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第３期組織拡大で新規加入

社

どにより事業の継続をあきら

道商工連は︑
﹁相互扶助・創 今の経 済 情 勢や後 継 者 不 足︑
生・共生﹂の創立理念を掲げ︑ 少子高齢化による人手不足な
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今年度の組織拡大目標は第

力に心から感謝申し上げます︒

きました︒
会員・組合員のご協

社︶の新規加入を図ることがで

３期の取り組みで︑左表の通り

組織拡大を最重要課題として

め︑休廃業や経費節減等によ
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に分
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けて取り組んできましたが︑第

で推移してきました︒

道商工連に新しい仲間が増えました
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る脱会も生じ︑若干減少傾向
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研修会のお知らせ
３月６日
︵金︶ 時〜 ニューオータニイン札幌
14

反社会的勢力排除に向けた企
業の取組みに関する執筆・講
演など数多くの実績をお持ち

ス・ピー・ネットワー クは３
スペシャリストで同社副社長の

記念セミナーでは︑この分野の

●会 場 ニュー オータニイン

〜 時半

●日時 ３月６日︵金︶ 時

踏 まえた 新たな指 針を提 供︒ です︒

月６日︑
﹃反社会的勢力排除の
芳賀恒人氏が講演します︒
大手損害保険会社を経て︑エ

札幌 ２階
﹁北星の間﹂

す︒道 商工 連の月 例 研 修 会と

ス・ピー・ネットワーク入社︒ ０１１・２２２・９１６２
●参加費無料 定員 人︒

札幌市中央区北２西１ 電話

して会員・組合員の参加をお

14

犯罪対策閣僚会議下の﹁暴力

同氏は東大経済学部卒業後

16

勧めします︒

版出版記念セミナーを開きま

﹁超﹂実践ガイドブック﹄
の改訂

道商工連会員の株式会社エ

﹁反社会勢力に強い企業になる﹂

（２）

この改 訂 版 ガイド ブックは
グチーム﹂での報告をはじめ︑

団取締り等総合対策ワーキン

工連事務局まで連絡を︒

＊参加希望者は事前に道商

の３ 人に１ 人が貧 困というこ

策実現に必要な財源は﹁ある

た︒

幣理論︶
﹂と題して講演しまし

が﹁山本太郎とＭＭＴ
︵現代貨

約

人が出席︒
峰崎直樹会長

幌で開き︑会員・組合員など

幌市中央区のポールスター札

経済セミナー﹂
を２月５日︑札

てるので景 気の回 復と経 済 成

んでいた資金を設備投資にあ

費支出が増え︑企業もため込

料が返って来るから庶 民の消

る︒消 費 税 減 税で１ カ 月の給

による政権交代を目指してい

への引き下げを掲げ︑野党結集

次期衆議院選に消費税の５％

ト︵債務不履行︶は起きないか

払い能 力 不 足によるデフォル

るようで︑
﹁財政赤字による支

Ｔ
︵現代貨幣理論︶が背景にあ

と日 本で注 目されているＭＭ

国債をめぐっては現在︑米国

発行もいとわない︒

に目を付け︑さらに赤字国債の

遇の法人税と金持ちの所得税

の地獄を私が終わらせる﹂と︑ ところから取れ﹂と大企業優

れいわ新撰組を率いる山本

長が見込めるという︒
さらに政

﹁第４回峰崎直樹のチャランケ

道商工連の研修会を兼ねた

山本太郎とＭＭＴ
︵現代貨幣理論︶

第４回チャランケ経済セミナー開く

情勢変化に伴う実務の深化を

40

太郎氏は
﹁自殺者２万人︑女性

