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北海道における失業・不安定就業問題（Ⅲ)
季節労働者の就労と生活
川

村

雅

則

段）。こうした，建設業の就業状況の悪化と

Ⅰ．は じ め に

いう事態に加えて，この間，短期特例一時金

本稿は，筆者が所属する建設政策研究所北

の給付額が 50日分から 40日分に減額され，

海道センターの事業として行った調査研究の

冬期技能講習制度も廃止されるなど，不十分

成果をまとめたものである。すでにインター

ながらも季節労働者の生活を支えてきた条件

ネット上で

が切り崩されてきている。

2008年度 北海道の季節労働

者の労働・生活・健康に関する調査報告書

建設政策研究所（略称，建政研）北海道セ

（第一次中間報告） というタイトルで発表し

ンターでは，以上の問題意識をもって，季節

たものをあらためて整理した。但し大きな変

労働者を対象とした調査研究をこの間継続し

更点等はない。

て行ってきた 。2008年度も，建政研のメン
バーでもある全日本建設交運一般労働組合

建設不況，公共事業改革のもとで，建設業

（略称，建交労）北海道本部からの委託事業

における就業機会が著しく減少している。北

として，季節労働者の労働・生活・健康の実

海 道 労 働 局 の 調 べ に よ れ ば（表 ０−１）
，

態を明らかにするための調査活動を行った。

2008年の短期特例被保険者数は前年比で１

本報告は，その調査結果を緊急的にまとめ

万人も減少したまま，夏場にも回復すること

たものである。十分な検証作業をまだ経てい

なく推移し，そのまま冬を迎えた（表の下

ないものであることをはじめにおことわりし

表０−１

北海道における全産業及び建設業の雇用保険被保険者数の推移（一般，短期)
４月

全
産
業

建
設
業

５月

６月

７月

８月

９月

10月

単位：人
11月

一般

19年度
1,262,222 1,278,525 1,282,208 1,283,138 1,283,257 1,284,123 1,296,646 1,300,959
20年度
1,300,278 1,313,796 1,317,550 1,317,317 1,315,631 1,313,842 1,312,078 1,311,951
対前年差
38,056
35,271
35,342
34,179
32,374
29,719
15,432
10,992

短期

19年度
20年度
対前年差

27,614
65,942
96,526
110,380
116,508
118,925
119,209
106,308
26,400
55,628
82,540
96,619
102,575
105,946
106,281
94,782
▲ 1,214 ▲ 10,314 ▲ 13,986 ▲ 13,761 ▲ 13,933 ▲ 12,979 ▲ 12,928 ▲ 11,526

一般

19年度
20年度
対前年差

105,145
104,121
▲ 1,024

短期

19年度
20年度
対前年差

12,270
11,453
▲ 817

資料：職業安定業務統計
出所：北海道労働局

106,634
105,760
▲ 874

107,008
105,943
▲ 1,065

107,139
105,801
▲ 1,338

106,967
105,438
▲ 1,529

106,888
105,055
▲ 1,833

106,655
104,747
▲ 1,908

106,276
104,231
▲ 2,045

37,753
59,578
69,292
73,376
74,613
75,039
73,153
28,203
47,951
58,515
62,653
64,401
64,728
63,030
▲ 9,550 ▲ 11,627 ▲ 10,777 ▲ 10,723 ▲ 10,212 ▲ 10,311 ▲ 10,123

⎜ 202 ⎜

北海学園大学経済論集

第 57巻第１号(2009年６月)

ておく。

むしろ，あらかじめ述べると，被保険者数で
１万人もの減少がみられるほど厳しさを増し
ていると思われる季節労働者の就労・生活状

Ⅱ．調査の概要

況を必ずしも十分に把握できていない可能性

かつて建交労北海道本部が主催した冬期の
技能講習を受講したものを調査の対象とした。

があり，調査方法等の検討が必要と考えてい
る。

名簿を整理できたもの 12,075人に対して，

本文中に掲載した表では，回答者全体，男

返信用封筒をつけて，調査票を郵送した。

女別，男性の年齢別，それぞれの結果をまと

2009年１月初旬に郵送し，２月中旬までに

めている。但し，年齢別の結果については，

回収された分を分析の対象とした。

サンプル数が比較的多い 40歳代以降の分を

調査の内容は一部変更したがほとんどは以

掲載し，20，30歳代の結果は省略した。

前と同じで，本人の属性，2008年の就労状

統計的な分析結果とあわせて，その結果に

況，生 活・社 会 保 障（雇 用・医 療・年 金 保

関連する自由記述を幾つかとりあげ，掲載し

険）に関する状況，健康状態等を尋ねている

た。残りの自由記述は，資料１にまとめてい

（資料３として後掲）
。

るので参照されたい。単純集計結果（回答者

宛先不明，本人死亡，回答拒否などで一部
の調査票が戻ってきたが，その数は現在集約

全体）及びクロス集計結果（男女別，男女別
年齢別）の一覧表を資料２にまとめた。

中である。今回，分析の対象とした数（有効
回答数）は 1,570人である。

無回答は除いて計算しているため，各項目
の合計人数は必ずしも一致しない。

本報告では，回答者の多数（８割）を占め
る男性の結果を中心に報告している。分析の
枠組みも川村（2007，2008）と同様である。
表０−２
せたな町
阿寒町
愛別町
旭川市
芦別市
浦臼町
歌志内市
樺茶町
岩内町
共和町
興部町
釧路市
釧路町
古平町
厚岸町
黒松内町
今金町
砂川市
札幌市
室蘭市

12
2
1
167
23
7
2
2
16
1
17
193
32
8
18
8
13
38
268
1

0.8
0.1
0.1
10.6
1.5
0.4
0.1
0.1
1.0
0.1
1.1
12.3
2.0
0.5
1.1
0.5
0.8
2.4
17.1
0.1

回答者の居住地（市町村別）一覧
寿都町
小樽市
小平町
上砂川町
上川町
新ひだか町
新冠町
新十津川町
真狩村
神恵内村
仁木町
石狩市
積丹町
赤井川村
赤平市
鷹栖町
滝川市
中富良野町
長沼町
鶴居村

4
27
1
5
1
25
1
17
4
1
4
20
1
6
11
1
32
1
51
1

0.3
1.7
0.1
0.3
0.1
1.6
0.1
1.1
0.3
0.1
0.3
1.3
0.1
0.4
0.7
0.1
2.0
0.1
3.2
0.1

島牧村
東神楽町
東川町
当麻町
苫小牧市
奈井江町
泊村
函館市
美瑛町
美幌町
標茶町
浜中町
不明
名寄市
紋別市
雄武町
夕張市
余市町
蘭越町
留寿都村
合計

単位：人，％
3
3
12
17
179
21
2
10
7
110
37
14
6
1
11
23
47
21
2
1

0.2
0.2
0.8
1.1
11.4
1.3
0.1
0.6
0.4
7.0
2.4
0.9
0.4
0.1
0.7
1.5
3.0
1.3
0.1
0.1

1,570 100.0
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の厳しさを背景になんらかのかたちで働いて

Ⅲ．調査の結果

いるものが多数である。

１．高齢化する季節労働者

就業先（業種）は，男性の場合には建設業

回 答 者 全 体 の 79.9％が 男 性 で，残 り の

が圧倒的に多く（79.9％），女性の場合は，

20.1％が女性である。以下では，男性回答者

建設業（41.6％）と農業（27.9％）が多い。

の結果を中心に報告している。

表１−２のとおり，雇用形態は，季節雇用

表１−１のとおり，回答者には高齢者が多

が全体の４分３を占めている 。職種は，男

く，男性でも女性でも 60歳以上が半数を超

性では普通作業員が最多（37.7％）で，大工

える（女性に限ると３人に２人）。

（16.3％）
，その他（14.9％）が続く。女性に

高齢であるにもかかわらず，アルバイトや
シルバー人材センターでの登録なども含め，

限ると，その他 46.8％，普通作業員 34.2％，
造園 10.4％の順に多い。

昨年（2008年）に全く働かなかったという
ケース は，例 え ば 男 性 で は わ ず か ２ 割 弱
（17.6％）にとどまり，後述のとおり，生活

２．減少する就労日数・仕事の量
季節労働者の雇用・労働をめぐる問題の第
一が，就労日数・仕事の量の減少である。本

表１−１ 回答者の年齢構成，2008年の就業状況，
業種（就業先）
単位：％
（a）年齢構成

（b）2008年の
就業状況

（c）業種

20歳代
2.4 働いた
82.4
30歳代
5.4 全く働か 17.6
8.0 なかった
男 40歳代
性 50歳代
27.5
60歳代
36.6
70歳以上 20.0

建設業
79.9
製造業
4.0
農業
3.3
林業
3.0
その他
6.4
複数業種 3.5

20歳代
0.6 働いた
73.6
30歳代
1.9 全く働か 26.4
6.8 なかった
女 40歳代
性 50歳代
24.5
60歳代
44.5
70歳以上 21.6

建設業
41.6
製造業
11.5
農業
27.9
林業
7.5
その他
9.3
複数業種 2.2

表１−２

雇用形態
男性

正社員
１人親方＊
季節雇用＊
契約社員＊
嘱託＊
臨時＊
パートタイマー＊
アルバイト＊
派遣
シルバー人材センター＊
農業（自営）
その他

2.9
3.3
74.4
1.9
0.7
3.6
1.1
8.0
0.8
2.2
0.7
0.5

単位：％

調査では，昨年（2008年）一年間の就労日
数と，一昨年の就労日数をそれぞれ尋ねた。
表２−１のとおり，一昨年の就労日数（平均
値）が 185日 で あった の に 対 し て，昨 年
（同）は 170日にまで減少している。
表２−２には，月別にみた就労日数（平均
値）もまとめたが， ５月 段階でも，就労
日数は月の半分にとどまっている（あくまで
も平均値であり，高齢の層では，より少な
い）。
仕 事 上 で の 問 題 状 況 で も（表 ２−３）
，
（ア）仕事の量（就労日数）が減っているこ
表１−３

女性
1.3
74.9
0.9
5.7
6.6
7.5
0.4
1.8
0.4
0.4

注：＊は他の雇用形態とのかけもち（複数回答）を
含む。

普通作業員（土木・雑役）
大工
型枠工
左官
鉄筋工
鉄骨工
トビ
塗装工
建具・サッシュ工
運転（専属）
重機・オペレーター
配管工
造園
その他

職種

単位：％
男性

女性

37.7
16.3
5.7
2.1
3.4
1.0
1.0
3.7
1.2
2.4
3.5
1.2
6.1
14.9

36.0
2.3
0.5
2.7

0.9
0.5
10.4
46.8
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表２−１

昨年及び一昨年の就労日数（平均値)
全体

昨年（2008年）
一年間の就労日数
一昨年の就労日数

男性・年齢別

女性

170

175

150

201

192

167

66

67

58

64

55

64

66

185

190

162

211

207

183

132

62

63

54

62

52

58

71

平均値
標準偏差
平均値
標準偏差

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
114

月別にみた就労日数（平均値)

単位：日

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

11.7

15.5

18.6

19.9

18.4

20.1

20.0

17.8

12.6

男性

11.6

15.5

18.6

20.0

18.5

20.3

20.4

18.5

13.6

女性

12.0

15.8

18.3

19.5

17.8

19.4

18.6

14.9

8.1

40歳代

13.5

17.3

20.9

22.1

20.5

22.1

22.6

22.3

17.4

50歳代

13.1

17.1

20.1

21.6

20.1

22.1

22.3

20.9

16.3

60歳代

11.3

14.9

17.9

19.1

17.9

19.5

19.7

17.7

12.1

5.9

10.1

13.3

15.1

13.3

15.6

14.6

10.9

6.6

全体

男性・
年齢別

男女別

単位：日

男性

表２−２

男女別
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70歳以上

表２−３

仕事上での問題状況（複数回答可)
全体

（ア）仕事の量（就労日数）が減っている
（イ）仕事の見通しが立たない
（ウ）雇用期間が短い
（エ）賃金が安い
（オ）体力的にきつい
（カ）職場の人間関係がよくない
（キ）その他

58.2
32.5
25.9
45.4
26.2
12.1
2.0

男女別
男性

女性

60.8
37.0
27.0
48.8
24.8
12.6
2.1

47.9
12.6
21.4
30.2
33.5
9.8
1.9

単位：％
男性・年齢別

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
69.2
46.2
30.8
50.5
23.1
11.0
6.6

65.2
43.5
31.3
57.2
27.2
14.1
2.2

59.8
29.2
25.0
44.9
26.7
11.0
1.1

49.6
26.1
20.0
35.7
17.4
7.8
0.9

とを訴えるものが全体で６割（58.2％）に及

保険者数で前年比１万人の減少がみられた。

んでいる。とりわけ，40歳代，50歳代（男

その意味では，今回捕捉できた調査回答者よ

性。以下，同様）という働き盛りの層では，

りも，より一層厳しい就労・生活条件にある

３人に２人（以上）が仕事の量の減少を訴え

季節労働者が少なくないことが推測される

ている。あわせてこの年齢層では，
（エ）賃

（但し，本調査回答者の生活の厳しさを否定

金の安さについても，半数以上が訴えている。
ところで，雇用保険の加入状況は，回答者

するものではない）
。関連する自由記述を幾
つか掲載していく（以下，同様）
。

全体（昨年，就労した者全体）でみると，一

【081】仕事が減ってきて今の仕事ができなく

般と短期の どちらにも加入しなかった が

なったとき，50歳を過ぎると仕事が見つけに

19.2％に及ぶ。また，季節雇用されていた者

くくなることや雇用保険の特例一時金が 40日

に限ってみると， 日数が足りず権利がつか

分だと本当に冬の生活が大変になってきてい

なかった が 5.3％，そもそも

雇用保険を

ます。今はまだ頑張れるのですが，これから

かけてもらえなかった が 4.0％存在する。

の建設業が心配です。毎年毎月，冬の心配が

冒頭の北海道労働局のデータでは短期の被

続きます。女性 54歳，旭川市

北海道における失業・不安定就業問題（

【124】仕事は常に不安定で，このままでは結
婚はもちろんできないし，近い将来でさえ，

)(川村)
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も早い景気の回復を望みます。男性 53歳，浦
臼町

不安です。運送業などの年間雇用に移りたい

【739】昨年はまだ仕事をするつもりでおりま

と思っても，大型免許などは費用がかなりか

したが，いつまでたっても会社からの連絡も

かるのでなかなか実現できない。不安定なた

なく，そのうちに，もう少し待ってというこ

めローンなんて組んで払えなくなったら困る。

とで，夏も過ぎ，とうとう待ちきれず，仕事

今は，２年以内には現状を変えなくてはなら

をやめてしまいました。主人も同じ会社で同

ないと思っている。27歳なので。収入は少な

じ仕事でした（土木建設業）
。あと２年位は仕

いのに国はなんでも払え払えと待ったなしで

事をしたいと思っていました。身体のほうも

迫ってくる。住民税なんて，たまんないです

なんともないので，そのつもりでおりました

ね。この歳になって親にまで心配させていま

が，会社も仕事がとれず，若い人優先でとう

す。助成などがあれば人生変えられるのかな，

とう残念ながらやめてしまいました。年金も

などと考えたりもします。男性 27歳，美幌町

少ないので毎月の生活が心配です。今は身体

【142】仕事が減少してきて給料・賃金等の単

も丈夫ですが，病気になったらが心配です。

価も減り，さらに生活が大変苦しく，特に冬

早く景気が回復できるときを望みます。女性

場の生活が大変である。冬場の仕事も無く，

68歳，旭川市

出来れば通年で働ける仕事があれば，そちら
がよいと思う。男性 57歳，釧路市
【193】今は冬場に内地に働きに行くことが出

３．低い所得水準
季節労働者の雇用・労働をめぐる特徴の第

来，親の家にいるのでお金の問題はないです。

二は，賃金（所得）水準の低さで あ る（表

でも，職場の全員が冬場に内地に行けるわけ

３−１）。

ではなく，今回はたまたま行けましたが，来

昨年の年間賃金を尋ねたところ，200万円

年はどうなるかわかりません。土木の仕事は

未満が 65.7％，つまり３人に２人が 200万

好きですし，出来ればずっと続けたいと思っ

円未満ということになる。女性に限るとほぼ

ていますが，将来に希望は持てません。今は

全員である（100万円未満でさえ 52.9％にも

大工の父も仕事がなく，どうなるか分かりま

及ぶ）
。

せん。不安があります。男性 23歳，釧路町
【497】土木の仕事が年々減少しており，なお
かつ，これといった資格もなし。困っており
ます。もっている資格といっても，玉掛け等

一昨年との比較では 減った が 54.5％
と半数を超えている（残りは 同額 36.4％
で， 増えた

は 9.1％にとどまる）
。

ところで，後述の年金をめぐる問題（無年

の資格のみで土木現場以外では通用しません。

金，低水準の受給額）とも関連して，高齢の

年齢的にも工場等で雇用されるには大変厳し

単身女性の間で貧困という問題がひろがりつ

く，採用条件としては，フォークリフト等の

つあることが指摘されている 。

免許が必要となります。安定所等の対応も事

本調査では，回答者全体でみると，本人を

務的で親身に相談にのってくれません。年齢

含 む 世 帯 人 数 は，二 人 暮 ら し が 最 多

的に考えて半分あきらめている状態ですが，

（46.4％）ではあるが，単身世帯も１割を占

なんとか通年雇用で働ける会社があればと希

める。女性に限ると 15.9％である。ほかに

望します。自分は季節雇用の土木作業員とし

就労世帯員がいないという点で，生計の維持

て大変厳しい立場にあり，特例一時金も少な

がより不利な状況にあると思われる。以下に

い金額で今後の生活が立ち行きません。一刻

女性・単身世帯の自由記述を掲載しておく。
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表３−１

昨年の年間賃金収入及び一昨年との比較
全体

昨年の年間賃金
収入（再掲）

一昨年との比較

第 57巻第１号(2009年６月)

