は出来ても，身の回りの生活に対する影響を実感として，また自
分自身の問題としては把握しにくいのです。だからこそ授業を進めるにあたり，身近な
事柄を取り上げる工夫が必要と感じています。その上で，効率的な授業展開に向けた他
教科・科目との連携を今後一層進める必要があり，教科の枠を超えてさまざまな指導を
することが子ども達の力につながると考えます。

個人型確定拠出年金（iDeCo）
iDeCo（イデコ）
とは「個人型確定拠出年金」の愛称で、個人が自分の老後のためにお金を積み立てる場合
に、税制上の優遇が受けられる仕組みのことです。確定拠出年金には「個人型」
と
「企業型」の２つの制度があ
り、企業型はすでに会社員の６人に１人が加入していますが、法改正により、平成29年１月から、個人型の確
定拠出年金について、専業主婦や公務員の人を含め、基本的に６０歳未満の全ての人が利用できるようにな
りました。特徴は①年金資産の運用方針は自分で決める②年金の受給年齢や形態は自分で選べる③転退職
した場合は年金資金を持ち運べる④手厚い税制上の優遇措置があることです。加入から受取りまでの流れ
は①金融機関を選ぶ②毎月の掛金の金額と運用配分を決める③加入申込書に記入④加入資格の確認と口
座開設⑤掛金の積立開始⑥運用状況をチェック⑦受取り開始となります。また、iDeCo（イデコ）
には独特の
ルールがあり、確認しておきたいポイントがあります。①中途解約は原則ＮＧ②加入申込み＝積立開始③金融
機関によってサービスの内容が異なること。iDeCo（イデコ）
を利用する場合、主な費用として①口座維持手
数料（事務費用）②資産運用にかかる手数料の２つがあります。これらの費用はあらかじめすべて開示されて
いますので、
どの金融機関でiDeCo（イデコ）
口座を作るかを考える場合、比較検討することができます。
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インターネットや新聞、チラシなどで、自宅にいながら
気軽にショッピングが楽しめる通信販売ですが、
「お試し」
「１回だけ」 のつもりで注文した商品が、 実は定期購
入だった、というトラブルが後を絶ちません。 解約を申
し出ようとしたところ、「定期購入と記載されていたた
め、解約できないと言われた」「事業者へ電話がつなが
らない」という相談が寄せられています。

