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ＴＰＰへの参加に反対するよう求める申し入れ
〜県民生活と地域経済、栃木県を守るために〜

野 田 内 閣 は １ １ 月 の Ａ Ｐ Ｅ Ｃ (ア ジ ア ・ 太 平 洋 経 済 協 力 会 議 )首 脳 会 議 に む け
て 、ＴＰ Ｐ(環 太平洋連携協定)参加を 決定 しよう とし ていま す。県 議会 も拙速 な参
加に反対す る決議を あげてい るほか 、１０月２ ０日に は県内３９団体で 構成す る「 Ｔ
Ｐ Ｐ交渉 への参 加阻 止栃木 県民集会」 が行わ れ、 ３１０ ０人 が参加 したとのこ とで
す 。こう した集 会は １月に つづいて２ 回目で 、農 業・医 療・ 消費者 等関係団体 など
に加え、建 設業関係 団体も参 加し、広がりを見せてい ます。
知事は この間 、Ｔ ＰＰは プラスマイ ナス両 面あ るとの 立場 から、 ＴＰＰに反 対す
る 態度表 明はし てき ません でした。し かしＴ ＰＰ の問題 点は 農林漁 業と食料へ の打
撃 の み なら ず 、「非 関税 障壁」 撤廃 の 名の もと に 、食 の安 全 、 医療 、金 融 、保険 、
官 公需・ 公共事 業の 発注、 労働など県 民生活 のあ らゆる 分野 での「 規制緩和」 が押
しつけられ ることで す。
とくに 地方自 治体 にとっ て重大なの は、県 も努 力して きた 地元の 中小企業へ の官
公 需・公 共事業 の発 注も「 国際入札の 義務づ け」 が検討 され ている ことです。 そう
な れば市 町村の 小さ な物品 購入も外国 企業へ の解 放が義 務づ けられ ます。地方 自治
体 が講じ る諸制 度も やり玉 にあげられ かねま せん 。また 協同 組合、 商工団体、 業界
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団体 、労働 団体など各種団体の自主的な共済 も外資 系保険会 社と同じ「 規制と競争 」
の もとに おかれ 、く らしと 経済のあら ゆる分 野に 「アメ リカ 型ルー ル」が押し つけ
られること になりま す。
ＴＰＰ への 参加は 、異常な円高で苦 しむ 地域経 済に も大打 撃とな りま す。輸 出産
業 もこの 異常な 円高 のもと では、プラ スに転 じる ことが でき るのは ごく一握り の大
企 業だけ だと指 摘さ れてい ます。こう した一 部の 輸出大 企業 が、労 働者と中小 企業
の 犠牲の 上に、 突出 した「 国際競争力 」を強 め、 外需だ のみ の「円 高体質」を つく
る悪循環を 生んでき ました。 ＴＰＰへの参加はそれを 加速させるだけで す。
Ｔ Ｐ Ｐは 、「国の かた ち」と 地方 自 治体 を大 き く変 えて し ま う内 容を も ってい る
に もかか わらず 、そ の内容 や影響が十 分、国 民・ 県民に 知ら されて いるとは言 えま
せ ん。ま して東 日本 大震災 と原発事故 で国民 ・県 民は大 変な 困難の なかにあり 、そ
の 救援・ 復興、 事故 の収束 が遅れに遅 れてい る状 況のも と、 国民を 置き去りに して
ＴＰＰ参加 に突き進 もうとす る野田内閣の暴走は断じ て許されません。
ついて は、福 田知 事にお かれまして は、Ｔ ＰＰ への参 加が 県民の くらしと地 域経
済 、栃木 県の発 展に 多大な 打撃を与え ること を十 分考慮 され 、明確 な「参加反 対」
の立場に立 って参加 阻止のた めに尽力されますよう下 記の通り申し入れ ます。

記

一、ＴＰＰ(環太平洋連携協定)参加に栃木県知事として反対を表明し、
野田総理大臣に意見書を提出すること。
以上
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