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神奈川争議団への想いと今日 
    ―神奈川の反合権利闘争を振り返ってー 

２００４年０９月２６日 

池田 實 

１． 争議団共闘会議の結成 

横浜（１９７２年０６月）、川崎、県央争議団共闘会議の結成 

地労委民主化対策会議結成              １９７３年０９月 

閉鎖反対共闘会議結成                １９７４年０８月２０日 

差別共闘会議結成                  １９７４年１０月１０日 

神奈川争議団共闘連絡会議結成            １９７４年１２月２６日 

権利共闘会議の結成                 １９７５年１０月 

神奈川争議団共闘会議結成総会            １９７７年０９月 

 ５７労組・団体（４４３名余）で結成 

ほぼ毎年定期的に総会を開催、事実経過を記録として残し、闘いの総括を行い、教訓

を引き出し、運動、理論を発展させてきたこと。 

 大衆的裁判闘争、争議団の団結、総行動、闘争勝利の基本原則など数々の教訓をま

とめて来た。その結果、結成以来２６年間で１５０を越す争議を解決させ、それを記

録として残した。 

 

  当時活発だった東京争議団の歴史を書いた「東京争議団の１５年」が発行（１９７６

年０４月）され、結成前の１９７６年０７月に泊まりこみ学習会を開催した。 

    東京争議団と神奈川の反合権利闘争 

原則的闘いの定式化 第３回総会           １９７９年０９月 

 １)闘いの原点をつねに明らかにすること 

 ２)自主的・主体的な闘いをおこなうこと 

 ３)労働戦線の階級的統一、革新統一戦線の結成をめざす闘いに寄与すること。 

 を定式化した。 

  同        第２６回総会         ２００３年１２月１３日 

 

２． 闘いの原点 

当時の職場の状況と労働者の闘い 
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上記経過からみると、神奈川争議団共闘会議結成以前の、１９７３年から７５年にか

けて、反合権利闘争の運動体が相次いで結成されていた。このことを考えると、当時

の状況は、職場で闘う労働組合にたいする資本の組織分裂・介入、闘う労働者にたい

する配転、解雇、差別などが激しく行なわれ、これとの闘いが激化していた時代であ

った。 

   また、共産党が職場の中で日増しに前進し、総評などの組織内に一定の影響を与え

るようになっていた中で自覚的労働組合による、労働戦線の階級的強化の運動も活発

になっていった時期であった。県評の右傾化の中で、自覚的労働者・労働組合の進出

を抑えようとした当時の県評指導部は、資本の攻撃と闘わず、場合によっては資本と

一体となって労働者・労働組合を分裂させたり、会社派を擁護したりした。そうした

中で、神奈川では、横浜を中心に神奈川労組連絡会議運動が展開され、労使一体から

の攻撃に苦しみながら闘っている職場の労働者を励まし、実質的にも支援していた。 

  そうした中で、未来に希望を持って生きようとする人間の生き方が追求されていた。 

  闘いの原点はここにあったのではないか。 

 

自由と民主主義の宣言 

 １９７６年７月３０日採択 

１９８９年０８月１２日、第１８回党大会６中総で補正、１９９０年年０７月１３

日、第１９回党大会追認 

１９９６年７月１３日一部改定 

  経過からみれば、地域争議団共闘会議の結成は  

横浜 １９７２年０６月、 

川崎争議団共闘会議がほぼ同時期、県央、湘南もその後である 

  神奈川争議団の結成は１９７７年０９月だから、自由と民主主義の宣言が最初に作ら

れた時期（１９７６年７月）とほぼ同時期である。 

 

３．神奈川争議団共闘会議結成時の状況 

 

   神奈川争議団共闘会議結成（１９７７年０９月）総会の模様を、「闘いは奔流となっ

て」では次のように記している。 

   「結成総会は、県内の争議団がほとんどすべてといってよいくらい集まり、活気が
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ありまた闘う決意にあふれていた。いままで孤立し必死にがんばってきた争議団は、

