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おはようございます︒
年末繁忙のお仕事ご苦労様
です︒未来も本号が今年の最
終号︒そこで恒例の十大ニュ
ースとして︑一年をふりかえ
ります︒

一︑世界の国と政治の変化
最初はやはり﹁世界が変わ
りつつある﹂
という感想です︒
歴史家によれば︑民主主義と
選挙と国家のありようで︑世
界が二百年もの反動的な後退
過程にあるという指摘です︒
一つは︑富豪のトランプが
アメリカ次期大統領に当選し
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二︑世界経済の格差問題
世界では経済的にも貧困と

たことです︒彼はアメリカ第
一主義を掲げ︑白人特権維持
を最優先に︑移民排斥を基本
とした排外主義者です︒
二つは︑英のＥＵ離脱が国
民投票で決めたことです︒
この二つに共通しているこ
とは︑政治的︑経済
的なグローバル化の
反動で︑オバマの終
焉がリベラルの終わ
りと重なり︑歴史の
反動が起きたのです︒
また本来は︑次世
代の変革を担うはずの最下層
の反乱が︑トランプなどの自
国第一主義者などの扇動に煽
られる形で︑国家主義的にと
りこまれていることです︒
これは日本でも安倍内閣の
閣僚が国民会議︵国家主義︶
に占められていることでも見
られます︒自国第一主義は外
国との対立を招き︑紛争を必
ず起こします︒世界的な戦争
の時代の引き金としないたた
かいが求められています︒

機関紙・ 「みらい」

格差がさらに拡大しています︒
世界の富裕層の上位の六二人
の富は二百六兆円で︑恵まれ
ない三十六億人︵地球上の半
分の人口︶の富と同じで︑こ
の五年間で四四％増えていま
す︒一方貧困層の資産は逆に
四一％も減っています︒
また先進国の財政は多くが
赤字で破たん状態です︒一昨
年︑暴露されたパナマ文書で
も明らかなように︑富裕層は
国を超え資本を移動させ︑資
産を拡大しています︒世界経
済の年間の国民総生産︵ＧＤ
Ｐ︶は五〇〇〇円兆円とされ
ますが︑そのうちの六
割がタックスヘイブン
︵租税回避という合法
的な脱税︶で地下経済
に流れ︑富裕層の富の
独占の温床となってい
ます︒国家は当然残る四割の
金で徴税するしかなく︑国の
税収は減る一方です︒
これは新自由主義の経済的
な規制緩和という魔法の杖
︵打ち出の小づち︶で可能と
なっています︒彼らはさらな
る富裕層と法人税の減税をす
すめ︑歳入不足の国家財政赤
字は︑更なる直接税︵消費税︶
の増加で進め︑貧困層を苦し
める状態となっています︒こ
れが安倍やトランプの新自由
主義の実態です︒税金は所得
に応じた累進課税が基本で︑
所得の再配分で格差を減らす
ことが︑
国民共生の原点です︒

三︑スーダンへの自衛隊派兵︒
安保法の改定で実質改憲的
に自衛隊が海外へ送られてい
ます︒目的は外国軍と一緒に
海外で戦争をすることです︒
問題は二つです︒戦闘の結
果︑
現地の内戦に巻き込まれ︑
自衛隊に戦死者が出る可能性
があります︒国はこれを想定
し︑死亡の場合の弔慰金を九
千万円へと大幅に引き上げま
した︒戦後七二年をへて日本
に新たに英霊が生まれ︑国民
世論としては︑報復戦
をとなり︑一気に戦争
が身近になります︒
二つに︑被害だけで
はなく︑内戦介入で︑
自衛隊が現地人を殺す
場合もあります︒国は
これを公務として罪に問わな
いとしています︒沖縄のアメ
リカ軍が罪を犯しても︑日本
国の法律で裁けないことと同
じで︑植民地支配の構造が生
まれます︒日本が海外の平和
維持を口実に︑専守防衛から
新たな戦争の時代が始まりま
す︒
四︑沖縄のたたかい
沖縄の反基地闘争とオスプ
レイ機の墜落事故です︒辺野
古の新基地移転反対と︑高江
でのヘリ基地反対の闘いは粘
り強くたたかわれています︒
沖縄の民意は明らかです︒沖
縄選挙区の国会議員で野党が
勝利し︑また翁長県知事も新

基地反対を明言しています︒
そんな中︑この十三日にオス
プレイが墜落しました︒市街
地に落下していないとして︑
米軍は
﹁沖縄県民は感謝しろ﹂
と居直っています︒まさに米
軍の植民地支配者意識そのも
のです︒許されません︒

五︑アベノミクス破たん
日本の経済で一番は︑アベ
ノミクスの破たんが明らかに
なりました︒この政策の提言
者であり内閣官房参与
の浜田宏一教授が﹁こ
の経済政策の失敗を認
めた﹂と十一月十六日
の日経新聞で報じられ
ました︒経済学者のい
い加減さは言うまでも
ありませんが︑これが国の政
策となれば別問題です︒
この四年間の間に︑異次元
の金融緩和で日銀が発行した
お金は倍増しましたが︑金は
労働者には回らず︑貧困と格
差が拡がりました︒
事実︑
一％
の富裕層が国の九割の富
を独占する時代が到来し
ました︒アベノミクスは
﹁トリクルダウン﹂は起
こらず︑富むものがさら
に富み︑貧しい人がさら
に貧しくなる政策であること
が明らかになりました︒

