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土山友幸
︵ＪＰ労組大森分会所属︶

号︑丸６年を経過しました︒２０

大森郵便局ではたらく仲間のみなさん︑おはようございます︒
﹃ な か ま﹄ の 発 行 も今 回 で

１０年７月のゆうパック統合 に失敗した 後の大 混乱があ り︑そ
な

ひだい

無駄づかいされたあげく

れ︑郵 貯 ・簡 保資金 は

信念のごとくに主張して

から断てばよいのだ︑と

の﹁財投﹂への流れを元

させている︒だから︑こ

えていたということにな

に小泉首相の論拠はつい

からこの時点では︑すで

になっていたのです︒だ

れ︑自主運用されること

に国家財政の赤字を肥大 ﹁ 財 投 ﹂ か ら 切 り 離 さ

いたのです︒しかし︑こ

ります︒

ろんきょ

の財投問題は０１年には
すでに改変がおこなわ

ていないことが分かって

しました︒現場は﹁なめんじ ゃないぞ﹂ と猛反 撃をしま した︒

の担当大臣となった竹中

そのため︑郵政民営化

の金融資産が︑官である

郵政が保有する国債など

どん流せるはずはなく︑

が︑これが厚生年金とな

半分を負担していたもの

共済で︑公社が積立金の

いたっては︑郵政独自の

いたのです︒年金問題に

以来︑職場の問題を取り上げ ︑皆さんと ともに 考え︑改 善に取

平蔵は︑郵政民営化の理

公社から民である日本郵

ると国庫負担分も増加す

純一郎です︒２００１年

として登場したのは小泉

郵政民営化を政治生命

いたからです︒変人あつ

論理性も説得力も欠いて

した︒政策方針としての

党内では反対派が主流で

て︑郵貯・簡保資金が財

民営化の最大の理由とし

小泉首相は当時︑郵政

す︒

くり上げていったので

い党内陣形と雰囲気をつ

で︑民営化に反対させな

んなが﹁なかま﹂編集委員と なって活動 しよう ︒そして ︑闘う

り得ません︒ハッキリ言いま しょう︒青 年労働 者を先頭 に︑み

なわち︑民営化されたか ﹁ 民 間 で で き る こ と は 民

がすぐに分かります︒す

説明もペテンであること

です︒だが︑この新たな

ということになったわけ

さな政府﹂が実現する︑

民間社員になるから﹁小

公務員である郵政職員が

は活性化する︒第２は︑

へ﹂流れるから日本経済

は︑資金は﹁官から民

出した根拠とは︑第１

間でやればいいんです

に小泉首相が言ったのは

怪しくなってきて︑最後

への理屈づけはますます

このように郵政民営化

は独立採算の事業会計

員である郵政職員の給料

にかんしては︑現業公務

さらに︑﹁小さな政府﹂

いのです︒公益事業であ

いから公営でやるしかな

ように︑民間ではできな

つ取ってみても明らかな

バーサルサービスをひと

たのです︒だが︑ユニ

郵政資産の私物化が目的

で︑税金からは支払われ

る鉄道・航空運輸事業で

だったのでしょう︒

ジを描いて騙すつもり

減らせる︑というイメー

ことで国家予算を単純に

です︒公務員数を減らす

こくさい

り組みました︒悪質管理者とも真っ向から闘ってきたからこそ︑

屈を一から考えざるを得

政へ﹁移る﹂程度の認識

ることになってしまうの

に首相の座につき︑郵政

かいされた小泉は︑党内

務省の財政投融資の原資

らといって３５０兆円も

よ﹂という開き直りだっ

たたか

職場の支配権を守りぬけたの だとおもい ます︒ しかし︑ 組合を

なかったのです︒そして

でしかなかったのです︒

民営化を構造改革の﹁本

の根回しよりも劇場型と

となって特殊法人へたれ

の資金が民間投資にどん

小泉郵政民営化のデタラメ

ざいせいとう ゆ う し

問題を特集してみました︒みんなで議論しましょう︒

組合と本物の指導部をつくろ う︒今回は ︑郵政 民営化と ＴＰＰ

丸﹂と位置づけて︑０４

いわれるポピュリズムの

流しされ︑湯水のように

︻２面に続きます︼

だま

年には閣議決定に持ち込

選挙戦を勝ち抜くこと

あや

みました︒もちろん自民

あ

０５年になって彼が編み

竹中大臣の説明もペテンだ

気付いたことや日常の思いを
気軽に投稿して下さい。プラ
イバシーには配慮します。
■なかま編集委員会アドレス

もっと強固なものにしないと ︑将来的に 保障さ れるもの とはな

れを経営者は﹁現場労働者の 不慣れ﹂の せいに して責任 を転嫁
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字は︑民営化後にはじまっ

