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朋友だより
今年最後の朋友だよりです。
年末の総選挙で国民の判断が示されました。
戦後民主主義を全面的に否定しようとする動きに反対する
国民の幅広い声の存在が確認できました。
来年が皆様にとって良い年でありますよう祈っています。

２０１４年１２月
(有)コンサルタント朋友
代表取締役 奥 長 弘 三

明日の日本への期待

今年は年末の慌ただしい時期に、総選挙が
行われました。新年を展望する意味で、総選
挙の結果をふまえ、世の中の動きを小生なりに
整理して見ます。

世界経済の動向
2008 年のリーマンショックを引き金とした金融
危機により世界経済はマイナス成長に落ち込
みました。各国政府の膨大な財政投入で大恐
慌は避けられていますが、長期低迷から抜け
出せないでいます。グローバル企業中心の経
済運営が大きな壁に突き当たっていると言える
でしょう。
新興国の存在感は一段と高まっています。
先進国での設備投資が低迷し、新興国への
資本が流出し、国内での産業空洞化が進み、
失業者が増加し、各地で貧困、格差反対の声
が高まっています。
投機マネーを規制する動きが、G-20 を中心
に出始めている点は注目されます。

日本経済の動向
日本でもグローバル企業中心の政策が行き
詰まりに直面しています。2011 年から貿易収
支が赤字に転じたことは重大です。財界のメイ
ド・バイ・ジャパン戦略により、大企業が生産拠
点を海外に移したことで国内の産業空洞化が
一段と進んでいます。その為、国内の設備投
資は減少しています。また 21 世紀に向けた新
しい産業が興っていない為、雇用は低迷し、
失業者や非正規雇用が増大し、格差が広がり、
国内の需要は低迷したままです。
安倍政権になって 2 年経過しましたが、いろ
いろなことが起こった 2 年間でした。見過ごす
ことができない、いくつかの項目について見て
みます。

アベノミクスを中小企業の
立場から見る

安倍政権の経済政策、アベノミクスは一言で
いうと、グローバル企業優遇政策です。デフレ
脱却を掛け声にスタートしたアベノミクスですが、
2 年間の実績を振り返ると、大企業、富裕層は
潤いましたが、中小企業・地域経済の疲弊は
改善されません。安倍首相が主張するトリクル
ダウン理論（大企業が潤えば、そのおこぼれが
中小企業、地域社会にまで及び国全体が豊
かになる。）が全く機能せず、貧困・格差が一
段と進みました。
円安のため、燃料はじめ輸入品の値上げが
中小企業の収益を悪化させています。特に今
年 4 月の消費税８％への増税は景気を一段と
押し下げました。
現在の日本でトリクルダウン理論が通用しな
いのは明らかです。産業のグローバル化の進
展で大企業の海外進出が進んだため、大企
業が潤っても、国内の中小企業に仕事がまわ
らず、地域経済が豊かになることはありません。
トリクルダウン方式に依存するのではなく、中
小企業、地域経済に力点を置いた施策が必
要です。これが無い限り、どれだけ大企業優先
の施策を行っても、国民が豊かになることはあ
りません。

原発問題について
福島の原発事故から、3 年 9 ｹ月経過しまし
たが、いまだに原発事故の処理が終了せず、
事故原因の究明もできていません。また、地下
水問題は解決の目途が立っていません。
人類は原発と共存できないことは世界の常
識になりつつあります。次の時代のエネルギー
源の採用を心掛けている米軍が、早い段階か
ら脱原発に踏み切っている点は注目されて良
いと思います。
このような状況の中で、日本では原発再稼働
の動きが活発化し、また原発輸出も取りざたさ
れています。まさに日本の財界は「死の商人」
に成り下がったと言わざるを得ません。
「国民が地域で安全に暮らせることこそが国
富だ」と主張し、大飯原発の運転差し止めを命

じた福井地裁判決を大切にしたいと思います。
現在日本では、すべての原発が停止して 1 年
3 ヵ月が経ちます。国民の努力で、日本社会は
「原発ゼロ」でもやっていけることを示したとい
えます。
1960 年にエネルギー自給率が 58％だったも
のが、2010 年には 4.4％という危機的状況にな
っています。このエネルギー自給率を回復す
る為に自然エネルギーの開発・普及に本腰を
入れるべきでしょう。新しい産業の創出という面
からも、脱原発に踏み切り、再生可能エネルギ
ーの開発・普及を国の基本政策にすることが
求められます。

集団的自衛権、憲法問題について
平和な世の中でこそ、中小企業の経営は成
り立ちます。ところが、近年きな臭さが漂いだし
ました。本年 7 月 1 日、安倍内閣は「集団的自
衛権は憲法上許される」という閣議決定をしま
した。50 年余にわたる集団的自衛権は憲法上
許されないとする歴代政府の憲法解釈を覆し
た閣議決定です。
そもそも、憲法は主権者である国民が、為政
者を拘束するものです。憲法によって拘束され
るべき政府が勝手に憲法の解釈を 180 度変え
ることは、立憲主義の立場から許されることで
はありません。
特定秘密保護法の強行採決、武器輸出禁
止三原則の見直しなど、安倍政権の危険性が
浮かび上がっています。
第 2 次世界大戦の悲惨な経験、そしてその
反省の上に立って「日本を絶対戦争する国に
しない」という国民の必死の願いを風化させて
はなりません。世界的に見ても、第 1 次、第 2
次の２つの大きな戦争を経て、「戦争は悪であ
る」が原則となっています。
日本の平和主義がこれから一層光り輝く時
代にしていかなくてはなりません。

