京都学習協の第２８回集中セミナー 募集要項
●申し込みは、このテーマを学びたいと思う方は誰でも参加できます。
●申し込みの手続きは、簡単です。 「申込書」に必要事項を記入し申し込んでください。
ＦＡＸでも申込みができます（受講料は当日お支払いください）。
●講義時間は、午後１時〜５時
（休憩も含みます）
●受講料は、２，５００円です。（税込み）
●会場は、京都学習会館
（上京区堀川丸太町西一筋目上ル）です。
【申込先】

講師

京都労働者学習協議会
上京区堀川丸太町西一筋目上ル『京都学習会館』内

─日米安保体制と三井三池闘争

■ 二・四輪共に駐車場はありません。二条

城市営駐車場へお願いします。
● 地下鉄丸太町駅・二条城前駅から『京都
学習会館』まで歩いて１０分以内です。

京都学習協の第２８回集中セミナー 申込み日時
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京都学習協 第２８回集中セミナー

現住所：

●日

時

２０１３年３月３１日（日曜日）
１３時〜１７時

職場・学園：
労働組合名：
電話：職場（

（全国単産名：
）

富夫
労働運動研究家

電話（075）841-8141
FA X（075）821-3665
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―

自宅（
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）

―
第2８回集中セミナー

）

●受講料 ２５００円
●会 場 京都学習会館

◎学習資料

１

タイ︑キシタオ セ﹂と叫びながら︑
路地の中にある 家の周りをひとりで
デモごっこをしてみた︒
その翌年︑春 の運動会だ︒始まっ
てしばらくする と︑キシさんだ︑キ
シさんだという ざわめきが起きた︒
保護者席を見る と︑何とその岸信介
さんが座っているではないか︒
ちょっと郊外の︑私立の学校であっ
た︒私の一年下 の安倍クンと新入生
の安倍晋三クン ︒孫が二人とも小学
生になったので ︑役割を終え退陣し
たおじいちゃんが観にきたのだ︒
昼休みに︑サ インを求める子ども
たちが殺到した ︒私も土でドロドロ
に汚れたプログ ラムをポケットから
差し出し︑裏にサインしてもらった︒
大きく岸信介と ︒それは長い間︑私
か宝物を入れて おく︑高級クッキー
缶の中にあった︒
しかし高校生 になり︑はたと思っ
た︒どうも首尾 一貫していないぞ︒
あの時子どもで あっても︑何かを感
じて〝倒せ〟と叫んだ人のサインを︑
なぜ後生大事に 持っているのだろう
か︒で︑捨てた︒
これは私の︑ ささやかではあるが
忘れられない強 烈な原点でもある︒
世の中の動きと 初めて呼応した体験
だった︒
ただ恥ずかし いけれど︑同じ時に
九州の三池炭鉱で起きていたことは︑
何も知らなかっ た︒でもそれは私だ
あの頃なぜ人々は︑あれ だけのす

けではなく︑この頃︑東京 にいた同
世代の誰に聞いても︑安保 のことは
覚えているが︑三池争議のことはまっ
たく知らなかった︑という︒
撮影を始める前に︑私は 三池争議
の映像をまとめて初めて観た︒
炭鉱という職場からその まま抜け
出てきたような男たちと︑ 台所から
そのまま抜け出てきたよう なエプロ
ンと割烹着姿の女たちが︑ 集会とデ
モに参加していた︒
みな︑三池労組のはちま きをきり
りとしめていた︒
当時は単なる主婦と言わ れていた
人々だ︒若い人も白髪の人 も︑時に
は子どもを背負いながらデ モのうね
りの中にいた︒
そこには生活があった︒ 学生の多
かった安保のデモが絵空事 にすら見
えた︒自分たちの生活を守るための︑
命がけの気迫がひしひしと 伝わって
きた︒追いつめられた切実 さがあっ
た︒
日頃の労働で鍛え上げら れた肉体
が発する強靭さと迫力︒
私はただただ︑そこから 放たれる
エネルギーに圧倒されていた︒
石炭から石油へという大 転換︒そ
の中で行われた大量首切りに対して︑
無期限ストライキに突入した︒
三池労組を応援するため に︑全国
から集まった人また人また人の波︒

さ まじいエネルギーを持ちえたのだ
ろうか︒
私には︑この三池争議の終わりは︑
日 本人が持つ抗議し行動するエネル
ギーの終焉に思えた︒
改めて︑今私たちは︑一体何をやっ
て いるのだろうか︑とつくづく考え
てしまった︒
でもそれだけではなかった︒
この争議は一年間続いた︒労働者
の 組合は分裂︒﹁総資本対総労働﹂
と まで言われ︑日本全国の経営者と
労働者の代表がそこで対決している︑
と いう図式になってしまった︒さら
に仲間
やまちが二分される悲劇にもなった︒
それから半世紀︒まわりに目をや
る と︑長びく不況の中で︑労働の重
さ やそして労働への誇りすらも失わ
れつつあるのを感じた︒
取り戻さなくては︒
そこへ原発の事故が起きた︒
今こそあの切実な︑内側から湧き
上 がる︑怒濤のような変革への力が
必要なのだ︒
三池争議の表と裏で起きたことは︑
今 の日本にそのままつながり︑まさ
に現在を描いているのであった︒

