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School for Freedom of Workers 

at Rintaro-tei 

～ 労働者の自由のための学校（プチ労働者学校）～ 

 

●人の働きが大切にされる世の中を創るために、 

今の社会をどう、とらえ認識するか。そして行動するか。 

●それぞれの関心や、ゲストも交えたイベントなどを通じて、 

みんなで「認識」を創りたい。 

●そういう「一人ひとりがお互いの先生の学校」。 

●「人の労働、その生命の発現と想像力が社会の価値を創る」と言った 

マルクスの認識とその今的な検証をベースにしたい。 

年月 マルクスの認識と検証など

（毎回 20分程度、りんたろう

SHOBO説明、いろいろトーク） 

イベントなど(順不動) 

2010年 8月～12月 

（2011年 3月からは

原発と労働の検討） 

2012年 1月～ 

 

今後 

 

●マルクスが言ったこと： 

「共産党宣言(前半)」と今 

 

●「賃労働と資本」と今 

 

●「共産党宣言(後半)」 

●レーニンが言ったこと： 

「国家と革命」 

・労働と労働組合の現場の交流（＋

北部ﾕﾆｵﾝ、なんぶﾕﾆｵﾝなど） 

・介護職労働、労働運動の現場 

・詩の朗読など芸術と革命 

・裁判員制度と廃止運動（＋百万人

署名運動） 

・外国人労働者の現場 

・マスコミ・メディアの現場（＋出

版ネッツなど） etc 

●月に数回位。週末の一夜 8時からその日が終わるころまで開催。 

●食事付き＠500円＋資料代 100円～200円 

（お酒は好きなもの持ち込み、備え置きを飲む人は 200円） 

たみとや＆りんたろう亭＆りんたろう SHOBO 

 



マルクスが言ったこと：「共産党宣言(前半)」 

（プチ労働者学校２０１０年８月から１２月） 

 

その１．マルクスの言ったこと～主に「共産党宣言」から（8 月 22 日）       1 

 

その２．今の恐慌はどこから始まっているか（9月3日）             3 

 

その３．アメリカの今ー「ルポ貧困大国アメリカ」をベースに（9月 22 日）       5 

 

その４．今の恐慌―非正規を生み出した民営化の破綻（10 月 3 日）        7 

 

その５．バクさんナイト（10月 17日） 

「戦艦ポチョムキンの蜂起：―１９０５年のロシアにおける労働者と兵士の反戦闘争―」          9 

 

その６．今 地域から 11月集会に行くこと（10月 31日）            11 

 

その７．１１月７日全国労働者総決起集会（11月7日）             15 

 

その８．ENJOY HIBIYA”The 飲み会”（11月 14日）              18 

 

その９．今、労働は変わったか階級は変わったか革命の主体は誰か（12 月 5 日）19 

 

その 10．目黒ピースアクション第３回「寄り合い」（12 月 18日） 

“生きさせろ！命の現場の労働と闘いから”武蔵野病院精研労組       23 

おまけ：プチ労働者学校 at りんたろう亭のメニュー＠５００円     25 



その１．マルクスの言ったこと～主に「共産党宣言」から 

 

１．これまでの文字で書かれた社会の歴史は階級闘争の歴史 

・抑圧するものと抑圧されるものとは、たえまない闘争を行ってきた。 

・われわれの時代、ブルジョアジーの時代は、階級対立を単純にした。ブルジョアジー（＝社会的生

産の手段の所有者で賃金労働者の雇用者の階級:もてるもの）とプロレタリアート（＝自分の生産手段を持たず

生きるために労働力を売るほかない近代賃金労働者の階級：もたざるもの）に。 

 ・歴史上、極めて革命的な役割を果たしたブルジョアジー。その成長の土台となった生産手段と

交通手段は封建社会のなかでつくりだされた。ある段階で、封建的な所有関係（生産や交通の手段

を誰が所有し、誰が使わせてもらっているか、の関係）は、それらの手段で生み出された生産力（領主と

農奴による農業、次に王と特許市民と職人による手工業、そして産業革命、蒸気機関・機械による大工業、それぞ

れの生産物、市場、需要）に適合しなくなった。生産を促進せず妨げた。そして爆破された（身分・

伝統に基づき人の人格を支配していた領主や王や貴族がいなくなった）。 

・これと似た運動が目の前で進行している。 

 

２．恐慌、過剰生産の疫病 

 ・強大な生産手段と交通手段を呼び出した近代ブルジョア社会は、自分が呼び出した地下の魔物

を統御しきれなくなった魔法使いに似ている。 

 ・恐慌で、周期的に既製の生産物ばかりでなく、すでに働いている生産力も破壊される。あまり

に多くの文明、生活資料、工業、商業を社会が持っているから。 

 ・ブルジョアジーは、生産力の破壊、新しい市場の獲得、古い市場の徹底的な搾取により恐慌を

克服しようとする。だが、それは結局、より全面的な、強大な恐慌の準備。自分に死をもたら

す武器を鍛える。一方、武器を取るべき人々を作りだした。プロレタリアート。 

 

３．近代労働者・プロレタリア（その階級・プロレタリアート）、その窮乏化と闘争の発展 

 ・プロレタリアの労働は、機械の普及と分業との結果、独立性と魅力を失った。機械の付属物、

単純な操作。従って、労働者の賃金は、ほとんど生存と繁殖に必要な生活資料に限られる（最

低賃金）。だから、労働のいとわしさが増せば増すほど、賃金は下がる。機械と分業が進むほど、

労働の量も増大する。 

・ひとつの階級を抑圧しうるためには、抑圧される階級に、少なくとも奴隷的な生存を続けられる

だけの条件が保障（社会保障）されていなければならない。これに反して、近代の労働者は、工

業の進歩とともに向上するどころか、自分自身の階級の生存条件以下にますます沈んでいく（絶

対的窮乏化）。 

・今日、大工業の最も特有の産物であるプロレタリアートは、真に革命的な階級である。その生活

条件では、旧社会の生活条件はすでに破壊されている。彼らは無所有である。彼らにとって、家

族関係、法律、道徳、宗教は、いずれも、背後にブルジョアの利益を隠し持ったブルジョア的偏

見である。プロレタリアートにとって、確保すべき自分のものはなにひとつない。 
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・ブルジョア階級の存在と支配のためのもっとも根本的な条件は、資本の形成と増大である。資本 

の条件は賃労働である。大工業の発展とともに、ブルジョアジーは何よりもまず自分自身の墓堀人

を作り出す。プロレタリアートのブルジョアジーに対する闘争は、その存在とともに始まる。 

・工業の進歩は、競争による労働者の孤立のかわりに結合による彼らの革命的団結をつくりだす。

ブルジョアジーの没落とプロレタリアートの勝利とは、ともに避けられない。 

  

