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図表 1 職員数の推移と節減額
（単位 :1,000 人）
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以降 25 万人の人員を削減してきたが、

アメリカ郵便公社（USPS）では、約 60

減等を含めて現在の市場規模に見合っ

USPS は世界最大の郵便事業体であ

各年度の収支の赤字は、2011 年度は 51

万人の従業員が３万 4,000 の郵便局や関

たサイズへの規模縮小を求めており、一

り、全世界の郵便物数の約 45％を取り

億ドル、2011 年度通期（９月締め）では

連施設で働いており、国防総省やウォー

方、APWU（全米内勤労組、組合員 22

扱っている。一方で景気低迷や退職者医

退職者医療基金への払い込み期限を延期

ルマートに次いで３番目に巨大な雇用者

万人）
、NALC（全米外勤労組、20 万人）
、

療基金への支払いなどの要因によって

しなかったならば、100 億ドルに達した

となっている。しかし、その USPS は、

NPMHU（全米メイルハンドラー労組、

USPS の経営は揺らいでいる。2006 年

だろうとみられている。
（図表１）

IT 技術の発展による郵便の代替手段の

組合員 ５万人）等の組合は、週 ６日配達

登場やリーマンショック以降の景気後退

を維持するために全米規模で集会やデモ

に伴う郵便物の減少などの複合要因、さ

などの行動を起こしている。

らには、年金基金や退職者医療への財政

世界的に低迷する郵便事業において、

負担に耐えきれずに、
「存亡の危機」に直

USPS の動向が諸外国の郵便事業に与え

面している。

る影響は非常に大きいことから、ここで

現在、アメリカ連邦議会では年金基金

はアメリカの郵便事業を取り巻く環境に

や退職者医療の負担のあり方をめぐり、

ついて、特に（１）USPS の業績− USPS

郵便労組が支援する民主党の法案と経営

の動き、
（２）連邦政府の退職者年金制度

側が支援する共和党の法案を巡って過半

と USPS の関係、
（３）2006 年郵便改革

数争いが行われている。

法、
（４）USPS と郵便労組の対応、
（５）

労使双方とも改革の必要性は認めてい
るが、改革の方向性については全く異な
る考えを持っている。経営側は配達日数
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アメリカ議会の動向等について近況を述
べる。

図表 2 郵便物数の推移
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さらに 2011 年度の郵便物は 2010 年

◎新規採用者に（これまでの確定給付

職員の年金負担について責任を有してお

度と比較して２％減の 1,670 億通にまで

型企業年金プランとは違う）確定拠出

り、たとえば、連邦政府は 1971 年までの

減少するとの予測である。郵便物数減少

型企業年金プランを提供する権限を

年金の費用を負担し、それ以降について

の大きな要因はファーストクラスメール

USPS に付与

は、USPS が払い込むこととなっている。

（手紙）とスタンダードメール（商業用広

最近、郵便規制委員会（PRC）と USPS

告）の大幅な減少によるものである。
（図

理化

監察総監室（OIG）が第三者を通して行っ

表 2）

また、2011 年９月 21 日の USPS の年

た会計検査において、USPS が既に公務

このような経営危機に直面して、ドナ

次教書で、ドナホー総裁は週５日配達の

退職年金制度（CSRS）に 500 〜 750 億ド

ホー USPS 総裁は 2011 年９月６日に上

必要性、退職者医療基金問題の解決を訴

ル以上を、また、連邦職員退職者年金制

院国土安全保障委員会と政府活動委員会

えた後、以下を提案した。

度に約 70 億ドルを過剰に払い込んでい

の公聴会で経営危機を回避するために以

◎252 の郵便処理施設が統合可能かの

ることが明らかとなった。

下のように言明している。
「USPS は現在危機の真っ只中にある。

検討

これを受けて、郵便労組は積立義務を

◎閉 鎖、統 合、下 請 け 化 が 可 能 な

なぜなら USPS は非常に限られたビジ

3,600 局の閉鎖、統合、下請け化の

ネス・モデルの下で運営され、市場の変

検討

化に対応出来ずに極めて硬直化している

◎ビレッジ郵便局（民間の小売店の中で

変更し、この過払いした年金基金への積
画像：APWU の HP より
http://www.apwu.org/issues-consolidation/
consolidation-magart1005-b.htm

