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組 みを 旺 盛に 行っ て いき ます 。み な さん ぜひ 、 検診 を受 け

て も楽 し かっ た」 「 また やっ てほ し い」 との 声 があ がり ま
し た。 今 年も 、会 員 の皆 さん の健 康 増進 や親 睦 を図 る取 り

健康診断の受診の促進、健康講座などを開催してきました。
春 には 、 久し ぶり に 日帰 り旅 行を 行 い、 参加 者 から は「 と

いします。
昨年は共済部会としての年間の運動は、共済会員の拡大、

明け ま して おめ で とう ござ いま す 。今 年も よ ろし くお 願

健康増進や親睦を図る取組を旺盛に

情報を寄せてください。よろしくお願いします。

し いお 店が 出来 た よ！ 」「 こ んな 友人 がい る よ！ 」な ど 、

６ か月 継続 中で す 。こ れか ら は会 員の 数が 大 事で す。 「 新

ち 向か うし かあ り ませ ん。 そ のた めに は何 と して も拡 大 が
必 要で す。 新聞 読 者の 目標 達 成は みな さん の 協力 で連 続 ７

対 して いた 秘密 保 護法 の成 立 です 。こ のよ う な国 民い じ め
の 悪政 に対 抗す 手 段は 我々 業 者が 力を 増し て 団結 して 、 立

昨年 は我 々零 細 業者 にと っ て悪 法が 次々 と 成立 いた し ま
し た。 一番 許せ な いの は消 費 税の 増税 と多 く の有 識者 も 反
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頑張っていきましょう。
面倒でも継続する事

桑島靖雄

（大商連第６７期第２回理事会討議資料情勢より）
７月～ ９月のＧ ＤＰは 前期比１ ．９％ 増にと どま りま し
た 。４月 ～６月の ３．８ ％増、１ 月～３ 月の４ ．３ ％増 か
ら 伸び率 は大きく 縮小し ています 。とり わけ、 成長 エン ジ
ン の設備 投資は０ ．２％ 増、個人 消費は ０．１ ％増 、輸 出
は ０．５ ％減と、 そろっ て横ばい かマイ ナスで 、ア ベノ ミ
クスは早くも急降下です。

厳しい状況の中、潮目は変化している

倒 でも継続 するこ とで記 帳が面白 く、楽 しくな った とい う
声もあります。がんばりましょう。

で はなく、 家計と の整合 性につい ても検 討しま しょ う。 民
商 では、パ ソコン 記帳に も取り組 んでい ます。 最初 は、 面

態 を数字で つかみ 、経営 に生かす もので す。ド ンブ リ勘 定

も とより、 記帳は 強制さ れてやる もので はなく 、商 売の 実

白色申告者に「記帳・帳簿の保管」が義務付けられました。

あけましておめでとうございます。
今年より 、「改 悪」国 税通則法 が完全 施行さ れ、 全て の

副会長

て 元気 で 、民 商の レ クリ ェー ショ ン にも 参加 し て、 商売 も

いんふぉめーしょん（新春号）
６日

毎週必 ず届け ましょ う

伸び たのは 民間住 宅２． ７％と 公共事 業６． ５％ぐ らい
で、 増税前 の駆け 込み需 要と莫 大な借 金によ る一時 的な
もの に過ぎ ず、そ れ自体 が後で 景気反 動の要 因にな るも
ので す。輸 出大企 業は軒 並み好 決算で 、トヨ タなど は過
去最 高に迫 る利益 ですが 、販売 台数も 輸出数 量もそ ろっ
てマ イナス で、円 安によ り受取 通貨の ドル価 値が上 昇し
たことと非正規・リストラ効果に過ぎません。
雇用 者報酬 は１６ か月連 続前年 比マイ ナスで 、非正 規雇
用は 過去最 高（昨 年３５ ．２％ ）、賃 金も月 １９万 ８１
００ 円から １９万 ６４０ ０円へ 減額で す（直 近３年 ）。
一方 で、上 位１０ ０社の 内部留 保は３ 兆５千 億円増 （直
近４ 年）で 、この 構造を 変えな い限り 、経済 は再生 しな
いことがＧＤＰの上でも明らかになっています。
中小 業者の 経営は 厳しい 状況が 続いて います が、「 潮目
の変 化」も 現れて います 。１つ は、空 前のブ ームと なっ
たＮ ＨＫ「 あまち ゃん」 のよう に「地 元にあ るもの を磨
く」 という 流れで す。堺 市長選 挙でも 、地元 の経済 ・福
祉・ 文化を 大切に した政 策が大 きく共 感を広 げ勝利 につ
なが りまし た。阿 倍野な どでは 、「大 規模店 ばかり 栄え
ても 地域は 衰退す る」と 、「バ イ・ロ ーカル （地元 の商
店で 買うこ とが地 域にお 金が循 環し雇 用や街 の個性 もつ
くる ）」を 合言葉 にした 地域住 民や中 小業者 の運動 が始
まっ ていま す。２ つ目に 、「偽 装表示 」のよ うに大 企業
の利 益・競 争主義 のなれ の果て が明る みにな る中で 、お
客や 取引先 との信 頼関係 を何よ り大切 にして 、ほん もの
を提供する中小業者の「なりわい経営」の値打ちが高まっ
てい ます。 全国の 商店街 で広が ってい る「ま ちゼミ 」で
は、 「スー ツの選 び方」 「おい しいお 茶の入 れ方」 「包
丁の 研ぎ方 」など 個々の 商店の 知識や 技術な どのほ んも
のを お客に 教える ことが お店と 商店街 のファ ンを増 やし
てい ます。 ３つ目 は、グ ローバ ル化の 限界も 現れて きた
こと です。 世界の 大企業 は発展 途上国 の格安 の賃金 、資
源、 劣悪な 労働環 境を利 用して 先進国 の消費 者に安 い商
品を届けてきましたが、中国に見られるように貧困格差、
賄賂 腐敗、 環境汚 染、民 主主義 の問題 などの 矛盾が 噴き
出し ていま す。国 民のデ モ、暴 動も頻 発し、 日本と の賃
金格 差も１ ／５に 近づき ました 。こう した中 で大企 業の
大き なイノ ベーシ ョン（ 技術革 新）だ けでな く、中 小業
者が 現場で 行う改 善、工 夫、変 化の積 み重ね ＝小さ なイ
ノベ ーショ ンで国 際競争 に勝て る条件 が生ま れてき てい
ます 。また 、３・ １１以 後、脱 原発・ 新エネ ルギー や、
暮ら し・医 療・福 祉など 生活の 質を高 めるも のづく り市
場が 広がっ ていま す。地 元に根 差し少 量多品 種で中 小業
者が主役になれる市場です。これらの変化は、仲間といっ
しょにふんばる価値のあるものです。
国 会では 、国民 の知る 権利を 奪い、 国民と 運動を 弾圧
し、 戦争す る国を つくる 秘密保 護法案 を自公 みで強 行採
決し ました 。こん な重大 法案を 突然国 会に提 出し、 わず
か２ 週間の 審議で 議論を 封じる という 異常さ です。 この
間、 国民の 反対運 動と世 論は急 速に広 がって おり、 安倍
政権 の危険 性とみ んなや 維新が 補完勢 力であ ること も明
白に なりま した。 消費税 ととも に怒り の声を 広げ、 国民
各層との連帯も強めるときです。

会費集金 は会員 の心を あつめ る活動で す

毎月１ ０日ま でに集め ましょ う

商 工新聞 は経営 のヒント ・くら しの知 恵がい っぱい

１月

２０１４年