60

小 関 係とプライマリーバラン

入した﹁フィリップ モリス

本年２月︑道商工連に加

同社は︑マルボロやラーク

どを示しながら︑
ドーマー条件

本当に︑財政赤字でも国家
スが赤字であるか黒字である

ジャパン﹂
は︑本年４月か

で知られ︑日本のたばこ市場

ら︑財政赤字でも緊縮財政を

は緊縮財政を取らなくてもい

かに依存して決まる﹂ことを解

ら適用になる﹁喫煙環境ル

の約

法改正と職場の喫煙マナー向上へ

いのか︒峰 崎 会 長は︑
ＭＭＴは

説︒
財務副大臣時代など︑政治

ール﹂について︑事業者の相

と言われる﹁債務残高の対Ｇ

﹁財政問題﹂に課題が残されて

に翻弄された消費税値上げな

談にのっている︒

が出ない加熱式たばこ﹂など

取るべきではない﹂と主張して

いるとし︑政党間でその点をき

どのエピソードを交えながら︑

本 年 ４ 月 １ 日 より 健 康

の普及に取り組んでいる︒

ＤＰ比が︑金利と成長率の大

ちんと整理する事が重要にな

財政健全化への道筋を閉ざす

増 進 法の受 動 喫 煙 防 止 対

いる︒

ると指摘した︒
講演では︑最近

べきではないと訴えました︒

％のシェア︵国 内 ２

認が必要だ︒

ので︑きちんとした情報の確

の成長率と国債金利の推移な

位︶
を誇る︒
現在︑
﹁有害な煙

る引き出し手数料は実質０円︒

ょや 他 行ＡＴＭも カードによ

喫煙専用室の扱いに違いが

加熱式たばこ専用喫煙室や

どでの対 策が厳しくなる︒

２・４４３２︵担当︶
︑
ＦＡＸ

ット 電 話 ０ ８ ０・５ ９ ８

パン合同会社 札幌南ユニ

フィリップ モリス ジャ

● 問い合わせ先

ゆうちょ︑イオン︑セブン︑ロー

あるなど︑自治体の条例に

０１１・７０７・８６８６

策が全面施行され︑職場な

ソン︑
ファミマなどのＡＴＭでは

よっても異なる場合がある

ろうきんと道がタイアップ

入金も無料なので便利だ︒
ただ

た︒
代表者の年齢を見ると︑

かファミリー応援認定企業﹂や

１０９・２６︵北海道ろうき

代が ・８％︑ 代が ・８

し振込には手数料がかかる︒
詳しくは︑
ろうきんへ︒
問い合

んコールセンター︶
︒

﹁なでしこ応援認定企業﹂など
の登録制度があり︑その従業員

わせ先 電 話は０ １ ２０・５・

育資金︑冠婚葬祭費用などの生
活維持向上資金を１５０万円
まで有利な利率で融資が受け

後継者なく人手不足が深刻

％︑ 代以上が ・２％だっ

た︒
昨年の倒産︵１０００万円

以上の法的整理のみ︶件数は

しこ﹂
と
﹁あったかファミリー﹂
は

は年２・０〜２・５％︑
﹁なで

廃業・解散は前年比４・４％

によると︑昨年の道内企業の休

帝国データバンク札幌支店

７ ５ 件 だった︒建 設と 不 動 産

サービス３１０件︑小売り２

廃業・解散件数は２２１９件

の同様の調査では︑

る︒
業種別では建設３４４件︑ 東京商工リサーチ北海道支社

過去最少の２１３件だった︒

仕事と生活の両立を支援する

年１・７％〜２・２％︒
いずれ

増の１３１０件で︑３年振り

年の休

また 北 海 道 新 聞によると︑

制度の整備や拡充︑残業削減︑

も固定金利制だ︒
また︑ろうき

で︑
ほぼ前年並みだった︒

直しなどをした場合は﹁あった

休暇取得促進に向けた業務見

を除く５業種で前年より増え

られる︒﹁働き方改革推進企業﹂

道内の倒産減っても休廃業増加

は北海道労金から︑
医療費や教

働き方改革入札特典や社員への低利融資
道商工連の賛助会員である
北海道労働金庫は︑道の
﹁北海
道働き方改革推進企業認定制
度﹂とタイアップした︑
﹁働く人
応援ローン﹂
を開始した︒
﹁働き方改革推進企業﹂に認
定されると︑道の建設工事など
の入札参加資格審査の加点等