からである」
「過去 ４年間 USPS は、120

郵便商品の提供）やウェブによる代替

行業への進出、郵便による選挙投票、郵

億ドル以上のコストを削減し、過去５年

策の強化と拡大

便車にセンサーを搭載して大気データを

間で 11 万人の職員削減を行ってきた。

◎配達道順とサービスの基準の変更

収集する等の可能性を研究しており、ダ

現在の収入と費用の傾向を基礎とする

◎新しい革新的な商品とビジネスの簡

ウンサイジングに頼らない再建を模索し

と、USPS が 2015 年までに黒字転換を

素化

果たすには、今後 ４年間でコストを 200

USPS の経営側では、この苦境を郵便

億ドル削減しなければならない」とし、

ネットワークの縮小化によって乗り切ろ

特に以下の施策の実施に向け立法措置を

うとしている。まさに、アメリカの郵便

ている。

（２）連邦政府の退職者年金制度と
USPS の関係

立額を USPS に返還すれば、2006 年以
降に生じた退職者医療基金や事業損失に
充てることも可能であるとし、議会への
ロビー活動を行っている。

（３） 2006 年郵便改革法
2006 年郵便改革法が、経営危機の問
題の原因としてクローズアップされてい
る。この法律は、それまでの 1970 年に制
定された郵便法に代わって 2006 年に制
定された法律であり、その内容としては、

訴えた。

事業はダウンスパイラルを落ちていく以

アメリカの郵便事業は、1970 年の郵

◎退職者医療基金への毎年 55 億ドル

外に無い深刻な状況に陥っている。しか

便法の制定によってそれまでの郵政省か

達、ユニバーサルサービスの維持、団体

し、郵便に関連する雇用だけでも USPS

ら USPS へと事業体が変わり、それに伴

交渉プロセスの保護、USPS に義務のあ

で約 60 万人、その他で約 750 万人の雇

い、職員の連邦政府の年金制度について

った退役軍人年金の拠出の USPS から財

の 69 億ドルにのぼる過払い金の返

用があり、この景気が最悪の時期にこれ

も変更があった。現在は、公務退職年金

務省への移行等で、USPS にとっては一

還

を実際に実施するとなると社会経済に測

制度（CSRS）及び連邦職員退職者年金制

見したところ問題がないように見える。

り知れない影響を及ぼすと見られる。

度（FERS）の２つの制度が USPS の職員

ところが、2006 年郵便改革法の制定

という先払い負担金の見直し
◎連邦職員退職者年金制度（FERS）へ

◎配達頻度決定の権限を USPS に付与
◎連邦の制度から独立した USPS 独自
の医療保険制度の構築

34

◎商品開発や価格設定のプロセスの合

一方、組合側でも郵便の得意分野を活
用した新たなサービスとして、例えば銀

をカバーしている。
USPS は、1971 年以降に雇用された

郵便料金制度や競争力の強化、週６日配

に伴い、USPS には新たな財政的な負担
が重くのしかかるようになった。それは
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新たに設置されることになった USPS 退

出する予定であったが、業績悪化に伴い

組は、立法措置の必要な課題である退職

職者医療基金（PSRHBF）の存在であり、

14 億ドルに軽減されている。2007 年以

者医療基金の負担額の見直し、年金制度

USPS には年間 54 億〜 58 億ドルの負担

降の内訳は図表 3 のとおりである。

が義務づけられたことである。2007 年
から 2016 年までの 10 年間にトータル

USPS に対する配達頻度決定権限付与、

図表 3 退職者医療基金への払い込み額

労働協約における雇用保護（ノーレイオ

年度

拠出額

フ）条項の維持などを巡って熾烈なロビ

１回目

2007 年

84 億ドル

ー活動や地域を巻き込んだ形での集会や

２回目

2008 年

56 億ドル

３回目

2009 年

14 億ドル

のであり、USPS はこの巨額の資金を、

４回目

2010 年

55 億ドル

まだ生まれてもいない人や将来そこで働

５回目

2011 年

現在、拠出延期

で 558 億ドルを拠出することが義務付け
られている。
郵便労組では、
「これは今後 75 年間に
かかる退職者医療の費用をたったの 10
年間で拠出しなければならないというも

デモといった行動を行っている。
一斉行動の様子
画像：APWU の HP より
http://www.apwu.org/issues-consolidation/indexconsolidation.htm

