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通商交渉■グローバリズムを考えるシンポジウム

褒由一蕗擬乳輔端轍義経幸せ睦薫るか！

孤R龍一次々と進む通商交渉のワ幸一謹躍

OIO �● 　　　　壇． �′ 〇 〇 〇 �－ 〇 一° 葛1 

○ ＿－ 二一＿　璽 �薗阻．営 � � 

一∴田‾∴＼．∴／　∴　衣÷ルジャパン平和と共生運営委員 
ー∴11－　　。－11－　　　　　　TPPブヨスを許さない！全国共同行動実行委員 

●＝〇〇〇三＝ 

目　次

1，TPPプラス

2．対米隷属の安倍政治

3．アベノミクス

4，成長戦略の正体

5，ハゲタカファースト

叶

●



l・†ppプラス　　安倍自民党の選挙公約

TPPはついての考え方

●I

自民党はTPP交渉参加の判断基準を明確にしています。

TPp交渉参細の判断基準

灘叡鯨が言「聖域竣善関税機動を諦蝶にする限り、交渉劉臨反対する。

姜自由賢轟の理親こ反する自動壷等の工業製品の数値目標は愛撫入れない。

亨国展蕾撰検絹麓を守る。

縫合の安全安血の基準を守る。

雪国の主権を綴拡うよう恕ISD条項側は合意しない。

争政府謁遠・金澄サービス等は、わが国の特捜を遥まえる。

㍍巨樹鰯膏基敬棚差滋擁謙親日口碑諦詳凋瀞掌蛤嫌・鵬寮証約台　諒1羅騰
鰯瑠謳騎梅融合仕組在寮緋よって勘繍磐井丁鶏紫叛彊（D函e常雄高評細案

霧欝驚喜、紳輔南繍蹄彊標蟹・禽藩士摺鉦螺冨瑞諒幽霊

わが覚は、敵将が11月と刷勤

く求めていきます。
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使いながら、留民の弧ら桟lところで、交渉裁龍の

政府は対して、

短いけれど、二枚舌！

上記の勧説基巻は沿うことを強
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TPP12からTPPllへ
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TPPllの交渉の経緯

三甲3年3月＿臼軸汀PP交渉参加表明
15年10月　米アトランタで閣僚会合吉2カ

国が大筋合意

国　16年2月12引田が判聖に譜名

17年1月トランプ米大続編がIIPP離脱

表明

17年5月　ベトナムで閣僚会合。tlカ国で

早期発効を臼緒す方針を確認

7月　箱根で首席交渉官会合〕合憲

内容の見薗し議論を間賄

8月

11月

オーストラリアで首藤交渉官舎
合詰諌鮎項畠の絞り込みを開始

ベトナムで閻繚会合工1カ霞が

大筋合意語項目が継続協議

18年1月　東京で首薦交渉官会合職継続

課題が法務。3月雷名に合憲

3月　TPPllの署名式

主な凍結項目

実質的に8年間で統一

70年に統－

（日本は現在50年）

少額の急送優は原貝U
として“関税を”撤廃

国と企業間でi紛争がこ
起きた際の一部規定

（出所：毎日新聞）

TPP12とTPPll
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メガFmに突き進む安倍政治
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日本を取り巻くメカFTA