そもそも郵便事業の赤

いるではありませんか︒

な公的資金が投入されて

営化された現在でも莫大

あれ電力事業であれ︑民

罪︵背任行為︶であり︑

ては経営者が起こした犯

はじまったのです︒すべ

から現実的な事業危機が

る大赤字が発生し︑それ

で１０００億円をも越え

したのです︒それが原因

易を拡大していく紳士協

保護主義をやめて自由貿

にとってのＴＰＰとは︑

主導権をにぎるアメリカ

制度に見られる違い︵非

で︑それぞれの国の経済

文化にまで影響するもの

年交換し合うもので︑た

のは︑日米の政府間で毎

この﹃要望書﹄という

ようというものなのです︒ あったのです︒

関税障 壁︶を最小限にし

通り要望でしかないのに︑ くり︑閣議決定をしてし

だ日本からのものは文字

党公認されない憂き目に

公言したために︑選挙で

し︑郵政民営化に反対を

の実態を知ってがく然と

まう︒国会に提出される

けて所管官庁が法案をつ

て︑そこからの提言をう

諮問会議をつくっておい

対策は︑まず総理直属の

うです︒日本政府の国内

本は拒否できないのだそ

２国間の不平等交渉を日

能しているわけで︑この

本改造の工程表として機

くり返しての決定でした︒ な医薬品が米国の製薬会

までつけていたのに︑ひっ

ん保険を発売する段取り

生命で日生が開発したが

提携で︑子会社のかんぽ

ことです︒日本生命との

の郵便局で発売実施した

のがん保険を全国２万店

生命保険︵アフラック︶

んでアメリカンフアミリー

た仕事は︑株式上場と並

社から販売されてくれば︑

こんご︑先端医療や高額

なかったのです︒しかし︑

ので﹁医療保険﹂は必要

療費制度でカバーできる

本は皆保険制度と高額医

ない事情もあります︒日

公的な国民皆保険制度が

療保険が普及しています︒

険というより︑一般の医

アメリカ国内ではがん保

こうてい

たことです︒小包事業の
責任なのです︒彼らは︑

定などではなくて︑世界

アメリカが手渡す﹃要望

アメリカ政府は﹁政府の

医療費の高額化によって

にひっ迫し︑運営が破た

しょかん

険を販売するのは民業圧

んするのではないかと︑

かい

日通ペリカンとの統合計
一刻も早く民間事業の実

の資本主義がシステムと

前に︑法案はすでにアメ

信用が背後にあるかんぽ

国民皆保険制度が財政的
いう仕組みになっている

迫であり︑外国企業の参

懸念されるのです︒企業

う

画の大失敗を思い返して
績を重ねて︑﹁民営化の

して行きづまってしまい︑ 書﹄は日本の改造を具体

リカの要求に沿った方向

生命が民間と競合する保
ているというのです︒つ

わけです︒

入を妨げる非関税障壁で

の儲け主義は︑人を救済

しょうへき

ください︒﹁採算が合わ
流れを後戻りできないと

的に要求していて︑しか

で出来上がっている︑と

ＰＰを利用して︑弱肉強

まり︑アメリカによる日

ある﹂といい︑これに麻

すべき医療事業であって

ていけい

ない﹂という反対の声を
ころまで進めたかった﹂
とりわけ世界の機軸国で

も︑それを着実に実現し

しもん

押し切って︑初代西川社
という焦りで失敗したの
あったアメリカがこのＴ

食的に再延命していこう

要求を網羅したＴＰＰ案件

生財務相は﹁かんぽ生命

も︑儲けにならない貧し

はいにん

長が指示をして偽りの計
です︒

とする経済ブロックなの

のが︑ＴＰＰ交渉という

からがん保険の申請が出

ＴＰＰで分る民営化の闇部
ありそうです︒日本では

です︒日本もそれに追随

前述した年次改革要望

ことになります︒竹中大

もう

Ｋというのでは︑筋が通

本の要請によるものです︒

制の改悪も︑こうした資

安倍政権による労働法

なっとく

けねん

農産物の関税問題とされ

していって︑可能のかぎ

書を全般的に網羅したも

き民の悲劇など省みるこ

カは好きなだけ資産運用

りません︒非道理がまか

さまた

竹中らの説明には誰も
てきましたが︑ＴＰＰに

りの利害を得ようとして

臣が民間人に戻ってから︑ ても認可しない﹂と約束

を要求すればよいのです﹂

労働者が安心して働ける

とはないのです︒

中民営化路線を軌道に乗

と言いはなったそうです︒ り通った﹁力による決着﹂

職場を︑人間らしく生き

お お やけ

前述したように︑小泉・

納得しませんでした︒し
関連する分野は︑日常の

しました︒なのに︑米国

郵政民営化の声が出始

せる段階で︑裏でアメリ

であり︑小泉・竹中路線

ついずい

てみると︑彼らの本意は

暮らしから社会のあり方︑ いるのです︒

﹁日本郵政は完全に民営化

系の︑アフラックならＯ

もうら

別の所にあり︑公 にしに

されたのだから︑アメリ

今年の２月︑一般に分

めたのは︑元は宅配便や

カ金融界との取引がうご

完全な私物化です︒

ないでしょうか︒

かりにくいと言われるＴ

金融関係の競争関係から

めいていたというのです︒

きどう

ＰＰ︵環太平洋経済連携

で︑国営郵政の優遇措置

ゆうぐう そ ち

協定︶交渉が調印されま

西室前社長を通じて﹁お

西室前社長が役目を果た

クとの提携﹂を実現して︑ 労働者同士がみんなで助

ていける社会をめざし︑

当時︑自民党の議員の中

きせいかんわ

仲間資本主義﹂は引き継

したということでしょう︒ しょう︒

け合い︑団結して闘いま
がれています︒彼がやっ

安倍政権に代わっても︑ の流れをくむ﹁アフラッ

を是正せよ︑規制緩和し

には﹃拒否できない日本﹄

ぜせい

した︒このＴＰＰ交渉分

て不平等をなくせ︑とい

第１次ゼネストに立っ
た民 主 労総︵ ７月
日︑ソウルにて︶

野の中に︑とりわけアメ

う国内問題としてありま ︵文春新書︶で紹介されて
いた﹃年次改革要望書﹄

リカが日本郵政の事業内
えもの

した︒それが︑小泉・竹

しょくし

容に食指を動かす獲物が

20

かえり

くい内容だったからでは

米要求を拒否できない日本

いつわ

画書をねつ造させて実行
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