29
に増加したという︒
経営者の高

齢化と後継者難が原因とされ

12 60
ん口座を持っていると︑ゆうち

を受けられる︒
また︑従業員の

34

80 36

70

講演する峰崎直樹道商工連会長

19

︵ 月６日 すみれホテル︶

12

佐藤敬一 社会福祉法人岩見沢福
かねない︒
介護保険制度を﹁持続可

ただきやすい環境を整えてほしい︒

ていただくといいます︒
もっと来てい

そこをしっかりやってほしい︒

労賃が上がらないから人も来ない︒

要があるのにやっていない︒
これでは

発注しているのかをチェックする必

は︑下請け︑孫請けに適正な単価で

されている利益率で分かる︒
発注側

者は何も変わっていないことが公表

備は︑警備員全員が国家資格者で

となった 五 輪マラソンや競 歩の警

ている︒ラグビーＷ杯 や 札 幌 開 催

価格の積算が札幌市とまるで違っ

さらに入札で ％とか︑最低制限

単 価は前 年 比 何 ％ という もので︑

もなかなか 上 が らない︒道の施 設

あり︑警備単価の適正化が言われ︑

上回り︑介護保険法が施行された

の倒産は︑２年連続で前年同期を

年上半期の﹁老人福祉・介護事業﹂

ウンし経 営 環 境が悪 化︒
２０ １９

ら年数が経つと認知症状が進んで

ここで看取りを望んでいて︑入居か

います︒入 居される方のご家 族は︑

ービス付き高齢者住宅を経営して

介護付き有料老人ホームと︑サ

で﹁地域維持型契約方式﹂というも

これでは除雪もできなくなる︒
そこ

級の有資格者もいない現実がある︒

では建設や土木の１ 級どころか２

いので人手不足が深刻だ︒
特に町村

業界は︑労賃が上がらず人も来な

ています︒
道内でも特に地方の建設

札幌で総合コンサルタントをし

が実現していない︒

ってくれたが︑５年も経つのに発注

組合に発注するという条例をつく

約の限度額をなくして官公需適格

道は条例改正をしてくれ︑随意契

ような合同庁舎などもやっている︒

て担っている︒国 税 局が入っている

合は︑警備︑清掃︑管理︑設備とすべ

北 海 道セキュリティ事 業 協 同 組

る︒北 海 道の場 合は２ ０ ０ ０ 億 円

フレットはバラ色の夢で作られてい

理解を得ると言いながら︑道のパン

問題はなくなるだろう︒
道は道民の

る決断をされたので︑しばらくこの

苫 小 牧のＩＲ誘 致については見 送

ちょうど１週間前︑鈴木知事が

沖田龍児 苫小牧商工連盟理事長

警 備 単 価は東 京と同じになってい

２０００年以降では︑最多を記録

介護業務が複雑になり︑人手不足

のが最 近できた︒比 較 的 大 きな都

札 幌 市 は 公 契 約 条 例こそ 制 定

から３ ０ ０ ０ 億 円の投 資があり︑

伊 林 好 北 海 道セキュリティ事 業

した︒

は一層深刻になってくる︒
ハローワー

市の土建会社や建設会社が中心に

できなかったが︑市庁舎やさっぽろ

雇用が１万５０００人から２万人

政策をお願いしたい︒

能な制度﹂とするための抜本的な

いま介護業界が抱える課題は①

人材不足は深刻で︑介護職の有

クに求人を出しても来てもらえる

なって町 村の会 社などと共 同で企

地下街の警備員の賃金台帳までチ

ある︒総売上も年間１ ２００ 億円

る︒国や札 幌 市の庁 舎 警 備は全 員

効求人倍率が３倍を超え︑介護を

のはごくわずかで︑人材派遣に頼っ

業体を組んで人材を融通し合って︑

ェックするようになった︒
これが非

から１６００億円の収益が上がる

協同組合代表理事

学ぶ養成学校への入学者が 年間

て定員を埋めざるを得ない︒
いよい

年間を通して公共事業を担う方式

常に功を奏してきている︒
また︑国

東日本大震災の復興事業や東京

ら︑水道局や交通局も札幌市と統

げられた収益であることが道の説