男女別

単位：％

男性・年齢別

男性

女性

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

100万円未満

23.8

17.3

52.9

4.5

8.9

18.0

58.6

150万円未満

45.8

36.0

89.2

19.3

20.2

43.7

84.8

200万円未満

65.7

59.2

94.6

39.8

47.4

68.1

92.9

減った

54.5

57.1

43.5

57.5

55.7

63.7

48.0

同額

36.4

34.0

46.5

33.3

33.1

29.2

48.0

9.1

8.9

10.0

9.2

11.1

7.1

4.0

増えた

なお，世帯内に就労者がいるものは半数を

です（１日でも多く働きたいですから）
。週２，

超える（58.7％）ものの，季節労働者の場合

３日休むのは高給取りの考えで，私のような

には，夫婦で季節雇用として働くなど，世帯

貧乏人には縁遠いことです。女性 59歳，札幌

単位でみても，収入は必ずしも安定している
わけではないことを付け加えておく（以下，
女性・単身世帯の回答）
。
【247】仕事はおもてでの労働ですので，きつ

市
【1207】物価があがり灯油なども（現在はだい
ぶ安くなりましたが）上がり続けていたとき
は，本当に大変でした。賃金は 10年前から一

いことはありますが，頑張ることはできます。

円 も 上 がって い ま せ ん（覚 え て い る 限 り で

季節ですので，12月から３月までの間の収入

は）。今年から一応通年雇用として働くことが

がなく，また年金はそれだけで生活できるだ

できますが，不況の折，仕事もないようで，

けの金額はいただいていないので，その間は

１月から３月はひと月６万円の賃金です（も

とてもきついです。夏に比べると冬は夏の倍

ちろん，毎日出るわけではありませんが）
。病

以上に電気代，灯油代，光熱費がかかるのに，

気にならないよう，気をつけるように毎日暮

雇用保険の一時金が 50日でも足りない状況。

らしております。とにかく不安の毎日です。

それが 40日に減らされ，この先，また減らさ

女性 56歳，美幌町

れていくのかという不安でいっぱいです。む

【1435】この５年間，年に２回の市営住宅への

しろ冬場の仕事の無い状態で特例一時金を増

申し込みをしておりますが，ハズレで入居出

やして欲しいと思っています。いろいろなも

来ません。仕事をしているうちは家賃も払っ

のが上昇しているのに対して賃金はこの 10年

てゆけますが，もし働けなくなったらすべて

間同じですので生活はとても苦しいです。国

ストップです。65歳から国民年金も受け取れ

の税金の無駄遣い（散財金）を無職の人の保

ますが，月額３万もないはずです。厚生年金

険料にまわすなど，低所得者にまわして欲し

とあわせても４万円そこそこでどうしたら良

いと思います。女性 64歳，苫小牧市

いかと大変に不安な暮らしをしております。

【813】失業保険の日数を削らないで欲しい。

今の職場もあと１，２年が限界の体力となり

夏は，順調にある仕事でも，冬になると２，

ましたので，65歳からのわずかなパートの仕

３ヶ月なくなることが多くなりますから（今

事が欲しいのですが，社会が相手にしてくれ

年のようにあったのは初めてです）
。生活が非

ないでしょうね。車での通勤が出来るので頑

常に苦しく，失業保険で生活するしかないの

張って生きていきたいのですが，
，
，女性 63歳，

です。年間通して仕事があればそれが一番で

札幌市

すが。土曜日，日曜日，祝日が休みになるの

【1546】山で 15年働いて，草刈り，植え付け，

が大変困ります。日曜日だけの週１回でよい

除伐，なんでも休み無く働きました。今では

北海道における失業・不安定就業問題（

手足が痛くて何も出来ません。若いときは何

)(川村)
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ほぼ全員（89.3％）が 10万円に満たない。

も考えず，いま思えば随分と無理したなぁと

ところで，厚生労働省の調べでも，生活保

思ってしまいます。主人もなくなり，今は私

護受給者には年金未加入者が多いことが指摘

一人で寂しく暮らしています。山で働いても

されている 。本調査でも上記のとおり無年

年金は何もありません。15年は長いよね。男

金者が少なくない。将来の生活保護世帯の増

なみに何でもやりました。女性 78歳，釧路市

加が懸念される。
【026】季節労働者の唯一の冬場の収入，一時

４．社会保障制度からの排除―無年金，低水
準の年金

金が 50日から 40日になった。それでなくて
も賃金は安くなり，その安い賃金の６割しか

老後の生活を支えるはずの年金をめぐる問

もらえないなんて信じられない。なんとかな

題についてみていこう。まず，年金の受給状

るものであればもう少し季節労働者の立場に

況 等 を 尋 ね た と こ ろ， 受 給 し て い る と

なって国に考えてもらいたいです。男性 59歳，

まだかけている がそれぞれ 45.4％で，残

石狩市

りの 12.2％は，公的年金には 一切入って

【050】今現在，仕事はあります。あとどれく

いない（かけるのをやめた場合を含む） と

らい仕事ができるのが心配です。持ち家もあ

いう状況である。この，いわゆる無年金者の

りますが，支払いが大変なので，手放すこと

存在はとりわけ若い年齢層では多く，40歳

になりました。何一つとして保険にも加入し

代，50歳 代 で は ２ 割 近 く も 存 在 す る（図

ていないので老後の心配ばかりです。身体の

４−１の左半分の黒棒グラフ）
。

状態もあまりよくなく，薬の量だけ増えてい

また年金に加入している者であっても，保
険料の滞納問題がある（同図の右半分）。す

ます。毎日が大変です。もう少し頑張ります。
男性 59歳，苫小牧市

なわち，保険料の滞納者が 14.8％存在し，

【066】今は元気で働いているが，無年金者な

一部あるいは全額免除されているものも合計

ので，働けなくなった老後がとても心配。そ

で 22.5％にも及ぶのである。

のときは生活保護なども考えている。男性 67

年金をめぐるもう一つの問題は，年金受給

歳，釧路市

額が低いことである（表４−２）。すなわち，

【476】私や仲間も例年どおり働いていました。

年金受給者のうち，受給月額が 10万円に満

しかし会社の負債が多くなり，手当てがなく，

たないものは 65.9％で，とりわけ女性では

時間外もカットで，大変苦しい思いです。小

図４−１

無年金者及び保険料を滞納しているもの・免除されている者
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表４−２
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年金受給額（月額) 単位：％
全体

５万円未満
５〜10万円未満
10〜15万円未満
15万円以上

【1096】物価はあがるがそれに対して給料があ
がることがない。子どもの教育費等も年齢が

男女別
男性

女性

上がるほどに高くなり，税金，支払い等も減

23.2
42.7
22.8
11.3

20.2
38.9
27.2
13.8

34.0
55.3
8.0
2.7

ることはなく，日々の生活が非常に苦しい状

65.9

59.0

89.3

況である。男性 43歳，釧路市
【1100】昨年に働いていた会社は雇用保険に加
入して月々支払いをしていたが，12月に仕事

（再掲）10万円未満

が切れ，権利がなく，いまアルバイトのとこ
ろでお願いしたが，４ヶ月も仕事はないので，

学生の子どもがいるのに十分な話もできず，

駄目だと言われ，昨年，月々支払っていた雇

食事も十分につくってあげられないのが大変

用保険が駄目になって，もらうことができま

心苦しいです。男性 50歳，釧路市

せん。働く仕事先もみつからず，今はアルバ

【625】持病について，手術を受けたいが，入

イト的な仕事をしていますが，いつ仕事が無

院するお金がなく，心配である。この先いつ

くなるか。生活が苦しく，体調も病院に行き

までこの状態でいられるか。男性 60歳，滝川

たくても行けず，悩んでいる毎日です。不安

市

で 2009年度の見通しも立てず，今現在に至っ

【710】仕事のほうは年間の仕事がない。まず

ています。男性 57歳，釧路市

短期の仕事ばかり。１ヶ月とか２ヶ月くらい

５．社会保障制度からの排除―医療保険をめ

です。そして仕事内容が違うのが多い。賃金

ぐる問題

が安い。生活上では食料品の安い店が知覚に

医療保険をめぐる問題の第一は，国民皆保

ないので，車で隣町のスーパーまで行く。冬
でも働ける場所をつくって欲しい。男性 52歳，

険が言われていながら，年金制度同様に，医

新十津川町

療保険制度からの排除がみられる点である。

【834】ハローワークに行ってもなかなか仕事

すなわち，割合こそ少ないが，年間を通じて

がないです。公共料金もなかなか払えないで

無保険が 24人みられ，さらに，冬だけ無保

す。最低限の生活保護を申請しても，親や子

険というものも存在する（25人）
。

どもにお金を借りなさいと言われ，大変困っ

第二に，年間を通して国民健康保険に加入

ています。自分では仕事がしたいですが，な

しているというもの（回答者全体の 56.6％）

かなか仕事がなく大変です。国民は最低限の

だけに限定して，保険料の滞納状況や世帯の

生活が保障されているはずですが全く話しに

年間保険料等を尋ねてみたところ，結果は次

なりません。男性 56歳，赤平市

のとおりである（表５−１）
。

表５−１

医療保険をめぐる問題（通年で国民健康保険加入者のみ)
全体

男女別

単位：％

男性・年齢別

男性

女性

保険料の滞納状況

滞納している

23.7

26.1

13.1

44.4

41.4

23.0

9.4

保険証種類

正規保険証以外

15.4

17.9

4.5

41.2

32.4

14.5

2.6

20万円以上

48.8

51.9

33.9

60.6

58.8

60.2

31.3

30万円以上

27.3

28.8

20.2

39.4

38.2

30.5

16.0

非常に厳しい

64.3

66.0

56.7

79.4

85.3

62.0

47.2

世帯の年間保険料
（再掲）
保険料の負担感

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

北海道における失業・不安定就業問題（

まず，保険料の滞納が 23.7％にも及ぶこ

)(川村)
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今では，一時金がでても，その日のうちに支

と。とりわけ，働き盛りの年 齢 層（40，50

払いで全て出て行き，生活費にすらまわらな

歳代）では４割にも達している。

い。冬期間のアルバイトも無く，毎年冬にな

次に，そのため，正規保険証以外が渡され

ると一家心中でもと考えてしまう。冬期失業

ているという回答が 15.4％に及ぶことであ

中は毎月何らかの保障が欲しい。４，５月ま

る（内訳は短期保険証 10.9％，資格証明書

で生きのびても，夏場は，冬にできた借金を

1.8％，届 い て い な い 0.4％，分 か ら な い

返さなければならないので，一年中普通の生

2.4％）。とりわけ 40，50歳代ではこの割合

活ができなく困窮している。男性 37歳，苫小

が 41.2％，32.4％にも及んでいる。

牧市

そして，先述のとおり，所得水準が低いに

【311】とにかく仕事が無い。約 20年近く季節

もかかわらず，年間の保険料は高く，20万

で働いているけれども，去年は最悪だ。特例

円 以 上 が 48.8％（40〜60歳 代 で は 60％前

一時金もない。講習会が無くなってから，仕

後），30万 円 以 上 も 27.3％（40，50歳 代 で

事の情報交換も出来ない。出張先（横浜）も

は 40％弱）にも及んでいる。

最悪。雑魚寝とコンビニ弁当，断った。借金

よって，保険料負担が 非常に厳しい と

でなんとか生計を立てているが，そろそろ限

いう声は多数を占める（全体で 64.3％）。無

界に近づいている。去年は土木技術者も一緒

保険者や，保険料を滞納して短期の保険証等
を渡されているものの声を紹介する。
【137】特例一時金を元に戻して欲しい。市・

に作業員で働いた。男性 60歳，札幌市
【441】現在，自宅があるからなんとか少ない
年金でもやっていけるが，家がなければとう

道税が高い。保険料が高く，支払いがきつく，

てい暮らしは成り立たない。健康保険料など

医者にかかれずに常に 100％自分もちで大変

まったく払えない。仕事を探しているが，思

です。相談して も 今 の 生 活 が 楽 に な る の で

うような仕事がない。60歳を過ぎても幸せは

しょうか？ 医者代も年金代も税金も少ない

なし。今後，今の政治が続く限り，もっと不

ながらの給料で支払いができません。食べる

幸になるのは目に見えていますね。年末の派

だけでイッパイイッパイです。男性 52歳，札

遣の方々の大変な姿，政治の貧困の結果です

幌市

ね。こんな惨状をみても意に介さぬ，馬鹿な

【228】国保に加入したいが保険代が高すぎる。

指導者をテレビで拝見していると，ツバをか

また２年分の保険代がかかるため，保険に入

けたくなる。鍋の底をつついても自分の懐に

れないでいます。保険代も，ようやく払える

税金をいれようとする天下り官僚にも同様の

か払えないかというときに２年分 も さ か の
ぼって払えというのはきついです。男性 57歳，
札幌市

思いだ。男性 62歳，苫小牧市
【1112】健康保険を滞納しているのでなるべく
早く終わりにしたいがなかなかできず，役所

【267】ここ数年，毎年のように仕事の稼働日

から差し押さえをするとか，家を売りなとか

数が減り続け，それにともない給料の手取り

言われます。半分ノイローゼになります。子

が 減って 困って い る。日 給 も 毎 年 の よ う に

どもが２人いるが，多いと言われ，結婚して

減っていくが，他に仕事がないため，今の会

家を出ていきました。なるべく仕事をして返

社で働くしかない。その結果，保険料も払え

していこうと思いますが，もっと多くと言わ

ず，無保険が何年も続いている。子どもを病

れ，困ります。滞納したのが悪いので仕方あ

院に連れて行く事もできない。失業保険も 40
日になり，その前の 50日でもつらかったが，

りません。女性 59歳，夕張市
【1178】このまま賃金が上がらないと老後の生
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活も不安定。子どもも，頭が良くても大学に

