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阪神・淡路大震災(1995年)から立ち上がる神声の街で
﹁復興のシンボル﹂と呼ばれた高炉が︑来年H月に火を消しま
す︒大手鉄鋼メ十カー神声製鋼所(神銅)神声製鉄所︒跡地にで
きるのは︑温室効果ガスを大貴に排出する石炭火力発電所︒その

のエネルギー破鏡があります︒﹁こんなやり方に未来はあるの

背景には石炭火力と原発をベースロード電源とする安倍賢二政権

(菅沼伸慶)

栃木煤に建設中の天然

の年間排出貴は増大し

二酸化炭素(CO2)

神鋼は駒鳴年前に電

の半分です︒

ば329万少と︑石炭

25万㌔㍗)の○○2

巨大な負の選蓮

か﹂︒労働者から不安の声が上がっています︒

製鉄は大きく二つの

・転炉など)と︑粗銅

鋼を遣る上工程(高炉
ます︒神声型関所の3
力事業に参入︒石炭火

ガス・真岡発電所(1

を線材・棒鋼等に抑工

・4貴職は70〇万

00万手にないし︑3

工程に分かれます︒粗

する下工程です︒神戸
㌦︒﹁なぜ石炭なのか︑ 力1・2貴殿(140

製鉄所の上工程を抑富
川製鉄所に集約し︑跡
す︒CO2排出量は年

万㌔㍗)が稼働中で

す︒神声帯によると︑

453万少に上りま
発電所を含まない和声

市域全体の○○2排出
年度)︒これ竜神銅1

畳は1246万ナ(脆
社で上回ることになり

地球温暖化対策の新

ます︒

たな国際枠組み﹁パリ
協定﹂は米国や中国も

参抑し︑4日に発効予
定です︒世界は︑温室
半に実質ゼロ﹂をめざ

効果ガスの﹁今世漣後
して進もうとしていま

相調は石炭火力発電

す︒

所の耐用年数を40年竃

ます︒稼働開始は3嘗
機が2021年度︒伽

日本共産党和声型靭

年後は61年度です︒

委員会は﹁石炭火力発
電は巨大な負の過重と

なりかねない﹂と警鐘
を鳴らし︑計画の再考
を求めてきました︒

た︒家を持つ労働者の

あんな不思議がってい

半数以上がエリア外で

る︒天然ガスの方がま

﹁抑古川で会社の仕事

地に石炭火力発電3・

があるかわからないと

で使用したい﹂といい

庭とし︑﹁耐用年数ま

は二つの重い課題があ

るのか︑上工程集約に

月ぐらいでなくなる︑

あなたの仕事は来年9

﹁上工程で人が動く︒

雇の恐れもあります︒

ていない﹂︒玉突き解

ングは作業前でないと

ています︒﹁ミーティ

いい出し︑反発をかっ

勤エリアは広がる﹂と

くは阪神尼崎駅まで通

グを50分ずらせば︑遠

神鋼は﹁ミーアィン

す︒

4号機へ130万㌔

トラブルや品質クレー

年配の労働書は怒り

と上司にいわれた﹂と

上工程集約は︑﹁神

つい︒通勤の負担は重

代勤務はただでさえき

ためのものだ﹂﹁3交

きない理由を排除する

成り立たない︒通勤で

戸に残りたい﹂と願う

委員会は﹁親会社の神

る﹂

く︑病人がいっぱい出

とを決断した労働者に

で働くすべての労働者

鋼は︑神戸製鉄所構内

つべきだ﹂﹁会社は神

鏑従業員一人ひとりに

の雇用確保に責任をも

寄り添い丁寧な対応

神銅は︑加古川製鉄

盃︒朝出勤の午前6晴

勤可能なエリアを詞

﹁震望﹂を会社門前で

受け取っています︒

配布︒多くの労働者が

を﹂と訴える機関紙
石駅より西︑山陽電鉄

に合うのは﹁JR西明

案須磨駅より西﹂でし

半のミーティングに間

所に3交代勤務者が通

ます︒

は︑通勤苦が待ってい

ます︒加古川にいくこ

