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鎌田慧の現代を斬る
第 127回　労働者を放り出すトヨタと
　　　　　　　　救おうともしない麻生首相

■かまた　さとし■

ルポライター。 新聞記者を経てフリーになる。 著者に

『痛憤の時代を書く』 『コイズミという時代』 『自動車

絶望工場』 『家族が自殺に追い込まれるとき』 『壊滅

日本』 『ドキュメント屠場』 など多数

麻生政権の弱体化と政治空白がつづくなか、インド
洋での給油活動をおこなう新テロ対策特別措置法

（給油新法）改悪案が成立した。この政府提案は 12 月 12
日の参院本会議で野党の反対多数で否決になったものだ
が、衆院本会議で出席議員の３分の２以上に賛成票を得
て成立した。
　これは参院選で政権交代が選択されたのに衆院選が自
民党によって引き延ばされ、選挙による信任がいっこう
に実現しない異常な状況で決定したものだ。新テロ対策
特別措置法は、なんのための給油活動なのかがあきらか
になっておらず、世論の反対も強い。米国政府の強い要
請に慌てた政府と、軍拡を目指す一部の政治家が強行し
たにすぎない。
　先日、イラクから戻ってきた航空自衛隊は、隊員の犠
牲がなく無事ではあった。しかし運んでいた物資は兵士
や武器・弾薬であったと疑われている。物資は厳重に荷
造りされ中身が確認できなかったという航空自衛隊幹部
の声も報道された。武器・弾薬を運ぶのは特措法に禁止
されているのだから、本来なら中身を確認しなければな
らないはずだ。
　しかし、たとえ荷物が食料であったとしても、戦闘を
展開するために運搬しているのだから明確な戦争協力で
ある。
　このように航空自衛隊の輸送活動でさえ憲法違反の疑
いが強い。まして給油活動はテロ対策という名目の下、
どんな活動に従事するのか分からない船への給油が日々
おこなわれている。すでにイラクの空爆作戦に参加した
空母への間接給油もあきらかになっている。あきらかに
憲法違反だ。
　自衛隊はイラク派遣後の 07 年１月に自衛隊法を改正。
国際協力活動が「本来任務」となった。つまり自衛隊は

すでに「他衛隊」、「米衛隊」でもあるのだ。
　日本の軍国化を進めたイラク派兵は小泉内閣の下で決
まった。派兵こそ「国際貢献」だと強弁しての戦争協力
であった。しかし開戦から５年をへて、ブッシュ大統領
自身、大量化破壊兵器が見つからなかったことが在任中
の最大の痛恨時だと答え、「自分には戦争への備えができ
ていなかった」とも述べている。
　さらに米国の民間団体「社会健全センター」は、政府
当局者が 935 回の虚偽発言をおこなったという調査結果
を発表。ブッシュ大統領自身も大量破壊兵器の保有など
について 260 回もの虚偽発言があったと公表している。
　ブッシュ政権はチェイニー副大統領やラムズフェルド
国防長官とともにウソで塗り固めた「正義」の御旗でイ
ラクを侵略した。ネオコンや軍需産業の要請に従い、イ
ラクで数万人（推計によっては数十万人）の市民を殺し
た責任をどう取るのか。このまま「まちがっていました」
では済ませられない。ブッシュは米国史上、最悪の大統
領として歴史に汚名を残すのはまちがいない。
　このようにイラク戦争をめぐるウソが暴かれたのに、
イラク侵略にも使われる油の供給を麻生内閣と公明党は
つづけるという。支持率が 20％を切った麻生政権はもは
や死に体だが、それでもソマリア沖に海自を派遣しよう
としている。新テロ特別措置法だけではない。３年後の
消費税値上げも物議をかもしだしている。これまでさん
ざん朝令暮改を繰り返したのに、「ブレない」演出するた
めに消費税の値上げは譲らないという。
　また、選挙対策として２兆円もの税金をばらまく「定
額給付金」への反対意見が強い。この政策でも、首相は
ブレまくりだった。高額所得者は外すといったかと思え
ば、地方自治体の首長から「事務的に不可能だ」と反対
されて全員給付に変わり、高額所得者は自主的に遠慮し
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ろといいだしている。つまり、まったく政策の体をなし
ていないムダ遣いなのだが、選挙のために強行しようと
している。
　さらに米国から押し寄せた 100 年に一度といわれる不
況に、政府は大盤振る舞いで対策を立てているが、その
あとが不安だ。与謝野馨経済財政担当相とともに、消費
税の値上げによって財政再建をはかろうとしているが、
この先、どれだけ消費税を上げるつもりなのか。
　歴代内閣の最終段階の支持率で最悪だったのは、竹下
登の７％。次いでサメ頭・森喜朗の９％、田中角栄と岸
信介が 12％でつづく。このままいけば、めでたく麻生も
歴代首相最低支持率のナンバー３に入りそうである。
　当初、自民党は「人気者」麻生太郎で選挙を勝ち抜こ
うとしたが、それは自民党内だけでしか通じない話だっ
た。世間的にはさっぱりの人物だったのだ。自民党は空
気を読む能力が破壊されており、政党としてどん底状態
に陥っている。来年になれば麻生内閣が予算を巡って瓦
解する見通しが強い。ただ、そのあと民主党が単独で政
権を取るのか、連立を図るのかはハッキリしない。いま
の段階では自民党内部から渡辺喜美などの脱走議員がで
て、自民分裂派と民主党の連合による政界再編というシ
ナリオも考えられる。
　しかし、小沢一郎民主党代表が政権交代によってなに
をするのかも明確ではない。彼の関心は政局だけであり、
とにかく政権を取ろうとあおるが、そのあとの行動には
不安が強い。
　少なくとも生活に直結する雇用問題の解決をどうする
のか、与野党とも速急に明確な方針をだす必要があろう。
12 月 15 日、民主、社民、国民新の野党３党が緊急雇用
対策４法案を参院に提出したが、衆院では与党の反対多
数で否決となった。採用内定取り消しの規制強化、失業
した非正規労働者らへの住宅貸与や生活資金給付、短期
就労者への雇用保険の適用などが法案の目玉だったが、
緊急避難としてはともかく、まだまだ労働者を安心させ
る内容とはいえなかった。
　トヨタなど自動車産業、キヤノンなどの電機産業が利
益を確保するため非正規雇用者をいっせいに切り捨てて
いる。この元凶は労働者派遣法である。この法律のおか
げで、企業は労働者を抱え込む必要がなくなり、いつで
も安い時間給で調達できるようになった。この法律によっ
て派遣労働者が大量発生し、いま大量解雇の波にさらさ
れている。
　短期的には職場から非正規雇用者を追いださない対策
が必要となる。公害問題では工場内で公害を発生させな
い「発生源対策」こそ最良の解決策であった。リストラ
問題でも同様だ。
　企業内で賃金を払って教育訓練を受けさせる。次の仕
事がみつかるまで解雇せず、就職するまでの社宅や寮の
保障や実家に帰るための帰省費を企業に負担させる必要