４．ブルジョア的所有の廃止、資本の廃止、他人の労働を支配することの廃止 

・共産主義を特徴づけるものは、所有一般の廃止ではなく、ブルジョア的所有の廃止である。資本

は、個人的な力ではなく、社会的な力である。だから、資本が共有の財産、社会のすべての成員

に属する財産に変えられるとしても、個人の財産が社会の財産にかわるわけではない。かわるの

は、所有の社会的性格だけである。所有はその階級的な性格を失うのである。 

・廃止しようと望んでいるのは、ただ、労働者が資本を増殖するためだけに生き、支配階級の利益

が要求するあいだだけ生きるという、彼の労働生産物の取得の悲惨な性格である。 

・現在の社会では、私的所有は、その成員の十分の九にとって廃止されている。私的所有が存在す

るのは、まさにそれが、十分の九にとって存在しないからである。共産主義は、社会的生産物を

取得する力をだれからも奪うものではない。それは、この取得によって、他人の労働を隷属させ

る力を奪うにすぎない。 

・個性と自由の廃止？ ブルジョア的個性、ブルジョア的独立性、ブルジョア的自由の廃止を問題

にしているのだ。 家族の廃止？ 大工業の結果、プロレタリアに対して一切の家族の絆が断ち

切られ、その子供たちが単なる商品や労働用具に化せられるにつれて、家族だの、教育だの、親

子の親密な関係だのについてのブルジョアの決まり文句は、ますます、吐き気を催すものとなる。 

・祖国、民族性の廃止？ 労働者は祖国を持たない。彼らが持たないものをとりあげることはでき

ない。一個人が他の個人を搾取することがなくなれば、それに応じて、一民族が他の民族を搾取

することもなくなる。 

  

５．革命、協同社会の実現 

・労働者革命の第一歩は、プロレタリアートを支配階級に高めること、（プロレタリア）民主主義

を闘いとることである。発展の進むにつれて、階級の差別が消滅し、すべての生産が協同した諸

個人の手に集中されたならば、公的権力は政治的な性格を失う。 

・近代の国家権力は、ブルジョア階級の共同事務を処理する委員会。本来、政治権力は、一つの階

級が他の階級を抑圧するための組織された暴力である。 

・プロレタリアートは、闘争で自らを階級に結成し、革命によってみずから支配階級となり、そし

て、強制的に旧生産関係を廃止する。他方、この生産関係の廃止とともに、階級対立の存在条件

を、それによって、階級としての自分自身の支配をも廃止する。 

・階級対立を伴う旧ブルジョア社会にかわって、各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件とな

るような一つの協同社会があらわれる。 

・プロレタリアは、この革命によって失うものは鉄鎖のほかはなにものもない。彼らの得るものは

全世界である。万国のプロレタリア団結せよ！ 
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その２．今の恐慌はどこから始まってるか 

＜マルクスの言ったこと：２．恐慌、過剰生産の疫病＞ 

 ・強大な生産手段と交通手段を呼び出した近代ブルジョア社会は、自分が呼び出した地下の魔物

を統御しきれなくなった魔法使いに似ている。 

 ・恐慌で、周期的に既製の生産物ばかりでなく、すでに働いている生産力も破壊される。あまり

に多くの文明、生活資料、工業、商業を社会が持っているから。 

 ・ブルジョアジーは、生産力の破壊、新しい市場の獲得、古い市場の徹底的な搾取により恐慌を

克服しようとする。だが、それは結局、より全面的な、強大な恐慌の準備。自分に死をもたらす

武器を鍛える。一方、武器を取るべき人々を作りだした。プロレタリアート。 

 

●世界の人口は、1850年で 11億～14億人。2010 年では 68億人。みんなの生活はよくなったか？

（1980年と今） 

1980年で、「1億総中流」と言われながら、最下層の労働者は全体の３割、高所得層との所

得の開きはすでに２倍。その後、国民総所得は 1.8倍。が、1980年の最下層の平均年収より

低い年収 200万円以下の労働者が全体の４割の 1800万人。高所得層との所得格差は 2.8倍。

最下層の世帯人員は、3.5人から 1.8人に減少。配偶者や子供がもてなくなった。食費下が

ったが、医療・社会保険・教育のコスト上昇。 

●今の恐慌はどこから？「景気がよくなれば」いいのか？ 

・1929 年の恐慌は第二次大戦で乗り越えた。世界の粗鋼生産量など、1975 年で先進国の成

長は行き止まり、労働分配率は横ばい。 

・日本の老人医療費無料は 1982 年で停止。1987 年には、中曽根首相の「国鉄の労働組合や

総評・社会党をつぶして新しい憲法を制定する」との掛け声、国鉄はじめ民営化促進。 

・労組は「労使協調」を強め、2000年からアジアやアメリカの過剰消費で成長は回復。一方、

労働分配率は急減。製造業への派遣解禁。医療費一層抑制。国立大学費１５倍増加。 

・“国の景気・成長、企業の景気・成長”という言葉に釣られながら、皆でもがいてきた。

しかし、企業の内部留保は膨張。それは非正規雇用急増の契機となった派遣業法を改正し

た 1998年度以降のこと。210兆円だった内部留保は、その後 10年間で 429兆円に急膨張。

増加額の７割は大企業。 

●ふりかえれば、 

・1980年代 アメリカレーガン、イギリスサッチャーにより、”新自由主義”開始。「世界の成長

が終わり、福祉国家なんてやってられない。効率化だ」 そして民営化。中曽根が国鉄民営化で追

随し「うるさいやつは黙らせろ」と国労・社会党解体。1990年代、ソ連が解体し世界が流動化。

日本は経済低迷と金融危機を経て、有事法制、国家・国旗法、介護保険法（介護の民営化）整備。 

・2001年小泉「構造改革」。”新自由主義の遅れた宣言”。郵政だけじゃなく保育園・病院・学校・

公共住宅・ゴミ収集等々自治体事業民営化、派遣業法、障害者自立支援法、後期高齢者医療制度、

「犯罪に強い社会の計画」、裁判員制度、海賊新法、つくる会教科書、経済対策でやったのは、ト

ヨタの自動車と松下の家電のエコだけ。そして今、「憲法を変えよう」、「すべて官僚が悪い」から

「”究極の構造改革：民営化”道州制を導入しよう」。 
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○先進国の成長は１９７４年で終わり 

 

「成長は鉄道や造船に始まり、自動車などの大量生産と消費を生み、都市化に伴うビルやマンショ

ン建設も進め、鉄の生産量に比例する。ところが１９７４年にピークに達し、その後は横ばい。実

質的な成長はとうに終わっていた。”成長信仰”を「延命」させてきたのが自動車や電化製品の「多

機能化」や「高級化」。そして、「金融化」にひた走り、米国が低所得者にも金を貸しまくって破綻。 

極限状態に達した証し。これ以上前へは進めない。オバマ政権化で米経済は再生するのか。オバマ

氏は相変わらずの成長路線。成長ではなく安定を国民に呼びかけるべきだ。日本は、苦境が続く今、

雇用と生活の不安を取り除く安全網を構築するべきだ。」（MUFG ｴｺﾉﾐｽﾄ水野氏） 

○労働分配率も 1974年から横ばい 

 

労働分配率（赤い線）は、１９７４年まで上昇し、企業の利益率（黒い線）が急落して以降、横ば

い。・企業の利益率は、２０００年以降急上昇（戦後最長の”景気”）したが、労働分配率は急減。 

結果として今、非正規労働者は労働人口 60千万人のうち 4割超。日本の最低賃金、パートタイム

賃金、社会保障給付は先進国中最低レベル。特に働く母親家庭の貧困率トップ。子育ても一人当た

り国民所得が同じフランスより 10倍困難。 
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その３．アメリカの今 

ー「ルポ貧困大国アメリカ」をベースに映画「キャピタリズム」を見ながらー 

 

１． 今、民営化の果てに”中流が壊れる” 