，P詰直需∵∵嵩高∵∵墨壷約、‾潮
目離pA謂臨28・4性病重傷に導電麗重　　要鮪

RC勝報露郷．2占める聴講露削　　　薗表雄他7
も諜報因島誘　　電雄蕊7　　　露出3

繁栄究譜彊轍紺臆陸‾親鶏㌢
鞘や持す紫覿

歌　楽隊く11カ田が1デ峯丁尉一大停会憩。絶到こ交渉前簿、来　　15窒Iこ禽籍も
罵露名乗で．雌雄繊築劇場年莞覿昌翁す　　年厳選も交渉記毅へ　　集塵か穏肢

くせ所：日本経済新聞）
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僅斬：産経新聞）

日本を取り巻く
多国間経済協定

中国　　インドネシア

インド　フィリピン

蒔田　　ミャンマー

タイ　　カンボジア

ラオス
…＿く類．，。冊．小）子）．下着＿蒸発繋讃

日欧EPA　主標i臨満目の合意内容

簾纂開削3．2餅）を闘捷撤廃

手話離捕・4～輔ノー的

日暮漕厨歓7．7計1的棚的嘲臨手

（出所：日本農薬新聞）

2．対米隷属の安倍政治「米」による日本支配の系譜

マッカーサーの対日占領政策
・平和憲法の制定、理想の民主主義国家創設の実

財閥解紘一農地欝緻・労働組合結成“教育の
1947年総選挙奄岩

「民主化」から「非民主化」へ

GHQ℡GS＝民生局が主導した初期占領政策
GHQ：G2が主導した「逆コース」

国鉄豊栄軽輩粋雷管輯事件j r松川事件j r
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安倍政治の原点
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戦犯容疑者の釈放
”1948年12月24日　戦犯容疑者19名釈放

・岸信介“児玉菩士夫、笹川良一などが免責暮釈放

重力松太郎も釈放、石井四郎、肉 －ら尭琵費

岸信介は助命と引き換えに何を引き渡したのか
“忠節　杉敏助　「二つなき　命にかへて　梧しけるは

千歳に蹄ち
・窪確介　返歌

米国に活用された戦犯容疑釈放者

にこそあれ」

淳信介・児玉誉重奏二軍川良一，正方松太
警察予滴隊・畠輔隊窄め旧軍人登用、，石井

愛した 一郎・石境港

鍛犠豊

責

田虫角栄・摘出由紀美
譜

ワシントン“コンセンサスとCIAのミッション

理

恭国による日本支琵客筋輯努善愛援童謡軽輩単著毅暮嫌
素子警察＿　＿　　　　　萎黍雲　　　　　　　　　　　　　合古　　学　　　　　　黎

米国支覗構造打破の真正革新政権樹立絶対阻止→人物破壊工作

∵震字義毒薬零し三愛「撃

議題
国電

〇一　　　　頭書
Tr雪等

米国による日本の実効支記維持＝最重要のGIA対

「隠れ畠公の第三極」の人為的創塑茎みんな→維

8



3．両ベノミクス　　アベノミクスの本質

●○

アベノミクス三本の矢
・「三本の矢」＝インフレ誘導置財政出動・成長戦略
・インフレ誘導：誰が利益を得る政策か
〃財政出動：2013年度のみ薫施→アペコベノミクスに変質
・成長戦略：「誰の向の成農か3

「アベノミクス」＝「大資本の利益を極大化する政策」
・インフレ誘導は失敗＝国民にとっての不幸中の幸い

ゴイジフレ誘導失敗の後遺轟＝澄昇一の財務リスク抱える日銀

のために推進を
国籍企業利発謹

い遠消 増説
親藩

「トljクルダウン」のウソと背徳の成長戦略

労

「三本の毒矢」政策

アベノミクス第一の矢＝インフレ誘導＝失敗
・インフレ率はマイナスに転落＝デフレへの回帰
〃賃金コスト削減がインフレ誘導の目的だった

実質賃金

アベノミクス第三の矢＝成長戦略＝アベノミクスの核心
「成衰曽＝持寄夕弗彊漆
「ハゲタカ利益」の成案茎

3　利益の成褒
賞不利益」の成長

農業と食妨義金破壊・勤が撃落致悪，薄桑野刺青と縛区利権
「国民の輩活が第一」から寸国民の生活が苔無し」へ
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電　　　法人企業税引前当期純利益の推移
－

2説　　き鱒緩　　2劇碧　　20餌　　　劇縫　　2C駆　　2㍍ガ　　2ct櫨　　20館　　2oie∴∴∴20賞．∴Z請董∴∴a縫う∴∴緋離i∴：氾鑑

企業内部留保の推移

尊慮慣

4寄館

3寄鯖

雲珊
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曾　民主党政権時より低い経済成長率実績

宴」鐙蔽凄

2013／IQ～ZolslⅡQ案質座長牽平填橿　＋1．4％

璽霜田

民主誌政権

之Ooe／ⅣQ持2012！剛や

嚢質鹿屋牽平均麿　＋1．7‰

索∵霊㌻諾意言霊㌻詰豊吉辛㌢吉事辛∵計．ベ
ン

減少し続ける実質賃金
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