自分の争議を多くの人にわかってもらおうと、交流会は夜遅くまでつづけられ、大

変な「にぎやかさ」であった。 

    「にぎやかさ」と括弧がついているが、結成総会の夜の交流会は勢い余って、争

議団同士が喧嘩までおこす、「元気さ」であった。争議団は争議団共闘会議の結成

をこころから力強く感じたに違いない。 

  大日本塗料での例で見ると 

   ３大塗料メーカー（当時）と言われた大日本塗料でも、職場の青年による要求実現

闘争、会社となれあう労働組合の民主化闘争が行なわれていたが、この中心になっ

ていた組合活動家が、総評に所属する化学同盟から除名・解雇された。 

職場で、村八部の攻撃を受けていた池田は「職場でのこのような状況を放置して自

由と民主主義は発展しない。職場からの運動をもっとも大切に、職場から離れない。 

一緒に解雇反対闘争を闘い、共に職場復帰した創価学会員との人間性についての話

からの心の触れ合い、金にこだわらない。そうした中で、社会全体に果たす人間の

生き方を考えさせられた。 

 

４．法廷闘争と弁護団 

１９７０年代にはじまった神奈川の反合権利闘争の高揚期には多くの運動体（上記地

労委民主化対策会議、閉鎖反対共闘会議、差別共闘会議、権利共闘会議などの結成や

運動に弁護士が中心的役割を果たした。 

  そして神奈川総評弁護団、自由法曹団神奈川支部も参加して、「司法反動下における裁

判闘争討論集会第１回」が、１９７７年１１月２３日に開催され、恒常的に法廷闘争

について、弁護士、当事者、支援者が一堂に会して討論を行なうように発展した。 

 

この関係は第２５回討論集会（２００２年１１月）まで続けられたが、第２６回討論

集会（２００３年１１月）には、自由法曹団神奈川支部、神奈川労連などが脱退した

中で開催された。 

 

 

５．全労連・神奈川労連の結成 

全労連結成                     １９８９年１１月２１日 
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神奈川労連結成                   １９９０年０１月１３日 

 

６．相次ぐ神奈川での大企業職場での解雇・差別争議の勝利、神奈川総行動の発展と新たな

運動体の結成 

日産厚木（１９８８年０５月）、池貝鉄鋼争議（指名解雇 １９８８年１２月）、 

山武差別争議（１９９３年１１月）、小田急争議（１９９３年１２月）、 

雪印争議（１９９４年０３月） 

千代田化工争議（１９９８年１２月）などの勝利 

神奈川総行動の大規模な展開など地域からの自主的な要求運動とも結合して、神奈川

の反合権利闘争は大きく前進した。そして新たな運動体も結成された。 

神奈川地労委民主化対策連絡会議の結成         １９８９年０８月 

連合職場連絡会の結成                 １９９０年１２月 

 

 

記念誌の発行 闘いの総括と経過の整理 

（１）「闘いは奔流となって」の発行            １９９０年１２月０１日 

（２）横浜争議団結成２２周年記念誌「原点を見すえて（１）」１９９３年０２月１９日 

（３）横浜争議団３０回総会記念誌「原点を見すえて（２）」 ２００３年０６月１３日 

 横浜を中心とした神奈川の反合権利闘争の成果のまとめ、ダイジェスト  

 「結成３０周年にあたって」                   

 