①貧困：7人に一人が貧困、４千 3百万人。5人に一人の子供が貧困。7人に一人、4千百万人がフードスタン

プ受給。長期失業者増加。長期失業者の４４％がホワイトカラー。39％無貯金。7 人に一人が無保険者。

その増加の半数以上が年収 7 万５千ドル以上。中流が下流に転落。 

②格差拡大：格差拡大は先進国でトップ（国連）。30 年間、所得トップ 20%は年収が上昇、ボトム 20%の年収

は上がらない。 

 映画「キャピタリズム」：1976 年カーター大統領テレビ演説からレーガン大統領登場 

２．教育の民営化ー学生・教師の転落、サブプライムローンより深い学資ローンの問題 

①生徒は落ちこぼれか軍隊か。教師の転落：チャータースクール導入と 2002 年「落ちこぼれゼロ法」。 

②学生は借金地獄か軍隊か：教育予算削減で学費高騰。学生の 7 割学資ローン急増。平均 1 万ドル～2 万ドル。カード地

獄と就職難。 

③サリーメイ（学資ローン最大手。90 年代から民営化）と学資ローン市場：「中流を巻き込んで、サブプライムローンより

深刻」 

  

３．医療の民営化ー病気になると中流が転落する 

①マネージドケアで転落する中流：医療保険を掛けている中間層が医療費・医療保険で破産。世界一の医療費と無保険者。

医療過誤訴訟保険の負担で転落する医師。 

②公的保険：メディケアとメディケイド。国家予算の 1/6 

③「国民皆保険」ではないオバマケア：公的保険創設オプションはなくなり、無保険者を所得補助で民間医療保険に加入を義務

付け。 

   

４．刑務所の民営化ー資本は何でもやる 

 映画「キャピタリズム」最後―最近の労働者の闘い。まとめー資本主義はとりかえるべき。みんな闘え！ 

５．コメント 

①オバマがしていること：教育、医療、雇用 

②「アメリカと日本はすでに並んでいる」  

③恐慌ー資本が”パニック”になる： 労働者は団結せよ！ 

・29年の恐慌、75年の恐慌、今回の恐慌（の入口）。29 年は戦争で一旦回復、７５年は新自由主義で破綻。新自

由主義は 1970年代末からの民営化とともに労働者を金融面からも搾取。 

・恐慌は資本主義の労働力商品化のムリで起こる。”コポーラティズム”じゃない。 
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5―①：教育・医療では、結局民間。最近の景気対策は、投資減税などレーガンとそっくり。 

5―②：学費高騰は日本が先。日本の「国民皆保険」が崩れだし、マネージドケア医療は上陸寸前。刑務所の民

営化はすでに追随（ＰＦＩで４か所。保育園の経営も）。公務員の民営化は日本先行（公務員数アメリカの半分）。 

5-③： 

・前回の議論：資本が労働者を搾取する１大イベントとして、資本主義は恐慌を起こす。資本がパニックになり、

乗り切ろうと必死。今回、規模は一層世界に拡大。 

・恐慌はなぜ起きたか？ 新自由主義。70年代までの高度成長で資本がたまり、その利潤を確保するために事業

を拡張・拡張。そうすると労働力提供に限界が見えて賃金上昇。資源も限界、石油ショックでコスト上昇、ベ

トナム戦争終結で需要減少。資本の利潤減。90年代、ソ連崩壊等で低廉な労働力が出てきて、市場も拡大（国

内は民営化で雇用削減と賃金抑制）したが、低賃金だとモノが売れない。ﾛｰﾝで需要を創る必要。金融の自由

化。低賃金労働者が高額のﾛｰﾝを組む構造。限度を超えると返せない。サブプライムローン。カード・消費者

ローン。 

・資本が余っているのにムリに労働者を金融面からも搾取し、労働者の生活の破綻で利潤急減。結局、資本が生

産できない労働力を商品にすることの無理が恐慌をまねく。しかし、資本はまたなんとか乗り切ろうとする。 
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その４．今の恐慌―非正規を生み出した民営化の破綻 

 

 

 

7 



★国鉄の「赤字」は国鉄職員のせいじゃないし、民営化は大失敗★ 

 

●国鉄の設備投資・運賃は政府が決定：しかも政府の資金援助はほとんどなし。戦後はじ 

 めての赤字転落は１９６４年。東海道新幹線開業の年！その後、国鉄の財政能力に構わ 

 ず、高度成長と列島改造計画とで投資は急増。国鉄の収入の６割が投資にまわされた。 

●戦争の負担：戦時中、日本が占領・支配していた満州鉄道などで働いていた邦人は、戦 

 後国策として国鉄に採用された。その数は６０万人にのぼる。しかも、彼らの退職後も 

 年金を支払ったのは国ではなく国鉄。特定人件費というこの費用は、無視出来ない額。 

●鉄道運営は黒字：赤字の中身は、利子を含めた累積赤字は２５兆円。特定人件費が５兆 

 円。他に鉄道建設公団や本四架橋鉄道部分の資本費まで含めたものが、国鉄の最終的な 

 負債総額３８兆円。これを除いて、つまり、設備を維持し人件費を払い列車を走らせる 

 収支だけを見れば、民営化前の１９８４年度以降黒字転換し、１９８５年度、１９８６ 

 年度とも３千億円の黒字だった。民営化の際、宣伝された「国鉄は一日列車を走らせる 

 と６５億円ずつ赤字が増える」はうそ。民営化の政府方針が決定された８０年代前半で 

 も、国鉄の一日の経営利益は９億円あった。 

●安全無視：「民営化により私鉄並みの効率経営」と言われたが、私鉄の営業キロ数合計 

  は５千キロ、鉄道関係社員数は１０万人。国鉄の営業キロ数は２万キロ。「私鉄並」な 

 らば、４０万人の人員が必要なところ、民営化で２０万人以下に。さらに、鉄道の安全 

 のために必要な修繕費を民営化前年から 1/3に削減。そして、ＪＲ西日本では尼崎事故。 

 今、ＪＲ東日本は私鉄の 11倍の車両事故を起こし、その上、保安サービスの外注化を一 

 層促進しようとしている。。 

 

●「破産」ではなかった：当時の国鉄の資産は、土地だけでも５０兆円から７０兆円はあ 

 った。負債の２倍以上あり、破産状態ではなかった。 

●「債務解消」は破たん：分割民営化の一番の「眼目」だった国鉄の債務は、分割民営化 

  後２０年の２００７年３月で、２１兆円。ほとんど減っていない。 

●「国鉄改革大成功！」という宣伝は、デタラメ：国鉄改革は大失敗。債務は解消できて 

 いないし、１０４７名の不当解雇撤回闘争が、国家的不当労働行為を弾劾して今日まで 

 争い続けられてきている。さらに、北海道・四国・九州・貨物のＪＲ4社は全社営業赤字。 

  来年で、民営化以来続けてきたＪＲ各社への税制優遇措置が切れるので、政府にとって 

 「ＪＡＬ(日航)の後はＪＲだ」と大問題。だからこそ、解雇撤回闘争は、この 4月、「国 

 は謝らないが、もう二度と争わないと誓えば、いくばくの金をやる」と”和解？”。 

 

●「国家的不当労働行為」：破産していないのに新会社を設立し、気に入った者だけを新 

 会社に採用することは、違法・違憲（憲法 28条）だというのが普通の感覚。国鉄民営化 

 以来、これをまねして、偽装倒産による解雇が横行している。 

 なのになぜ裁判所は「普通の感覚」を認めなかったのか？ 実は、国鉄民営化に当って、 

「最高裁からエース級の裁判官が国鉄法務課調査役に出向し、偽装倒産→解雇の戦略作り 

 に深く関与」（1998年 6 月 12日東京新聞）。その後も裁判官がＪＲに出向して法務部門を 

 担当。民営化の根幹の局面で、司法が全プロセスに絡んでいた。 
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その５．バクさんナイト 