多数であること），もう一つは，本人や家族

通わせることもできない。国保税も 10期分で

の病気等が生計の維持を困難にして生活保護

納入しなくてはならないが 12回に分納しても

の受給を希望するにいたっていること，など

らうと滞納しなくても，滞納と同じだ。市も

である。

国も頭がカタイ。簡単なこともできない。苫

【042】建設業の仕事を始め 25年になります。

小牧市は仕事もとても少ない。苫小牧の市役

家族は子ども２人です。妻は昨年くも膜下出

所も無駄なことに税金を使っているようだ。

血で亡くなりました。６年数ヶ月植物状態で

他人をみていて思うが本当に生活が大変で保

入院しておりました。倒れたときは，子ども

護をいただいて生活しているひとがいるのに，

は中学１年と２年になったばかりで，毎日毎

〝年金生活" をしている人のイジメが多い。生

日の食事や子どもの教育費，妻の医療費，生

活保護の人達がとてもかわいそうに思える。

活費で大変でした。金に余裕があれば良い病

私達みたいな低所得の人間は生活していけず，

院に入れてあげたかった。どうしても生活す

年をとったら孤独死して人生が終わるんだと

るのに子どもを犠牲に出来なかった。現在子

しか思えない。男性 43歳，苫小牧市

ども２人は高校を卒業し，上の子は専門学校
で今年３月卒業予定。下の子は昨年４月より

６．増大する生活保護希望者

働いています。私の仕事のほうは会社をやめ

就業の機会に恵まれず，生活が困難になっ

たわけではないが，これからの仕事が全く無

たひとたちの最後のセーフティネットが生活

い。どうしたらいいかわからない。出来れば

保護である。だがこれだけ生活が厳しいにも

職種に関係なく通年で働きたい。男性 57歳，

関わらず，本調査回答者で，現在，すでに生

札幌市

活保護を受給し得ているものは全体のわずか

【099】年間雇用になりたい。給料があまりに

2.0％にとどまる。

安い。40日分では少なすぎる（バイトでもあ

もっとも，生活保護の受給を希望するのは

ればしたい）
。仕事があまりない。先の保障が

（表６−１）
，現在受給しているものを含むと

何もない。不安になる。男性 57歳，岩内町

20.3％にまで拡大する。実際の生活保護行政

【113】高年齢ですが，まだ現役で働きたいが

の現場で，生活保護の受給対象から排除され

仕事がない状態です。アルバイトでもよい。

ている稼働世帯も含め，生活保護の受給を希

男性 73歳，札幌市

望するものが少なくない。

【116】安い国民年金で生活するのは大変です。

以下に生活保護を希望する回答者の声を紹

男性 69歳，美幌町

介している。特徴は，一つは，働くこと（通

【143】一日でも早く仕事がしたいのですが，

年雇用）を本来は希望しているが，その機会

職がなかなか見つからず，困っています。私

に恵まれないがゆえに生活保護の受給を希望

は 32年間建築大工として働いてきました。い

しているということ（つまり，体調不良者等

まは建設関係の仕事が全くありません。別の

を除くと，そもそもは働きたい という声が

仕事も考えてはいるのですが，みつかりませ

表６−１
全体

生活保護の受給希望者
男女別
男性

女性

単位：％
男性・年齢別

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

生活保護の受給希望者

20.3

21.7

14.5

7.8

23.2

24.2

25.7

同上（但し，現在受給者を除く）

18.0

19.2

13.2

6.8

21.6

21.6

20.7
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ん。ぜひ協力してください。何かありました

います。子どもも季節労働で冬は仕事が無い。

ら教えてください。男性 47歳，釧路市

雪なげのアルバイトもするが夕張には雪なげ

【149】一緒に暮らしている夫と妻で年金は二

もあまり無い。女性 45歳，夕張市

人とも 65歳から受けている。二人あわせて

【1304】冬は仕事がまったくありません。収入

１ヶ月 10万でとても生活が苦しい。夫は平成

がなく困っています。体調もよくなくこの先

７年からパーキンソン病となり，いまは働け

がとても不安で仕方がありません。病院にも

なくなりました。主人が働けない生活の不安。

すぐにはいけない状態です。病院へ行くにも

いま夫は 71歳，私は 69歳で働いております。

遠くてとても困ります。車もなくとても不便

まだ住宅ローンや病院代などがあり，夫は少

です。せめて病院が近くにできるようにして

し歩ける程度。１日中寝ていることが多い毎

欲しいです。バスの便数が少なく，なんとか

日ですが，夫の様子を見ながら今年も仕事に

ならないものなのか。女性 48歳，夕張市

頑張るのみです。この先は本当に不安で現在

７．厳しい暮らし，生活の維持の困難

の暮らしもつらい，苦しい。女性 69歳，美幌

政府統計の設問を参考にして五段階で現在

町
【198】長男の障害年金６万，私が 60歳から年

の暮らしの状況を尋ねたところ（表７−１）
，

金を早くに受け取って３万。生活保護を申請

生活が 大変苦しい だけで 39.2％にも及

しましたが，車があるとのことで，無理。せ

び， やや苦しい 39.1％もあわせると全体

めて，３万ぐらい出るようにしてと申請しま

の８割を占める。40，50歳代では 大変苦

したが，断られ生活苦です。男性 64歳，赤平

しい だけで５割前後に及ぶ。
生活上，どんな不安があるのか（表７−

市
【234】仕事は畑仕事で苦労もあるが，仕事を

２）。多 い の は，（ク）老 後 の 生 活 設 計

しなくては生活ができない状態である。一昨

62.8％，（イ）生 活 費 58.8％，（ウ）税・保

年より人工透析を受けているが，夕張の状態

険 料 50.0％な ど で あ る。40，50歳 代 で は

からみると体調が悪くても人工透析を受けて

（ア）失業・廃業，倒産等が非常に高いこと

いても，仕事をしている人達がいると夕張の

も特徴である。40歳代では（イ）生活費や

役所の人に言われ，生活保護の申請は受け付

（ウ）税・保険料への不安も多い（４人に３

けてくれない。まして障害年金も受け取って

人）。以下に，生活困窮者（生活が 大変苦

いるため，市役所では門前払いされる。年金

しい と回答）の声を記す。

額だけの生活は全体的に無理であるため週３

【146】昨年東京の派遣会社（建設業）に普通

回の透析日以外の日は畑に行って仕事をして

作業員（土工，雑役）として日給 8,500円で

いる。畑の親方の理解もあり，仕事に就けて

働いていました。寮費や水道光熱費を引くと

表７−１
全体

現在の暮らしの状況
男女別

男性

女性

単位：％
男性・年齢別

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

大変苦しい
やや苦しい
普通
ややゆとりがある
大変ゆとりがある

39.2
39.1
20.5
1.0
0.2

41.5
39.4
18.2
0.8
0.3

29.9
38.5
29.5
2.1

53.2
36.2
10.6

49.5
39.8
10.3
0.3

36.1
40.6
21.2
1.6
0.5

28.1
41.1
30.3
0.4

苦しい計（大変＋やや）

78.3

80.8

68.4

89.4

89.4

76.7

69.3
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生活上の不安（複数回答可)
男女別

単位：％
男性・年齢別

男性

女性

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

（ア）失業・廃業，倒産等

38.0

42.0

22.2

74.2

61.1

30.3

7.4

（イ）生活費

58.8

61.9

47.4

77.5

68.7

57.2

47.3

（ウ）税・保険料

50.0

52.4

40.4

74.2

61.1

43.3

38.4
0.5

（エ）子育て，教育費

7.4

7.8

5.6

34.8

7.3

1.0

（オ）住宅問題

14.5

15.5

10.4

27.0

17.4

12.4

8.4

（カ）自分や家族の健康

42.1

41.0

46.3

41.6

44.9

38.6

40.4

（キ）医療費

39.5

39.3

39.6

37.1

41.5

38.3

41.9

（ク）老後の生活設計

62.8

61.7

68.9

59.6

65.5

65.2

60.6

（ケ）自分や家族の介護

24.0

23.0

28.9

25.8

25.3

21.9

25.1

1.2

1.0

1.9

1.1

1.9

0.5

0.5

（コ）その他

１日６千円位で，平均で月に 23日位働きまし

保険証が手元にないときに病院で３割負担で

た。月の給料はだいたい 16万円位ありました。

支払いがすむよう，保険証にかわる証明書を

もちろん残業をしても残業代はつきませんで

発行とか，その期間中の不安をどうにかして

した。それで，体の調子も悪くなったので，

欲しいと思っています。女性 50歳，札幌市

やめて，地元に帰ってきて，親のところに世

【266】今のままでは 65歳で年金をもらっても

話になりながら就職活動をしましたが，不採

月４万円位です。65歳からの生活はとても心

用ばかりで，安定所に紹介してもらってもだ

配です。特例一時金は 90日にして下さい。今

めでした。それで，広告に入ってきた新聞配

は仕事が無いので，ゴミの日に空き缶を集め

達をしたり，12月は宅配便の臨時アルバイト

ていますが，市役所からは，集めてはだめと

で助手の仕事をしていました。現在は新聞配

言われ，困っている。男性 62歳，苫小牧市

達だけやっています。男性 45歳，雄武町

【270】１日も早く安定した生活が出来るよう

【197】心不全でカテーテルをつけ，５年にな

に願います。一応正社員の営業職として半年

りますが，犬と 20分ほどの散歩も胸が苦しく

間働いていますが，月収は 10万円弱で近いう

なることがある（すぐもとにもどる）
。できれ

ちに職を失うことになると思います。以前の

ばたくさん仕事はしたいが，胸に負担がかか

ように土木工事でもあれば作業員として生計

るので，あまり無理もできない。でも仕事が

が立てられますが，公共工事の無い今，頼る

したい。来年仕事は大いに頑張るが，思った

仕事が選べません。貯金も底をつきましたし，

より日数がないので稼ぎがあまい。男性 65歳，

家のローンがいつまで払い続けられるのか？

滝川市

年金や健保をいつまで 払 い 続 け ら れ る か？

【222】社会保険で冬場は任意継続手続きで保

自己破産だけはしたくないのですが……毎月

険証が手元に届くのに２週間位かかる。持病

の健保と年金の掛け金を払うのに精一杯で，

があり，その期間中に心臓発作で病院にかか

病院へ行くお金が無いのですが。政府の方々

るのに全額自己負担で検査するのも，お金が

は何処まで現実がお解 か り な の だ ろ う か？

無くては大変で社会保険事務所に電話して相

男性 50歳，美瑛町

談しても保険証の代わりのものもないので，

【338】私は低年金生活で月額９万円の年金で

２週間位かかるとのことで病院も保険証が届

す。大病すると高額医療費がかかります。入

きましたら戻しますとのこと。任意継続中の

院もできません。役場に行き，５万円の生活

北海道における失業・不安定就業問題（
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資金制度の話をしたが，年金者は該当しない

事の喪失や生活の危機に結びつきやすいとい

と断られました。役場は町民のためにもっと

うことである。第三は，低所得ゆえに病院に

色々な話を聞いていただきたいと思います。

かかったり治療を継続することが困難である

残念でたまりません。男性 76歳，新ひだか町

ということである。

【799】昨年燃料代が出なかったので，サラ金

【866】50年もこの道一筋で仕事してきたので，

からお金を借りた。これから支払いに困る。

当然のこととは思いますが，腕の使いすぎで，

男性 39歳，小樽市

右手の小指，薬指，手の平の小指側がしびれ，
12月に肘の手術をしたところですが，掌のし

８．健康状態，自覚症状

びれのほうはまだ残っております。肘の骨も

最後に，現在の健康状態と，各種の自覚症

削っており，まだ痛みが残っており，少しず

状（ いつもある という回答に限定）につ

つよくなってはいるが，今年は心配です。仕

いて，まとめておく。

事のほうはいつもの年と違い，今年はいつか

自由記述等も参考にした特徴の第一は，建

らが目処がついていません。少ない年金生活

設業で働いていたものを中心に，振動工具な

でとても不安でいます。男性 66歳，苫小牧市

どの作業機械を長期にわたり利用していたこ

【978】今年４月で 78歳の高齢者になるし，73

とを反映して，各種の自覚症状や体の不調が

歳の妻も職が無いので，年金のみの生活で大

訴えられていることである。第二は，一般の

変です。自分は心臓不整脈・心房細動症で２，

労働者に比べたときに，体調不良や疾病が仕

３度失神したこともあります。昭和 63年に頚

表８−１
全体

現在の健康状態

単位：％

男女別

男性・年齢別

男性

女性

非常に健康である
まあ健康である
やや不調である
非常に不調である
健康であるとも不調であるともいえない

4.4
46.6
29.0
6.5
13.5

4.4
46.5
29.0
6.8
13.3

4.7
47.0
29.0
5.3
14.0

1.0
64.3
19.4
7.1
8.2

3.9
46.3
31.0
5.7
13.1

4.3
44.6
30.4
7.2
13.5

4.3
40.4
33.2
8.5
13.6

不調計（やや＋非常に）

35.5

35.8

34.3

26.5

36.7

37.6

41.7

表８−２

各種の自覚症状（ いつもある
全体

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

という回答に限定)

男女別

単位：％

男性・年齢別

男性

女性

セキやタンが一ヶ月以上続いている

6.8

7.8

3.3

40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
5.1

7.1

9.0

息切れする

6.1

6.6

4.3

3.0

7.1

5.7

9.8

耳が聞こえにくい

17.7

19.6

9.3

6.1

16.9

23.3

28.2

耳なりがする

7.3

12.9

14.2

7.3

5.1

14.1

16.1

18.8

ユビ（ウラも表も）が白くなる

3.0

3.2

2.0

1.0

1.8

3.8

5.7

夏でもユビや手が冷たい

5.6

4.9

8.3

3.7

5.9

8.2

ユビの感覚がにぶい
手や腕がしびれる

6.3
10.1

6.4
10.0

6.3
10.6

1.0
3.0

6.4
11.3

6.8
12.4

10.2
9.8

手や腕が痛い

10.9

10.2

14.0

7.1

13.8

10.2

9.8

ヒジが痛い

8.4

9.2

5.6

6.1

12.9

8.8

7.3

ヒジが十分曲がらない

3.9

4.7

1.0

2.0

3.7

6.3

5.7
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椎症による左上肢の肩関節の機能を全廃して
いるのでいろいろと苦労があります。夜に布
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年は例年より，就労日数と賃金収入は 20％ぐ
らい少ない。男性 54歳，旭川市

団に入って 20，30分すると左足の 股 関 節 が

【1497】仕事のときに上の症状があった。今は

20分位毎日やんで眠れません。男性 77歳，

朝起きるときに小指がしびれていることがあ

釧路市

る。なぜなのか不安。見てもらいたいと思う

【985】去年８月まで働いていた会社も，体を

が，今は何もしてなく，お金のこともあり，

悪くして休んでいるため，解雇されるのでは

働き出したら，見てもらうことを考え，痛さ

ないかと心配です。解雇になれば，給料がな

やしびれを我慢しているのが現状です。良い

くなり，生活が苦しくなるので。本当に心配

国になり，働くところがあるように願う現実

です。男性 73歳，札幌市

です。毎日が暗いです。持っているお金は減

【1030】昨年９月に椎間板ヘルニアで手術しま
した。８年前にも手術をし，腰で２回目です。

るばかりで身を切られる思いです。女性 63歳，
興部町

医師からもこれからは土木のような重労働の
仕事は無理だと言われましたので，また別の
仕事を探さなければなりません。年齢のこと
もありますし，先が不安です。現在，母親の
年金で生活していますので，生活が大変苦し
いです。私が働かなければやっていけないの
が実情です。男性 53歳，赤平市
【1089】私は年齢やいまの健康状態もあり，働
く気持ちもありません。夫もいますが，夫も

Ⅳ．まとめに代えて
本調査結果で明らかなとおり，季節労働者
の生活は深刻さを増している。
雇用情勢が全般的に悪化する中で，国民の
生活を守るための議論が政府内でも進みつつ
あるが，そのスピードをより一層速めること
が求められている。

後期高齢者です。私は現在年金暮らしです。

事態の改善のための課題は様々である。詳

暮らすのにようやく間に合うかというぐらい

細は別の機会にゆずり，幾つか簡単に述べる

の年金ですので，大変辛い生活状態です。月

（注釈に記した拙稿や建政研北海道センター

に必ず病院に行っています。ひざ，腰，高血
圧など医療費の支払いで大変な気持ちです。

発行の報告書を参照）
。
第一に，雇用・仕事づくりの必要性である。

私は国民年金です。全額支給されず，年金の

季節労働者の多くがそうであるように，
（そ

支払い金額が足りなかったからです。入院し

の是非はともかくとして）生活保護によるの

なければならないときはどうしたらよいもの

ではなく，仕事を通じた生活保障を望んでい

なのか，不安な気持ちで毎日暮らしています。

る。この点に関して，建政研北海道センター

女性 69歳，札幌市

では，地域経済や雇用創出に必ずしも貢献し

【1190】足腰のケガで働くことができず，この

ていない現行の公共事業のあり方を見直すこ

先不安だけが残り，毎日が生きている気がし

と，また，公的部門における直接的雇用創出

ません。アパート代は，親に支払ってもらっ

策を拡充することの必要性に言及してきた 。

ておりますが，両親も年金生活なので，この

なお雇用・仕事づくりを検討する際には，失

先どうしたらよいのやら……男性 34歳，札幌

業者の生活保障だけではなく，失業者に対す

市

る教育訓練，地域に必要なインフラ（財）の

【1399】2007年８月から病気療養（脳動脈流
く も 膜 下 出 血）
，2008年 ４ 月 か ら 仕 事 復 帰
（後遺症はほとんどなし）
。上記のため 07，08

整備などの多面的な機能を組み込んでいくこ
とも必要である。
第二は，わが国の社会保障制度の改善であ

北海道における失業・不安定就業問題（

る。すなわち，職域等によって分立されてい
るわが国社会保障制度では，所得水準の低い
ものほど保険料負担は重く，また給付内容は
乏しいという問題がある。また，就労日数の
減少（あるいは所得水準の減少）等によって，
制度からはじかれるという問題もみられる
（医療，年金，そして雇用保険もしかり）。現
在，失業手当が終了した後の生活保障として，
失業扶助制度の実現に向けた動きがみられる
が，その実現までには，現行の最後のセーフ
ティネットである生活保護制度の改善，すな
わち，使いやすく離脱しやすい生活保護制度
の改善も必要ではないか。
いずれにせよ，事態は深刻である。実態の
把握と事態の改善のための作業スピードをよ
り一層速めることが求められている。

注
１

その結果については，以下にまとめられている。

)(川村)
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建政研北海道センター 季節労働者白書 第３
集 建政研北海道センター，2003年。川村雅則
北海道における失業・不安定就業問題（ ）
北海学園大学経済論集 第 55巻第２号，2007
年。同 北海道における失業・不安定就業問題
（ ） 北海学園大学経済論集 第 55巻第４号，
2008年
２ 別の雇用形態・仕事とのかけもちも含む。かけ
もちの場合には，便宜上，先に示した雇用形態
（表では上の雇用形態）でカウントしている。
３
高齢単身者の経済不安深刻 女性 年収 120
万円未満 ２割 （2008年６月 14日付）
。また，
最近では 高齢女性広がる生活難 目立つ独居・
非正社員 年金では暮らせぬ （2009年１月 27
日付）事態もクローズアップされている。いずれ
も 日本経済新聞 朝刊。
４
生活保護 高齢受給者，52％無年金
日本経
済新聞 朝刊 2008年１月 22日付。
５ 後者については，建政研北海道センター 地域
に役立ち失業者を支える就労対策を目指して（緊
急地域雇用特別交付金（基金）事業の実態調査研
究 最終報告書） 建政研北海道センター，2002
年を参照。
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自由記述一覧（回答者の性・年齢，居住地も記述）

【009】平成 19年９月ごろから足のしびれがあり，現
在通院中。男性 60歳，札幌市
【015】冬の失業中，講習もなくなり，仕事もないので，
冬の期間中（４月まで），何か仕事をしたい。女性 47
歳，釧路市

点を考え，雇用保険の特例一時金も 40日ではなく，
もう少し，出来れば 90日支給復活をしていただきた
い。大変でしょうがよろしくお願い致します。男性
57歳，釧路市
【047】おかげさまで楽しく働いております。皆同年輩

【018】年齢だけで雇用の幅が狭められている。技術も

なのでニコニコ老人クラブです。この年で働けること

知識も最初から無視されるのが大変つらい。給料より

が楽しくもあり，ありがたいことと思っております。

も色々な職種が選べる機会が欲しい。男性 58歳，札
幌市
【019】会社は社会保険や厚生年金に加入しないで困る。
社名―調査者。男性 36歳，札幌市
【024】食事の支度のとき指が不自由で油もののときな
ど大変です。ペンをもつというか書くことも大変。い
ま現在の仕事については，あまり不自由はありません。
土木造園等の仕事ですが，現場では 63歳以上のもの
は働けないといわれることは残念に思います。女性
60歳，黒松内町
【030】もっと仕事を増やして欲しい。男性 64歳，札
幌市
【031】体が動く間は働きます。会社も定年というのは

男性 75歳，釧路市
【051】不安定な世の中，仕事もいつまであるかわかり
ません。仕事がなくなったら，少しある畑で野菜など
をつくって体を動かし健康に気をつけていきたいと思
います。男性 71歳，苫小牧市
【055】86歳の母と一緒に生活しているので私が仕事
に出ているときは心配です。女性 62歳，奈井江町
【109】夏の時期，仕事が辛いときもある。男性 61歳，
東川町
【112】募集のときには交通費退職金ありとあったが，
全部ウソ。そういうふうにしないと募集が出来ないか
らという会社の言い分。それでも最初の頃にはまだ旅
行や服などあたったが，今は全部ナシ。でも会社の土

ないので，生活は大変ですが，住宅ローンも残ってい

地，社長のおもちゃは増える一方。働く気はうせるが，

るので，頑張らなくては。生活保護を受けたいくらい

今の社会では次の仕事が見つからないのでみんな我慢。

大変ですが，家があったり，子どもが成人しているの

無駄遣いをなくして年金を多くして欲しい。今は働い

で，無理だと思うし，夏は結構な手当てをいただいて

て，少しの年金をもらっているから生活ができるが，

いるので‼女性 65歳，札幌市

年金だけでは食べていけない。生活保護はもらえるの

【034】季節労働者を 62歳でやめました。労働のため
ヒザ，手の関節が痛くて働けません。もう４年も働い
ていません。女性 66歳，苫小牧市
【036】とにかく生活苦で。子どもも２人いるので不安
でたまりません。男性 43歳，苫小牧市
【037】夫は造園で働いているが，年間 100万〜130万
です。女性 61歳，苫小牧市
【044】昨年 12月に農業（肉牛）の仕事に転職したが，
労働時間が長く，仕事の内容もきつい。給料も安くて
困っている。男性 38歳，釧路市
【046】地域的問題もあるが，現職種を夏期働き，冬期
も何らかの仕事を企業が考え，通年雇用になればと思
う。企業にしても仕事の多いとき，忙しいときに人手
が欲しいから，我々のような働き手が必要なことは十