割 以 上の収 益がカジノによって上

かしてほしい︒

が国 家 資 格 者 だ︒道の施 設も何と

で３分の１に減少している︒
２０２

よ外国人労働者に来てもらわなけ

だ︒
これだと冬にパワーショベルを

交省の労務単価の提示を真っ先に

のではないかとし︑地域がたいへん

山内敏 ︵株︶トーアいこいの杜代

５年には︑道内で約２万人不足す

れば事業が成り立たなくなってき

使わない農業事業者とも組むこと

取り入れ︑公契約の賃金単価を一

介 護 レベル低 下 だ︒人 手 不 足で人

ると厚生労働省が推計するが︑
これ

ている︒
ベトナムから人材を受け入

ができる︒
こうした施策を道内でも

潤うというものだ︒
しかし︑その６

表取締役

は︑養成学校の定員が満たされた

れている社会福祉法人の方のお話

気に上 げてくれた︒今 年の入 札 か
Ｎ４レベルになる人が面接を受け

一された︒市 が契 約 担 当 者 を 集 め

壊が起きる︒
介護レベルの低下が心配され︑日

五輪需要で大手ゼネコンは空前の

明で明らかになっているが︑いわば︑

るが︑学校に通うのに 〜 万円

ておこなう説明会の効果が表れた

の借金を背負って日本語を勉強し︑

儲けを上げている︒
この恩恵を受け

った高齢者による介護は事故の危

ているのは札幌で 社︑全国約

客がカジノで負けた金が地方に分

われわれ介護事業者は現地の紹介

のだと思う︒
一方︑道は官公需適格

険をはらむ︒
人手不足は︑職員から

配されるということになる︒
苫小牧

社だ︒
でも下請け︑孫請けの建設業

60

者に百数十万円支払って３ 年間来

50

余裕を奪い虐待の引き金ともなり

組合について理解が足りなく積算

本語が不確かな外国人や足腰が弱

12

件費が増大する中で介護報酬がダ

場合の推計だ︒
このままでは介護崩

積極的に導入すべきだ︒

介護報酬ダウン②介護人材不足③

80

では︑
基本的な日本語が理解できる

岡田忠 ︵株︶
アラ代表取締役

祉会施設長

業種別課題について意見交換

立憲民主党北海道との政策懇談会

（４）

10

70

５

人がいるので︑苫小牧商工連盟を代

にも賛成︑反対といろいろな立場の
ノに空車のタクシーがあふれ︑
暇で︑

タクシー業界は十数年前︑ススキ
たが︑その後︑その地域のタクシー

たので︑当然︑そういう印象になっ

やっている︒
二種免許は乗用車の方

やってハードルを下げていくのかも

免許の取りづらさなども含め︑どう

足が顕著なのはバスやトラックで︑

りにも取り組んでいるところだ︒

に戻っていただけるような仕組み作

で︑その掘り起こしをして︑働く場

を持っているが休眠状態ということ

タクシードライバーの話があった

定地域﹂
の指定を受けて︑全社 ％

が比較的に取りやすいが︑そういっ

が︑いまユニバーサルデザインの車

会社の半分以上が赤字だという
﹁特
ずつ減 車 することになり１ 年かけ

た環境づくりをもうちょっとトラッ

両があるが︑車いす利用者への乗車

暇で︑タクシー乗務員イコール低所

てそれをやったが︑それ以上に︑運

ク協会やバス協会と︑横のつながり

拒否が止まらないという︒
実際に手

得という認識が皆さま方に染み込
年︑新しい乗務員はさっぱり入って

転手の年齢による退社などの自然

で話し合いができているのかを聞い

表してお話しするという立場では

こなくなり︑平均年齢は上がるばか

減が上回って︑稼働率が ％ 台や

んでいたと 思 う︒それから ︑

から観光客がＩＲに集中してしま
歳台に

ないが︑苫小牧には環境問題やギャ

うのではないか︑市内の商業圏や雇
りだ︒弊社も平均年齢が

てみたい︒
こうした業界は自動車学

が︑この夏にはオリンピック・パラ

順が複雑だという新聞報道もある

ンブル依存症の問題︑周辺の観光地

用がそこに集中するのではないかと

