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マッチングビジネス
近頃 IT を駆使した「マッチングビジネス」（シェアビジ
ネス）が、色々な分野に登場しています。
『悩みを持っている人と、それを解決できる人を結び
つける。』
ビジネスとしては、就職支援・結婚相談など人と人を結
びつける分野から、工事系・事業系に進出し始めたこと
から、課題の整理が必要になってきています。
その象徴が、国家戦略特区として取り上げられた「ラ
イドシェア（車の相乗り）」と、シェアハウスだと主張する
「民泊」です。
「ライドシェア」はスマートフォンで配車を依頼すると、
登録した一般ドライバーが迎えに来るという仕組みで
す。利用者は無料ですが、営業許可を受けていない自家
用自動車の運転手は、データー提供料という名目でサ
ービス提供者から報酬を受け取ります。

車を持たず、運転者も雇わない企業が、利用者とドラ
イバーを仲介するビジネスは、運行と雇用（事業者とし
ての安全確保）に責任を追わないという点で問題とな
つており、世界中が規制法の整備に乗り出しています。
「民泊」は、技能実習制度を理由に、滞在日数を 6 泊 7
日以上から 2 泊 3 日以上に緩和するものです。

しかし、「子どもの内面が評価できるのか」、「多様な価
値観を認める教科書ができるのか」などの多くの疑問が
あります。
報告書では「読み物道徳から 、考え・議論する道徳
へ」、「子ども同士を比較せず、数値ではなく記述式で表
現する」、「入試の合否判定には使わない」などの指針を
示していますが、「具体的な手法・方法は事例集を作成
する（それだけ難しい？）」ということにとどまっており、

第 24 回参院選

不動産オーナーと旅行業者を仲介する“空き家”対策
として活用する動きがあります。旅館業法の消防法や衛
生法をクリアしないまま、ビジネスとすることはあり得ま
せん。

徳永 エリ

マッチングビジネスは新しい分野であるだけに、利用
者の安全確保の視点からしっかりした規制が必要です。

釈然としない内容です。
「人格に踏み込んで評価して良いのか」、「子どもが教
員の狙いに合わせて意見を言うようになってしまうので
はないか」、教科化するということは検定教科書を使う
ことになりますし、学習指導要綱の『正直、誠実』、『国や
郷土を愛する態度』などという価値観が、子どもを評価
する基準になってしまう恐れもあります。
道徳教科が 70 年以上教科にならなかったのは、教科
書を使い、評価するということが、心のあり方へ介入す
る懸念があったからではないでしょうか。

(とくなが えり)

対話を続けることが大事
鉢呂 吉雄

それぞれの「業」は、利用者の安全を確保するため、
資格の取得に大変な努力を重ねてきています。

道徳教育は教科ではない
小中学校の“道徳”が 2018 年度から教科に格上げされ
ることで、その評価方法に関する報告書が明らかになり
ました。

7/11 未明 民進党の 2 議席獲得が決まった瞬間

(はちろ よしお)

徹底的に現場主義
「安倍政権の暴走を止める」、「集団的自衛権の安保法制
を廃止する」、「３分の２を取らせない」ことなどを争点とし
た第 24 回参議院議員選挙が終了しました。

↗きた「各地域での様々な取組」が、国民不在で進む政権
に不信を持つ地域の多くの方々の大きな共感を得る結果
となりました。

選挙戦では、アベノミクスによる格差拡大や公約違反の
TPP 合意に対する住民意識の強まり、4 月の 5 区補選から
広がる市民団体の支援、他の政党支持層からの票が流れ
たことにより、北海道選挙区では現職の徳永エリ参議、新
人のはちろ吉雄氏が３議席中の２議席を獲得しました。

参院選にあたり、各地で多大なるご支援ご協力をいただ
きました皆様に心から感謝を
申し上げますとともに、引き続
き、地域住民とともに進む民進
党に対するご指導ご鞭撻をお
願い致します。

全国的には、改憲勢力が「３分の２」を超える結果となり
ましたが、民進党は、選挙区 21 議
席・比例代表 11 議席の計 32 議席
を獲得し、改選 43 議席を下回っ
たものの、前回の 17 議席を大き
く上回る結果となりました。

◯ 北海道選挙区
候 補 者 名

得 票 数

率 (%)

徳永エリ

559,996

22.0

はちろ吉雄

491,129

19.3

長谷川岳

648,269

25.5

柿木克弘

482,688

19.0

森つねと

239,564

9.4

全道では 4 区、6 区、8 区で自民に競り勝ち、上川管内で
は、民進党が比例代表の政党別得票率で、前回参院選から
12.01 ポイントと大幅に伸び、7.7 万票で首位を奪い返しまし
た。

◯ ６区管内の得票数
候 補 者 名

得 票 数

率 (%)

徳永エリ

60,660

26.3

はちろ吉雄

41,454

18.0

長谷川岳

57,469

26.3

柿木克弘

41,356

17.2

森つねと

20,814

7.2

(計)

民進党

102,114

44.36

(計)

自民党

98,825

43.67

上：5/15 民進党北海道結党大会
右：連日の応援演説

今回の有権者の投票基準は、社会保障、景気・雇用、憲法
改正、教育・子育てと続き、北海道は全国よりも憲法改定に
感心が高かったことが明らかとなっています。
民進党の政策集(最新)
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国民との約束
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安倍政権による“争点隠し”の厳しい選挙戦が続きました
が、昨年の安保法制や派遣法等々の強行時から続けて↗

新たな民主主義の息吹 さらに広めよう!