か？女性 60歳，札幌市
【120】12月から４月の間，除雪しか仕事がなく，収
入が少ない。国保，年金の支払いが困難。男性 57歳，
札幌市
【130】１月から３月までの間，仕事がまばらな状態で
失業保険の一時金がなくなると生活が大変苦しくなり
ます。一時給付金の存続をお願いします。男性 42歳，
石狩市
【133】雇用保険を元の 50日に戻して欲しい（特例一
時金）
。冬季技能講習制度を復活させて欲しい。生活
が苦しい。女性 56歳，旭川市
【134】セミナー資格などやれるようにして，季節雇用
を減らして欲しい（通年雇用化―調査者）。男性 31歳，
新ひだか町

分理解できる。自分でなくとも誰かがしなければなら

【136】冬の仕事がないため持病の医療費がかかり，社

ない。１月〜４月いっぱいの仕事がない。そのような

保の継続のお金はなんとか払いながら生活しても年金

北海道における失業・不安定就業問題（
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は２人分は払うことができません。春に仕事が始まっ

悪化の状態だから仕方がないのですが，特に冬場の保

てから払うようにしていますが，厳しいです。何とか

障がせめて，生活できる位出て欲しいです。そのかわ

年間雇用にしていただきたいと思います。冬は灯油代

りにボランティア活動をするとか。女性 27歳，札幌

がかかり食費を切りつめながら生活しています。妻も

市

45歳を過ぎたらなかなか仕事が無いので，何とかア

【155】合計で半年間の収入なので，お金が入らない時

ルバイトを見つけながら助け合いながらの生活です。

期に滞納した家賃とか光熱費，食費など，払い込みが

病気になったらそく生活がゆきづまります。男性 52

苦しい‼ 燃料費も大変です。春に仕事が始まっても，

歳，余市町

すべてたまった滞納分を払うのに大変です‼女性 55

【139】大工の給料と同じ仕事をさがそうと思っても，
なかなかない。子どもがまだ小さいので時間も曜日も
限られる。他の仕事につきたいが給料の面を考えると，
春にはまた大工に戻ってしまうのが現状です。女性
37歳，札幌市
【140】年金暮らしになってから生活が苦しく，現在は

歳，札幌市
【156】年金の収入だけでは大変。病気のことを考える，
健康でいられるか分からない。病気になったら病院代
の支払いができない。男性 71歳，苫小牧市
【157】何年間も病院通いしましたが病名がわからず，
難病だと伝えたところ，クビになりました。10年も

少ない蓄えを少しずつ崩しながらやっていますが，将

勤めたのに退職金もなく どうも

来どうなるか不安です。夫婦ともに軽費老人ホームに

した。他の農家では少しでもお礼金があるのにとても

入れることができればと思っています。男性 70歳，
札幌市
【144】これからも家族の健康など見通しは暗い。女性
44歳，旭川市
【145】夫がアルバイトで収入が少なく，家族７人で生
活ができません。しかたなく別居というかたちをとっ
て生活保護をいただいて生活しています（夫の暴力も
あったので）
。早くみんなが一緒に生活したいです。
今までは会社勤めでしたが，クビになり，生活がが
らっとかわってしまいました。保険料なども滞納に

という言葉だけで

悔しい気持ちで一杯です。女性 46歳，夕張市
【158】不況の中ですが，賃金の底上げを強く望みます。
雇用保険の支給日数の復活。男性 62歳，札幌市
【159】私は農業でも腰痛のためとくに忙しいです（マ
マ）。女性 74歳，夕張市
【160】無理な仕事があってもなかなか言いづらい。女
性 59歳，夕張市
【162】仕事が不安になってきました。男性 70歳，紋
別市
【167】現在はなんとか生活をしていけているが，これ

なってしまうこともあります。子どもも学生（高校生

から先，現在の仕事で家族を養っていけるのかが心配

２人，中学生２人，小学生１人）たいへんお金がかか

（仕事が年々少なくなっている）。毎年失業時期，転職

ります。どうにかならないものかと思っています。女

しようか悩んでいるが，年齢的なこともあり，結局い

性 44歳，雄武町

まの仕事でやるしかないかなと。年金が雇用期間中の

【151】冬期はもとより夏の間も仕事が少なく会社でぶ

厚生年金だけしか支払っていないため（冬期は国民年

らぶらすることもしばしばあります。雇用保険金も少

金を全額免除されているが）老後が心配である。男性

なく（60歳を過ぎるとなお少なく）また 40日になる。
60歳を過ぎるとお金がいらないという国の政策なら
ば国会議員の先生方も 60〜70歳をすぎたひとが大勢
います。高額な所得が必要ですか。矛盾していません
か。男性 63歳，苫小牧市
【154】働く気があっても冬場は仕事もなく，生活に不
安を感じます。まだ 40日でるだけありがたいけれど

41歳，旭川市
【173】わが町でも人口がどんどん減少しています。老
若問わず，通年雇用の会社が必要。男性（年齢不明），
標茶町
【176】企業組合の方々に相談。いろいろ親切に教わり
迷い道をみていただいております。感謝しております。
女性 69歳，苫小牧市

も，これもいずれ廃止になるのかなと思っています。

【181】今年 64歳になります。仕事がしたいです。去

いまさら転職といっても，今まで頑張って積み上げて

年はいろいろ職をさがしましたが，何もありませんで

きたものは何だったのかなとも思うし，まだだんなが

した。男性 63歳，札幌市

いるから生活はできるけれども，これが大黒柱だった

【182】夏場だけとはいえ，仕事に就けていることは大

ら出稼ぎでも行かないとダメですね。建設業界自体，

変嬉しいことです。しかし年齢的には来年は絶望的で
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す（クビになる可能性）
。妻と２人の年金をあわせて
月に 14万。いまアパート暮らしで月５万円の家賃。
来年以降の生活に大変不安を感じ生きています。男性
72歳，札幌市

釧路市
【215】いまは夫はタクシーの運転手をしていますが，
一ヶ月の収入は 10万たらずと大変苦しい生活をして

【183】仕事は出来ますが，週に５日，１日４時間くら
い。生活は苦しいです。男性 61歳，住居不明

います。雇用保険も 40日分で 10万ちょっと。毎年４
月から 11月まで仕事をしていますが日数も減ってい

【185】仕事上，道具を必要としています。こわれて修
理をしたり買わなければならないことが多々あります。
自腹なので日給の割にはかかりすぎで困っています。
男性 65歳，札幌市

ます。冬場の仕事をさがしていますが，なかなかあり
ません。雇用保険を 50日に戻して欲しいです。みな
で頑張ろう。女性 62歳，函館市
【216】雇用保険の一時金を 50日分以上に戻して欲し

【190】季節労働者は冬場の生活が苦しい。50日から
40日分に。通年雇用で仕事が出来れば生活が楽

は会社も成り立たないのではないですか。男性 72歳，

男

性 51歳，新ひだか町
【195】今はすごい元気です。１日６時間以上歩く。有
難いです。男性 73歳，釧路市
【204】毎年失業保険金が少なくなり，生活が大変苦し

い。冬期技能講習制度をまたはじめて欲しい。男性
44歳，釧路市
【219】国に，給料があがるようにして欲しい。男性
57歳，札幌市
【225】13年ぐらい振動工具を使っているので仕方が
ないと思っています。女性 55歳，苫小牧市

い。年金もほとんどかけられない状態の生活でしたの

【226】冬季技能講習制度，雇用保険の一時金 90日分

で，いまいただいても２ヶ月で１万９千円です。どう

もしくは 50日分にして欲しいです。冬期の生活が苦

すればいいのか。主人も同じ季節の仕事でしたので

しいです。よろしくお願い致します。男性 63歳，札

……せめて，生活保護家庭と同じ金額まで保証してく
ださい。女性 62歳，旭川市
【206】１日の賃金が安すぎる。まだ下がりそうなので，
少し不安です。男性 60歳，滝川市

幌市
【227】仕事が忙しくなって欲しい。建設は最悪だ。
もっと仕事が欲しい。男性 52歳，札幌市
【236】仕事上，年齢が 60歳以上になると極端に少な

【210】３，４年前，ある病院にいき，腕の血管に針を

く，働く場所がなくなる。家に毎日いることも付近の

刺したときに，プツンと大きな音がなり，看護師がす

目があるので散歩等で時間を過ごすしかない。毎日の

ぐに針をぬき，心配したようすでした。その後，小指
がしびれるようになり，大変困っています。針をうっ
た先生に言ったら，３ヶ月ほどで治るといい，薬をく

ことなので限度がある。男性 64歳，札幌市
【241】１ヶ月に 15日前後仕事がしたい。男性 72歳，
苫小牧市

れていたが，いまだに小指がしびれています。今は違

【249】北海道は公共事業を増やせ。雇用保険一時金を

う病院で薬をもらっているが，一向にかわらず本当に

40日から 50日にすること。賃金を上げること。仕事

困っています。小指の感覚がないので小さなものを

はない。日当は下がる。国民は死ねというのか。北海

もったときすぐこぼすので困っています。病院は（病

道の先生方は何を考えているんだ。近年は６ヶ月働い

院名―調査者）です。前にはちょっとした体の不調時

て６ヶ月休みだ。どうすればいいんだ。男性 65歳，

でも行きましたが，今はゼンゼン行っていません。よ
ろしくお願いします。平成 16年夏頃のことです。男
性 65歳，釧路市
【211】20年も前にリストラにあい，季節労務者的な
ことから足をあらいました。私は幸い臨時でもすぐに

神恵内村
【282】病気で倒れ，車椅子生活で特別養護老人ホーム
に入所しています。利用料は介護保険を使い年金で支
払っています。月 10万円ほどかかります。男性 70歳，
砂川市

仕事に就くことができましたので運のよいほうだと

【283】年金収入では，毎月の食費やガス代その他の出

思っています。５年ほど前に退職してから年金生活で

費で車を持っているので，なかなか生活をするのが大

すが，２年前に学校の警備の仕事があり，今は１年ご
との契約ですが続けています。若い人たちは大変です
ね。会社がつぶれては終わりですが，もっと働くひと
たちのことを考えてほしいですね。働く者がいなくて

変です。女性 67歳，夕張市
【285】働く場所が足りない。税金が高い。学校がなく
なる。女性 58歳，夕張市
【287】要望として，皆が仕事のある国にして下さい。

北海道における失業・不安定就業問題（
男性 48歳，長沼町
【288】仕事がたくさんあるといい‼

)(川村)
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【306】働いても働いても，生活が苦しく，とくに冬の
年間雇用で冬の

３月から６月までお金が入らず，病院に行きたくても

心配をしない暮らしがしてみたい。男性 39歳，苫小

いけないときもあります。こんなとき病院代がなんと

牧市

かならないんだろうかと思うときがあります。男性

【289】会社側は，予算が少ないという理由で，息をつ
く間もないほどせわしく仕事を強いられることが多く
なり，時には，1.5〜2.0日分も働かされる。賃金は

64歳，釧路市
【307】生活の安定と失業保険の 90日支給復活を望む。
男性 58歳，札幌市

３年も全く同じで年金だけではとてもやっていけない

【308】冬は仕事が無く現場もない。今まであった講習

ので仕方なく言われるままにやってきた。労働基準法

も 2007年で廃止され，失業保険も少なくなり，厳し

など無視されているかの昨今だ。刈払機の実働タイム

い状況。小泉内閣の時決まってから，自民党には腹が

など連日８時間続き，疲労どころでなくなることも何
日もあり，健康であることはまずない。病気になって

立つ。男性 41歳，札幌市
【315】特例一時金の日数を増やして欲しい。仕事がな

倒れて当たり前と思う。わかっていても生きていかな

いので税金，国保などの免除がして欲しい。男性 29

ければならない以上，また現状のままではどうしよう

歳，札幌市

もない。今春も多分間違いないだろう。外部から若い
者が入っても，高齢者はもちろん，わが会社では勤ま
らないでしょう。男性 72歳，雄武町
【291】自民党では俺達は長生きできない。なんとかし
て生活を楽にして欲しい。男性 53歳，旭川市

【317】毎月の仕事が 20日位はあって欲しい。男性 65
歳，美幌町
【318】特例一時金を 40日から 50日に戻して欲しい。
男性 53歳，美幌町
【319】週３日程の通院リハビリ治療に行っている。わ

【294】約 20年ぐらい前のことですが，水田稲作経営

ずかな年金で生活しなければならず切り詰めた食事で

15ha ぐらいを耕作いたしておりましたが，急に規模

生きていくことが不安な毎日です。後期高齢者医療と

拡大をし，ちょうどバブルがはじけて，あわせて，転

なり，保険税の天引きとのこと。老人，医療の問題を

作がはじまり，急に農地の資産が値下がり，目減り等

真剣に考えて欲しい。特に低所得者に対して国のあり

で信用低下で農地売却。借入金の返済に充当して無一

方が問題。介護保険料の天引きにも問題があると思う。

文になりました。以後，生活のための土木作業として

病に倒れてもケアを受けることが出来るかも問題なの

約 20年間働きましたが，中年になってから何の資格
も無く，人夫作業員として働きました。今年は 75歳
になり，外での労働は全く無理なことです。生活費は

で不安で一杯です。男性 75歳，釧路市
【322】仕事が少ない。賃金が安い。生活ができない。
男性 55歳，釧路市

国民年金と土建会社で季節労務の年７か月分の厚生年

【324】まだまだ働けると思うので，ハローワークへ

金加算だけの，あわせて月 10万円位の生活費です。

行って仕事を探しているが，応募しても，面接まで行

夫婦あわせて月 20万円の年金生活ですが，約 10万円

かないのが現状です。仕事が無い⇨収入が無い⇨生活

位（月額）不足している状態です。約 400坪の畑でハ

が不安。男性 51歳，札幌市

ウス栽培トマトを作り，生活の糧としております。こ

【325】物価は上がり，医療費も上がり，年金からはい

れも年齢相応の体力で頑張っております。男性 74歳，

ろいろと引かれて，年金だけの生活は大変です。昔の

長沼町

物の無い時代をすごしてきたことを思えば，有り難い

【298】このごろの日本は，こんなものなのかと思って

と思っています。あまりにも何もかもが良くなり，物

いますよ。若い頃の時代に戻りたいなと思います。そ

があふれているこの時代が逆に今の世を変にしている

んなことも出来ないですしね。もう少し仕事があれば

んだと思います。男性 74歳，苫小牧市

なとも思っています。皆さん大変ご苦労さんです。ど

【327】今はもう仕事は出来ませんが，健康なら収入の

うぞ少しでも参考になればと思い書かせてもらいまし

ある仕事がしたいです。気の張り，高齢になっても動

た。汚い字でスミマセン。一大工より。男性 73歳，

けるということは幸せです。年がいっても，出来る仕

苫小牧市

事はあると思います。３時間でも半日でも働いて収入

【300】冬場の仕事。健康保険料があまりにも高すぎる。
男性 50歳，札幌市

を得るということは嬉しいです。収入は生きがいです。
女性 75歳，夕張市
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【330】労働者に仕事が無く，あっても賃金が前より安

少の収入源になりますし，家にいるよりも体にいいし，

く大変です。また希望する仕事がなく若い人は特に

今後のための勉強になります。男性，58歳，石狩市

困っています。年金生活の私達は何とか食べて行くこ

【380】高齢者の医療保険の負担増が気になる。前の保

とが出来ますが，突然，解雇の人は生きて行くことが

険制度に戻して欲しい。地方切捨てによる若い人達の

出来ません。何とか仕事が出来るように生活の安全を

仕事の減少が心配。男性，77歳，釧路市

はかってもらいたいものです。事業団も国，町の補助

【382】特例一時金の削減，冬期講習の廃止が行われて

が打ち切られ，困難になってきました。国の補助の打

から，12月の収入がなく借金で生活しています。自

ち切りがなくならないようによろしくお願い致します。

分なりになんとかしなくてはと思っています。男性，

頑張ってください。女性 70歳，興部町
【340】妻が病気になり，大手術でいまは抗がん剤と，
治療代金が高額で大変です。日々，心配やらお金のこ

36歳，釧路市
【384】毎日の生活が大変苦しい。年金額を増やして欲
しい。男性，69歳，釧路市

とで悩んでいます。仕事はなく働くこともできず，大

【386】夏でもギリギリの生活ですよ。冬期技能講習制

変な時代になったと思います。良い解決法はありませ

度を取り戻してください。生活していけません。雇用

んか。国でなんとかして欲しいと思います。住みよい

保険の特例一時金も 90日に戻してください。お願い

国にして欲しいです。景気の良い日本にして欲しいで

します。釧路の冬は厳しくしばれて仕事にならない。

す。心からのお願いです。男性 60歳，旭川市

仕事がないのです。そのため毎月の雇用保険をかけて

【349】今の政治ではだめです。新しい日本の医療保険

いるわけですが，４月，５月までのあいだ，20万た

や年金の改革が必要だと考えています。消費税をとる

らずのお金では生活していけません。なんとか国や道

のであれば，全員に同じだけの年金の支給があっても

に対して，季節労働者全員を動員して，テレビに報道

良いのでは。多い人は 30万以上，少ない人は月５万

されるぐらいの行動を起こさないと大変なことになり

では差がつきすぎではないでしょうか。どんな人でも

ますよ。男性，55歳，釧路市

65歳以上を過ぎたならば国が国民を助ける。消費税

【390】１ヶ月平均で 10日位でも仕事が欲しいです。

が 10％でも 20％でも良いから安心して暮らせる国に

年金が少ないのでそれは×にして暮らしたいと思って

して欲しいです。男性 59歳，苫小牧市

いる次第です。男性，72歳，釧路町

【350】安定した仕事が欲しい。男性 58歳，札幌市
【363】年々箱ものの建築が少なくなっているので，大
変困っています。男性，64歳，当麻町

【391】現在は年金生活者で，一日一日の生活に疲れま
した。女性，73歳，釧路町
【398】10月に年金が月に 15万円ぐらいもらえるので

【364】仕事が欲しい……男性，30歳，旭川市

アルバイトでもちこたえたいと思う。男性，62歳，

【369】冬に仕事がないのでお金に困っています。女性，

奈井江町

59歳，砂川市

【400】官僚の天下りや渡り等はやめて欲しい。みんな

【370】今の時代はアメリカをまねた競争社会をつくっ

が普通の生活が出来るようにしてほしい。北海道は食

ていることに起因すると思います。今の政府が 60年

糧基地というのを聞いたこともありましたが，言葉だ

から 100年，150年と続いた場合，徳川のような時代

けである。国をあげて，大規模に失業者を作業にあて

に逆戻りするのではないかと思われます。それでいて

ていく農業，また，海の魚でも大規模な養殖など，ま

愛国心を植えつけようとしています。労働者自身にも

わりは海なのだから今までのような小さな作業ではな

問題があります。臨時で開発局にいたときは職員は自

く，自衛隊ぐらいの規模で畑も海もおおがかりに。天

分達だけお手盛りで賃金を受け取っていました。それ

下りなど自分のことしか考えないことでは困ります。

から，役場では，臨時の方の賃金に目を向けて生活で

みんなが働ける仕事をつくることです。男性，68歳，

きる賃金を勝ち取ってきました。もちろん，首長にも
目をつけられましたが，それが良かったと後で思いま
した。営林署の臨時の方は退職金もそれなりについた
と聞きました。男性，68歳，雄武町