がある。
　地方自治体も大分県のように離職後の労働者に無料で
住居を提供する企業に家賃を助成すべきだ。さらに失業
者対策として新たな仕事をつくる必要もあるだろう。
　この暮れの寒空に裸のまま放りだすのは人道上許され
ない。企業・日本経団連・厚労省・地方自治体などが協議し、
１人の命もムダにしない大がかりな政策が必要だ。
　連合は春闘での賃上げ要求を掲げているが、社員労働
者の賃上げが非正規労働者の解雇によって成立するなら、
これは非人道的な行為である。解決策の１つは、ワーク
シェアリングによって、社員労働者の仕事を解雇者に回
すことだ。そういう調整によって社員の賃金が下がった
としても、派遣労働者・期間工の命を救うことはできる。
自分たちが賃上げして、ちまたで餓死や飢え死にする労
働者がいることに無関心な労働運動など、なんの意味が
あるのか？　連合も社員労働者重視の姿勢を改め、非正
規労働者対策にもっと力を入れるべきだ。

餓死・凍死するまで助けない
　製造業で世界最強最高の利益を誇っていたトヨタも減
産に入った。そのためトヨタ系自動車の工場での期間工
の大量解雇がはじまっている。トヨタ本体では先に 2800
人の期間労働者を削り、さらに 3000 人を削減する予定だ。
トヨタの子会社でも非正規労働者のクビ切りが相次いで
いる。アイシン精機は 300 人、豊田自動織機は 500 人の
リストラを９月末までにおこなった。また日野自動車、
関東自動車でも、1000 人規模の解雇が予定されている。
　下請け企業の発注も激減しているため、下請け・孫請
け企業では、派遣・期間工ばかりか社員労働者の解雇も
ではじめている。乾いたぞうきんでも絞るトヨタは、コ
スト削減を下請けや孫請けに押しつけてきた。最近では
海外進出も拡大し、部品生産のための施設拡張を下請け
にも強制してきた。それが一転、発注が減ったからと仕
事を削る。おかげで設備過剰をつくらされた下請け・孫
請けは倒産の恐怖にさらされている。
　似たような話は 1970 年代にもあった。マンモスタン
カーの需要が増大し造船景気にわいた造船業界は、マン
モスドッグを乱造した。しかし景気は後退、建造したドッ
グに閑古鳥が鳴いた。このとき三菱重工の経営者は「ま
るで酒にでも酔っぱらったかのように設備投資した」と
語った。トヨタもおなじような酔っぱらい経営をしたこ
とになる。過大な需要見通しによって設備投資を増やし、
その責任をいっさい負わず、ただ下請け・孫請け切り捨
てて生き残ろうとするトヨタ自動車にたいして、もっと
批判の声があがっていい。それでいて、内部保留は 22 兆
円もある。それを吐き出して、人の命を救え。
　労働者軽視の姿勢はＦ１撤退問題でもあきらかになっ
た。ホンダは不況によるＦ１撤退を決断したのに、トヨ
タは残り、年間 500 億円ともいわれる維持費を払いつづ
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けるという。その理由としてトヨタ幹部は次のように語っ
ている。「表彰台の真ん中にたたないと参戦した意味がな
い」（『朝日新聞』08 年 12 月６日）。
　モータースポーツにたいする熱い思いからではなく、
ただトップであることを見せつけたいがために、労働者
を切ってもＦ１は守るというのだ。トヨタは大事にすべ
きものを完全にまちがえている。
　トヨタの労働者切り捨ては、地方自治体にも影響をあ
たえている。12月５日の中日新聞では、ホームレスになっ
た派遣社員たちが名古屋近隣の地方自治体に相談に押し
かけ、名古屋市のホームレス自立支援施設を紹介されて
いるという。
　その理由を同紙は次のように報じた。