「戦艦ポチョムキンの蜂起：―１９０５年のロシアにおける労働者と兵士の反戦闘争―」 

１ 映画『戦艦ポチョムキン』について  

 「映画史上ベストテン」といった企画では必ず上位に挙げられる映画。１９２５年、スターリン

主義がソヴィエトを覆い尽くす直前に作られた作品として革命の息吹を生き生きと伝えている 

２ 「第５章」上映の前に  

 １９０５年（ロシア第１次革命・日ロ戦争）６月２７日、ポチョムキンで水兵が決起  

 直接の契機はボルシチ用の肉が腐っていたこと → 「腐った肉など食えない、牛肉を点

検しろ」との艦内示威運動 → １２名の水兵への銃殺命令 → 「同じ艦の仲間を撃つな！」

の叫び → 艦内武装蜂起 → 銃撃戦のうちにほとんどの士官を射殺するか海に放り込み、

ポチョムキン（と付き従っていた水雷艇）は完全に水兵の支配下に置かれる（水兵側の犠牲

者は一人だけ） → 歴史上初めてマストに赤旗を翻した反軍・反戦の戦艦が登場する → 

オデッサ（南ロシアにおける階級闘争の拠点・２７日にはゼネストが予定されていた）への

寄港（労働者たちははじめゼネストの鎮圧に来た戦艦だと思ったが、マストの赤旗をみて歓

喜する） → リッシュリュー階段でのコサック兵による大虐殺（夜にかけて市内で６千人

に及ぶ労働者・市民が殺される ― 映画「第４章」） → 艦内での激論（上陸すべきか・

革命の戦艦を堅持すべきか） → 黒海艦隊司令部が８隻の戦艦にポチョムキンと水雷艇の

撃沈を命じる（６月２８日夜） → 両者とも交戦を覚悟してのポチョムキンと鎮圧艦隊の

激突へ → どうなるか！（→「第５章」）       

３ 「第 5 章」のＤＶＤ上映（約１５分） 

４ １９０５年の革命（ロシア第１次革命）― 反戦闘争とは  

・ 当時のロシアは日露戦争（０４年２月開始）における敗色が濃く、経済的にも疲弊を極め、

生活に苦しむ労働者たちは各地でストライキや激しいデモをたたかっていた。軍隊内には厭

戦・反戦の気分が蔓延し、反乱の気運が満ちていた。  

・ 戦争の反対は「平和」ではなく、戦争を強いる体制の打倒 ＝ 革命 

  戦争は「人の心」から発するものではない 

  戦争は支配階級の利益（資本の利益）のために引き起こされる ― 領土・勢力 

圏・市場（販路・輸出先）・資源等の奪い合い 

・ 革命情勢は戦時下や戦争直後の窮乏情況において高揚する  

  人民の困窮が極まる と同時に 戦争の本質が見えてくる 

・ その場合、体制の打倒（革命）は労働者の蜂起と軍隊内の反乱との結合によって進められる      

情勢（戦争情勢）の根本的な危機 → 支配の危機と階級闘争の前進 → 労働者（学

生）の階級闘争の拡大 → 危機突破をかけた軍隊の前面への登場 → 軍隊と労働者

人民の闘争現場での対峙ないし激突 → 軍隊内における「誰を撃つべきなのか」をめ

ぐる分岐と動揺 → 軍隊内の反乱と労働者の蜂起への合流というのが「暴力革命」の

一つの典型的な道筋：オデッサとポチョムキンでまさにそのような事態が進行した 

５ ポチョムキンのその後 

・ 「戦艦ゲオルギー征服王号がポチョムキンの真横に迫った時、いきなり同艦の甲板や砲塔の

ハッチがいっせいに開かれ、多数の乗組員が甲板上に飛び出してきて、帽子をふりながら、

歓呼のことばを叫びはじめた。『万歳！ ポチョムキン号！』『がんばれ！ われらの同志！』 
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・ ポチョムキン号が同艦の艦尾を通過するころには、同艦の上甲板や後甲板には、歓呼する水

兵たちがずらりと並んでいた。」「このときこそがわれわれが待ちのぞんでいた瞬間であった。

それは革命の発端であった。これらの歓呼の叫びは、圧制の終末も近いことを知った労働者

階級の人々からの、自然発生的な団結の叫びだったのだ。」（『戦艦ポチョムキンの反乱』、リ

チャード・ハフ著、講談社学術文庫） 

・ しかし、ゲオルギー号では艦内指導部の形成に失敗 → ツァーリに投降（７月１日） → 

ポチョムキンはルーマニアに亡命 → ルーマニアへの航海中「戦争を直ちに止めよ。全世

界の、直接・平等・無記名投票に基づく国際憲法制定会議の開催を」等と発信 → ルーマ

ニアでは、労働者たちの熱烈な歓迎を受ける → ルーマニア農民の蜂起に対して政権が反

動化 → 弾圧 → ロシアでの革命を目指して越境 

・ 「１９０５年の事件は１９１７年の両方の革命、２月革命と１０月革命のプロローグであっ

た。プロローグにはドラマの全ての要素が秘められていたが、結末にまではいたらなかった」

（『ロシア革命史』、トロツキー、岩波文庫）日本での反応 ― 石川啄木 

６ いまこそ反戦闘争を（ポチョムキンの今日性） 

・ 戦争の開始を阻止しよう 

・ 戦争の切迫 

① 恐慌 → 通貨戦争、自国の資本の利益の絶対化。「このままだったら戦争ですよ」（浜

矩子、１１・１３テレビ朝日「スーパーモーニング」） 

② 釣魚台（尖閣列島）問題 ― 排外主義・愛国主義の広がり ― 「日米軍事演習で『尖

閣奪還作戦』／中国の不法占拠想定 １１月の大統領来日直後に」（産経新聞） ― 陸上自

衛隊の「海兵隊化」訓練 日清戦争の過程で奪い取った侵略拠点としての「尖閣列島」 

③ 戦争準備の進行 

 「相手国に受動的に対応するだけでは外交は築かれない・・・時には自国のために

代償を払う覚悟ができるか。国民一人ひとりがこうした責任を自覚」すべきだ。「防衛

力のあり方に見直しを加える」（菅所信表明演説） ― 新安保懇談会報告書は「武器

輸出３原則の緩和や集団的自衛権行使に関する憲法解釈の変更などを提言し、非核３

原則の将来的な見直しの必要性に言及した」（日経新聞） ― 「『静的抑止』ではな

く、平素から警戒監視や領空侵犯対処を含む適時・適切な運用を行い、高い部隊運用

能力を明示することによる『動的抑止』の重要性が高まっている」（報告書要旨） 

・ 対決の方向 

① 階級的労働運動（資本主義体制を打ち倒す労働運動）の拡大 

② 反戦政治闘争の前進 ― オデッサとポチョムキン 

③ 国際連帯の深化 ― １７年革命時における独・露兵士の交歓 

④ 現時点で上記の３要素を集約する闘争としての１１・７集会へ！ 

 