札幌市
【404】仕事はたいへんで時間が長い。給料は安い。女
性（年齢不明）
，釧路市
【407】仕事がいつなくなるかいつも不安を抱えていま

【373】１月から３月までの仕事がないので，以前に

す。リストラも企業を守るため必要なことではありま

あった冬期技能講習制度を復活して欲しいですね。多

すが，ワークシェアというかたちで皆が仕事ができる

北海道における失業・不安定就業問題（
環境がよいのでは。男性 45歳，長沼町
【408】農業（水稲）作付をしていますが米価が自由化

)(川村)
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なくなるようです。より良い社会福祉，年金制度を確
立していって欲しいものです。女性 57歳，旭川市

になり，値段が半分以下になり非常に苦しい。また公

【459】失業保険の一時金が近い将来なくなってしまう

共事業が半分になり収入が半減した。これからの見通

と聞いています。50日から 40日に減らされただけで

しは，先の見えない状態である。この先どうしたらよ

も，お金にするとかなり大きいものが，ゼロ円になる

いのか？男性 60歳，長沼町

と結構厳しいです。冬場はまったく仕事がないのでせ

【412】季節労働で，５月〜11月の働きで，主人と主
人の母を面倒みているので，失業手当が足りず，冬の
間仕事がないときは生活保護を受けたいといつも思っ
ています。女性 56歳，長沼町
【417】６年前に会社が倒産し，年収が半分位になり，
貯金をおろしてやっと生活をしているところなので，
老後が非常に不安です。男性 55歳，旭川市
【421】毎年だんだんと年間の働ける日数が減っている。
給料も日給なので本当に不安です。女性 54歳，函館
市
【431】建設業の内容・賃金が悪い。その上，失業保険
の廃止（ママ）など最悪です。収入が 15年前に比べ
て半額になっています。男性 54歳，旭川市
【436】年齢とともに仕事が体力的にきつく，国民年金
の受け取り額の少なさに老後がとても不安です。年金
の受取額があがるといいですね。男性 66歳，札幌市

めて一時金だけはなくならないで欲しいです。女性
50歳，苫小牧市
【469】年金だけでは生活ができないので，通年仕事が
あれば働きたい。出来れば冬期講習制度の復活があれ
ば。男性 72歳，苫小牧市
【480】公共事業が減り，仕事をしたくても仕事ができ
ない。男性 56歳，厚岸町
【482】じん肺と続発性気管支炎で休業補償を受けてい
ます。母親（86歳）に持病があるので，入院，介護
（要支援２）と医療費のことが心配です。男性 56歳，
赤平市
【487】特例一時金 40日分で我々は終わりになり，冬
場の仕事がなければ生活のめどがつかない。以前の積
寒講習会等の何らかの救済措置をとってもらいたい。
男性 61歳，奈井江町
【488】季節作業員のために仕事をつくって欲しい。例

【437】もう少し仕事が欲しい。男性 60歳，札幌市

えば，１．高齢者等の家の除雪・排雪。２．冬のマイ

【440】賃金は年々下がり，税金はあがり，それでなく

カーをやめ，バスの利用を増やすためにバス停までの

ても安定していない収入が下がると，子どもを育てて

送迎。３．ウォーキングが出来るようにしない全ての

いく上で教育費，医療費がかかる。食べさせるばかり

歩道の除雪・排雪。持病があっても短時間なら働ける

でなく，困っていて，虫歯の治療もしてやれない。子

ので，ちょっとした細かい仕事をたくさんつくって欲

どもが大学進学したいと希望しているようだが，家族

しい。支払いは地域通貨でもよいと思います。女性

が多いので，食べさせるだけで，いっぱいいっぱいで，

58歳，苫小牧市

貧しいばかりに子どもの夢や進路も閉ざされ困ってい

【493】建設労働者の高齢化でいずれ世代交代をした場

る。奨学金は学費ぐらいしか出ないそうで，遠方だと

合，職人が育っていないなか，仕事のスピードの退化，

生活費もかかるので，その部分の貸付や援助が公的に

労災事故が増えるのでは？

あれば本当に助かります。学費，医療費は 18歳まで

削減など，国の果たす対策を注視しています。一刻も

は無料にして欲しい。通年働けるようにして欲しい。

早く生活の安定をとせつに願います。男性 45歳，今

男性 40歳，新ひだか町

金町

地方交付税，公共事業の

【442】公共事業の仕事が減っている。年収が少ない。

【494】人は常に何かを目標にして，仕事・やりがいの

いま現在の仕事が非常にきつくなってきている。男性

あることがあることにより，常に希望を持ちながら安

57歳，余市町

心していられる気がする。何もなくぼんやりとするこ

【443】一昨年リストラにあい，昨年はバイトをしなが
らやってきましたが，わずかな貯金も底を付き，困っ
ております。男性 59歳，新ひだか町
【446】公的年金の受給金額を上げて欲しい。男性 72
歳，旭川市
【448】近い将来，夫と私の年金生活では暮らしていけ

とが長い間続くと気がめいる。まだまだ仕事を続けた
い。男性 62歳，砂川市
【500】年金が少ないので，生活が苦しいですが，足が
悪いため，農家等で働かせてもらうこともできません。
今のところ夫と２人なのでなんとか節約をして暮らす
ことが出来ています。しかし２人の年金だけなので，
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保険料等を払うことが出来なくなると思っています。
なんとか助けて欲しいです。女性 74歳，美瑛町

【528】仕事も出来ない，年金も少なく，生活していく
上で心配です。男性 65歳，釧路市

【501】50歳を過ぎてから仕事もなくなります。健康

【532】65歳になりますが，耳が不自由になり，職場

には自身がありますが，50歳を過ぎてももう少し働

も 57歳でリストラにあい，生活にたいへん困ってお

くところが欲しいです。男性 54歳，旭川市

ります。私のようなひとも中にはいると思います。私

【509】夏場はまだよいが，冬は仕事がないので生活が
大変苦しい。男性 66歳，旭川市

のような境遇にある人間にも，働く場所があれば，と
思います。男性 65歳，新ひだか町

【512】妻が障害をもっているため生活保護を受けた。

【534】仕事量が平成 16〜18年頃くらいでよいから，

１ヶ月後に自分が身体を壊して入院するはめになると

必要。会社でも，同僚たちが仕事量が少なく，生活費

は思わなかった。自分が入院しているときは妻のこと

が不足しているように思います。多分こういう生活の

が心配で，入院していても気の休まることはなかった。

中からサラ金地獄に落ちるのだと思う。こういう状態

自分が入院しているとき，妻も倒れて入院するはめに

の中で借り入れをすれば支払えなくなるのは目に見え

なるしまつでした。現在も自分は週２回通院中です。

ている。こういう人達のために公的資金を融資及び返

男性 69歳，小樽市

金不要の資金を出してやること。それと現状からの脱

【517】労働時間が長すぎて給料が安い。ハァー

日

給 7,000円で休み時間がなくて残業４時間。１日 12
時間ぐらいで残業代なしでボランティア。ハァー
メリットとして，あまり仕事がきれずにあるのはよい
のだが，いろいろな仕事をしないとクビになるし不安。
４月にならないと仕事が無いし
いていた会社は国保もないし不安
トするかな〜？
〜？

昨年働

時給でアルバイ

市
【535】体力的にあと１，２年で仕事が出来ないと思う。
その後の生活が大変心配です。男性 63歳，札幌市
【537】冬も安定して仕事がしたい。特例一時金を復活
して欲しい。男性 60歳，苫小牧市
【540】政治に失望を感じている。男性 56歳，美瑛町

そのほうが体もラクになるかなぁ

【543】雇用保険の特例一時金を 50日にして欲しいで

ホテルの掃除夫でもするかなぁ〜，まいった，

す。冬期技能講習も以前のようにして欲しいです。女

まいった
ハァー

ハァー

出，仕事への誘導をすべきである。男性 60歳，札幌

ハァー

建設業はもうだめだなぁ〜

男性 37歳，釧路市

性 60歳，札幌市
【544】自分は 73歳で仕事をしています。左官職にな

【520】介護の職についていますが，賃金的にあってい

る若者はいません。現在のような状態では職人はいな

るのか？ 良いほうだとは言われていますが，実際は

くなります。国は力を入れるべきです。私も今年で引

休み時間もなく業務している状態です。他にも，仕事
でも，リストラなどめだっています。働く人には厳し

退します。男性 73歳，小樽市
【545】昨年，一昨年と２年連続で無断で日給が下げら

い条件なのではないでしょうか。賃金は下がる，物価

れていた。給料の明細もないし，通帳に振り込まれる。

は上がる。一般市民には厳しいです。もっと働きやす

金額しかわからない。冬は４ヶ月近く仕事がなく，一

く，働ける場所の確保に早くつとめて欲しいです。私

時金も 50日でも足りなかったのに 40日では苦しい。

もいつ職を失うかわかりませんし，年齢的なこともあ
るし，もっと楽しく明るい社会にならないものでしょ
うか。女性 44歳，標茶町

保険料（国保）も高い。男性 56歳，釧路市
【546】現在生活保護で生計をたてています。妻が病気
で入院しています。自分は健康だと思っていますが。

【523】出費が多く，生活は苦しいです。ガソリン，灯

仕事を探していますが，足（車）がないため，なかな

油が安くなり一安心です。食費（特に野菜）が高く，

かないです。市役所も，仕事をさがしてくださいとい

買うときに悩んでいる状況です。男性 60歳，旭川市

います。子どもと現在暮らしていますが，家計は火の

【527】定年後の生活，年金だけで暮らしていけない

車です。おまけに今年は修学旅行があります。はやく

（貯蓄もない）
。現在も保険料（健康），年金など支払

仕事を見つけなければなりません。男性 55歳，苫小

いが大きすぎる（月５万以上）。いったい月にいくら

牧市

あれば楽になるのでしょう。特例一時金は 50日分で

【547】仕事が欲しいです。女性 55歳，苫小牧市

も足りなかったのに弱いところから削られる。是非

【550】月に 15〜20日位働きたい。男性 65歳，砂川市

90日に戻して欲しい。男性 58歳，釧路市

【558】年齢的に健康上に不安がある。男性 67歳，釧

北海道における失業・不安定就業問題（
路町
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か，建物の密集した古い地区とか。そういう場所で作

【561】仕事がなく困っている。男性 62歳，釧路町

業をさせられるので，体ばかりでなく，精神的にくた

【565】10年以上前に両方の耳鳴りが常時あり，道立

くたになって帰ってくるのがほとんど。残業したいわ

紋別病院にて受診検査を受け，老人性難聴と診断され

けではないが残業して働くと，儲けがなくなるから早

ました。その後は検査も治療も一度も受けていません。

くしろというのでは体がもたない。なんとか考えて欲

今も耳鳴りは当時と同じく両耳がキーンとなって困っ

しい。男性 42歳，石狩市

ています。日常生活では電話の声も完全に把握しにく

【619】私の働いていた会社が昨年の６月に倒産しまし

いことが時々あります。テレビのボリュームを相当あ

た。その後，知人の会社でパートのように，忙しいと

げるときもありますが，あの事件のような難聴の範囲

きだけ働かせていただきました。雇用保険も少しだけ

には入らないと思います。対面で人のお話がわかるの

ともらいました。でも生活は非常に厳しいです。今年

で，現状では，あらためて専門医師の診断を受ける対

はどうやって暮らそうかと考えています。二人の年金

象にはならないと思います。男性 67歳，興部町

をあわせても２か月分で二人で手取り 16万円ほど。

【589】一年間通して仕事が欲しいです。男性 54歳，
釧路市
【594】このスペースでは記入しきれません。男性 55
歳，札幌市

１か月分にすると 85,000円ぐらいです。生活できま
せん。生活保護のことも考えています。今年はまった
く仕事の見通しはありません。男性 66歳，岩内町
【630】建設業の年間雇用（安定）。男性 32歳，釧路市

【597】夏場しか仕事がないために冬は生活が大変です。

【637】４月から 12月までの雇用形態にして欲しい。

この現状をどうにかしてもらわないと困ります。男性

年間９ヶ月は働きたい。公共事業を増やして欲しい。

67歳，釧路市

男性 57歳，旭川市

【599】まあいいほうだと思います。男性 61歳，札幌
市

【645】仕事が少ない。年間雇用がしたい。男性 54歳，
旭川市

【600】昨年，思うような仕事の量がないために収入が

【649】主人の会社がいつ倒産するか不安な毎日です。

ないのが一番気になり，自分は年も年ですので，思う

60歳になっているので仕事がない。女性 59歳，釧路

ような働きも出来なくなってきました。自分の家とは

市

いえ，公庫の支払いがまだまだ多くあり，今後の生活

【652】現在，給料が日給月給のため，休むと収入が少

が苦しくなると思っています。健康に関して不安もあ

なくなるのでどうしても体に無理をして働いてしまい

ると思い，そのときは相談くださること願います。ご

ます。出来れば，有休とまでは言いませんが，月給制

連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。男性

になるような社会運動を行ってください。男性 47歳，

70歳，札幌市

札幌市

【614】公共の仕事がなくなったので，もっと増やして
欲しい。男性 61歳，札幌市
【617】とにかく，普通に生活できるだけの賃金が欲し
い。食費まで削るほどの節約を強いられている。地方
にいて車が必要なのに車をもてない（税金，維持費，

【662】農家の仕事で富良野まで行くので朝が早い。仕
事はきついのですが，賃金は安い。女性 63歳，芦別
市
【670】賃金を上げて欲しい。仕事が欲しい。男性 48
歳，札幌市

ガソリン代ほか）
。北海道は寒冷地なのに燃料手当も

【672】昨年は苦労しています。前の会社が，仕事を探

出ない。北海道は，冬期間は屋外で作業ができず，

さないので，仕事はなく，月３〜５日では生活は苦し

あっても除雪ぐらいで，冬に出来る仕事が非常に少な

いですよ。７月から長期アルバイトで，７月〜12月

い。だから季節の雇用保険をもらわざるを得ない。そ

まで生活のため働いていますが，今年に入って仕事は

のことをもっとわかって欲しい。仕事も，不景気で安

ありません。１月に入って仕事を探しています。苫小

く請け負いになるので（市の財政も厳しく，市の仕事

牧では仕事はないです。苦しいです。前の会社から別

も変な安くてきつい仕事ばかり増えて）全然もうから

の会社に入ると，嫌がらせがあるから，働くことが出

ない仕事ばかり増えて，どうしようもない位大変。と

来ない。１月に横浜に働きにいこうとしたが，前の会

にかくスピードを強いられたり，嵐や吹雪の日でも危

社から嫌がらせがあり働くことが出来ません。男性

険な，高所とか交通量の多いところとか，川の土手と

61歳，苫小牧
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【677】年金だけでは苦しいので，月 10万ほどでもよ
いから収入を確保したい。体を無理して壊さないよう
に考えています。男性 70歳，苫小牧市
【682】100年に一度の不況で先行きは年齢とともに不

【719】少ない年金ですけど何とか生活できていますの
で有り難いと思っています。女性 77歳，美幌町
【720】重労働なので腰に負担がかかり辛い。男性 60
歳，旭川市

安です。収入が下がれば貯金も出来ません。こんな国

【723】仕事があるだけ有り難いことです。いつまで働

になってしまって，情けないと思いながらも，労働者

かせてもらえるかわかりませんが，クビになるまで頑

は働かないわけにはいかないね。昔は，お国のために

張ります。女性 65歳，当麻町

命をかけたけれども，今は，自分の国のために一生懸

【724】私もいまのところ元気なので少しでも働きたい。

命働いて力を尽くし，若い人に生きる喜びを教えてい

でも昨年２，３応募したがことわられた。高齢者でも

かなければ。大人の役目。政治家は政治をきちんとし

働く意欲があるひとに仕事が少しでもあればと思う。

て見せてください。国民も頑張るから。頑張ってでき
ないのであれば，政治家になるなって言いたい。女性
56歳，夕張市
【695】この先，冬場の仕事がなく生活が厳しくなり，
転職などを考えています。冬期技能講習の復活。特例
一時金の 50日化。男性 43歳，旭川市

男性 67歳，旭川市
【727】冬期技能講習を再開し，一時金を 50日に戻し
て欲しい。男性 49歳，旭川市
【729】仕事の量が減ってきているので，大変不安です。
年々悪くなるのでは……？男性 57歳，札幌市
【730】この年になり，特例一時金も 40日から 50日あ

