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今年の一番目︒
最初のニュースは︑核戦争
阻止である︒アメリカ第一主

二つだ︒
九月十四日の労働契約法二
十条・郵政東日本裁判の一部
勝利判決だ︒その成果は非正
規雇用の契約社員の正
社員との格差を﹁不合
理﹂と司法が判断した
点にある︒なぜなら労
契法に明確に不合理な
格差は認めないとする
が︑会社や国はこれを
認めず︑非正規差別を
公然と強行してきたからだ︒
いうまでもなく︑非正規制
度は資本主義の危機の延命策
としての労働者の賃金半減策
である︒これは規制緩和﹁改

義のトランプの出現で︑全て
の利益をアメリカへ！の世界
再編で︑各地に政治的︑軍事
的緊張が高まっている︒トラ
ンプ大統領は北朝鮮や中東諸
国を挑発し︑危機を煽り︑す
べての選択肢があるとする︒
しかし︑北でも中東でも︑ア
メリカでも︑核兵器は一度発
おはようございます︒
射されたら︑人は死ぬしかな
い︒核シェルターでの生存の
いよいよ今年最後の
﹁未来﹂ 保証はない︒
です︒いつものように︑この
自らの経済的利益以外は頭
一年の十大ニュースを掲載し︑ にないトランプに私たちの命
ご愛読に感謝します︒
を預けてはならない︒戦争は
とはいっても︑まだ今年は
なんとしても止める︒そのた
六日間もあります︒仕事は大
めには制裁＝経済戦争だけで
変ですが︑体に気をつけて︑
なく︑
﹁対話﹂が必要だし︑こ
頑張りましょう︒
れが平和の基本である︒核戦
争を起こさせない︒これが世
界的にも第一である︒
ＮＯ．3816

今年の十大ニュースに入る
前に︑郵政ユニオン長崎が結
成のときから力強くご支援を
いただいた岡記念館理事長で
長崎大学名誉教授の高實康稔
先生が今年五月に亡くなられ
た︒私たちの運動
にとっても︑長崎
の︑いや全国の平
和運動にとっても
大きな損失である
が︑私たちは先生
の遺志を受け継ぎ︑
たたかい続けたい︒
合掌︒

機関紙・ 「みらい」

革﹂を掲げた一九九三年の派
十万人の非正規社員が働いて
遣法から始まる︒最初はごく
いる︒この計算では全員の正
ごく一部の職種
︵専門職のみ︶ 社員化には四十年もかかり︑
の自由化だったが︑これが蟻
百年河清を待つ状況で︑大半
の一穴で︑いったん規制が外
は退職してしまう︒しかも︑
れたら︑あとはとどめなく︑
採用先が一般職で︑いうとこ
あらゆる労働と雇用︑賃金の
ろの限定社員である︒夢の正
一切の規制︵労働者保護︶の
社員化が﹁夢を奪う﹂とは︑
法律が︑ 二重の会社の罪である︒希望
あっと
者全員の無条件の正社員化︑
いう間
しかも基幹社員としての採用
に破壊
を強く求める︒
され︑
社会全
四つだ︒
体が非
郵政が民営化され︑株が売
正規雇
り出され︑黒字の企業を目指
用とな
す時代になる︒しかし郵便事
った︒結果一切の諸条件が劣
業ではなかなか厳しい︒とこ
悪に引き下げられ︑そしてそ
ろが本年度︑亡くなった前社
長の無謀な買収経営で六百億
れが当たり前の会社 国とな
=
った︒
円の損失を出して︑赤字に転
落した︒この社長は東芝も危
私たち郵政ユニオンがたた
機に落とし込めた張本人であ
かっているこの労契法裁判は︑ る︒郵政ではこの責任をとる
こうした会社の働く人の雇用
経営者もいない︒
の在り方を︑人間らしいもの
資本主義の論理でいうと︑
にするたたかいである︒資本
赤字会社は淘汰される︒しか
家と労働者の対立と矛盾が︑
し民営化されて︑結果が赤字
賃金にあることは常識だが︑
でも︑全国に郵便を届ける仕
この矛盾を解決するのは︑労
事は︑世界との約束でもある
働者のたたかいであることは︑ し︑郵便局はつぶせない︒ま
過去の歴史が示すとおりだ︒
た全国ネット維持が原則で︑
がんばろう︒
それが経営を圧
迫する︒この矛
盾を今まで郵政
は︑ゆうちょ︑
簡保︑郵便の三
事業で補い合い
ながら解決して
三つだ︒
郵政ユニオンは非正規社員
の正社員化を強く求めている︒
しかし現実は毎年五千名程度
の採用数である︒郵政には二