○講師紹介：バクさん（十亀弘史：そがめひろふみさん） 

1944 年横浜生まれ愛媛育ち。1969 年反戦青年委員会。1986 年 5 月の東京ｻﾐｯﾄ開催中の迎賓館砲撃に関連

して、1987 年 10 月爆発物取締罰則 1 条（違憲の太政官布告！）でデッチあげ逮捕。世界に例を見ない 16

年もの未決勾留を経て、2004 年 3 月一審判決無罪。しかし、証拠調べもせず、2006 年 1 月控訴審「一審判

決破棄・差し戻し」判決。そして、2010 年 6 月差戻し審・懲役 8 年の有罪判決！現在控訴中。2001 年、獄

中句集「スパナ」出版。映画にも詳しい。2010 年 7 月、東京造形大学で裁判について講義をされている。 
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その６．今 地域から 11 月集会に行くこと 

 

「マルクスが言ったこと」～共産党宣言 

  

１． これまでの歴史は階級闘争 

  

a. 抑圧するものと抑圧されるものとは、たえまない闘争を行ってきた。階級の闘争を。 

b. 今の階級闘争は、ブルジョアジーとプロレタリアート。それは、資本を所有し他人の労働を使

う雇用者と生きるために労働力を売るしかない賃労働者。資本家階級と労働者階級。資本家階級が

支配するから資本主義 

  

２． 資本主義は恐慌を起こす 

  

a. 恐慌は資本の過剰で起こる 

  

b. 資本は、新しい市場の獲得、古い市場の徹底的な搾取で乗り越えようとする  
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「今、11月集会になぜ行くか」 

   

１．そこに「叫び」がある 

 ・ 生きていけない！年収 200万円以下 1800万人、アメリカの貧困、世界の 18億人 

・ 世界中で叫び：フランスの年金制度反対デモ 日本の「政権交代」 

・ 労働組合法、労働基準法は、これまでの労働者の闘いで勝ち取られた。 

 

 ２．今は恐慌だ 

・ 1970年代以降の民営化の果て：国鉄民営化は労働者のせいじゃない。派遣業法。 

・ 今、中国からバングラデシュへ ：時給 900円と 1000円の違い。未払い当たり前？ 

・ 世界中で、「金融危機だから銀行に財政資金」の後は、「財政危機だから民営化」：ギリシャ、フラン

ス、イギリス、アメリカ、中国。日本～保育園、公務員の民営化 「解雇解禁：正職員をクビにせよ！」

「道州制」 

・ 「景気」はよくなればいいのか：企業の内部留保だけが増えた～法人税減税。戦争のきな臭さ～尖閣諸

島。「企業あってなんぼ」じゃない～でも「経営」になると「資本家」になる。「創意と努力に基づく

自由な競争社会」のうそ 

 

○点線は、日本の全企業の平均利益率。実線は、労働分配率。財務省「法人統計調査」 

○労働分配率の数字は、人件費÷利益だが、財務省の統計が、「人件費」に役員給与、さらに 2007 年からは役員

賞与まで！含めているので、それを差し引き、「利益」に含まれていない減価償却費を加えて、修正。 
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３． プロレタリアートの窮乏化と闘争の発展 

  

a. 機械の普及と分業の結果、労働のいとわしさが増すほど賃金は下がる 

  

b. 資本の条件は賃労働なのに、資本主義は労働者が生きていけない社会 

  

c. 家族関係や法律や道徳や宗教は、すべてブルジョアの利益のため 

   

d. 工業の進歩は、競争による労働者の孤立の代わりに階級的団結をつくりだす 
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３．ａ・ｂ・ｃ 労働者の状態は変わったか  

・ 生活保護費以下の最低賃金 

・ 社会保障・教育・医療の破壊 「底が抜けてる」 野宿者 

・ 家族 

・ 法律と取り締まり：労働組合を黙らせる。さらに「国民」を黙らせる。 

 ３．ｄ 闘う労働運動を創ろう！ 

① 工場労働者の団結が弱い？ 労働が変わったからか？ 

・ 「非物質的労働」の拡大 

・ ”中流になったプロレタリアート”は資本主義に取り込まれた？ 

・ 利潤が低減した資本は、「超過利潤」を国家の暴力で得るしかない。 

② みんなが労働者だ！仲間になろう！！ 

・ しかし、恐慌が起きた！ 労働力の商品化のムリで。 

・ 「国民や市民を黙らせろ」というなら、国民も市民もいらない！“みんなが労働者”と言おう。主婦も

学生も老人も。 

・ 闘う労組の“ために”ではなく、闘く労組と“ともに”、一人ひとりの働きの成果が私たちのものでな

くなることを拒絶するために、闘う労働運動を創ろう！ 
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その７．１１月７日全国労働者総決起集会 

 

１１月７日 日比谷野音：全国労働者総決起集会に、５９００人の労働者が集まり、

「民営化と非正規化を阻止し、闘う労働運動を創る」と宣言しました♪ 

  たみとやからも昨年の倍のひとと一匹が一緒に行きました。 

     沢山の応援のカンパありがとうございました♪ 
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★動労千葉田中委員長の 11･７集会発言 ストを構え外注化を阻止する★ 

 

 国鉄闘争の灯を消してはならない。私たちはこの６月、１０４７名解雇撤回への新たな全国運動

をスタートさせました。国鉄分割・民営化は、戦後最大の労働運動解体攻撃でした。最強の労働組

合を誇っていた国鉄労働運動が雪崩をうって屈服し、総評・社会党は解散に追いこまれ、社会的な

力関係は深刻な転換を強いられました。そして以降今日までに一千万人を超える労働者が非正規職、

ワーキングプアに突き落とされたのです。 

 動労千葉は、1985年、86年、90年と首をかけて３波のストに立ちあがりました。この闘いで 40

人の仲間が解雇され、100人以上が配転、２度にわたって５千万円もの損害賠償請求訴訟が起こさ

れました。しかしわれわれはこの闘いで大きな勝利を手にしました。この闘いが 24年間におよぶ

１０４７名の解雇撤回闘争を生み出したのです。それは、新自由主義に対する決定的な対抗力とな

り、全国の労働者の結集軸となる画期的な闘いでした。 

 恐慌が世界をのみ込んで進行しています。菅政権は｢公務員制度改革｣と称し、教育・医療など公

共部門の全てを民営化し、数百万人の労働者を解雇して非正規職に突き落とそうとしています。そ

れは国鉄分割・民営化の十倍にもなる究極の民営化・労組破壊攻撃です。 

「尖閣諸島（釣魚台）」問題では、洪水のように排外主義・国家主義があおられています。資源・

市場・勢力圏確保のための争闘戦が領土をめぐる衝突に発展し始め、それが改憲と軍事大国化、安

保と沖縄基地強化への衝動となって噴き出そうとしています。 

 本来、労働者に国境は存在しない。領土問題で戦争をあおる韓政権、大失業後戦争以外に危機を

打開できなくなった資本主義体制を打倒するために、闘う労働組合が歴史の最前線に登場する時代

が到来しています。 

 世界中でストライキやデモの嵐です。今なによりも求められているのは、変質と屈服を深める既

成の労組幹部の支配に抗し、現場から闘いをつくりあげることです。労働者の団結した闘いこそが

歴史をつくり、社会を変革する力です。 

 動労千葉も新たな闘いに立ちあがります。われわれは外注化阻止の闘いの渦中にあります。鉄道

業務を数百の子会社・孫会社にバラバラにし、労働者ごと丸投げ外注化する攻撃です。雇用と安全

が根本から解体されようとしています。われわれは昨年秋から今年春にかけて５波のストライキを

闘い抜き、今度は千葉だけでなくＪＲ東日本全体の外注化をストップさせました。 

 闘いは再び決戦のときを迎えています。われわれは今秋から来春に向けてストを構えています。

外注化阻止闘争は解雇撤回闘争と一体の闘いです。民営化・外注化攻撃との闘いなくして、労働運

動の再生は空語です。われわれは、労働者と労働運動の未来をかけて全力で闘い抜く決意です。 

 連帯労組関西地区生コン支部の仲間は、４か月におよぶストライキで巨大ゼネコンの支配をくい

破りました。この歴史的勝利と国鉄闘争を先頭に、大恐慌情勢を打ち破る新たな労働運動をつくり

あげる決意です。 
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その８．ENJOY HIBIYA”The 飲み会” 