消費税について
今回の解散・総選挙の直接的契機は、消費
税 10％への再値上げの延期と言われていす。
そもそも消費税は、負担能力に応じて負担す
る税の応能負担の原則から大きく外れて、低
所得者に重い負担がかかる不公平税制の典

型です。
消費税に頼らない方法の追求が求められま
す。我が国の法人税の現状を見てみると、地
方税を含めた法人実効税率は約 35％です。
安倍政権は日本の法人税は高すぎるから、法
人実効税率を 25％まで引き下げるとしていま
す。しかし大企業向けには、租税特別措置に
より、既に大幅に軽減されており、大企業の実
効税率は決して高くありません。2013 年度有
価証券報告書によると、大企業上位 500 社の
法人実効税率は 24％となっており、既に 20％
台になっています。（中同協、中小企業家しん
ぶん 2014.12.5 号 第 4 面、税理士 菅隆徳
氏の問題提起より）
また消費税が導入された 1989 年から 2014
年までの消費税累計 282 兆円に対し、この間
の法人三法の減収額は 255 兆円に達します。
経済の低迷、租税特別措置、法人税率の引き
下げなどによる法人税収の減少です。法人税
の穴埋めに、消費税が充てられた格好です。
このように見てくると、歪んだ不公平税制をた
だし、応能負担の原則を徹底することで、消費
税に頼らない方法がありうると考えます。

選挙結果はどうであったか
今回の総選挙の結果を見ると与党が圧倒的
な勝利を獲得し、安倍政権の 2 年間が信任さ
れたように見えます。しかし現行の小選挙区制
は政権党に圧倒的に有利で、民意を正確に
反映していません。比例区での各党の獲得議
席数の割合を見ると下記の様になります。
自民・公明党
維新・民主党
共産・社民党

94 議席 （52.2％）
65 議席 （36.1％）
21 議席 （11.7％）

与党の支持と野党の支持がほぼ拮抗している
ことがわかります。半数の人が安倍政権を評価
し、半数が安倍政権に批判的であるということ
です。日本国民の健全な判断がここにあると
思います。民意を尊重した運営が求められると
ころです。

§ 読者企業紹介 ４６ §

大谷清運株式会社
（東京都葛飾区：代表取締役社長 二木玲子 氏）

創業昭和 37 年、廃棄物の適正処理の前に可能な限り、資源を有効に活かすための新しい提案と再
生のための処理をする老舗企業です。従業員 188 名。
二木社長の父上が廃棄物の収集運搬から業を興し、時代の流れとともに廃棄物を適正に処理する
時代を経て、廃棄物を有効な資源として活用する方向に舵を取っています。
現在、容器包装プラスチックとペットボトルの中間処理をする第 1 工場と廃プラ類、紙、繊維く
ず、木くず、金属などを扱う第 2 工場が足立区入谷にあります。第 2 工場では廃棄物から固形燃料
（RPF）も製造しています。
二木社長は二代目社長です。創業者である父上の「社員のうしろには、3～4 倍、それ以上の人が
生活している。会社とはそういうものだ。
」の言葉を胸に日々の経営に従事しています。
「100％生き
る」
、
「自分の前に越えられない壁は現れない」が信条です。
近隣との共存を大切にし、毎年住民を招いての施設公開を開催しています。第 2 工場の 2F には、
いつでも工場見学ができるよう見学通路が設けられています。
また第 1 工場内には企業内授産施設があり、障害者雇用にも積極的に取組んでいます。

経 営 理 念
私たち大谷清運のスタッフ＝OTANI マンは、人と地球にやさしい資源循環型社会の実現に
貢献します。
私たちは“Re”の為の提案を通して、当社に関わる全ての人々に安心と幸福、そして利益を
もたらす「愛ある丁寧な仕事」を提供します。
★ Re の為の提案 ★
「Re・Slim」
、
「RE-BORN」
、Reduce、Reuse、Recycle、Reform、Refresh・・・etc.
“Re”モノとの関係を見直し、自分にとって本当に大切なモノを選択し、
そのモノと大切に関わる生活を応援します。
★ OTANI マン ★
大谷清運のクレド(信条)“OTANI CREDO DIAMOND”日々生きる逞しいスタッフ！
お問い合わせ ： 大谷清運株式会社
〒125-0032 東京都葛飾区水元 1-3-13
TEL.03-3600-5561 FAX.03-3600-5563
http://www.otaniseiun.com
～＊あとがき ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
朋友だより 131 号をお届けいたします。
12 月も半ばを過ぎると例年、年賀状の準備をしますが、友人の中にはそろそろ賀状を卒業し
たいという意向もチラホラ出ております。私としては「お元気ですか？今年もお互いに健康で」
とエールを送るという感覚なのです。つまり自分の存在証明のようなものです。同時代を共に
体験した知人たちとの交流の恒例の挨拶です。どうぞ良い年をお迎えください。 （野上）

朋友

有限会社 コンサルタント朋友
〒113-0022 東京都文京区千駄木 3-36-11
千駄木センチュリー21 602 号
TEL．03-5815-3021 FAX．03-5815-3022

e-mail foryou91@tokyo.email.ne.jp
URL:http://www.consultant-hoyu.co.jp