きた︒そして今後もこれでい
くことが先日決まったと報告
された︒
小泉郵政改革担当大臣だっ
た竹中は﹁民営化の趣旨に反
する﹂と怒っていた︒企業の
一掃の効率化︵人減らし︶を
やれということだろうが︑職
場の実態は﹁人不足﹂が原因
の混乱が続く︒
社員は会社大事という気持
ちでしばらくは頑張れるが︑
長続きはしない︒体力はもち
ろん精神的にも限界があるか
らだ︒その結果の反映の数字
が︑若者の就職後半年間の離
職率の高さである︒会社が人
を使い捨てて︑企業の未来が
あるはずがない︒労働組合は
働く人が困っているときに働
く組織だ︒その役割を強く自
覚し︑人不足改善へ︑ユニオ
ンは来年もたたかう︒

五である︒
長崎出身のカズオ・イシグ
ロさんがノーベル文学賞をと
った︒彼は講演で﹁世界が過
去を忘れて︑民族の対立と憎
悪を煽る時代が始まった﹂と
して︑世界に警告を発してい
る︒彼の母親は長崎原爆の被
爆者であり︑彼自身も
被爆二世であることか
ら︑特に平和と核戦争
を意識したのだろう︒

※︑裏面があります︒

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， 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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ノーベル平和賞で核廃絶を
たたかうＩＣＡＮが受賞した
こととあわせて︑今年のノー
ベル賞は核戦争がテーマであ
ったが︑被爆都市・長崎の市
民は︑この廃絶のたたかいの
先頭でたたかうことが求めら
れている︒
長崎では多くの人は身内が
殺され︑いまなお︑被爆者と
して苦しんでいるからだ︒そ
してなによりも原爆の実態と
怖さを知る世代が﹁被爆者﹂
として生きている時代に︑必
ず核廃絶を実現すると︑原爆
で殺された人々への約束であ
るからだ︒
六である︒
地域では長崎バスでバスユ
ニオンが二度のストライキを
たたかい︑懸命に頑張ってい
る︒スト支援集会に参加した
ユニオンの代表は︑﹁地域にス
トをする仲間が出てきてうれ
しい﹂
と支援の言葉を送った︒

この労組は︑総評系と同盟
系が合同した多数派連合労組
が︑解雇などをたたかわない
ことに怒り︑分裂し結成され
た労組︵百二十名︶だ︒彼ら
は地区労に加盟し︑地域の仲
間とたたかっている︒
しかし会社は︑協調主義の
連合からの脱退に怒り︑この
労組の権利と存在を認めず︑
不当な差別を続けている︒法
も労働委員会も無視し︑ユニ
オンつぶしを続ける長崎バス
会社を糾弾し︑ぜひともにた
たかいたい︒
七つである︒
労契法裁判とともに︑郵政
の職場が激変し︑混乱してい
る︒
郵政が裁判に勝つために︑
表面上の決まりなどを変えた
からだ︒
一つに︑一般職の設置で正
社員化への希望の芽を摘み取
ったこと︒また五年超の有期
雇用者の無期転換︑さらにア
ソシエイト社員への病気休暇
の年間九〇日への変更︒ある
いは年賀はがきの目標の設定
の仕方の変更︵個人から班単
位︶である︒自爆営業などの
批判を浴びた結果だが︑自爆
的な競争が班単位で︑あるい
は班内部での個人攻撃的にな
ることが懸念されている︒
しかし裁判対策的にとられ
たことだが︑﹁非正規社員のク
レーム対応義務﹂から︑
﹁上司
への報告義務﹂に変更したと