 

 

 
 

 

＜演目など＞ 

りんたろう亭“吉田拓郎：どうしてこんなに悲しいんだろう” 

ゆたか１"泉谷しげる：集会に行こうの歌" 

ゆたか２"加藤登紀子：ペペの歌" 

ゆたか３"古井戸：花言葉(朗読）" 

のどか"松田聖子：赤いスイートピー" 

たみとや"ヨッシー：ガジュマルの木のように" 

とみしょうや"かぐや姫：名残り雪" 
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その９．今、労働は変わったか 階級は変わったか 革命の主体は誰か 

 

＜マルクスが言ったこと：３．プロレタリア 窮乏化 闘争の発展＞  

プロレタリアートは資本主義で窮乏化し団結し闘争は発展する 

★今、労働は変わったか 階級は変わったか 革命の主体は誰か★  

～ アントニオ・ネグリさん、スラヴォイ・ジジェクさん、ジョン・ホロウェイさん、網野善彦さ

ん、などの議論を踏まえて～  

 

○「非物質的労働の拡大」   

・ネグリさん：20世紀末の数十年間に、工業労働は、“自らの渦の中に他の生産形態を引き込む

意味”での主導権を失った。代わりに主導権を握ったのは「非物質的労働」。知的ないし言語的な

労働。また、情動(感情)労働。これらが賃労働として行われるとき「疎外」はより実感される。労

働時間は関係ない。非正規労働者。移民。  

・ネグりさん：非物質労働の主導権のもとにある搾取は、もはや労働時間で測られるような価値の

収奪ではなく、非物質的労働が社会的なネットワークのなかで生産し、流通させることを通じて、

社会的な財産になっていくような価値＝「＜共＞、ザ・コモン」の捕獲。  

 

○「帝国」「マルティチュード」  

・ネグリさん：世界は、隅々まで資本主義が浸透し「帝国」になった。しかし利潤が低減した資本

は、“非物質的労働者”が「頭の中」で生産するものを寄生的に捕獲するしかなくなりつつある。  

・一方で、非物質的労働の拡大とともに、マルティチュード（革命の主体になる多様な人々）が生

まれつつある。賃労働者であるプロレタリアートとも人民とも群集ともちがう主体が。プロレタリ

アートは中産階級化して帝国主義国の資本主義に取り込まれたが、自ら中産階級化するための「外

部」をもはや持っていないマルティチュードが世界に広がった資本の「帝国」をなかから食い破る。

前衛としての「知識人」など要らない。「帝国」は世界同時革命の前提を作っている。  

○１９６８年は何だったか  

・ネグりさん：「帝国」では、生産の収奪が生産現場だけでなく、生命の再生産過程全体に及んで

いる。1968年より以前は、生産は交換価値の領域、再生産は使用価値の領域だった。この支配に

対抗するために生産の場と再生産の場を結びつけた（貧者の）共同体の力が必要。  

・ジジェクさん：1968年の抗議行動は、資本主義の 3本柱への挑戦＝工場・学校・家庭。その後、

脱工業化。闘争を吸収し直接的な資本主義支配の新たな形態が出現＝ポストモダン。  
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補足： 

マルクスをよく研究、踏まえた人たちが、今、言っていること。 

⇒問題意識は、なぜ既成労組は闘わないのか。なぜ多くの人が立ち上がらないのか。1万人は？ 

 

○「非物質的労働の拡大」  

・非物質的労働：アイデアやシンボル、イメージを生み出すＩＴや金融やメディアやアートの知的ないし言

語的な労働。また、安心・興奮・満足・情熱を生み出し操作する情動労働。フライトアテンダント、ファー

ストフード店員の笑顔のサービス、介護労働者、家事・育児などの生命の再生産労働。人間関係を創る労働。

農業労働。 

・マイクロソフトの DOS。トヨタ正社員の改善運動。 

・＜共＞ザ・コモン（ズ）：人間の創造力（創りだす力）で出来た共同の智恵・共同財産（コモンズ）。水や

漁をする共有権。人間関係のつくり方。絵。詩。言語。ＯＳ。今まであったものの価値（コモンズ）が、よ

り広汎に産む出される（コモン）ようになり、資本があせって追いかけている。 

共の生産≒マルクスの「ブルジョア的形態を剥ぎ取れば、社会の富は、人間の創造的諸素質＝普遍性の絶対

的表出。歴史の発展は、その人間的諸力そのものの発展を自己目的にしている」 

絵を描くことは、共に基づくし、共を生産する。料理をすること。 

○「帝国」「マルティチュード」 

・「ヒップホップをはじめとする遊びの諸形態は、金銭的にも心理的にもやりがいのある賃労働に機会が減

っていく脱工業経済・都市の条件のなかで恒久的な失業状態にある黒人やプエルトリカンの若者にとって労

働となる。そして、自己価値化」―くそな賃労働より遊びが生産、そこから搾取。 

・マルティチュード：多様性 具体的には 貨幣や価値に拘泥しない自由な移民労働者・失業者・貧しい人

間。貧者＝「非物質的生産」の主要な担い手。その労働は資本のもとでは創出する富を奪われ資本と敵対。

疎外いやだ、賃労働糞くらえ！もう行くところがないぞ！！ 労働は富を生み出す能力を持ち続けるので革

命の主体性を持つ。宮下公園。共同の力で食い破る。 

 

⇒疎外いやだ、賃労働糞くらえ！もう行くところがないぞ！！宮下公園。高円寺の乱。でも、どうやって。

「共同」は意識しないと！ 結局 労働。その団結。 

 

○１９６８年は何だったか 

・再生産の領域＝老人医療無料化から介護保険、外食・惣菜、保育の民営化②学生たちの抗議。 

・貧者の共同体：貧しいままこそ私たちの力、金がなくても人間関係、信用が必要、だから個性はより必要。尺度の

ない世界。価値・測れる世界を変える。貧困は逆説：貧しい、ねだっちゃう、それが気にならない貧困 

 ・ネグリ批判のジジェクさん：「学生革命」は勝利した瞬間に負けた⇒①吸収。工場労働は外注化。教育

は民営化。家族関係は多様な関係へ。②中流意識。運動は項目別の市民活動へ。 

⇒盛り上がったのは？：６８年は、社会主義の危篤と帝国主義が瀕死の重体。世界が二重の危機・体制的な崩壊。

近代の終わり。自分たちの場で、自分たちのことを、自分たちのやり方で決定したい。既成の運動の破壊、徹底的

な多様化。しかし、結局 「労働」がなかったんじゃないか。  
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○「超過利潤、知的財産権 国家」   