六︑安倍・自民が退潮へ
政治的には自民の退潮が見
え始めました︒その引き金が

ＮＨＫの籾井会長の一月での
退任です︒この人事は報道機
関の安倍支配の原点で︑
事実︑
籾井会長は﹁政府が右という
のを左とは言えない﹂とＮＨ
Ｋの国営放送︵安倍の御用放
送局︶化をはかりました︒し
かし︑彼があまりひどいもの
で︑退任が決まったのです︒
しかし︑これが安倍人事の象
徴であったことから︑安倍首
相の政治的な影響力の一強か
らの後退が言われています︒
また秋口から言われていた
年末年始での衆議院解散が流
れました︒これは自民党の選
挙調査でも﹁自民が負ける﹂
との予測が出たからですが︑
アベノミクスの破たんという
経済事情が政治的な批判に連
動しつつある証拠です︒

七︑改憲が動き出す
七月の参議院選挙で自公や
維新の勝利で︑改憲派が衆参
両方で三分の二を超え︑国会
でも改憲の審議が始まりまし
た︒具体的な改憲が
始まったのです︒十
二月のＮＨＫの世論
調査で改憲派が三
一％︑護憲派が三
〇％と初めて上回り
ました︒隠れ改憲派が公然と
姿を現す時代です︒
次の選挙では自公維を敗北
に追い込む野党共闘が求めら
れています︒
●︑今日は裏面もあります︒

仲間と競争せず︑ 弱い立場の人と共に団結して闘おう︒ 期間雇用社員の希望者全員の正社員化を︒ めざせ︑均等待遇︑なくそう差別！ ユニオンは労契法裁判に勝利するぞ！

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。
1 集-山本, 2 集-向井, 3 集-山田, 郵便-高田, ゆうちょ銀-上筋， 東-松岡，他支部・分会の役員へ。

全労協・郵政産業労働者
ユニオン長崎中郵支部
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十一︑労働裁判での判決︒
一は︑九月三十日︑長時間
労働を強いられ︑過労自殺を
した電通の女性社員に︑労働
局は労働災害認定を出しまし
た︒会社へはブラック企業と
の批判や︑労組の存在意義も
ふくめ︑多くの批判がでまし
た︒電通は内規である鬼十則
の﹁死ぬまで働け﹂のスロー
ガンを撤廃しました︒
二は︑三月二九日︑ＩＢＭ
での﹁成績不良での解雇﹂無
効判決が出ました︒東京地裁

八︑国民負担が激増
三六条にあるとしてこれを変
この一年は国民いじめの法
え︑一方では矛盾した残業代
律がいくつも強行されました︒ ゼロ法を提案しましたが︑こ
年金カット法が通り︑介護保
れは国会では流れました︒
険法も改悪され︑保険料引き
安倍首相は︑﹁非正規をなく
上げと医療費負担増での国民
す﹂として︑同一労働・同一
負担が増えました︒消費税は
賃金を掲げます︒二〇一三年
かろうじて十％への引き上げ
非正規の労働条件改善のため
は延期されましたが︑富裕層
の労契法︵一八〜二〇条︶改
の税金逃れの結果としての国
正のとき︑これに抵抗したの
民の負担増が続きます︒
は自民党であり︑経団連でし
た︒安倍のいう働き方改革の
中身はやはり問題です︒彼ら
の狙いの基本は︑労働者保護
法の規制緩和＝労基法の改悪
で︑絶対に許されません︒
郵政ユニオンは非正
規労働者の復権で︑基
本は全員の正社員化で
すが︑当面︑
﹁期間雇用
社員も正社員の就業規
則の適用を求める﹂＝
労働契約法二〇条裁判
での勝利を目指します︒
九︑原発再稼働と国民負担
最近東電の株価が跳ね上
がっています︒去年の秋八
百円台だった株価も︑今年
秋 に三百 円台 ま
で 下がっ てい ま
した︒しかし国が
東 電の実 質国 有
化を継続し︑福島
原 発の廃 炉代 や
除 染処理 に税 金
︵二十一兆円︶を
使 うとい う新 た
な国民負担を打ち出したか
らです︒東日本大震災以降
から五年︒なにもなかった
ように鹿児島の川内原発の
再稼働などが始まり︑反省
もない︑責任も取らない政
治のもと︑新たな安全神話
で国民をだますやり方は許
されません︒
十︑残業代ゼロ法は阻止
安倍内閣の労働の規制緩和
が進みます︒いわゆる働き方
改革で︑長時間労働は労基法