校を使って地域ごとにイメージアッ

円ほどの費用を投じてきている︒
市
仕事を続けてもらうが︑ほぼ全員

になるまで嘱託契約の１ 年更新で

退職する人はほとんどいない︒ 歳

器の導入で︑売り上げを容易に上げ

存在で︑配車アプリなどの新しい機

インバウンドも非常にありがたい

から 人とか︑ 人とかの採用が

１００人ぐらいが集まって︑その中

使って実施しているので︑バスでも

ろうか︒

うに思うが︑どのような状況なのだ

％台になって︑意味のない減車に

なったのだが︑それによって１車当

リンピックもあり︑需要は増えるよ

なっている︒
私が 歳だが︑いつまで
経っても 平 均の上に立つこと がな

プの取り組みを国や道の補助金を

民説明会を開くと︑最終的に道が
辞めない︒ 歳になったら定時制で

いう疑問点があった︒
苫小牧市は国
のＩＲ計 画が発 表されてからこれ

たりの単価が上がり︑乗務員の所得

決めることだから︑まだいろいろな
だったのに︑市長は前のめりになっ

アクセルとブレーキの踏み間 違え

員で︑いま問題になっているような

が︑全員とても注意深い立派な乗務

再雇用をしており︑いま 人いる

弱あるので年収で５ 百数十万ある

プは年間売り上げが１０００万円

るだろうと思っている︒弊 社のトッ

均年収が３００万円を超えてくれ

だまだ進む予定なので︑間もなく平

る乗 務 員 も出てきた︒自 然 減がま

それぞれの分野で切実な状況だ

取り組んでいきたい︒

る︒
それをタクシー業界についても

きているなどの情 報を発 信してい

界として年 収など待 遇が上がって

でてきているようだ︒
このように︑業

は手順が非常に面倒だ︒
スロープを

は購入していないが︑確かにこの車

がＵＤ車だ︒
弊社はトヨタのＵＤ車

で︑２ 年 前に発 売されたトヨタの

ー認定制度に対応する車両のこと

仕様のユニバーサルデザインタクシ

ＵＤ車とは︑国土交通省の標準

大倉浩 日北交通
︵株︶
常務取締役

情報が確認されていないということ
ていった︒

などは一切発生していない︒
でも︑こ

ところまできている︒
タクシーは採

契約条例について︑私も何回か必要

ということをお話しいただいた︒
公

性を訴えてきたが︑道の職員はまっ

けるが︑それが雪道でも安定するの

組み立てたものを外に出て取り付

Ｉ︶
﹂というツーボックス車はすべて

めてもらっている︒
ここまで到 達し

と︑女性にとっても非常に良い職業

たくやる気がなく︑
﹁必要ありませ

どの分野も人手不足が切実な問

︵次ページに続く︶

しれない︒
説明はしているのかもしれ

30

題で︑介護の職場も看護師も︑資格

20

関藤政則 道商工連常務理事
公 契 約 基 本 法の制 定を謳ったの

の年 齢もどこまで延 ばすことがで

用したら︑皆さんにすぐ保険もかけ

﹁ジャパンタクシー︵ＪＰＮ ＴＡＸ

は大変いいことだが︑過去に札幌市

きるのか︑社会的な評価をもあるの

ているし︑平均年収が上がってくる
た方が４人いる︒
本当は止めさせた

になってきていると思うので︑就職

担保を取れることになったので︑事

くない立派な方だがやむを得ない︒

実上︑条例がいらなくなった︒
条例

かを確認してから︑シートを倒して

よりもっと権限の強い基本法をつく

ん︑ちゃんと手は尽くしています﹂

このように高齢者に非常に広く門

にはいまが 絶 好のチャンスといえ

ることは大賛成だが︑どれぐらい細

引っ込める︒
非常に手間がかかるの

る︒

という答弁に終わっているので︑道

戸を開いているので︑
ハローワークに

で︑しっかり勉強していない乗務員

かく規定する条文をつくるかが課

に求めていくのはなかなか手強い状

は非常にいい印象があるものの︑若

だと 分︑ 分かかる人もいるかも

題だと思う︒
その点についてどう考

況だと思われる︒