事例 1

事例２

新聞の折り込み広告で、
「お試し価

「初回お試し価格７００円」という

格５００円」という健康食品を１回限

りだと思い注文した。 翌月、同じ
商品がまた届き、しかも８，
０００円

事例 3

ダイエットサプリメントのインター

ネット上の広告を見てスマートフォ

芸能人が使っているという化粧水の

広告をＳＮＳで見て、
「商品無料」
「送
料１，
５００円のみ」というお試しに申

ンから注文した。翌月、ショップか

し込んだ。一度限りだと思ったのに

て電話でキャンセルを申し出たが、

うメールが届き、驚いて電話した

気づかなかったが定期購入になって

入コースを注文している。６回目

入だ。 今、解約なら２回分のサプ

ンビニで支払った。 次回以降は解

言われた。 広告をよく見ると、小

７００円だから試そうと思っただけ

が、電話がつながらない。

などと記載があった。

る間に２回目の商品が届いた。

の請求書が同封されていた。驚い

「初回のみ５００円で、５回定期購

以降でないと解約はできない。」と
さな字で「５回継続購入が条件」

ら「２回目の商品を送付する」とい

ところ、
「６回継続が条件の定期購

リ代は定価の２万円だ」
と言われた。
なので納得できない。 交渉してい

また同じ商品が届いた。 注文時に
いるようだ。仕方なく５，
０００円をコ
約したい旨を事業者に連絡したい

アド バ イ ス
１．契約内容や解約条件を確認しましょう
最近では「スマートフォンで注文したため小さい文字の表示はよく見えなかった」という事例もみられるので、
スマートフォンからの注文の際は特に注意が必要です。
（ア）定期購入が条件になっていないか等、契約の内容を確認しましょう
「お試し（価格）」「初回○円」「送料のみ」 等と表示されていても、複数月の継続購入等といった定
期購入が条件となっている場合があります。商品を注文する前に定期購入になっていないか等、契約内
容をしっかり確認しましょう。
（イ）解約の条件を確認しましょう
事例をみると、消費者が解約しようとしたところ、事業者から定期購入期間内は解
約できないと拒否されるケースが多くみられます。商品を注文する前に「定期購入期
間内に解約が可能かどうか」「解約の申し出先や方法」 等も確認しておきましょう。
２．トラブルになった場合には、消費生活相談窓口に相談しましょう
定期購入と気づかずに契約してしまった、解約したいが方法が分からない、事業者から
の請求に納得できない等、不安に思うことやトラブルが生じた場合には、お住まいの地域の
消費生活相談窓口に相談しましょう。

宮城県消費生活センター
０２２－２６１－５１６１（相談専用）

消費者ホットライン
１８８番（いやや！）
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★ 新入生を対象とした消費者教育出張講座申込の受付

４月～５月
大学 短期大学 専修学校 各種学校 高等学校など
６０分前後
契約って何？／ひとり暮らしの生活費／カード社会の落とし穴
ネットを使った金融トラブル／金融トラブルに巻き込まれないために
多重債務に陥らないために 等
経費は無料です。
詳しい内容や申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

★ 小中学校等を対象とした金銭教育授業・講演会への講師派遣のご案内

られており、 興味を持った方も多いのではないでしょうか。
刺繍は古くから存在しており、記録によると、中国では 3000 年以上前の記述が残っているそうです。 その地その地に暮らす民族は、
様々な形で刺繍を受け継ぎ、時にはシルクロードを通って広がり発展していきました。 着物に代表される日本刺繍。 ふっくらとした柄で、
四季折々の姿を映し出すものが多く、 元々は仏教とともに伝わってきた刺繍が始まりと言われています。
図案や糸の使い方には、 その刺繍文化が根付いて育った地域により違いがありますが、 どこか同じような技法を残しつつ、 その土
地ごとに別の顔を見せる刺繍の世界は、 とても美しく、 長い歴史を感じます。 テーブルクロスやクッションなどに、 草花や鳥、 日常の
風景を切り取った刺繍は、 くらしの様々な場面で活用されています。 ヨーロッパでは刺繍の図案の本が大変多いと聞きました。 生活
の中の一部として溶け込み、 今なお生きている刺繍ということでしょうか。
複雑に見える模様も、 伝統的で簡単なステッチの繰り返しや応用でできています。 一針一針丁寧に根気よくはなかなか難しいこと
ですが、 日々の暮らしでも大切にしたい思いです。
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〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県環境生活部消費生活・文化課内
（消費者行政班） TEL/022-211-2523 FAX/022-211-2592

殺風景な布につややかな糸を使い、 多彩なステッチで描かれる刺繍の世界。 ６本が１つの束になっている刺繍糸は、 その糸の数
の取り方によって線の太さを変えながら、 立体感のある形になっていきます。 今、 朝ドラ 「べっぴんさん」 でも、 刺繍の話がちりばめ

宮城

お金には、使う、貯める、稼ぐ、借りるなど、様々な側面があります。子ども達が
将来賢い消費者として、自立した生活を送るために、ものやお金の大切さを学び、
働くことの意味について考える機会となるよう、小中学校の授業やＰＴＡの講演会
等に専門家を派遣します。
期 間
４月～
対 象
幼稚園 小学校 中学校 ＰＴＡ 公民館等（児童生徒・教員・保護者）
時 間
６０分前後
テーマ
大事にするってどんなこと？／「ためる」と「使う」
こづかい帳をつけてみよう／お金と社会のかかわり
将来の夢とお金／世界のお金・日本のお金
ネットを使ったお金のトラブル／親子で向き合う金銭教育 等
経費は無料です。
詳しい内容や申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。

●くらしWatching／No.41／平成29年 春

期 間
対 象
時 間
テーマ

●編集・発行／宮城県・宮城県金融広報委員会

インターネット取引やキャッチセールスなど、若年層をターゲットにした金融トラ
ブルが増えています。学生生活を送るにあたり必要な知識や判断力を身に付け、被
害を未然に防ぐことができるよう、入学時に行うオリエンテーションやキャリアガ
イダンス等に専門家を派遣します。