あるが︑
これには疑義があり︑

実際の仕事の実態を無視した
裁判に勝つためにだけの言葉
の書き換えである︒
事故でのクレームの解決の
責任は︑現場担当者の全員に
あることは間違いない︒顧客
には正社員も非正規社員も郵
便局であり︑身分に関係なく
全員︑その場で解決を迫られ
る︒これからみても両者は同
じ仕事と責任をもつ︒これが
現実だ︒であるならば会社は
同じ仕事と責任を認めて︑同
一労働として︑非正規の格差
をなくすことが正しいのだ︒
八つである︒
ユニオンは少数組合であり︑
人も金も力も足りない︒そこ
で頼りは退職者組合︵シルバ
ーユニオン︶である︒彼らは
退職しても支部に組合費を払
い続け︑支援してくれる︒そ

のシルバーが結成十年を記
念し︑
﹁十周年記念誌﹂を発
行し︑併せて︑支部の中島
さんが書いた﹁郵政全労協
結成前後﹂
︵外史︶の歴史本
と︑労働界再編時に争われ
た反連合︑全労協の組織戦
と﹁転向論﹂をまとめた本
を出した︒外史は全組合員
へ配布済みだが︑記念誌は
支部に一部しかなく︑書記
局においてある︒目を通し
ていただければ︑先輩たち
の思いが伝わると思う︒
九つである︒
郵政ユニオンは二〇一二年
七月に全労連の郵政産業労働
組合︵郵産労︶と全労協の郵
政労働者ユニオン︵郵政ユニ
オン︶が︑労働界再編で別れ
た三つのナショナルセンター
の枠を超えて統一した労組で
ある︒
両社は一般的にいうと水と
油の関係であり︑とても一緒
にはやれないと思われる労組
であったし︑事実︑対立は現
場に多くあった︒これをいっ
たん脇に置き︑まず統一した
組織である︒実験といえば大
げさだが︑
統一は五年間もち︑
全労協と全労連の両者と良好
な関係を維持している︒
しかし統一物語はここで完
結してはならない︒日本の左
派の労働運動と組織のありよ
うに︑一石を投じた郵政ユニ
オンの統一である︒﹁変わり者

同意の統一﹂
としてではなく︑
郵政内の対立同士が協調でき
ていると前向きにとらえ︑こ
れに続く労組が出てこなけれ
ば︑
郵政ユニオンの五年間は︑
成果とはならないし︑労働運
動自体の大きな損失である︒
統一から五年目に︑全労連
と全労協双方のナショナルセ
ンターと分裂・対立している
多くの左派労組に呼びかけた
い︒核戦争の危機と︑非正規
労働での労働者の生活の危機
の時代に﹁君たちはなにをし
ているのだ﹂と︒統一とたた
かいなしに︑
労働者と労組は︑
本当に生き残れないのだと︒

最後に十だ︒
今年は八十年も前の戦前に
書かれた吉野源三郎の﹁君た
ちはどう生きるのか﹂が話題
になり︑本屋にも新版で売ら

れている︒時代が戦争に入る
とき︑十五歳の少年︑コペル
君の﹁人らしい﹂生き方を問
う作品である︒
これと同じ世相からか︑時
代の反映だろうか︑ノーベル
賞受賞のイシグロさんも言っ
ているが︑時代は民族の分裂
と憎悪の時代による戦争の︑
わけても核戦争の危機に入っ
ている︒まさに若者だけでな
く全人類が﹁君たちはどう生
きるのか﹂なのである︒
答えを出そう︒
それぞれで︒
方向は平和に生きる権利の獲
得だ︒明ける二〇一八年は︑
﹁権利のための闘争﹂を書い
たシェーリングの生誕二百年
の年である︒

彼は︑﹁自ら虫けらになるも
のはあとから踏みつけられて
も文句は言えない﹂というカ
ント哲学の言葉を引用し︑そ
の著で︑﹁すべて権利と法はた
たかいによって獲得される﹂
と人類の権利の大原則を語る︒
たたかいなしには︑生きる権
利は獲得できない︒核戦争と
非正規の﹁問答無用﹂の時代
なのだから︒

最後に︑執行委員会と編集
部から︑この一年の﹁未来﹂
のご愛読に心より感謝申し上
げ︑来年もどうかよろしくお
願いいたします︒