いく原因にもなってい

先々の不安から辞めて

神鏑の青年労働者が

ます︒

いう下請け労働者もい

2次下請けの男性は

ん︒

壕の保証はありませ

力会社の労働者に働く

240人前後です︒協

抑古川への配置換えは

もあるとみられます︒

人︒協力会社への出向

発電所に配転は40˜館

神鋼労働着の場合︑

す︒

労働者が働いていま

協力会社(下請け)の

0〇人以上とみられる

働者約430人と︑4

土工種には︑神鋼労

うことだ﹂

て労働者をつぶすとい

のづくり︑まち︑そし

全員の雇用守れ

つぶすというのは︑も

を込めます︒﹁高炉を

る﹂と話します︒

上司から聞いた︒神銅

間753万手で︑3・

ムが収益を大きく押し

823円

田細腰:月

る︒それが労働者に雇

4号機と合わせると1

車向けなどの高級鎖を

下はています︒相次ぐ

しんぷん赤・旗
は下請けのことを考え

い﹂(男物署)︒神鋼が

生産しています︒企業

リストラで技術継承が
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掃不安をもたらしてい

だ環境への負荷は少な

戦略として重視してき

鋼材事業では︑生産

が出ています︒

た高級鋼の行く末を危
難しく︑ものづくりの

「ものづくりつぶす」労働者の不安

㍗)透通る計画です︒

二つの重い課題

ぶむ声も出ています︒

カが落ちているので

神戸製鉄所は︑自動

上工程集約後︑抑古

ある労働者は﹁経営

す︒

陣は短期の利益のため

片)を運び込みます︒

川からビレット(鋼
﹁塑戸と加古川では︑

で動いている﹂︒神鏑

OBは﹁石炭火力発電

だげに︑その場しのぎ

に未来があるのか︑高

工程や技術に歴史的に

品をつくれるのか﹂︒

加古川で神声と同じ製

級錦をつくり続けられ

も大きな邁いがある︒

労働者から心配する声

2号機=神声市波区
・
煙突は禅師・神戸発電所1
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誘鵠腿醗罵言
フランスは2023年︑イギリ

スは2025年に石炭火力発電
を廃止と決めています︒これに続

川垂は9月30日︑今年度

削絹の債横50億円が焦げ付

会社が汚職問題で破綻︒掘

業です︒拙%出費した合弁

記者会見で指摘︒関係書は

会長は﹁生みの苦しみ﹂と

日本造船工業会の村山滋

た︒

方針です︒﹁5隻/5年の

﹁新設計の船は時間とコス

らない︒かつて50万少タン

トがかかるが︑無駄にはな

カーに挑戦しタンカー技術

を高めた︒天然ガス運搬船

はいまや日本の鴛憲分野

造船業は好不況の波を繰

です︒

で初めて建造したのは用量

す︒天然ガス運搬船を日本

出雲が初めて手がげだ船 だ︒挑戦なしに技術は向上
穂で︑設計に不具合が生 しない︒技術を蓄積すれば
じ︑建造費が増押しまし 仕事もくる﹂と解説しま

では︑00億円の損益悪化︒

造船撤退か不安広がる
0月に設窟し︑造

川崎重工年度末に整調
川崎重工業は︑構造改革会談を1

3月に結論を出します︒120年前に川崎造船所が

鵬について﹁継続性を含め﹂検討しています︒来年

1日︑203

いて︑カナダが調月2

け社長)と不安が広がっています︒﹁総合重工の方

設立された神声でも﹁撤退なら大きな痛手﹂(下請

0年までに石炭火力発電所をす
べて停止し︑再生可能エネルギー

業績予想を下方修正しまし
きました︒ことし上月にも

(菅沼伸彦)