は﹁成績はあくまで相対評価
で︑低評価が続いても︑解雇
に足る業績不良とは認められ
ない﹂と解雇を取り消しまし
た︒最高裁は解雇には整理解
雇四原則を定め︑会社の一方
的な解雇を認めていません︒
三つは︑労働条
件の一方的変更に
関する労働者勝利
の最高裁判決です︒
二月十九日︑最高
裁は山梨信用金庫
が合併して︑退職
金をゼロとしたこ
とを認めず︑その支払いを命
じました︒最高裁は﹁不利益
変更の条件に︑たとえ社員の
署名︑
押印があったとしても︑
直ちに合意があったとは言え
ない﹂としたのです︒
四つ︒北九州女子短大の非
常勤講師の雇止めで︑最高裁
が十二月一日に雇止め解雇を
無効としました︒学校現場に
おける非常勤講師の激増とい
う情勢のなか︑民間だとして
も︑
雇止めの判決は重要です︒
五つ︒労契法二十条裁判で
七月二六日︑ハマキョウレッ
クス︵静岡県の物流大手︶の
契約社員が訴えた裁判で︑大
阪高裁は︑会社が正社員と同
じ手当を支払わないのは不当
だとして︑手当の支払いを命
じました︒二十条での高裁判
決の最初ですが︑地裁では長
澤運輸事件での継続雇用者の
賃金差別は違法との判決も出

ています︒
郵政ユニオンも東西二つの
二十条裁判をたたかっていま
すが︑郵政は﹁このままでは
負ける﹂
という危機感からか︑
当初の方針を変え︑新たな追
加証人を申請し︑引き伸ばし
にかかっています︒
しかし裁判では成果
もあります︒会社は十
六年十月から労契法十
八条の無期転換制度を
前倒しで実施しました︒
これは有期で雇止めに
苦しむ多くの期間雇用
社員の不安を一部解消できま
した︒これも労契法のたたか
いの結果です︒
六つです︒長崎では支
部の顧問弁護士の中川拓
弁護士らが解雇不当など
の一人争議支援の裁判傍
聴をたたかっています︒
長崎バスでの酒気帯び
運転での解雇や︑県の元
非常勤職員の不当な差別
裁判︵福岡高裁︶
︑諫早の衣料
品会社の不当パワハラ解雇︑
あるいは市内の弁護士事務所
を不当解雇された女性社員の
解雇不当の裁判など︑あるい
は︑元佐賀中郵の契約社員の
パワハラ不当解雇︑残業代の
不払い訴訟
︵佐賀地裁︶
など︑
多くを支援してきました︒労
組などの組織に属せず一人で
たたかう争議の支援は︑地域
のユニオン運動の役割です︒

最後です︒
みなさん︑今年一年どうい
う本を読まれましたか︒最近
は情報取得をネットで済ます
人が多いようですが︑情報の
出し手が不明確であることや︑
情報自体の信ぴょう性に疑問
がある場合もあります︒
そうした中︑ネット大手の
Ｄｅｎａが記事に問題がある
との指摘を受け︑すべての公
開情報のネットを閉鎖しまし
たが︑ニセ情報を垂れ流す悪
影響は大です︒
かつてヒトラーは﹁ウソも
百回いえば真実となる﹂と︑
激情的な演説で︑ユダヤ人や
社会主義者を攻撃し︑多数派
となりました︒トラ
ンプらのポピュリス
トたちも︑ニュース
のウソは大きいほど
効果があるという手
法です︒
騙されまい︒
そのやりかたです
が︑彼らは自分たち
の利益を外国人が奪っている
という宣伝はその典型です︒
日本でも在日朝鮮人が攻撃さ
れています︒在日特権を許さ
ない市民の会︵在特会︶らが
そう主張しますが︑この特権
理論こそ問題です︒
立場を変えてみます︒アメ
リカでいう特権とは︑白人社
会の中で普通に白人として生
まれ︑有色人種を差別し︑不
当に得ている利益＝白人とし
ての地位や権利こそ多数派の

﹁特権﹂なのです︒
日本人の﹁特権﹂も多数派
の普通の日本人でも同様です︒
結果的に少数派の沖縄︑朝鮮
人への差別が生まれます︒こ
の状況はこの特権意識の裏返
しです︒
ネット情報に負けずに︑自
分で情報を精査する努力は必
要で︑読書はそのための基本
で︑大事にしたいものです︒

ということで︑今年一年を
ふりかえる﹁未来﹂の今年の
最終号とします︒一年間のご
愛読に感謝申し上げます︒
郵政ユニオン長崎中郵支部
執行委員会﹁未来﹂編集部

■︑交渉報告 ■
昨日︑
今期の年繫要求書
︵年
繫要求２１項目・非正規関係
要求１１項目・一般要求１９
項目︶に対する回答がありま
した︒
この要求書は１１月４日付
けで提出し︑年末始繁忙が始
まる前の１１月２４日までに
回答を求めていたものです︒
年繫の最繁忙日を狙って回答
するようなもので︑非常に憤
慨しています︒来季はこのよ
うなことがないよう強く申し

入れを行いました︒ ︒
…
■︑お知らせ ■
郵政ユニオン長崎の旗開き
は１月１４日︵土︶１８時半
から︑地区労会館です︒会費
二千円です︒