横浜争議団３０周年記念誌 「原点を見すえて Ｐａｒｔ２ 抜粋 

横浜争議団３０回総会記念誌「原点を見すえて（２）」 ２００３年０６月１３日 

横浜を中心とした神奈川の反合権利闘争の成果のまとめ、ダイジェスト  

 冒頭の基調報告 

 （１）活動家に対する攻撃に対する闘い 

   １）解雇反対闘争 

   ２）配転撤回闘争 

   ３）差別撤廃闘争 

   ４）団交拒否など組合つぶしとの闘い 

   ５）労災闘争 
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 （２）職場要求実現の闘い 

１） 女定年制差別の撤廃 

２） 交代勤務手当ての支給 

３） 未払い残業手当の支払い 

４） 人事異動基準の明確化 

５） 準社員解雇の撤回 

６） 移籍拒否の自由の拡大 

 （３）社会的包囲の闘い 

１） 大企業を地域から社会的に包囲するという新しい運動形態の構築 

  （４）運動の基本の提起と実践 

１） 自らを変えて人を変える謙虚さ 

２） ０．１％の不安をも払拭する緻密さと運動で包囲する大衆的裁判闘争地

域・ローカルセンターの労働運動と合流し、地域から要求で資本を包囲する

総行動 

３） 争議の運動と解決に責任を負える支援共闘会議とその自主交渉による

解決 

 

全労連・神奈川労連の結成 

全労連結成                     １９８９年１１月２１日 

神奈川労連結成                   １９９０年０１月１３日 

 

７．東電思想差別争議の勝利                        １９９５年１２月２５日 

  共産党員及びその支持者に対する思想を理由とした賃金・昇格などの差別是正闘争に

勝利した。 

東電争議と東電弁護団、自由法曹団 

東電争議では、職場に憲法を、自由と民主主義を定着させるために、１都５県の地裁

で一斉に提訴し、群馬、山梨、長野、千葉、横浜の地裁で思想による差別を裁判所に

認めさせ、それぞれ勝訴した。東電弁護団は勝訴のため原告とともに奮闘した。 

しかし、一方で東電弁護団との自主交渉をめぐる問題 

自主交渉中に運動体に相談無く裁判所に和解の打診 

 自由法曹団神奈川支部ニュースで支援共闘を批判 １９９６年  資料別紙１ 
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８．大企業争議と資本の巻き返し 

中電争議と全労連                              １９９７年１１月１２日解決 

関電争議と全労連               １９９９年１２月０８日解決 

 思想の自由は奪えない                   資料別紙２ 

 関電争議記録                       資料別紙３ 

 「関西電力の誤算」                    資料別紙４ 

日立争議と全労連 日立１都２県争議      ２０００年０９月１２日解決 

総括集発行  ０１年１１月              資料別紙５ 

関電、日立１都２県争議に共通すること 

（１） 全労連が中心に座って解決したこと 

（２）交渉人数が少数で、昇給・昇格の個人別内容は会社に委ねたこと 

（３）差別是正額を当事者本人の了解もなく交渉で了解し、後に個別内容を明ら

かにしたこと 

（４）是正水準が低く抑えられたこと （日立神奈川総括集参照） 

 

日立神奈川争議               ２００２年０７月２９日解決      

日立神奈川争議総括集発行   ２００３年１２月     資料別紙６ 

 労働運動誌での大木一訓氏発言     ２００３年 資料別紙７（労働運動） 

 日立神奈川争議がなぜ一括解決できなかったか、月刊全労連誌での坂内事務局長

発言など                   資料別紙６日立神奈川総括） 

 

９．神奈川の反合権利闘争の最近の状況 

（１）神奈川争議団と神奈川労連 

 多くの運動から神奈川争議団関係を排除し続けている。様々な事柄が起こっている

が、ここでは下記を除いて割愛する。 

日立神奈川争議と神奈川労連 

 神奈川労連が支援共闘会議から脱退 ２００１年０５月 日立神奈川総括参照 

 事実に基づく討論をせず、個人攻撃を繰り返す 

   東芝争議と神奈川労連 

 東芝争議団への神奈川労連の方針の押し付け 
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 支援共闘会議に神奈川労連を中心にしない事を理由に、支援凍結 