【696】労働者も人間である以上，国は，国民の状況を

るいは 60日分にしてもらいたいと思います。旭川も，

ふまえ，最低条件の生活を営むことが出来る生活環境

３月まで仕事があるようにしてもらいたいと思います。

に改めて欲しい。政治家は口では簡単なことを，マス

男性 61歳，旭川市

コミを使っていっているがどんな生活をしているのか。
本当に見直して欲しいと思う。男性 24歳，苫小牧市
【698】自己破産中。借金，連帯保証が残っている。定
年になっても働かないといけない。男性 59歳，苫小
牧市
【700】仕事をしているときに息切れがする。男性 69
歳，苫小牧市
【703】私達は後期高齢者ですが，いま 50代の人達は
大変です。男性 77歳，当麻町
【704】今年４月から国民健康保険が２割負担となるそ
うですが，出来れば，今まで同様１割負担にしてもら
いたいと思います。女性 70歳，釧路市
【708】特例一時金の日数を戻して欲しい。日額を全道
的に上げて欲しい。男性 39歳，釧路町
【713】冬期技能講習が廃止になり，特例一時金も 40

【736】10年間の仕事の中でいろいろなことがあり，
年収が思っていたよりも上がらなかったのが現実です。
せめて 450ぐらいあればよいのですが，そうもいかな
いです。男性 54歳，新十津川町
【737】75歳位まで仕事とかがあれば働きたいと思っ
ています。男性 72歳，旭川市
【738】①先が見えない仕事。②老後の生活に非常に不
安がある。③日本全国の労働者でこの国を変えること
ができないものでしょうか。代表のみなさまの検討を
よろしくお願い致します。男性 62歳，旭川市
【753】冬期に仕事のないことが心配。男性 58歳，函
館市
【754】季節雇用の冬期失業給付が去年（2007年度）
より 40日にカットされ，いきなり 20％カットです。
常識的にいきなり 20％カットなど，議員や公務員が

日になり，これから先，一時金が 30日に。何年か先

自分達の給与をしてみろ‼

にはそれも無くなるという話。冬場の生活が心配です。

です。冬場に働いているひともいらっしゃるからとい

女性 60歳，旭川市

う理由らしいですが，現状をみてもらいたい

【714】今年の春はいままでの会社が不景気なので，こ
の春の採用が心配です。今のところ何も連絡のないの
が心配です。年金をもらうまで働きたいのですが。女
性 62歳，旭川市。

と怒鳴りつけたいくらい
どこ

までいっても弱い立場のものをどこまでも追い詰めて
いく行政など必要ないのでは？女性 48歳，札幌市
【757】もう少し時間単価を上げて欲しい。男性 54歳，
砂川市

【718】土木，建設の仕事でなければ今も働いていた。

【759】昨年８月に体調悪（脳こうそく）にて入院し，

そして年金をもらっていなかったら無理をしていても

12月に退院。いま生活をしていますが，けっこうス

勤めに出ていたと思います。男性 64歳，札幌市

トレス。年金額も最低にて（食べるだけ。二人にて）。

北海道における失業・不安定就業問題（
やはりこれから先，入院したときに入院費やそのとき
の生活費が先行き（暗）です。男性 67歳，赤平市
【761】60歳から 64歳まで特例一時金が 40日分。一
日千円近く安くなっている。今年が 60歳になる。そ
して 65歳になると 59歳以下の金額になるが，なぜ
60歳〜64歳の金額が安いのか。男性 59歳，札幌市
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【820】仕事をしたくても仕事が無い。これからの若い
人達は大変。ひどい時代になったものです。若い人達
のためにも今日の時代を変えることができれば。男性
73歳，芦別市
【821】特例一時金をもっと延長して欲しい。男性 50
歳，旭川市

【762】毎日安心して仕事が出来るようにして欲しい。

【822】私は 65歳，夫は 67歳。昨年９月に夫の会社が

仕事はないわ，物は高い。生活が大変で何とかして欲

倒産し，他の会社に勤めておりますが，倒産した会社

しい。女性 55歳，美幌町

から４ヶ月余り給料が入らずに大変苦しかったです。

【763】仕事量に対して賃金が安く上がるみこみがない。
男性 39歳，札幌市

父母（姑）が同居しておりますので，生活が苦しく
なってきました。女性 65歳，旭川市

【765】このごろ，なかなか厳しいです。日本の国会は

【835】建設の仕事を主人がしていますが，仕事がない

どうなるのか。福祉，高齢者はどうなるのか，大変だ

ので遊んでいます。収入がなくなるのでこれからが心

と思う。社会保険庁やその他の天下りを改善したら消

配です。女性 60歳，旭川市

費税がうくと思う。今の国会も何をやっているのかわ
からない。国民の議員なんだか，自分の立場の議員な
んだか。男性 69歳，旭川市
【766】失業保険給付金を 50日にあげて欲しい。健康
保険料を会社で全部支払って欲しい。男性 69歳，標
茶町

【852】冬も仕事があって欲しいです。男性 68歳，苫
小牧市
【853】いつホームレスや失業（長くなる）になるかア
ブナイ。男性 50歳，苫小牧市
【861】再々下請なので，労賃が安い。仕事がとびとび。
１ヶ月最低 20日は働きたい。男性 60歳，旭川市

【767】妻がパートで８万，障害者年金６万，月 14万

【862】４月〜12月までの季節雇用で働いています。

の生活です。右目が緑内障で視力なし。働きたい。道

以前は４月１日からでしたがだんだん４月 10日から

庁，大通り公園他で乞食でもするしかないかも。男性

とかはっきりしない仕事開始。終わりにしても，本当

59歳，札幌市

にきまぐれです。12月 20日で切ってでも仕事に出た

【779】老人でもまだまだ元気なひとがたくさんいます。

り，監視的なものがないのかと思います。冬場だって

老人が出来るような仕事場があったらと思います。男

仕事が無いわけではないのです。朝電話があり，今日

性 74歳，釧路市

は出ることが出来るか，とか，その分の賃金を夏場の

【794】健康保険料が高く，食費等を少なくして支払っ
ているのが非常に辛い。男性 46歳，厚岸町

給料に計上して変な報告をしたりしています。不思議
でなりません。会社全体は冬場も関係ないのですが，

【803】仕事が無くて困っている。男性 52歳，苫小牧

工場は，ということで，切られています。10年前，

【816】私達をとりまく現状は年々厳しくなっています。

国から通年雇用をすると何か援助があったときには３

以前はそれなりに人数もいて，それなりに余裕があり

年間通年雇用をしてもらっていました。その援助がな

ましたが，不況になるにつれ，会社を維持するために

くなるということで，今の季節雇用に切り替えられた

は年々人を減らし，同じ仕事でも以前より短縮しなけ

のです。生活はとても大変。というより出来ません。

ればならず，体力的にもとてもつらいです。でも仕事

老後のたくわえなんて本当に無理です。せめてこうい

があることはまだよい方なので頑張っています。昨年

う会社に対して何らかの対策を考えて欲しいです。ま

仕事があっても今年があるとは限らず不安です。保険

た雇用保険 50日分，講習（冬期）の援助があったと

料，介護保険料，公共料金，物価はあがるばかりで，

きは助かりました。20万位違います。男性 53歳，旭

ただ生活のためだけに働いている。私達はなんのため

川市

に生きているのでしょうか。今の若者達が働ける場所

【868】こうなったらもうどうにもならない。悩んだり，

がもっともっといっぱいあれば。今の子どもの多くは

もてない希望をもつより，さめない夢をみていたほう

仕事が無い。そのため結婚もできない。とてもかわい

が人生有意義。あとのことは知らない（やけになって

そうです。どうぞ私達労働者に希望をください。女性
65歳，旭川市

いる訳ではない）。男性 41歳，苫小牧市
【874】生活費のため，年齢にあった仕事があると大変
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助かります。男性 73歳，浜中町
【879】季節雇用の基本日額が毎年下がる一方，仕事も
少なく，安定（一年中）雇用の仕事が欲しいです。男
性 55歳，苫小牧市
【880】生活費が心配です。年金が低いので病気になる
と病院代が心配です。女性 69歳，長沼町
【884】いま現在仕事がない状態ですので，困っていま
す。男性 65歳，長沼町
【885】今の生活がギリギリです。自分の年金も免除し
てもらい，老後は少ないし，この先の生活が大変不安
です。女性 54歳，旭川市
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生，先生。どうなっているんでしょうか。年甲斐も無
く嘆いても仕方ありませんが，関係者の方々のご奮闘
を期待します。男性 69歳，苫小牧市
【892】賃金がこれ以上下がると生活していくのが大変
になる。男性 45歳，せたな町
【895】不況で住宅着工数が減っている。賃金も安い。
その中で国民年金，税金の支払い等々，家計を圧迫し
ている。雇用保険の一時金も削減され，建設業者はこ
れからどう暮らしていけばいいのか，非常に不安です。
将来への不安，全く明かりが見えない。男性 54歳，
苫小牧市

【888】国民年金はあまりにも少ないと思います。国保

【899】お父さん（夫―調査者）も季節なので１月から

の一ヶ月の金額が高いと思います。仕事をしているの

５月まで仕事が無いので苦労しています。早く良い方

で，何とか支払っていますが，来年から年金だけに

法がないものでしょうか。女性 60歳，釧路市

なったらと思うと大変です。健康だけには気をつけて

【900】現在の状況をみると仕事はないので，冬の間，

いますが，長い間，（肉体―調査者）労働の仕事のた

12月から３月までアルバイトで除雪作業をさせても

め足，腰など弱ってきています。50年間大工の仕事

らっている。男性 71歳，今金町

をしてきたが，退職金も何もなく，建設の仕事をして

【906】仕事がしたくてもなかなか見つかりません。国

いる人達はなんの社会保障もなく終わりになるのです

で仕事の場をつくって失業対策をして欲しいです。希

ね。男性 66歳，苫小牧市

望のある社会がみえる世の中にして欲しいです。男性

【890】71歳でもまだ使ってくれる親方がいるので，
私も小遣い銭ぐらいになります。仕事がきついときも
ありますが，働いているときが一番楽しいです。こわ

52歳，室蘭市
【907】今のところはないです。でも今後もよろしくお
願いします。男性 70歳，新ひだか町

くても仕事の話がくるとわくわくします。１ヶ月４，

【910】ただ，苦しい（厳しい）生活，それだけです。

５日ぐらいの仕事ですから，私でもやれる範囲内で働

この世の中をどうにかしてください。男性 58歳，釧

かせてもらっています。2009年の１月は下水道の配

路町

管工事で寒かったけれども，仕事をした後がきれいに

【913】今は国民年金，障害年金で生活をしている。生

なっていくのが一番嬉しかったです。くだらんことを

活保護のほうが良いみたいですが，もう少し頑張って

書いて申し訳ありません。女性 71歳，苫小牧市

みたいと思っています。男性 75歳，札幌市

【891】毎回このようなアンケート調査をして頂き，
我々のような生きる値打ちもないような者達にでも少

【914】一時金の日数が少なくなったのと講習がなく
なったのが大きかった。女性 60歳，夕張市

しでも人並みの生活が出来るようにと骨を折ってくだ

【921】昨年１月から給料カットでやりくりしながらの

さる関係者の方々に感謝申し上げます。世の中，何が

生活でしたが，とうとう７月末で従業員全員がリスト

変わればよくなるんでしょうか。よく，努力した人が

ラになりすぐ同種の仕事に転職しましたが，日給制な

報われる世の中なんていいますが，努力していない人

ので，結局，給料は半分になりました。それでも道市

なんているんでしょうか。結局は，力の強いものに翻

民税，国保は最優先で払い，食費はほとんどありませ

弄され，嬲り者にされて一生が終わっていくんじゃな

ん。何とか食べていますが……国民年金は払えないで

いでしょうか。今のこのご時世，派遣社員だの契約社

いると，法的手段で取り立てると言われてしまいまし

員だのと耳障りの良いことばかり言って，大企業のお

た。将来のため？？？

偉いさん方に言い含められて，政治家の先生方は，

います。でも，今食べることに必死なので，払いたく

我々のようなその日暮らしのものなど全く眼中にない

てもはらえないだけなんですが……男性 53歳，苫小

と思います。選挙の時だけ，ああもします，こうもし
ます，でも，当選してしまえば，糞食らえでそっくり
返っている。こちらも，そういう人達を呼ぶときは先

もらえるわけがないと思って

牧市
【923】仕事足りない。仕事したい。女性 53歳，芦別
市

北海道における失業・不安定就業問題（
【935】生活保護のひとをもう少しきちんと調べたほう
がいいと思う。とにかく仕事を増やして欲しい。生活
できねえ。政治家はとても贅沢‼
じゃない‼

笑っている場合

国民年金をはっきりと。北海道は冬に仕

事がなくなるのに労働者の賃金ばっかり減らすな‼男
性 28歳，小樽市
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冬期技能講習制度を復活して欲しい。男性 58歳，旭
川市
【986】仕事が欲しい。男性 51歳，石狩市
【997】地元とは言わないが，道内で仕事が増えて欲し
い。男性 34歳，釧路市
【1009】現在本社勤務だが，現地採用ということで無

【938】これまでは春から年末まで働いてなんとか生活

条件で他の営業所へ行くことができないか言われた。

できていたのですが，昨年は休日も多くなり，収入が

断ったら４月に声をかけるか５月に声をかけるかわか

減っていくばかりです。年金もきちんと納められませ

らないとまで言われました（今までになかったことで

んし，これからの生活がどうなるのかとても不安です。

す）。収入減は確実。同じ会社の他の部署では季節雇

女性 55歳，厚岸町
【941】自分は何とか年金を掛けているが，妻には掛け
る余裕がなく，老後の生活が不安。男性 57歳，函館
市
【947】昨年はハローワークや（仕事を―調査者）さが
しても年齢制限とかがあり，運転免許もないので仕事
につけませんでした。男性 62歳，旭川市
【949】2007年度には社会保険，雇用保険（特例一時
金）をかけてもらえたが，2008年度（４月）からは
かけてもらえなくなり，大変苦労しています。理由は，
会社（建設業）の仕事が減り，経費がかかるためカッ
トされました。過去７年間かけてもらい，大変有り難
かった，もっと仕事が増えて欲しい。男性 46歳，浜
中町
【953】通勤手当が出ない（月３万〜４万）。これが一
番辛い。男性 51歳，砂川市
【957】私は現在大工をしていますが，今の会社の元請
の規定によって 60歳を過ぎると高所作業につけない
ことになっています。賃金も下がることになっていま
す。今のところその話はありませんが，後々土木工事
をすることになると思うとゆううつです。まだ体力に
は自信もあるので転職も考えている。男性 60歳，札
幌市
【964】仕事が毎年少なくなっています。こんなに少な
くなっているとは思っていませんでした。失業保険は

用はほとんどいないようです。男性 51歳，苫小牧市
【1013】年なのでいつまで仕事ができるかわからな
い

男性 73歳，苫小牧市

【1015】技能講習をもう一度労働者に取り戻すこと。
雇用保険の 40日を 50日に戻すこと。女性 63歳，苫
小牧市
【1016】せめて 50日分を復活させてください。男性
29歳，札幌市
【1023】二次産業系の冬期間の工事（民間）の細かな
助成等を願います。男性 34歳，美幌町
【1036】毎月の安定した仕事ができればと思っていま
す。男性 60歳，小樽市
【1039】私の妻は身体に障害があるため働くことがで
きません。３年前位から生活保護を受けています。病
院への通院がとても大変です。近くに専門の医師がい
ないため大学病院までバス，JR で通っているため，
先のことが心配です。生活のこと，家族のこと，いろ
いろ心配があります。男性 61歳，興部町
【1042】年間を通した仕事に就きたい。男性 26歳，旭
川市
【1044】公共事業の減少で仕事量がなくこの先が不安
だ。男性 59歳，美幌町
【1045】建築板金の仕事をしています。冬場はもちろ
ん，夏場も仕事がなく，休みになることが多く，この
先が非常に不安です。男性 53歳，旭川市

少なくなっています。年がいっているのでどこに行っ

【1052】昨年もこの調査に回答しましたが，何の向上

ても使ってもらえないのです。税金や国民保険やほか

もなく，ただ年を重ねて将来のことを思うと不安に‼

の支払いがあって大変です。なんとか少なくても仕事

幸いなことに健康もまだ維持して（不調のときもあり

をしていきたいのです。去年の長女の会社が倒産して

ますが）
，夏は仕事もあり，食べていくのは何とか

仕事がないのです。なんとかして欲しい状態です。男

なっています。しかし，余裕がなく楽しみがありませ

性 63歳，旭川市

ん。少しのゆとりがあればなーと思う。生活費のかか

【979】体を動かす仕事は嫌いではないので，まだまだ
働きたいと思っています。男性 66歳，石狩市
【983】年々仕事も減り，冬期は生活も苦しい。何とか

る冬にもう少し仕事があると嬉しいのですが……ね。
男性 61歳，美幌町
【1054】今年は仕事がなく使ってくれるかどうかまっ
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たく未定でとても不安です。毎年仕事は減り続け，絶
望的な毎日です。働きたくても仕事がなく，わずかば