安保闘争と並んで、この年（６０年）１月から１０月にかけてたたかわれ た三池炭鉱の首切り
反対の争議は、これまでの労働運動史になかったような大闘争に発展しまし た。日本の石油産業
を支配するためのアメリカ独占資本の政策に追随して日本の独占資本は『石 炭から石油へのエネ
ルギー革命』＝石炭産業斜陽化のつくり話をふりかざしながら、石炭鉱業の 『合理化』にのり出
してきました。炭鉱労働者７万５千人の首切り『合理化』政策の第一の攻撃 目標に選びだされた
三池炭鉱は、いうまでもなくもっとも戦闘的な労働組合でありました。これ は、三池の首切りの
成否が、炭鉱合理化の天王山だということを、資本家側かはっきり意識していたからであります。
１、２００名の指名解雇のなかに、４００人の職場活動家が『生産阻害者』 という名目で含まれ
ていたことが、この攻撃の政治的性格をはっきり示しています。三池の労働 者は、全国の職場か
らかけつけた延べ３７万の他産業労働者の協力を受け、海外の労働者をも含 めて２０億円にもの
ぼる闘争資金カンパに助けられ、一歩もしりぞかずにたたかいました。経営 者と全労会議、民社
党の工作によって第二組合がつくられ、警察と暴力団と裁判所が経営者に動 員され、きわめて困
難な状況におかれたにもかかわらず、三池の労働者はこの弾圧と分裂
の攻撃に屈せず、英雄的なたたかいをつづけました。そしてこの闘争
は、安保闘争とささえあい促進しあって持続し発展しました。
しかし、支配階級が資本主義の全般的危機の第三段階といわれる深
刻な危機を自覚して、従属的エネルギー政策に活路を求め、『合理化』
政策によって必死のまきかえしをはかって、系統的な政策を準備して、
総力を結集して襲いかかってきたときに、一企業の局地的な抵抗では
これをはね返すことはできませんでした。その点で三池闘争といえど
も企業別組合の視野のせまさ、情勢の政治的把握の弱さを免れること
ができなかったと思います。同じ三井財閥資本のヤマである三鉱連の
五山の組合は、共同闘争に立たずに三池を見殺しにしました。その結
果、あれほどの階級連帯の強化、労働者の戦闘性の高揚を実証したす
ばらしい闘争でありながらも、ついに１、２００人の指名解雇をのん
で闘争を終結せざるをえませんでした」。
「去るも地獄、残るも地獄」という言葉はウソではありませんでし
た。
首切り反対闘争に敗北して以後の三池炭鉱では、組合の分裂と弱体
化にともなって職揚が暗くなり、賃金切り下げと労働強化と災害の増
大が伝えられていましたが、ついに一九六三年一一月九日、一瞬にし
て四五〇名の生命を失う大炭塵爆発に見舞われました。これはもちろ
ん、同じ日におこった国鉄鶴見の一六二名の生命を奪った事故ととも
に、「合理化」の強行がひきおこした人災であります。
労働者は無抵抗でいると生命までも奪われてしまいます。生命を守
る運動が労働運動の課題にならねばならぬほど、現在の情勢はきびし
くなっています。

６０年の記憶

三池争議

１９６０︵昭和３５︶年は︑三 池
争議が起きた年である︒
そして︑日米安全保障条約の改 定
に反対する人々が国会をとりまいた︑
﹁６０年安保﹂の年でもある︒
その後の日本の行く末を決める ︑
二つの大きな事柄が同時に進行し て
いた︒
日本がアメリカのやる戦争に巻 き
込まれるのか︑労働者が大資本に の
み込まれるのか︒
私はその時︑東京の小学校３年 生
だった︒
連日テレビでは︑﹁安保反対︑ 岸
倒せ！﹂のシュプレヒコールとと も
に︑国会周辺での激しいデモや︑ 警
官隊とのぶつかり合いの様子が︑ 映
し出されていた︒
新聞もそれ一色であったし︑開 け
ば毎日のように︑岸信介首相を皮 肉
る風刺漫画が載っていた︒ちょっ と
大きな前歯を強調した︑出っ歯の 目
立つ似顔絵であった︒
東京中が騒然としているのを肌 で
感じていた︒
子ども心にも︑何がしなくては い
けない︑と思った︒私は学校から 帰
ると︑ランドセルを放り投げ︑銀 行
がおまけにくれた紙のランドセル を
背負い直した︒そして﹁アンポハ ン
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