・ジジェクさん：非物質的労働（教育・セラピー）の拡大で、これまで対象外だった新しい領域が

商品化。「知的所有権」の争いは、法的措置＝非経済的手段で搾取するしかないことを示す。「超

過利潤」を国家の暴力で得るしかない。規制緩和、新自由主義といいながら、国家の役割強化。  

・ジジェクさん：ビルゲイツは、業界を独占し、社会的財産を私有。超過利潤を得た。パソコンは

持っていても、マイクロソフトの知的労働者は社会的財産からは疎外されたまま。天然資源＝水、

石油の搾取。石油価格は、製造コストや搾取労働力の対価とは関係がない。石油に支払う代価は、

天然資源の不足と限定供給のために所有者および管理者に支払う超過利潤。戦争により分捕る。  

◎しかし、恐慌が起きた！ 1970 年代からの民営化の果てに、労働力の商品化のムリで  

・今、そこにあるのは、工場派遣労働者。非物質労働だって肉体労働。・一方で、資本に支配しき

れない労働があるのは大事。労働に「非物質的労働」が“日常、みんなに”浸透しているのも事実。

だからこそ、“みんなが労働者”。主婦も学生も老人も労働者。 

○初めに叫びがある 私たちは叫ぶ  自由な共同体を アジールを  

・ホロウェイさん：抑圧を拒絶し、世界を変えようとする叫びはどこにでもある。フェミニズム運

動、黒人解放運動。しかし、抵抗しているのは「誰か」だけでなく、皆が持ち合わせている人格の

側面：自信・性衝動・遊び心・創造性。「普通の人間が叛逆者」その尊厳、否定された人間性を取

り戻そうとする闘い。服従をきらう行為。それが、希望の実質的な土台、出発点。反権力は、日常

の尊厳のなかに。抑圧された「誰でもないもの」の解放。サパティスタの「覆面、闘争の共同体」。  

・網野さん：原始のかなたから生きつづけてきた「無縁」の原理（無所有。抑圧を拒否し自由を求

める「叫び」。無縁の原理の場としてのアジール：避難所）、その世界の生命力は、まさしく「雑

草」のように強靭であり、また「幼な子の魂」の如く永遠。「有主」(私的所有)の激しい大波に洗

われ、瀕死の状態にたちいたったと思われても、それはまた青々とした芽ぶきをみせる。日本人の

人民生活に根ざした「無縁」の思想、「有主」の世界を克服し、吸収しつくしてやまぬ「無所有」

の思想は、失うべきものは「有主」の鉄鎖しかもたない、現代の「無縁」の人々によって、そこか

ら必ず創造されるであろう。  

★今、労働は変わってない広がったのだ 階級は変わってない 革命の主体は労働者★ 

◎みんなが労働者。一人ひとりの働きといのちを守るために、闘う労働運動を創ろう  

・田中康弘さん：動労千葉は、職場の中で団結を保ちながら持続的な運動をつくってきた。闘うこ

とで起きる困難から逃げなかった。その時にできた現場の踏ん張る力がすべての土台になっている

わけです。運動は具体的ですからね。具体的な中に普遍的な課題が見えてくる。建前だけでは運動

にならない。具体的な運動で突き抜けていけば、この時代ですから、新しいものがつくりだされる

可能性ははらまれている。  
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○「超過利潤、知的財産権 国家」  

・ネグリの批判。資本が”コモン（ズ）”を私有化している 

・今、環境破壊と遺伝子操作とデジタル化ですべてを失う危険が、全員を何ももたないもの＝プロレタリア

ートに変える。「万国の労働者、団結せよ！」 

 

◎しかし、恐慌が起きた！ 1970年代からの民営化の果てに、労働力の商品化のムリで 

・労働時間で測られるような価値の収奪。労働分配率４０％？ 

・学費無料の学生、老人医療費無料の老人、生活保護受給者は、社会から給料をもらう”共”務員労働者。

社会を変革することが仕事。 

 

○叫びがある そして：自由な共同体を アジールを ←「みんなが」の意味 

・誰か：カテゴリー・アイデンティティー・レッテル付け。共同体：村の寄り合い、労働組合、一人の仲間

も見捨てない団結 

・労働組合の「無縁性」がある。 

 

⇒「日常から共同体」を創っていくことと、闘う労働運動を創っていくこと 両方だ！労働は一人ではできない。 

◎みんなが労働者。一人ひとりの働きといのちを守るために、闘う労働運動を創ろう 

・職場の中で団結を保ちながら持続的な運動をつくってきた。運動は具体的。 

＜参考にした人＞ 

 
●アントニオ・ネグリ 

1933 年イタリア・パドヴァ（ヴェネチアの近く）生まれ。イタリアのアウトノミア（自治運動）に関与。

1979 年モロ首相暗殺事件に関与した嫌疑で逮捕・投獄。フランスに長期亡命。1997 年イタリアに帰国・投

獄後釈放。参考文献：「マルティチュード」「未来派左翼（Good-by Socialism）」 

 ●スラヴォイ・ジジェク 

1949 年スロヴェニア（一時ユーゴスラビア）・リュブリアーナ生まれ。参考文献：「ポストモダンの共産主

義ーはじめは悲劇として、二度目は笑劇として」 

 「迫りくる革命＝レーニンを繰り返す」 

●ジョン・ホロウェイ 

1947 年アイルランド・ダブリン生まれ。メキシコ・サパティスタ運動、世界社会フォーラムに関与。参考

文献：「権力を取らずに世界を変える」 

 ●網野義彦 

1928年山梨生まれ。参考文献：「無縁・公界・楽ー日本中世の自由と平和」 

●田中康弘 

動労千葉委員長。“現役ストライカー” 
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その 10．目黒ピースアクション第３回「寄り合い」 

“生きさせろ！命の現場の労働と闘いから” 

 

年末にもかかわらず、地域から３１名が集まっての寄り合いとなった。介護の職場、非正規の職

場、アーティスト、学生、３１名中１８名が若者だ。若者に限らず今働くものたちはどうしたらも

っと人間らしく生きられるのか、どんな未来をつくればいいのか、見えなくなっている。その中で

生涯非正規雇用！とあえていい、職場で声をあげれば必ず闘える、未来は自分たちのものだ！と生

き生きと語る若者のはなしを聞きたくて続々と集まってきた。 

ピースアクション代表のＳさんより 講師の紹介 

自分自身も介護病棟で３年働いている介護労働者だ。今の仕事がいちばんきつい、不満の声をあげ

る余裕、気力すらそがれる状況である、その中でどうしたらいいのかお話をうかがいます。 

 

講師の話 

今社会全体が大変になっている。 

職場で起きていることは世界情勢とまったくつながっている。資本主義が完全に破綻してる。資本

は労働者の首を切って、政府から多額の公的資金をもらい儲けている。それでもビッグ３は破綻し

た。ＪＡＬの例はしかり。そして戦争がはじまった。北朝鮮が韓国にむけて砲撃を行ったと言う報

道のうそ。ことの核心はアメリカが経済を支えるためにやらせた、そして日米安保のもとで日本を

動員しようとしている。一方で労働者を押さえ込みたい、韓国では世界最強の民主労総がいる。６

０パーセントが非正規の中、現代自動車では工場内座り込みのストライキがうたれており、”戦争

は延坪島ではなく、ここで起こっている”つまり資本と労働者のあいだで戦争が起きているのだ。 

日本はどうか 

大失業を一番うけている。四人に一人は年収２００万以下、働いても食っていけない、働きたくて

も仕事がない。その原因は非正規雇用ー正規職を非正規、派遣にどんどん変えていった。簡単にク

ビにできる。それは、労働者がだらしないからでも自己責任でもない！！１５年前に日経連報告”

一割の正規、９割の非正規に”日本の経営陣がだした。努力しようにもどこの求人広告にも正規の

いすは最初から用意されていない。１９８６年の国鉄分割民営化からはじまっている。労働者派遣

法をつくり、規制緩和で拡大していった。ボーナスなし、退職金なしー経営は儲かる 
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問題は、それだけではない。 