一つ一つの取組、大きなご支援ご協力

に心より感謝を申し上げます

↗ 一方、政府の目玉事業である「一億層活躍社会
の実現加速」の保育士・介護職員の待遇改善、保育・
介護施設の受け皿整備、給付型奨学金の創設等に
ついては、来年度予算以降に先送りされています。
さらに、またしても“消費換気”として、低所得者
を対象に現金 1,000 円を給付する事業が盛り込ま
れていますが、これは自治体が取り組むべき事業
です。
個人消費を底上げするためには、国が究極のバ
ラマキ事業を取り組むことではなく、子育て・介護
の不安解消や働き方改革を進める「未来への投
資」が必要です。

老後を支える大切な年金。その運用は安全第
一であるべきです。
ところが安倍政権は株価をつり上げるため
に、運用比率を大幅に変更し、140 兆円の年金
積立金の半分を株式に投資しています。
その結果、昨年度は 5 兆円を超える巨額の損
失が発生しました。しかもその事実の公表を参
院選後に先送りしています。
国民の財産である年金がいま、危険にさらさ
れています。民進党は株式への投資比率を引き
下げ、あなたの年金を守ります。

不安解消と未来への投資が必要
政府は秋（の臨時国会）に向けて「経済対策」をまとめま
した。8 月 2 日に閣議決定された秋の補正予算・経済対策は
「アベノミクスのエンジンを最大限ふかす」として、28 兆 1
千億円。
キーワードは「未来への投資」（安倍政権の政策はいつも
キーワードのみ）としている。３本の矢は「円・株」というバ
ブルが不安定度を増している状況で、結局「財政出動」頼
みの内容となっています。
参院選直後、「１０兆円」と言っていた経済対策は、事業規
模で「２8 兆円」に膨らんでいます。
主な内容は右のとおりですが、財源は財投と建設国債
（赤字国債ではないので、政府の財政再建の枠外と言い張
るのだろう）となりそうです。まさにアベノミクスによる「財
政規律」を無視した政策を続けるという内容であり、円高・
株安が進む状況で「大胆な経済対策」にこだわり、数字の
大きさを見せようとする中味です。
28.1 兆円のうち、財政支出は 7.5 兆円ですが、秋の補正
は 4 兆円のみで、2.2 兆円は 2017 年度予算、地方支出が
1.3 兆円であり、財投(国債の一種)6 兆円を加えても 13.5
兆円です。
残りの 14.6 兆円は「英国の EU 離脱への対応」の政府系
金融機関による中小企業への融資や「21 世紀型インフラ整
備」と称する補助金事業となっています。↗

経済対策の主な項目
1 億総活躍社会の実現加速

事業規模
(うち国・地方の財政支出)

・保育・介護の受け皿整備
(一部は先行実施)
・保育士、介護職員の待遇改善
・年金受給資格の短縮※
・給付型奨学金の創設※
・雇用保険料の一時的な引き下げ※
・低所得者に現金 1 万 5000 円を給付

3.5 兆円

21 世紀型インフラ整備

(2.5 兆円)

10.7 兆円

・整備新幹線の建設加速
・リニア中央新幹線の大阪延伸前倒し
・大型客船受け入れのための港湾整備
・農作物の輸出拠点の整備

英国の EU 離脱への対応や地方支援

(1.7 兆円)

10.9 兆円

・中小企業などへの資金繰り支援
・空き家の滞在型体験施設

(0.6 兆円)

熊本地震などからの復興や防災対策強化

3 兆円

住民の足は守られるのか
昨年来取りざたされていた「北海道の鉄路の存続」が
いよいよ怪しくなっています。
JR 北海道はこの度鉄道事業を抜本的に見直す方針を
正式に表明しました。輸送密度 2 千人未満の 11 路線 16
区間が対象としています。同社単独で維持困難な路線に
ついて関係自治体と協議するということですが、廃止の
アリバイにさせてはなりません。
2015 年 6 月 2 日に日高線の路線復旧、本年 2 月 22 日
JR 線減便について、視察や要請を実施しましたが、日高
線は集中豪雨による沿岸の被害がありましたが、国によ
る災害復旧の課題と赤字路線の廃止が混同（口実に）さ
れています。
JR 北海道は今回の“見直し”について、「高規格道路の

(2.7 兆円)

・熊本地震被災自治体による復興基金創設を支援
・東日本大震災復興のための道路・港湾整備

※は 2017 年度当初予算での対応を明記

計 28.1 兆円 (7.5 兆円)

毎日の民進党の活動を
発信しています

延長」、「航空ネットワークの拡大」札幌以外の人口減」な
ど急激な環境の変化を挙げ、駅の廃止・運賃値上げ・鉄道
施設の自治体保有（上下分離方式）・バス転換の方策を
打ち出しています。
しかし、赤字だからといって安易に路線を廃止すると
いうのは「公共交通機関」としての責任放棄であるとい
わざるを得ません。また「施設の老朽化」も理由に挙げ
ていますが、そもそも安全投資を怠ってきたことへの反
省を感じることができません。
公共交通の使命は「住民の足を守る」ことで、「それが
鉄道網で繋がる」ことだと思います。JR に限りません
が、近頃、現場の実情を見ずに、儲からなければサービ
スを廃止する、人を解雇するなど「企業の社会的責任」
が希薄になってきていることを強く危惧します。