「従来、自動車製造業を中心に求人が活発で、ホームレス
も少なかった三河地方の各市は、受け入れ施設が未整備
のまま。『今晩泊まるところがないという方が相談に来て
も、ごめんなさいと言うほかない』（豊田市）というのが
実情だ」
　これは自治体の不備ばかりを問うわけにはいかない。
というのも豊田市は失職した約 100 人を臨時雇用する方
針まで打ちだし、トヨタの大リストラに対応しているか
らだ。むしろ問題なのは、自社で集めた労働者をいきな
りクビを切ったトヨタだ。近年の法人税の値下げや輸出
企業に有利な税制による消費税の大幅な減額など、税金
分をしこたま会社に蓄えたのだから労働者の面倒ぐらい
自分でみるべきだ。自治体に押しつけるな。
　トヨタが 09 年３月期連結決算で営業赤字になると業績
予想を下方修正した 12 月 24 日の前まで、黒字予測にも
かかわらず大リストラを実施するトヨタに世界のマスコ
ミが殺到した。その取材者の１人、イタリアテレビ局「Ｓ
ＫＹＴＧ 24」のピオ・デミリア極東特派員は、トヨタの
対応に腹を立て、わたしに電話をかけてきた。名古屋に
でむいたのに、トヨタがまったく対応しなかったという。
　いうまでもなく企業には社会的責任がある。自社の宣
伝のためにメディアを使うだけではなく、都合の悪いこ
とにも誠実に答える義務がある。ところがトヨタは答え
たくなければ取材をシャットアウトし、気に入らない論
調なら広告をエサに圧力をかける。こうした国際性のか
けらもない、会社の閉鎖性は恥ずべき事だ。
　トヨタは世界中の工場で失業者を生みだしているだけ
でなく、国内でも派遣労働者だった日系ブラジル人やベ
トナムから来ている研修生などをホームレス状態に追い
やっている。つまり自社に国際問題を抱えているわけだ。
広報だけ閉鎖的でよいはずはない。
　好況のときには世界中から労働者を集め、いったん販
売が減れば情け無用とばかりに解雇するトヨタの体質は
人間性の欠陥というべきものがみえる。利用するだけ利
用してお払い箱にする人の扱い方が秋葉原事件をうみだ
したのに、まったく反省がみられない。

　2006 年１月には経団連会長だった奥田碩氏は、「多少
の不平等は、社会の流れの中で当然出てくる。餓死者や
凍死者が出れば国家として対策も必要だろうが、今はそ
うなっていない」（『産経新聞』06 年１月 11 日）と、死
に直面するまで低賃金労働者は放っておけ、とでもいい
たげな発言をしている。このような思想こそトヨタイズ
ムである。
　このままでは困窮した労働者たちがどうなるかしれな
い。早急に対策を立てるべきだ。トヨタが動かないなら、
それを指導するのが政府の責任だ。

住民無視の原発新設
　中部電力は老朽化した浜岡原発１号機（出力 54 万キロ・
ワット）と２号機（84 万キロ・ワット）を、廃炉処分に
する方針を打ちだした。両機はすでに 30 年も操業をつづ
けてきたもので、耐震強度が足りていない。その耐震性
を高める工事に１機 1000 億円以上かかるため、3500 ～
4000 億かけて出力 140 万キロの６号機を新設するの方針
だ。
　かつて原発の耐久年数は 30 年といわれていたが、最近
は60年に延ばそうとしている。これは危険なことである。
そもそも活断層の上にあるといわれる浜岡原発がどうに
か大事故を起こさずに済んだのだから、さらに大型の原
発をつくるなど危険を拡大するだけだ。
　地震列島日本での原発の操業は、すでにどうにもなら
ない隘路に陥っている。無理に操業せず、ほかの発電方
法を考る時代だ。（談）
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