安全を崩壊させた。ＪＲの尼崎事故は徹底的な外注化・合理化の結果。そして すべての責任を労

働者のせいにする。病院でも同じことがおきている。一部の機能を病院でやって、あとは全部外注

化する。 

医療を取り巻く情勢ーどう闘えば労働者がまもれるのか？！ 

医療は新成長戦略のもとに病院業務の全面的な外注化と非正規職の拡大がはじまった。武蔵野病院

においても非正規化、非正規の夜勤手当の廃止、雇い止めで２２年度だけで１億１４００万の黒字。

さらに２億円の黒字を出すといっている。就業規則の改悪、正規雇用に手をつける。二年後介護補

助者を全員非正規に。 

Y さん雇い止めを署名と団結した力でとめた！！ 

子供が熱を出して休むので雇い止め。このことに対して毎日昼休み集会をひらいた。こういう風に

合理化しようとしていることに怒りが噴出した。武蔵野病院は雇い止め解雇を撤回。ー経営者は労

働者の団結した怒りに弱い。職場の４３名の労働者が１１月集会に参加。経営の態度が変わった。

一律で一時金を出すといいだした。 

闘えば勝てる！ 

病院の外注化を阻止すること、非正規職を正規職にする、職場を安全にまわせる人員を増やすため

に団結して闘うことー労働者の生活と安全がある 

 

はつげん 

えび：合同労組は一人から入れる。労組に入ると仲間と団交できる。一人でも合同労組に入ろう。 

C：新聞やニュースでは伝えられていないことが沢山聞けた。 

Ｎ：くそなしごとを続けていたが今日聞いてすっきりしました  

Ｓ：すごくよかった。自分も病院の仕事をはじめたので、わかりやすかった！ 

Ａ：自分の職場もまったく同じ状況 

Ｓ：地域の仲間を闘っている人に会わせる事ができてうれしい！！ 

Ｙ：アメリカ在住、学費闘争を闘いました。これからもアメリカの状況を投稿しますね 

   その後カレーを食べながらはじめてあった人同士でそこここで夜遅くまで話は続いた。 

自分が非正規なこと、自信が持てないこと、何をやってもうまくいかないこと それは断じて 自

分のせいではない、自分が楽しく働けるよう、みんなが幸せに暮らせるように隣にいる一人とまず

つながって声を上げよう！！自分を解放するためにこの世界を変えよう！！ 

  仲間になろうよ！！ 

 



おまけ 

プチ労働者学校 at りんたろう亭のメニュー＠５００円 

 

その１．マルクスの言ったこと～主に「共産党宣言」から（8 月 22 日）  

暑い日にはタイ料理：タイ風揚げだし茄子、アサリのバジル炒め、牛タンとピーマンのナンプラー炒め、きゅう

りのにんにく漬け、そして、ガパオ（タイ屋台風鶏のバジル炒めかけご飯） 

 

その２．今の恐慌はどこから始まっているか（9 月 3 日）    

ペルー・メキシコ・沖縄：アボカドのツナマヨネーズ詰め(ペルー）、豚肉のタマリンドソース煮込み（メキ      

シコ）、タコシーズニングライス(沖縄） 

 

その３．アメリカの今ー「ルポ貧困大国アメリカ」をベースに（9 月 22 日）        

夏の終わりにカレー：カレー二種：チキンカリー、チャナ豆カリー、きゅうりのにんにく醤油漬け、キャベツと

じゃがいものザブジ、ぽて丸：とみしょうや手作り差入れ 

 

その４．今の恐慌―非正規を生み出した民営化の破綻（10 月 3 日）         

Korean：冬瓜の韓国風酢の物、ボッサム（茹で豚肉とキムチを葉野菜で食べる）と豆腐と浅蜊のピリ辛チゲ 

 

その５．バクさんナイト（10 月 17 日） 

「戦艦ポチョムキンの蜂起：―１９０５年のロシアにおける労働者と兵士の反戦闘争―」   

ハンガリー・グヤーシュ（牛すじのパプリカ煮込みーハンガリーの味噌汁。 戦艦ポチョムキンの蜂起は、兵士

のボルシチ用の牛肉が腐っていたことから始まった。。。）：ハンガリー・グヤーシュ、グリ－ンサラダ 

 

その６．今 地域から 11月集会に行くこと（10月 31日）             

ハロウイン風 11 月集会に行くぞ！パーティー：ハロウインかぼちゃ丸ごとグラタン（きのこのホワイトソース

入り）、パエラ 

 

その７．１１月７日全国労働者総決起集会（11 月 7 日）              

おにぎり弁当：おにぎり（鮭・おかか・昆布）、玉子焼き by のどか 

 

その８．ENJOY HIBIYA”The 飲み会”（11月 14日）               

秋の旬たち（きのこ、さつまいも、れんこん、ごぼう）：椎茸の挽肉詰め、ピーマンの挽肉詰め、蓮根、さつま

いも、牛蒡の素揚げ、鶏の唐揚げ、動労物販ひじきとしめじと牛蒡の炊き込みご飯 

 

その９．今、労働は変わったか階級は変わったか革命の主体は誰か（12 月 5 日） 

国際連帯鍋２種（中国：扁炉ー動労物販どんこで白菜を食べる 韓国：スウドフチゲ鍋 ） 

 

その 10．目黒ピースアクション第３回「寄り合い」“生きさせろ！命の現場の労働と闘いから” 

本格カリー2 種（チキン、チャナ豆）、ザブジ 2 種、薬味３種、ご飯 2 種 
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この小冊子は、プチ労働者学校に来てくれた皆さん（れいこ、スミ子、ゆたか、ひろき、ちほ、

あおば、ゆひまる、のどか、るいね、ふじおか、はなこ、まさひろ、りょうへい、なおこ、しょ

うこ、たくや）、東京北部ユニオン、精研労組、なんぶユニオン、動労千葉の皆さん、等、たく

さんの人のおかげでできています。あらためてお礼申し上げます。 

そして、Special Thanks to Tamitoya, Tomishoya  and  Rintaro！（敬称略） 

 

●りんたろう SHOBOの趣旨（2008年 9月） 

素敵に働くこと、そうできる世の中をつくること 

・ グローバリゼーション、マルクスが批判した資本主義が世界の隅々に広がった。 

戦争、差別、貧困が増大し、労働が Enjoy できないし、食えない。 

・ 労働は、ひとのために素敵な、大事な価値をつくること。それは素敵に生きること。 

だから、あらためて、“素敵に働くこと”を追求したい。 

それは、同時に、“資本に支配しきれない労働”を追求すること。 

・ グローバリゼーションに抗するために、賃金労働での資本との闘いと、“資本に支配しきれない労

働”を“さらに”作り渦のように大きくすることとが必要。 

・ 子供をつくり育てること、食事をつくること、洗濯・掃除をすること、“介護”すること。絵を描くこと、

歌を、文を、ものを、場をつくること。 

これらの“非賃金労働”は、“資本に支配しきれない労働”の大事な、強力な候補。 

・ 忘れてはいけない、賃金労働が“素敵に働くこと”になることを。店主も３０年、“協同組合の会社”

で Enjoy もしてきた。 

・ ただ、グローバリゼーションの日本で、今、非正規賃金労働者は３割を超えた。 

それは、まず、“生きさせろ！”。 

・ “生きさせ、生きる”ためにも、“資本に支配しきれない労働”で資本を包囲する。 
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