いまド ライバーの業 界で人 材 不

長

梶谷大志 立憲民主党北海道幹事

い人はさっぱり入ってこない︒
年収が２４０ 万ほどまで落ちてい

低所得が報じられた頃は︑平均

えているのか︒
大倉浩 日北交通
︵株︶
常務取締役

須田靖子 道議会議員
︵手稲区︶

議会で公契約条例が残念ながら否

で︑ 歳の誕生日をもって乗務は止

20

決された︒
でも︑要綱で条例と同じ

15

が増えてきている︒

い︒
うちの定年は 歳だが︑それで

15

まで︑環境調査などで８０００万

80

14

64
30

70

70

63

65

70

10

80

が色濃く出るのでクレームになるの

ないが︑乗せたくないという雰囲気

道議会や政令市を含めた市議会の

の声を聞いていただき︑出来る限り

これからも政策要求については生

たので︑ぜひ︑活用させていただきな

この度︑議連もつくっていただい

そういった問題も含め︑これから

だと思 う︒トヨタはマイナーチェン
皆さまと継続的に実施していきた

がら商工連盟の活動を広げていき

峰崎直樹 道商工連会長

ジで操作の簡単なものを出している
いと考えている︒
商工連盟の本来の
たい︒

考えている︒

︵文責・編集部︶

も皆さまと協議の場を持ちたいと

が︑それでもあの狭い車内でのこと
理念は
﹁中小企業のよろず相談所﹂
︒
いま話を聞いていて︑労働力不足を

○安い方買っちゃったのよ夢な

弊社は日産の﹁ＮＶ﹂というミニ

賃金が毎年のように３％ずつ上がっ

のに

どうするのかということで︑社会保

クを開けて︑レール部分を倒すと︑
て︑東京は１０００円を超すなど︑

○テケテケだけで分かったベン

バンタイプの車両で︑黄色いワゴン

すぐスロープになるので︑そのまま
全 国 的にこの傾 向は続くと思われ

険の厚 生 年 金への適 用 拡 大を２ 段

乗せてロックするだけだ︒
しかし︑多

る︒
中小企業の側も人間を大切にす

う︒
これは操作が簡単で︑ハッチバッ

く販売されているトヨタ車において

る︑働く人を大切にしなければ︑こ

タイプの車 を 見 たこと があると 思

は︑まだまだ大きな課題かなと思

れからの経営はやっていけなくなる

○へそくりをジャッカルされた

老

○賽銭をケチり門前蕎麦に海

○なんか哀しいＡＩひばり

チャーズ

う︒
運輸局は︑乗せないなどの対応

のだと思う︒
しかし︑そうは言って
も︑それぞれの分野で︑業界にも︑地

パラリンピックにめがけてＵＤ車一

る︒特に東 京 地 区はオリンピック・

トヨタはそういう勢いで言ってい

大倉浩 日北交通
︵株︶
常務取締役

くのか︒

ーサルデザインの車種に代わってい

これからタクシーはすべてユニバ

労 働 力の問 題をどう するかについ

きたいと思う︒
われわれも︑外国人

緒にぜひ協議の場をつくっていただ

レベルが一体になって︑われわれと一

制度政策に係わる一番重要な国政

考えている︒
道議会︑市議会︑そして

求をきちんとまとめていきたいと

工連盟内部でも議論をして政策要

すぐにはできないので︑これから商

れん

○この孫は取り説なけりゃ預か

嫌

○ただ走るだけで２才は上機

大掃除

色にしたいというノリだったので︑

域 的にもいろいろあるだろうから

東 京 地 区は特にす ごいのではない

て︑
定款を変えはしたものの︑
いまも

かな

︵毎日新聞﹁仲畑流万能川柳﹂より︶

○毒蛇は舌を咬んだら死ぬの

きません

○ヘソで茶を沸かすイメージ湧

い子の元気

○
﹁わかった﹂とわかっちゃいな

か︒

在調査をしているところだ︒

悩みながらそれができるのかを現

須田靖子 道議会議員
︵手稲区︶

はやめるよう多々要請している︒

階で実施すると言われている︒
最低

は︑
当面︑
続くのではないか︒

︵前ページから続く︶

（６）