特に、雇用保護条項の撤廃については、
労働組合側は一種の裏切りとみて反対し
ている。

れば 10 億ドルの黒字を計上することが
可能であったと主張している。

くかどうか分からない人のために積み立

なぜなら最大組合 APWU と USPS が
協約を締結したのは 2011 年５月であり、

十分な業績を上げていない中でこれ

さらに、郵便労組では、
「一般的に、企

その際 USPS は雇用保護条項を認めてい

USPS は経営悪化に伴い、2011 年 ９

を拠出できる経営状況ではない。ところ

業は退職者医療保険料を毎月請求された

るのである。
「舌の根も乾かぬうちに」と

月 30 日までに退職者医療基金に 55 億

が、その義務を果たすために、トータル

時に、その収入から支払うことになって

いうのが、組合側の心情であろう。しか

ドルを払い込むことができない状況とな

で 150 億ドルの借入限度額がある USPS

いる。しかし、2006 年の郵便法によって

も雇用保護条項を認めさせる代わりに、

り、同日までに法律上の措置がなければ、

は、米国財務省から過去 ４年間に既に

USPS は退職者医療保険料を法的に前納

APWU は賃金の引き上げを低い水準で

USPS は債務不履行（デフォルト）になる

120 億ドルの借入れをして退職者医療基

するように義務づけられたアメリカでた

呑まされているのである。

という刺激的な新聞記事がアメリカ中を

金にも拠出している。

だ一つの企業で、このような制度は他の

USPS は、2015 年までに 22 万人（自

民間企業や連邦政府の事業体では行われ

然減：10 万人、雇用保護条項の撤廃：12

ていない」と不満を示している。

万人）の人員削減を考えているが、到底

てている」との批判を繰り返している。

駆け巡った。とりあえず９月 26 日に議

郵便労組は、退職者医療は確かに重要

会は緊急財政支出法案を可決し、USPS

なものと認識しているが、この危機的な

の退職者医療基金への 55 億ドルの払い

状況下においては再考するべきものであ

込み期限が 11 月 18 日まで延長された。

そこで、USPS は議会に対して費用負

自然減では対応できない。しかし協約上

り、この資金は新製品やイノベーション、

担の大きな連邦職員を対象とした医療保

解雇もできないことから、議会に労働協

しかし、それも困難であったことから、

料金の維持に使うべきものであると主張

険・退職手当制度から脱退して、手当は

約上にある雇用保護条項の撤廃を求め

さらに、現在では 12 月末日まで延期さ

している。

少なくなるが拠出額が現在より安く済む

ている。それによって一般の連邦職員と

れている。USPS は、とりあえず債務不

特記するべきことは、USPS は 2005

制度を可能とするように提案している

同様に RIF 規定（労働力削減：業務上必

履行は免れたが時限爆弾を抱えたままで

会計年度の終わりまでは黒字であった

が、郵便労組はこの制度については反対

要があれば、解雇できる）の適用ができ、

ある。

が、基金への積立が始まった４年後には

をしているところである。

12 万人の削減計画が可能になるという

USPS や組合側によると、USPS は、

36

（CSRS や FERS）への過払い金の返還、

200.2 億ドルの負債を抱えるに至ってし

現在までに USPS 退職者医療基金へ約

まったことである。同じ期間に USPS は、

420 億ドルの払い込みを行っている。な

退職者医療基金に約 210 億ドルを拠出し

お、2009 年度には、本来 54 億ドルを拠

ており、USPS や郵便労組はそれがなけ

（４）USPS と
郵便労組の対応
USPS の経営危機の状況下で、郵便労

構図である。
このような背景には、USPS は、共和
党多数の下院があり、今が協約から雇用
保護条項を削る良い機会だと見ている下

37
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心が見える。

る 226 人（2011 年 10 月 11 日現在）の支

く方向にある。週６日配達を前提にビジ

９月 27 日「郵便局を救え！」のスロー

持を超党派で集めている。郵便労組とし

ネスを成り立たせている企業も多く、問

ガンの下、全米の 500 以上の都市で一斉

ても、さらに、リンチ法案に賛同する議

題の多い改革であると感じる。

行動が行われた。これには郵便労組関係
団体が参加した。この行動の成功によっ
て過半数の下院議員から組合が支持して

員を増やすために行動を起こしており、

USPS の経営危機は、事業の悪化もさ