らないので少々不安かな。でも前向きで。考えても
しょうがないので頑張ります。女性 57歳，釧路市

かりの失業保険も年々減らされどうして春まで暮らし

【1101】職場で仲間から１日中口も聞かれず，挨拶も

ていけばよいのでしょうか？夜は 20時には電気を消

ほとんどなく，全て無視の状態。何か原因があるから

して寝ます。テレビもニュース程度しかみません。ご

こうなっていると思いますが，相手に聞いても答えて

飯は１日２回です。それでも生活はギリギリです。国

もらえず，自分で考えてもわかりません。日々仲良く

も市も町も大きな赤字を抱え，われわれ弱いものから，

楽しくと考えていますが，良くならず，辛い状態が７

福祉，医療，その他もろもろのものを削っておきなが

年間続いています。けんかする気もなく，相手も何か

ら，国家公務員はボーナスがあたり，毎月の給料も

悩んでいるのだとは思いますが。経営者も，どちらに

ちゃんとあたる。自分達にはそんなことが夢のようで

も気を使っているのはわかりますが，どうやってこれ

す。日本がこんな大変なときになぜ新幹線，高速道路

を切り抜けていけばよいのか，苦しんでいます。職場

が必要なのか，よくわかりません。まだまだ先に大事

が身内なだけに，黙って一生懸命仕事をすることだけ

なことが山ほどあると思います。男性 60歳，美幌町

に気を向けていますが，女性の心理は難しいです。年

【1055】特例一時金が 40日に減額されました。せめて

齢も似たようなもので，１人で頑張っている方で働き

１時間の賃金が最低でも 800円ぐらいにあげてもらい

者です。１つ違うのは性格で，相手は男気性で，私は

たいです。少しでも違うと思うのですが。農家の仕事

神経質できちんとしていないとだめなほうです。特に

は特に重いものを持ったり腰を長時間まげたり本当に

もめたこともなく，相手の方は気に入らないと突然口

大変です。私だけの願いでしょうか？女性 63歳，東

をきかなくなる感じで，以前にもそうされた方がいま

川町

す。女性 62歳，夕張市

【1061】死んだほうが楽かも

男性 44歳，新ひだか町

【1105】今まで行っていた会社もあまり仕事が な く

【1064】苫小牧市の国保，道市民税等が高すぎる。働

なってきたので，今年はやめることになります。夫婦

いても国保保険，道市民税の支払いが出来ない。男性

で働いてきたので，２人で仕事がなくなるのはすごく

65歳，苫小牧市

不安です。年金もまともにかけていません。夫も糖尿

【1070】仕事は４年ぐらいからしておりません。夫婦

になってしまって，私がこれから生活のため仕事をさ

で国民年金で暮らしております。女性 66歳，苫小牧

がし，働かなければなりません。パートよりやはり年

市

金とかがかかるようなところで働きたいと思っていま

【1075】労働者のためになる運動，有難うございます。
男性 48歳，紋別市
【1080】一年中仕事があればいい。働きたい。男性 59
歳，札幌市
【1082】19年 11月に仕事中に転び，頭，背中，左足
関節を折り，病院へ通院しました。20年３月より医

す。頑張るしかありません。下をみれば，まだまだ私
達より困っている人がたくさんいるのですから，くよ
くよせず夫婦２人で何とかがんばっていきます。女性
57歳，美幌町
【1109】仕事がなく賃金も少なく，年金，健康保険，
税金など払えません。男性 57歳，美幌町

師から労災を切られ，社会保険にて現在通院中。足が

【1115】会社が仕事を探す気がない。そのことに触れ

曲がらず，歩くことも難しく市役所に行きいろいろお

ると文句を言われ，逆切れされる。言いたいことをい

話ししても何にも聞き取ってくれません。何かよい方

えない。仕事がないとき，自分で探して行っていたと

法はないものでしょうか。よろしくお願い致します。

き，色々文句を言う。仕事がなくても一切保障しない。

男性 73歳，滝川市
【1083】私は５年前に肺をわずらい（特発性間質性肺
炎）という病名になり，特定疾患の認定を受けており
ます。１年１年体が弱くなり，思い通りになりません。

男性 48歳，釧路市
【1118】失業者のため，仕事がなかなか見つかりませ
ん。男性 54歳，札幌市
【1123】冬期間仕事が無い。ハローワークで仕事を探

生活は楽ではないが，無理もできないのでそれなりに

しても見つけることができずおります。やる気，働く

頑張っています。男性 65歳，札幌市

気持ちはあるけれども，会社の面接で年齢，資格，経

【1099】会社が倒産したこと。60歳までは働きたかっ

験等で不採用になります。面接してもまた同じだから

た。主人も今年で定年になるので働けるかどうかわか

……と探すのも気力がなくなります。今年は通年雇用

北海道における失業・不安定就業問題（

)(川村)
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してくれる会社があれば，内地まで引越しすることを

うものならば，使ってもらえません。それがまかりと

考えております。貯金も残りわずか，引越しするお金

おっている世の中，どうしたものでしょう。税金の高

が心配です。都会では仕事を見つけることが困難であ

いこと。私のパートで国民健康保険を払っている始末。

れば，地方，田舎で森林・林業関係でも，造園で伐

なんだか疲れてきました。早くあの世に迎えに来てく

採・草刈，経験もあるから。雇用保険を高くして，冬

れないかなと思っているこのごろです。女性 55歳，

の間特例金を月 15万円位の生活費がもらえるように
なればよいと思う。

美幌町
【1169】市の仕事があまり無く……もう少し仕事を出

【1125】冬にできる仕事ではないので，冬になると収

して欲しいのと，なるべく，市の仕事は地元の業者に

入が無く，生活するが大変厳しい状況です。共働きを

とらせて欲しい。なんだか，市の仕事は札幌の業者が

したらなんとかぎりぎり生活ができそうなんですが，

とっていくみたいなんですよ。それともう少しお金の

ハローワークでも仕事の募集がありません。男性 27
歳，美幌町

面でも高くして欲しいです。男性 58歳，苫小牧市
【1171】特例一時金の給付日数を減らしておいて，そ

【1127】去年は仕事が減り，収入が少なく，この先，

の後の雇用対策についてはまったく手がつけられてい

無年金の両親の扶養など先が大変不安です。自分の老

ない現状にいらだちを覚えます。今後いったいどうな

後も心配です。男性 58歳，旭川市

るのか不安です。男性 45歳，札幌市

【1137】仕事がたくさんあるといいですね。女性 58歳，
せたな町

道市民税。生活費は何とかやっていますが，税金の支

【1139】１日８時間働けない日が多い。賃金カットさ
れる。男性 57歳，釧路町

払いが滞り不安です。支払いたいと思っていてもなん
ともそこまでまわりません。１回，２回と滞ると後は

【1140】昨年末，職場が倒産し，11月分の給料もまだ
もらうことができません。わずかな預金も，保証人に
なっていたため，返済に使用することに

【1173】一番苦しいのは税金の支払い。国保，年金，

厳しくなります。男性 54歳，札幌市
【1176】人の人数が少ないが，人数以上に仕事が多い

家のローン

ので，休憩の時間がない。昼も１時間もとれないこと

はまだ 10数年あり，このままでは払っていかれませ

も珍しくない。30分以下だと残業はつかない。女性

ん。さらに，病気の母の扶養もこちらにまわってきて，

63歳，長沼町

毎日病院通いです。障害をもった息子は高卒後，授産

【1189】私は 70歳。今も元気で働いています。後３年

施設に入所が決まり，ホッとしたのですが，入所とと

働きたいと思っております。手に職を持っているので，

もに障害手当，扶養手当が打ち切られ，20歳までの

今の会社でこの年になっても使ってもらっています。

間，親が入所費を支払わなければなりません。妻も

いま年金もらいながら１日 10,500円，１ヶ月 18〜20

パートで働いていますが，先行きがとても不安です。

日働いております。生活費は困っていません。手に職

幸いなことは本州のほうに出稼ぎに行くことができた

をつけるのに５年〜10年かかります。男性 70歳，札

ことです。春になってからの仕事がまだ決まっておら
ず，よい仕事がみつかってほしいと願っております。
男性 60歳，居住地非公表
【1144】仕事，生活その他いろいろなことで，世の中
全体にすごく不安を感じる。とくに仕事の場所がない。
男性 56歳，美幌町
【1149】特例一時金の増額をして欲しい。男性 21歳，
苫小牧市
【1151】６時間のパートをしていますが，７時間かか
ります。１時間の残業代はでません。昼ごはんさえ食

幌市
【1191】通年の仕事につきたいが，60歳定年を考える
と，健康であれば雇用してもらえるので我慢している。
女性 58歳，札幌市
【1192】今のところ仕事はしておりますが，いつ切れ
るかわからず，不安です。この先家族をささえていく
自分自身に悩みます。男性 36歳，札幌市
【1209】腰が悪いので歩行がつらい。男性 80歳，砂川
市
【1210】仕事が安定しないため，生活に不安を感じる。

べられません。そんな中で仕事をしていますけれども，

以前は建設の自営をしていたため今でもそれをやりた

このごろは仕事がきつく，６時間のパートの 4,000円

いと強く希望している（建築士の免許を取得している

では合いません。文句を言おうものなら来なくていい

ため）
。そのために今は苦しいがなんとか頑張ってい

と言われます。31日から４日ごろまで忙しく，休も

る。やはり建築（設計）
，建設関係の景気が良くなる

⎜ 230 ⎜

北海学園大学経済論集

第 57巻第１号(2009年６月)

ことを強く希望する。現在は仕事があるだけ有り難い。

もらったことがなく，月末には 10〜15万，月の中に

男性 33歳，札幌市

残り半分を支払うということでしたので，毎月の決

【1212】１人暮らしは大変です。あと何年生きられる
か……男性 70歳，苫小牧市
【1215】昨年は，仕事があるあると言われて会社にい
たが，雇用保険も日数が足りる月は保険を払ったが，

まった支払日，公共料金，その他支払い関係で大変で
した。また昨年の 12月分もまだ支払ってはもらって
いません。社名―調査者。会社は昨年より厳しいとの
ことです。男性 66歳，札幌市

結局は日数不足で雇用保険はつかなかった。給料は遅

【1242】年金の減額，健康保険（介護）など私たちは

れるし（10日位），生活が苦しい。男性 41歳，釧路

年金をもらっていても生活が非常に苦しいのです。

市

スーパーに行きますと，自然に物価が上昇しています。

【1217】私のような 60代初めで仕事のあるだけでもよ

本当に，生活保護を受けているひとのほうが生活が楽

しとしていますが，自分がかけている特例一時金が

なのです。役場へ文句を言いに行きました。生活保護

50日から 40日になり，いずれなくなるかもと思うと

を受けたら役所のひとがたも大変でしょうと役所のひ

とても不安です。40日分といっても，びっくりする

とに言いました。月に介護 11,000円，健康保険約１

金額ではありません。年金も思っていたよりも少なく

万程度，月々２万ずつ支払ったら少ない年金で生活で

とても厳しいです。毎日厳しい話ばかりで税金も大き

きません。国民みんな１人１人が今度の選挙で考えて

く，老後の不安ばかりが現在の生活が不安です。大変

いかなければならないと思います。男性 65歳，旭川

な思いで（寒冷地），生活している人達のことも国の
トップにはわかって欲しい。そんな国民の税金を使っ
て漢字の間違いさがしなんかしている場合か？本当に
ガッカリする。馬鹿か，そうも言いたくなる。何も信
じられない。女性 60歳，紋別市

市
【1254】遠い現場でサービス残業になっている。男性
54歳，砂川市
【1262】仕事が年間を通してあればいいなと思う。今
年から高校に行く子どもがいるので，今は，生活的に

【1223】夫も私も年のせいか若いときより動きが悪く

はそれほど厳しいとは思いませんが，これからは学費

なった。私は出かけるとき必ず杖を使っています。夫

など今まではかからなかったお金が出て行くことにな

は転んでからこの冬は外へは出なくなった。店が遠い

るので，今までとは違って，厳しくなっていくのかと

ので買い物が一番つらいです。子ども３人は道内で働

思うとちょっと心配です。ですから，自分がよければ

いています。時々電話をくれます。やはり心配してく

それでいいのではなく，みんなが幸せだなと思えるよ

れています。感謝，ありがたいですね。いつまでも健

うな世の中になって欲しいとせつに願います。男性

康で暮らしたいです。女性 76歳，芦別市
【1224】年間通して仕事が欲しい。女性 60歳，当麻町
【1226】年金を先のばしにしないで欲しい。もう少し
と思っているところに今そんな話が出ているのではあ
りませんか？

今までどおり，65歳からもらえるよ

39歳，雄武町
【1264】失業保険を 90日に戻してもらいたい。男性
56歳，余市町
【1267】１年中道内に仕事があるようにして欲しい。
女性 56歳，せたな町

うにして下さい。87歳の祖母がいてその介護をして

【1276】仕事はしたいのだけれども体の動きがにぶく

いるので家をあけるわけにはいかないんです。女性

なってきて，相手様に申し訳なくなります。でも手

56歳，今金町

伝って欲しいといわれると出て行きます。年をとって

【1233】仕事が無いのが困る。男性 62歳，札幌市

も農家の仕事はできるので，年齢に制限がなくて有難

【1234】耳が聞こえにくい。耳鳴りがする。男性 71歳，

いです。出来る限り，体の動く間は仕事に励みます。

黒松内町
【1237】生活のため仕事をしていますが，頼まれたと
きだけ，腕がまっすぐ上がらない。足も痛い。ようや
く仕事をしています。男性 68歳，旭川市

女性 77歳，真狩村
【1293】法律を変えて通年雇用にして欲しい。冬は本
当に苦しい。男性 52歳，札幌市
【1294】2009年４月で 65歳になる。年金の支給額が

【1240】昨年は４月から働きはじめ，その後もあまり

増えると思う（厚生年金）。しかしまだまだ仕事はで

請負はなく，また，私の会社は給料日は毎月月末です

きる。びっしり働くには不安が多少あるが，月５万で

が，４月から 12月までの１カ月分の給料を支払って

も 10万でも働きたい。夏場から秋の４ヶ月でも半年

北海道における失業・不安定就業問題（
でもよい。しかし仕事が無い。親しくしている土建の

)(川村)
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【1362】今を生きるためにだけ働いているという感じ

社長はいるが，その会社でさえ正社員のみで間に合っ

で，将来のことなど考えてふさぎ込むことがあります。

ている状態ではどうにもならない。労働や社会活動が

年金もいま昨年６月分まで免除されていたのをかけて

あればいつでも行く。男性 64歳，札幌市

いますが，７月分からは普通の金額になり，滞納にな

【1296】元気なときは 70歳まで仕事ができるような労
働者でありたいです。男性 63歳，せたな町

ります。最低の生活費のためにがむしゃらに働き，収
入が増えると税金や年金の支払いが増すことに矛盾を

【1298】長時間労働・サービス残業。会社の勝手な都

感じます。眼鏡を買うのを我慢したり，食品だって半

合による首切り。これでは家庭を持つ気にもならない

額ねらいばかりしているのに……女性 53歳，札幌市

し，子孫を残すつもりにならない。賃金は 10年以上

【1363】税について国民健康保険税は高すぎる。もっ

上がらない。ボーナスもない。手当てもなんにもない。

と下げて欲しい。医療について，障害者自立支援法は

同僚はみな離婚。頭のいいやつは独身。この国はもう

１割負担を求める悪法。廃止して欲しい。介護につい

終わりだな‼男性 52歳，札幌市

て，さほど変わりがないと思うのに要介護から（２段

【1302】老人でも（65歳）仕事ができるので，仕事を
ください。老人は年金でほそぼそと暮らせということ
か。男性 65歳，苫小牧市

階も上がり）要支援へ。机上の審査だけの決定。使用
料（施設）だけ上がり不満。男性 63歳，奈井江町
【1367】この社会状況の中で不安で一杯です。この先

【1315】３年前から，医師から，足が難病のけがある
と言われました。10月ごろになると足が冷たくしび
れ，働けなくなるとこの先が心配です。男性 73歳，
長沼町

どうなるのでしょうか。男性 59歳，浦臼町
【1372】仕事があまりないので生活が苦しい。男性 66
歳，旭川市
【1376】特例一時金の 50日支給を希望する。公共事業

【1317】賃金のアップ，雇用保険の日数をもとに戻す。
男性 58歳，標茶町

を充実させて欲しい。ワーキングプアをなくして欲し
い。女性 52歳，長沼町

【1326】以前は土木業をしていて，今年からまた始め

【1377】このようなアンケートを実施してくれるだけ

ましたが，仕事がめっきり減っています。何とか景気

でも嬉しい限りです。いまの状況を分かっていただき，

がよくなることを願っています。私は今は大丈夫です

少しでも打開策になれば良いと思います。この先，医

が，大変な人達が多いです。仕事を増やして景気を良

療費，税金，生活費がかかり，この先受給する年金だ

くしてください。北海道の賃金も低いので上がらない

けでは，困窮することは間違いない事実だと思うと今

ものでしょうか。男性 52歳，札幌市

から不安です。昔なら楽隠居できる年齢になっても，

【1328】現在仕事を探している。先日，面接の募集広

働かざるを得ない状況です。やはり国民年金だけでは

告を見て電話をしたのですが，歳を聞かれ，57です

生活は難しく，厚生年金からみると，最低でも 100万

と答えたら断られた。面接だけでもして欲しかった。

以上年額が違います。今若者は何を考えているのか。

仕事が欲しい‼男性 57歳，旭川市

もう少し真剣に将来を考えていただきたいものです。

【1335】５ 年 前 か ら 合 計 １ 日 4,300円 下 がって い る
（年のせいではない）
。従業員全員が下がっている。男
性 66歳，苫小牧市

私位の年齢になり後悔しないためにも。男性 60歳，
奈井江町
【1383】冬場は雪はねで足腰が痛くて大変です。女性

【1339】冬場になると仕事が無い。技能講習等でとっ

64歳，美瑛町

た資格類（フォークリフト，大型，大特，建設機械

【1385】今のところ特にありません。何とか休みなが

等）があるが，経験がないなどで断られる。男性 57

ら働かせてもらっています。仕事が毎年少しずつ働く

歳，滝川市

日が少なくなっていると感じます。世の中の不景気が

【1351】90日支給の復活をお願い。男性 55歳，札幌
市

ち，働いてくださいといってくれるうち，頑張って働

【1356】仕事をやめたのでギリギリの生活をしていま
す。女性 67歳，札幌市
【1358】税金が重い。減税をしてもらいたい
歳，浦臼町

自分たちにもくるのかと思うと不安ですね。働けるう
きます。男性 67歳，苫小牧市
【1386】日当は下がり，仕事は昨年は減り，金銭面で

男性 58

はとても大変。まして失業保険も減る。今年もこのま
までは生活できない。仕事があればなんとかなるがそ
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の仕事がない。男性 59歳，釧路市