た︒営業利益は70〇億円
221億円を損失計上して

す︒

﹁造船の灯を消してはならない﹂と呼びかけていま

日本共産党川崎重工委員会は機関紙﹁はぐるま﹂で

向が変わった﹂へ用選関縁者)との指摘もあります︒

を推進すると発表しました︒

ところが日本では安倍政権が
原発と石炭火力発電を﹁重要なベ

ースロード電源﹂と位置づげ︑2
030年でも電源構成で原発20

ます︒これによって今後の国内の
から340億円に半減︒最

た1

重工神声造船所と川崎重工

に潜水艦を16隻体制から22

新造潜水艦︑就役艦の延命

川崎重工業神戸工場の浮きドック。自衛

˜22%︑石炭火力26%と決めてい

石炭火力発電の計画は47基22
大の原因は円高ですが︑船
造船の﹁継続性﹂が闘わ

います︒

工場の幹部職貴から﹁投資

れる問題でしょうか︒神戸

の失敗だ︒経常陣のミスを

揮しっけるな﹂と怒りの声

す︒﹁ものづくりの利益は

ノルウェーの海洋開発船

が上がっています︒

工C(投下資本利益率)撞

最大の嗣題はブラジル撃

でしょうか︒

損益悪化はなぜ生じたの

投資に失敗

りました︒

損益悪化見通しが問題にな

舶海洋寧業の丁30億円の

50万酬(原発換算で約20基分)

と膨大なものになっています︒

政府や電力会社がいうように
今後の新鋭石炭火力は旧式に比
べれば職の排出は少なくなりま
す︒それでも天然ガスなど他の燃

料に比べれば二倍の鵬が出る断
トツの電源だけに︑﹁パリ協定﹂

後の世界では廃止が大きな流れ
聾があります︒嶋年から導

5年度でも9・4%で

り返してきました︒ことし

になっています︒
に入り新造船は低迷してい

べらぼうには高くない﹂

先日︑日本とロシアが受注した
ます︒一方︑世界海上構動 入しました︒投下した資本

の頗斜を強めています︒

潜水艦増艦
自衛隊潜水艦の造船所は

理戸工場です︒1年交代で

二つしかありません︒三菱

用嚢は﹁企業価艦はRO

隻体制に増強します︒17年

1年度末まで

か﹂と同社OBは嘆きま

度概算要求では︑速達費は

防衛省は︑2

建造してきました︒

ICで決まる﹂と社員を鼓

す︒

(労駒著)︒用垂は軍事へ

ベトナムの原発が白紙撤回され
量は2001年63億手から

● ヽ

配当を増やし︑いい投資先

利益率を上げる手っ取り

用垂は潜水艦を増艦する

1隻760億円です︒

早い方法は︑投下資本の削

次検査も増えます︒蛮声工

工事﹂です︒定期検査・年
場の再編工事を行っていま

減です︒用憂OBは﹁寝期

を減らし︑下請け単価を切

況のとき︑造船所で車両を

全体で支え会ってきた︒不

川垂関係書は﹁グループ

す︒

は人だ︒労勧善も中小零細

力を失っていく︒技術継承

り下ばれは︑ものづくりの

間に利益率を上げようと人

ROICだ﹂

だと判断してもらう基準が

す︒二握りの巨大株主の

検討の背景に︑川垂のRO さで決まるのではないの

造船の﹁継続性﹂も含む 舞︒﹁企業輌値は商品のよ

企業の価値

係書)

船は成長産業だ﹂(川垂関 縮小・廃止の対象になりま

輸送の99%ば船です︒﹁造 し︑クリアできない事業は

りに増郷︒日本の国際貨物 値化︒最低ラインを8%と

掲年10了横手へ右肩上が どれだけ利益をあばたか数

(ヒト・モノ・カネ)から

産業界に衝撃を与えました ︒ 福 島

の原発事故を受けて安全性を見
直した結果︑建設費用が膨大にな
ったためです︒

みなさん︑石炭火力と原発か
ら︑環境にやさしく安全なエネル

ギー=再生可能エネルギーを中
核にしたエネルギー政策へ転換
するよう︑安倍内閣に強く求めて
いきまし ょ う ︒

しんぶん赤旗では︑u月4日
の神鋼の特集に続いて︑n月29

日に川崎重工・の特集が掲載さ

業苦も安心して鋤き︑協力

は︑行きっく先は軍事だ︒

からない輩業はつぶせ﹄で
用量がめざす投下資本利

ている﹂と懸余します︒

人間の幸せと逆の方にいっ

造ったこともある︒﹃もう

益率はH%︒円安もあり︑

協働できる環境こそ経営者

過去最高の営業利益を上げ

はつくるべきだ﹂︒

(下記参照)︒
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機関瓶﹁はぐるま﹂を出勤す

日本共産党川崎重工委員会の

かたや ﹁石炭火力﹂︑こなた
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﹁軍事 傾 斜 ﹂ ︒ そ こ に 未 来 は あ

るでしょうか?
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8曾 C木)
全0fe

ん タダづ
￣こ