（２）神奈川争議団と弁護士 

自由法曹団神奈川支部総会議案書での大川神奈川支部長の投稿 

            ２００４年２月 支部総会議案書  資料別紙８ 

司法反動阻止連絡会議と自由法曹団神奈川支部・神奈川労連 

自由法曹団神奈川支部、神奈川労連、神奈川労働弁護団が脱退 

 司法反動下における裁判闘争討論集会 第２６回 ２００３年１１月２３日 

  弁護士は参加せず。 

地労委民主化対策連絡会議と自由法曹団・神奈川労連 

 自由法曹団神奈川支部、神奈川労連、横浜北部地区労、神奈川労働弁護団が脱退                   

日立中村解決金請求裁判と弁護団、支援部隊 

  中村由紀子氏が争議解決金を配分しろと佐藤団長を提訴、 

  弁護団に自由法曹団神奈川支部の大川支部長、勝山弁護士が弁護人として就任 

 

 日立神奈川争議団 

  ２０００年９月頃日立神奈川争議弁護団のうち２名が１都２県や全労連と一

緒にやらないならと弁山田、中込弁護士が護団を辞任、 

 

２００４年９月１４日横浜地裁法廷で口頭意見陳述 

「争議解決後は諸課題達成と他の争議支援のためと変更している。諸課題達成

とはここでは残務整理ではなく、他争議支援を含むに変えられている。ここからな

にが言えるかと言うと、日立争議団は自らの争議解決のためでなく、神奈川県内に

独自の支配権を確立するために、日立の争議団の団則を変えてまでして、人と金を

投入している。 

特定の構成員をそのときそのときの情勢に応じて、その課題の達成のために動

員するということを狙いとした団則である」 

 

先ほど言いましたように、他の争議の支援のためにどのくらいお金を残すかと

いう問題について議論があるのであれば、一般の当事者に配分をしたうえで、自発

的に供出をうながすという方法がどうして取れないのかと言ったところ、２月の２

日私の事務所で、被告側、具体的にはここにいらっしゃる小島さんが、そんなこと
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を言うなら金を出すのは誰もいないではないか（ハハハハの笑い 山田の女房） 

 自発性に依拠しないで、組織的な強制力でもっておさえる、こういう考え方

は、大げさに言えば１９９１年、ベルリンの壁とともに崩壊した考え方だ。 

 

新日石化学争議総括集で神奈川の争議に言われ無き中傷   ２００３/０５/２３ 

 総括集での藤田弁護団長のメッセージは「また、身勝手な『組織原則』の押しつ

けなど一切なく、当該争議団、労働組合、支援共闘会議、弁護団間の団結は固

く、近時暗雲の垂れ込めていた神奈川の大型争議に、久々に明るい晴れ晴れと

した全面勝利をもたらした意義も大きい。ここにしか未来は」ない！・・・」 

            新日石化学争議総括集     

臨港バス争議 

  一審敗訴に抗議に裁判所に行った事を理由に弁護人を辞任 経過別紙 

 

（３）神奈川争議団共闘会議からの相次ぐ脱退 

  国労人活、私教連平和学園争議団、新日石化学争議団、全国一般ＳＭＫ分会、

医労連相模原南病院労組が、脱退 

 

１０．労働者の権利を職場から守り大企業の巻き返しを許さない闘いにどう取り組むか 

    神奈川の反合権利闘争の果たす役割 

    人間と人間の信頼関係こそ大切 

    神奈川の反合権利闘争の成果を更に発展強化させることが歴史的に重要 

    全国の闘いや現状を学びその教訓を引き出し、発展させること 

    そのために神奈川の闘いへの理解を深めてもらい、団結を強化すること 

    東芝をはじめ神奈川争議団に結集する争議団の勝利のために奮闘すること 

  最後に 

     私は最近の一連の攻撃を見るとき、個人攻撃を行ない、それを使って歴史的事

実を抹殺するやりかたは許されないと思うのです。こうしたやり方で何人の人が

今まで抹殺されたでしょうか。 

     歴史的事実を抹殺するやり方は中国の秦の始皇帝など独裁者のやることで、自

由と民主主義の宣言とも相反するものだと思うのです。 

以上 
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