アメリカ議会の動向に注視しなければな

ることながら、政治や USPS を縛る法律

らない。

や USPS の経営陣によって引き起こされ

いる法案への支持をとりつけることに成

ルニア州選出のイッサ共和党議員等によ

功した。また、新聞やテレビ等で取り上

って提出されている。3,600 の郵便施設

げられ、市民の USPS の経営危機につい

の閉鎖、週 ５日配達、労働者に悪影響を

USPS は、日本郵政グループと同様に

働く者にしわ寄せがやってきているので

ての喚起を促した。

もたらす雇用保護条項の見直し、賃金協

議会によって経営が大きく左右されてお

ある。日本においても同様なことで、経

約の見直し等を内容としており、USPS

り「生かすも殺す」も議会次第との状況

営が悪化している。今後週６日配達が問

を縮小再生産へ導く内容で、USPS に「死

になっている。今回の経営危機は、2008

われることがありえないとは限らない。

を宣告する」に等しい法案となっている。

年のリーマンショックとそれに続く景気

そのような点からも、アメリカで起こ

ぞれ中心となって、全く内容の異なる

イッサ・ロス法案は、リンチ法案より

後退による郵便物数減に伴う収益の悪化

ったことを契機に、ユニバーサルサービ

法案を下院に提出している。マサチュ

も審議が進んでいるように見える。その

や IT 技術の発展等の面も否定できない

スの考え方も日本において見直される可

ーセッツ州選出の民主党のリンチ議員

理由として共和党が下院監査政府改革委

が、USPS の危機は年金や退職者医療基

能性は大きい。そのため、アメリカ議会

は HR1351（リンチ法案）
、カリフォルニ

員会の多数派となっている関係で、下院

金に起因する度合いが深く、このまま放

での動きは JP 労組としても常に注視す

ア州選出の共和党のイッサ議員からは

全体では多数派を確保しているリンチ法

置しておくと、GM やクライスラー社の

る必要がある。

HR2309（イッサ・ロス法案）が提出され

案を無視して、イッサ・ロス法案が優先

ように年金や退職者医療の負担に持ちこ

ている。

されているとしている。下院監査政府改

たえることが出来ずに USPS が崩壊す

リンチ法案の正式法案名は「2011 年

革委員会の連邦職員、USPS、及び労働

ることも否めない。

USPS 年金義務の再計算並びに再生法

政策に関する小委員会を８対 ５で９月

郵便労組はこれまでに CSRS や FERS

案」と呼ばれており、年金制度（CSRS や

21 日に通過した。その後、10 月 13 日に

に過払いした年金を USPS へ戻し、
また、

FERS）に拠出しすぎた約 570 億〜 820

は下院監査政府改革委員会を 21 対 18 で

退職者医療基金への積立をこの企業存亡

億ドルもの資金を USPS が事業再生の

通過している。今後は、イッサ・ロス法

時には見直すべきであるとして、リンチ

ために利用できるようにしようというも

案については、下院の本会議へ持ち込ま

法案を後押ししている。また、地域社会

のである。それによって、アメリカ市民

れることになる。

に根ざした郵便局を守るために連邦議会

（５）アメリカ議会の動向
アメリカでは民主党と共和党がそれ

の税金を１セントも投入することなく、

そのため、現在のところ、下院では共

まとめ

へのロビー活動や地域住民や地域ビジネ

また労働協約に手を付けることなく、さ

和党が 242 議席、民主党が 193 議席とな

らに、12 万人の USPS の労働者を解雇

っており、共和党が多数派を形成してい

一方、USPS や共和党は、法律を改悪

せずに、USPS の経営危機を乗り切るこ

る。しかし、郵便労組のロビー活動や民

して、現在の週６日配達を５日配達に変

とを可能とする法案である。

主党の懸命の巻き返しで、この法案には

更し、郵便局の閉鎖、雇用保護条項の修

下院の過半数（下院定数 435 人）を超え

正を行って、USPS の規模を縮小してい

一方、イッサ・ロス法案は、カリフォ
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「郵便局を救え！」ロゴマーク
画像：APWU の HP より
http://www.saveamericaspostalservice.org/

スを巻き込んだ行動を行っている。

たといっても過言でないと考える。その
影響は実際には、アメリカの地域住民や

（2011 年 11 月 30 日現在）
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