ばならない。大変です。生活保護費の方々のほうが良

【1394】現在生活保護を受けていますが，年齢が増す

いと思います。生活保護受給者の人の中には 50代の

ごとに，友人等の死亡連絡をもらっても，葬儀に出席

方も見かけますが，健康でいて，春になれば山に山菜

するための費用を捻出するのになかなか苦労していま

採り行き，夏から秋にかけ魚釣りに行っている人がい

す。男性 58歳，苫小牧市

ると話に聞きますし，現に見ます。それなのに地方の

【1395】生活が苦しい。年金が低いので高くして欲し

市町村の福祉の方々はどこを見ておられるのか疑問で

い。健康でいるうちは働くつもりです。何とかして欲

す。私は釧路ですが，行政対応を疑問に思っています。

しい。頼みます。男性 68歳，苫小牧市

72歳の国民年金の生活です。いろいろ愚痴みたいな

【1396】年間を通して仕事があればいいと思います。
男性 58歳，札幌市
【1397】一人暮らしのため生活上，不安です。女性 74
歳，夕張市
【1398】仕事が思うようになく，生活は苦しいですが，
なんとかして生活しています。保険料が高く大変です。
今年は仕事があればと思います。男性 66歳，札幌市

ことを書いて申し訳ありません。男性 72歳，釧路市
【1409】仕事があるときは本当に喜んで作業に出て行
くので，健康で仕事の続く事を希望します。男性 74
歳，滝川市
【1415】冬期技能講習に行かなくなって何年にもなり
ます。仕事がない。体調のほうもあまり良くないので
今通院しております。女性（年齢不明）
，岩内町

【1400】季節労働者をとりまく環境は悪化するばかり

【1417】きつくても良いので，給料の良いところへ働

で，みな大変な思いをしている。女性 33歳，標茶町

きに出たいです。子どもが４人（高校生から２歳ま

【1401】今のところ何とか生活しているが，仕事がで

で）いますが，将来有望な子になってもらいたいです。

きなくなったとき，年金だけでは生活に大いに不安が

上の子は軽度の知的障害があり，高等養護学校に通っ

ある。男性 62歳，札幌市

ています。障害者でも働ける何か良いところがあれば

【1402】昨年 11月に転職をし，現在の収入は安定して

嬉しいのですが……来年２本立てでやって行く予定な

いますが，安価のため妻も仕事をしています。大手の

のですが，下３人は大学へ行ってもらいたいです。や

下請けのため，先に雇用不安があります。公共の事業

はり学力を身につけ，公務員になって欲しいです。安

を各企業に供給にして欲しいです。スキルアップのた

定した生活を子ども達にはしてもらいたいです……女

めの資格取得に助成金を増額して欲しいです。男性
41歳，滝川市

性 41歳，長沼町
【1418】今仕事を探しています。62歳ですので，なか

【1405】平成 17年春に仕事を手伝いに行き腰部を骨折

なか仕事が見つかりません。何か仕事があったら世話

する。妻ともども年金はありません。生活で苦労して

をお願い致します。なるべくならば小樽が希望です。

おります。男性 75歳，小樽市

よろしくお願い申し上げます。男性 62歳，小樽市

【1406】仕事が少なく生活が大変です。せめて特例一
時金を 50日に戻し冬の 20日間の講習があれば冬の生
活が少しでも楽かなと思います。男性 57歳，小樽市
【1407】季節労務なので，毎年次の仕事が見つかるか
心配している。昨年は運良くダム工事があったので良
かったが，また一昨年のように月 10日ばかりの仕事
になりやしないかと気が気でない。土木施工１級，甲
種火薬取り扱いなどとってみても仕事に結びつかない。

【1419】耳が聞こえにくい。耳鳴りがする仕事や生活
上の苦労です。男性 61歳，旭川市
【1421】昨年７月に直腸がんの手術をし，現在抗がん
剤治療中のため一寸生活に狂いが出てきた。男性 76
歳，釧路市
【1422】書いてもどうなるんだい？山ほどある不満。
男性 58歳，余市町
【1425】年々失業給付も減り，生活が先の不安で，暮

２級建築士か行政書士をとろうと思うが，元金がない

らしもだんだんつらくなります。なんとか良くならな

現状では，とってもやはりムダになるかと二の足を踏

いものですか。年々，若くなるわけではございません。

んでいる。安くても安定した仕事，安定した賃金の社

体も悪くなっていき，働くことができなくなり，非常

会にならないものかと思っている。男性 61歳，滝川

にこれからは不安の世の中になる，辛いです（医療面，

市
【1408】私達国民年金は月５万位で，介護保険をひか
れ，国保をひかれ，１ヶ月４万位で生活をしていかね

物価の変動）。男性 55歳，札幌市
【1426】昨年は主人が病気のため一日も仕事に出られ
ませんでした。今年は少しは働きたいと思っています。

北海道における失業・不安定就業問題（
女性 74歳，仁木町

)(川村)
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た検査をしてもらったところ肩の筋が切れているので

【1427】手がしびれる。腕が痛い。肘が十分曲がらな

手術をするように言われました。前にもお手紙をいた

い。心臓病にかかって心臓が悪い。３年半病院に通っ

だいておりましたが，白ろう病でなければだめなもの

て薬を飲み続けています。左足を手術して人口股関節

かとやめましたが，このたびまたいただきましたので，

が入っています。正座もできないです。歩くことはで
きますが，びっこをひいて歩いています。男性 76歳，
新ひだか町

よろしくお願い致します。女性 72歳，釧路市
【1466】自分は小さな会社（従業員私１人とパート１
人）に３月６日から 12月 25日までと毎年決まったか

【1432】生活が大変です。男性 66歳，古平町

たちで雇用されており，賃金も給料制で賞与も 2.5ヶ

【1442】体を治したい。Ｃ型肝炎の検査について知り

月分ばかり支給されていますので，比較的恵まれた待

たい。男性 62歳，美幌町
【1445】３年前より，会社に都合により季節労働者は

遇で働いておりますが，身体的には年々きつくなって
いる状況です。男性 56歳，旭川市

やめました。水田農業とハウス野菜の産直で妻と協力

【1469】平成 13年 12月まで土木作業で働きました。

しながら生活しています。子どもは４人でそれぞれ結

その間に季節労働で冬期に技能講習を５年ほど受講し

婚し，地元に２人，東京に２人，どうにか生活してい

ました（平成９年から 13年）。受講中，アンケート調

ます（孫５人），今後，夫婦２人で身体に気をつけて

査があり，上記のような症状について記入し提出した

一年でも長く農業を続けて行けたらと思っています。

ところ，振動病の可能性があるので病院で検査を受け

男性 66歳，旭川市

るよう指導され受診しました。結果は，やはり振動病

【1454】短い時間の仕事でも良いから，仕事が欲しい。

であり，その医師の診断で労災認定となりました。そ

毎日あれば最高に嬉しい。医療費が高くて病院にかか

れ以来リハビリに毎日通院していますが，耳鳴り，難

りたくても思うようにかかれない。時給が低すぎる

聴の診断もでて認定されました。現在その労災補償の

（特にシルバー人材の仕事につき）。男性 68歳，美幌
町
【1455】もう少し道などに仕事をもうければよいと思
います。男性 53歳，美幌町
【1461】私は５年前より山菜をとって生計を立ててい

受給で生活しております。男性 76歳，釧路市
【1474】現在の社会情勢から仕事など無理だろう。医
療の問題。入院が長期の場合，老人ホームがいつでも
入れる状態にならないかな。70歳過ぎたら食品の消
費税をなくして欲しい。男性 79歳，苫小牧市

ます。現在持ち家は住金より借り入れて毎月 95,000

【1475】今年から仕事が出来ない。老齢ゆえに。だが

円支払っています。まだ 15年ほどあり，現在６ヶ月

生活は国民年金だけです。どうしたらと不安です。何

遅れており，12月中に全部払わなければ整理すると

か良き方法があれば教えて欲しい。会社も，賃金の支

通告されました。最終通告です。いままでは必死で働

払いが出来ないと，年末にかけて休日を無理にとらさ

いてきましたが限界となりました。今後２，３ヶ月後

れた。男性 83歳，長沼町

競売されると思いますが，今後は体の続く限り，山へ

【1476】現在失業中ですが，今年の仕事も不況で，あ

行って生計を立てていこうと思っております。男性

るかわからない。年金で冬は暮らしますが，少なく，

77歳，釧路町

生活も一杯です。無駄遣いを少なくして何とか頑張っ

【1462】今は鉄筋工として働いているが，来年で定年

ております。家のローンも 72歳まで残っていますし，

なので，鉄筋などの力仕事がきつくなってきました。

先々が不安です。とにかく今年も仕事があって欲しい

来年からは年にあった仕事をしたいと思っております。
男性 64歳，札幌市

です。男性 63歳，苫小牧市
【1479】毎日ストレスがたまる。男性 73歳，苫小牧市

【1464】仕事は平成 14年で辞めています。働いている

【1483】今はなんとかなっていますが，年々不安は大

とき二度ほど転んでいます。１度は脱臼しています。

きくなる一方です。いまさら転職する勇気も自信も無

自分で引いたら治りました。後日病院に行きましたが，

いですし，改善策が見つかりません。男性 37歳，釧

五十肩といわれそのままにしておきました。その指が

路市

曲がってきて痛むようになり 18年秋に痛みがひどく

【1488】今年 65歳で，この先仕事につけるか心配です。

なり，病院で検査をしてもらいましたが，五十肩と言

８月で 66歳になります。66歳になっても現在の仕事

われ，一時通院もやめました。でも痛みが激しく，ま

で使用されるか心配です。男性 65歳，札幌市
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【1493】公共工事が減り，就労日数や残業時間が少な

【1520】一生懸命働いてきたが保障がなく，景気の良

くなり，その分の収入が減り，生活がやや苦しい。男

い頃の蓄えも生活に必要となり，老後の貯金がなかな

性 60歳，仁木町

か出来ず，70歳頃からは介護など健康でいなければ

【1500】夕張で働きたい。生活が楽にならない。男性
66歳，夕張市

国民年金では生活していけない。生活保護を受けたほ
うが，病院にかかっても自費支払いでなく良いと思う。

【1502】仕事の面では，土木建設業で通年雇用を望む

一生懸命国民年金をかけていても生活保護より低いの

が，知る限りでは全くない状況です。生活面では，１

ではかけ損に思う。老後は，金持ちじゃなくても，皆

〜３月に仕事がなく，収入は 30％に減り，借金を繰

同じ年金にして欲しい。生活や仕事に恵まれず，一生

り返す生活です。毎年の借金で，だんだん生活は苦し

大変な生活は人間平等のことにならず，せめて老後，

くなり，それに仕事も減り，１日当たりの日給も少な

同じにならないものかと思う。男性 65歳，旭川市

く，このままの状態ではいつ生活が楽になるか分かり

【1522】年金生活なのでゆるくないです。少しでも仕

ません。たとえ安くても１日１万円位の仕事が１年中

事があると助かる。体が健康なうちに少しでも働いて

続くとよいのですが，現状絶対に無理です。このアン
ケートで１人の作業員が何を書いてもダメだとは分
かっていても，同じ回答，同じ悩みを書いたひとは自
分だけではないと思います。みなが同じだと思います。

生活したい。男性 63歳，釧路町
【1524】市営住宅に入居したいです。男性 66歳，苫小
牧市
【1527】会社で契約をかわしたこと（内容―調査者）

これをふまえて１日も早く景気，経済がよくなるよう

のギャップをなくして欲しい。国に対して，無駄な金

に，国，地方自治体等にお願いしてください。男性

を使わず，雇用住宅を増やして欲しい。技能のある人

56歳，札幌市

に対してもっと評価をして欲しい。年齢制限をあまり

【1505】仕事面に関しては，身を動かしたほうが良い

しないで，面接をして欲しいです。早出，夜勤の時間

と思っているので，少しの畑でも動かすように心がけ

を明確にして欲しい。国に対して，安い賃金で働いて

ている。散歩なども時々している。男性 78歳，苫小

いるものの苦しさを十分にわかって欲しい‼男性 58

牧市

歳，札幌市

【1507】老後が本当に心配です。払えるときに年金を

【1530】腰が痛いのが私の１番の悩みです。仕事をす

支払っていたらと思いますが，結果的に払っていない

るときには何ともなくできるのですが，歩くときに長

ので，生活保護を受けたほうがよいのか。少しでも働

歩きは出来ないので困っております。私の仕事は青果

くところがあれば働いて，少額でも蓄えたいな〜と年

ですので，畑仕事が大半です。畑では長歩きが多いの

とともに思うが，今はくよくよしないで，働く場所が

で大変な悩みです。まあ年ですから仕方がないわと思

あるので，安い賃金でも生活ができているので，前向

いますけれども，病院という病院のあらゆるところで

きに頑張るしかないと思っています。男性 56歳，旭

みていただきましたけれども，痛みは止まりません。

川市

遊んでいれば何も痛くはないけれども，まだ働きたい

【1508】仕事が欲しい。男性 73歳，苫小牧市

ですし，今のところ元気ですから，腰の痛みがすぐに

【1509】通年で仕事がしたい，賃金が安い。男性 48歳，

良くなる病院がありましたら教えてください。お願い

旭川市
【1511】大腸がん，肺の２つのがんをとりました。病
院へもう２年間行っています。男性 53歳，美幌町
【1512】自分はまだ仕事は出来るのです。仕事が無い。
要望は 80歳になったら，生活保護を受けたい。男性
74歳，釧路市
【1517】給料や仕事が少なく，生活が大変。妻の両親

致します。女性 73歳，美幌町
【1532】私はいま５階建ての住宅に住んでおりますが，
階段ののぼりおりに苦労しております。とくに両ヒザ
が悪いので困っております。男性 74歳，苫小牧市
【1537】昨年の私自身の経験ですが，５月 10日から
12月 25日までの契約を交わして証明印をおしました。
数日後，企業から，賃金１日 1,000円カット又は社会

をみているので，妻が働きにでられず，生活が苦しい。

保険・厚生年金を脱退するかの選択を迫られました。

誰も両親をみる人がいないので。兄妹も道外にいるの

契約を交わしてからのこんな卑怯なことはありますか。

で。男性 58歳，小樽市

格差社会とあらためて考えさせられました。６月に

【1519】冬場は仕事がナシ‼男性 34歳，札幌市

入ってからでしたので，社会保険・年金を脱退して同
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じ企業で働くことにしました。ところが，朝４時 30

まならず，頭を抱えてばかり。ここ２年ぐらいから，

分出発，帰宅は９時で残業代はつかず，それでも家族

医療費がかかるようになって，病院もなるべくかから

に心配をかけたくないと無言で働きました。しかし契

ないように，日常生活にも気をつけていますが……左

約もまだ切れていないのに，11月９日で打ち切られ

官業ですから，お天気にも多少は左右されて，収入に

ました。貴兄は行くところがあるからいいでしょうの

もばらつきがあります。老後のことは全く考えられま

一言でした。また今年は特例一時金 40日分が年を明

せん。特例一時金は絶対必要です。なくさないで下さ

けると 30日分になるので，少しでも多いほうが良い

い。春先までの生活資金です。男性 55歳，苫小牧市

でしょうって。これが企業の言う言葉でしょうか，み

【1555】生活につい て，年 齢 を 重 ね て，よ く 生 活 の

んなが同じ苦しむのでしたら，許されもしますが，他

知恵

を使って，今日一日を大事に生きていきたい

の人達は 12月 29日まで働いていたと仲間から知らさ

と思います。自身の健康については外へ出て，体を動

れ，愕然となりました。国は，労働者を雇う企業に対

かすことの大事さと，食事についても頭を使った生活

して，６ヶ月間４〜６万年の援助金を支払うことに

が大事と考えています。男性 71歳，苫小牧市

なっております。季節労働者を雇う企業にとって幸い

【1559】技術屋のため，いつまで現在の会社でみても

なことだと思いますが，働くものにとっては有り難く

らえるのだろうか。定年はないが，建設屋の倒産のあ

ありません，汗を流して働ける通年企業に育てるよう

おりをうけた場合→先が見えない。男性 57歳，苫小

であって欲しいと思います。不安から安心への道をお
願い申し上げます。男性 57歳，旭川市

牧市
【1563】同じ会社に毎年雇用されているが，新規扱い

【1541】冬期の生活が苦しい。仕事がないから。老後

で，有休は毎年 10日しかあたらない。冬は切れるが，

の生活が不安。住宅がない。遠近が低い。仕事もいつ

春からまた雇用されるのだから，継続扱いして欲しい。

まで出来るかわからない。男性 59歳，札幌市

有休があっても，半年経たないと使用できず，ほぼ毎

【1543】仕事があったら働きたいです。女性 68歳，岩
内町
【1550】みなさんの知恵と力量を借りなければ私自身

年，使わせてもらえないような状況であり，仕事の少
ない盆などにあててもらえれば助かる。行政の指導を
期待したい。男性 59歳，苫小牧市

の生活がたちゆかないところまできています。さりと

【1566】特に北海道に住む季節労働者は通年雇用とい

て泣くわけにも，がなるわけにもゆきません。このア

うのは，一部だけで，全員というわけではなく，失業

ンケートが生命を永らえる絶対の裏付けになればどん

手当も 50日から 40日。いつかはなくなると思います

なに有り難いか‼ このアンケートにこたえることで，

けれども。季節労働者のための企業組合もなくなり，

少し心安まり，身近に心配してくれているひとがいる

冬の間だけでも，仕事をしなければと思いますけれど

んだと……勇気めいた気持ちがわきました。有り難う，

も，都合のよい仕事はそんなになく，でもなんとか生

頑張ります。男性 67歳，札幌市
【1552】日々の生活は何とかなりますが，老後のこと
となるとまったく先が真っ暗です。妻は無年金ですか
ら，国民年金１人分で２人の生活なんて考えられませ
ん。貯金を一生懸命するしかないけれども，貯金もま

きていかなければなりません。女性 51歳，石狩市
【1569】地元の仕事を増やしてもらわないと生活が出
来ない。男性 26歳，浜中町
【1571】現在は仕事の量が減少しています。男性 59歳，
美幌町
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