合

作

の

思

想

覚

え

書

− ︽労働キャンプ運動の方法 −
矢

＼

部

顕

活︶をもつことはよって肉体労働にょる建設を進めていくもので

労働キャンプ運動は︑元来政治が落ちこぼしてきたと思われる

第三早 ﹁しゃべる﹂と﹁つるはし﹂
労働キャンプ運動は︑その核として﹁しゃべる﹂と﹁つるは丁と

ようを社会的矛盾の凝集点︑あるいは底辺と呼ばれる部分に接点

あ
る
︒

に象徴されるように︑肉体労働を不可欠宏ものとする︒この肉体

をあて︑問題の解決を図ろうとするが故に︑現象的また機能的に

元来行政がやるべき仕事を︑行政がやっていないという根狼でも

労働を中心とする運動形態はよる具体的な＜モノVの建設という

この肉体労鋤が向けられる対象は多くの場合︑災害復旧︑各種

って進められてきたのであるなら︑ば︑それは行政機関の下部横様

は行政の捕売物となってきた場合が多い︒労働キャンプ運動は︑

施設修理建設︑地域公共施設修理︑開拓地支援などで︑地域共同

的役割を果してきたということにすぎ養い︒労働キャンプ運動が

ことを抜きにして労鋤キャンプ運動を語ることは出来ない︒

社会に於て最も必要とする施設︑機関︑事業は向けられるのか原

運動のもつその形態ゆえは︑行政の橋完的役割という位置はとど

目指すものはそのようをものであ二二允のだろうか︒労鋤キャンプ

﹁労鋤キャンプは比較的矛盾の多hと思われる資太樹下におけ

めることをく︑労鋤キャンプ誕生の初心であるところの﹁集団の

則とされてきている︒

る擬似共同体へ出かけていって︑そこの生活人と筋力し︑我々の

簡単に体制運動とセる危険性が強い︒P薫り︑肉体労働はそれ自

いう点を明確にしっつ連動形態を考えていくことを怠る疲らは︑

行政の欠けているところを補い︑どの部分で行政を拒否するかと

ーカーの平和主義を受け継ぎ実験していくためには︑−どの部分で

エネルギーを戦争という破壊ではなく平和の建設へ﹂というクエ

︵﹃しゃべる﹄復刊

肉体的措神的労働力を提供することほより︑その生活共同体のよ
りよさ発展を促進しょらとするものである﹂

︵週
に

︵共同生

︵ロングキャンプ︶

第一号︶というようは定義づけちれできた︒すなわち︑一日
末キャンプ︶あるいは︑一週間から二週間

わた二で︑対象となる現場に入り込み︑そこでキャンプ

身﹁労働奉仕﹂的に見られ︑謙れからも拒否されないかわめに︑
運動の主体によっては行政への﹁労働奉仕﹂としてしか存在し徳

第二牽労働キャンプの建設してきたもの

るが︑逆の側面あら見れば︑行政の補完物でしか凌高という位霞

さたことは︑労勧キャンプ運動を考える場合最も重要な車柄であ

労働の対象が現象的には行政の貧困からくるものに向けられて

敵との知解の動機は︑いかたる物質的利益も考えない奉仕の箱神

れた︒一九一九年︑オランダで開かれた国際友和会は︑﹁以前の

蔑力では凄く︑平和の建設にむけるものとして第一次大戦後生ま

労働キ一ヤシプ運動は︑人間の集団的エネルギーを戦争という殻

労勧キャンプの輸入

に運動を限定させる結果になりかねないわけである︒この弱点を

のみに基づく一般的な仕事によノって最もよく助長される﹂と決議

の

運動の利点と転化しうる要素として運動論を展開しうるならば︑

したとき︑その席にあったスイスのクエーカー教徒︑ピエール・

ないとのら性質を多く含んでいる︒

行政への労働奉仕運動は陥ることたく平和運動として特異な労働

一九二〇年︑大戦中最大の激戦地で廃墟と化したフランス︑ベ

セレソールはそれを具体化するものとして国際労働キャンプを提

欠除した部分を受けもち︑いわば体制の部分として動くかもしれ

ルグン地方の復興再建に協力する昔年ボランティアの国際集団が

キャンプ運動を位置づげろことが出来るというのがこの小論のテ

めが︑それを作りあげた思想的内実施産物ヱ盲︑もひとまわゎもふ

現われた︒つい最近まで敵国同志であった仏︑独︑英︑米︑オー

案した︒

たまわりも大きなものとして︑体制を超え未来を透裾し︑またこ

ストリア︑スイス︑オランダ︑ハンガリー等から集まった青年は︑

ーマである︒仮設としてのそれは︑労働の産物は機能的に行政の

れによって部分として動メものは単に行政の政策的なものとして

第二次大戦後の日本での労働キャンプ運動は一九四九年から始

五ケ月間寝食を共ほし︑家屋の建築︑道路工尊︑整地︑植林等の

に浸透していく平和的労働キャンプとして︑LBEとB工WC関

まる︒この年には︑米国友会徒シュモーが個人の責任で︑原爆へ

動くのではなく︑現実は於でも内実の島さでもって具体的に勝ち

西委員会の二つを取り上げ︑その運動の歴史︵第二垂︶と思想の

の謝罪の恵をもって︑﹁広島の家﹂建設キャンプを提唱実行して

建設作業に従脅した︒これが世界初の労働キャンプである︒

系譜︵第三章︶を辿り︑それを支えてきた根拠をみる︵第四章︶

いるし︑組織的な国際基督教労働キャンプ撮︑白衣基脅教協議会

とってわこらセする︒この観点から︑アメーバの如く体制の破目

ことはよって︑合作の思想︵第五重︶を考えて高さたら︒

青年部の中はある国際基督教ワークキャンプ委員会によって開始
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ヽヽ

︵AFSC︶

㌻∴∴∴∴種

されている︒また米国友会奉仕団

が日太での平和活

て∴．∴∴︑

ため︑水田を埋め︑運動具を附殺した︒

一︑千葉− 千葉県成田の近くにある富里村の双場墓場のため︑

一九五〇年

業﹁ネイパフットセンター﹂を創設し︑労働キャンプを行った︒

違車の手伝い︑家畜小屋建設︑道路造りを行った︒この農場は東

動部門の一つとして労働キャンプをこの年採用し︑引薄着隣保碁

A致SC内部の機関としてボランティアによる労働キャンプ委員

︒
る

京出身の満州よりの引揚者たちが共同して経営する共同農場で登

OHdHH∴Hnd①rnpt

会が組織されたのは一九五一年であり︑ピエール︑セレソールの
創設した労働キャンプSC工へsOrqice

二︑大阪 −大阪市南部にあるスラム街に︑診療﹂へ刑余者保護専

業を行う為の大阪基密教社会館のため︑爆撃地跡の敷地を整備し︑

が白衣は紹介され先のが一九五〇年である︒

この頃の労働キャンプはどのようを活動をしていたのだうらか︒

ポータブル︑ハウス二様を完成した︒その他︑附近住民の為の児

i〇naH︶

長文の引用になるが︑日本基密教協議会の労働キャンプの概況か

童保育とレクレェーションを行った︒

同公園の道路造り︑市内数ヶ所の防火用井の建設は奉仕した︒

三︑松江 − 柩江市の城跡にもるユネスコ会館修理工基の手伝い︑

ら見てみよう︒

一九図九年

一九五一年

一︑盛岡− 郊外の旧兵営跡には引穆者が居住︑そこの防火︑衛

一︑函館−画鮨市の五稜廓の近くにある︑樺太−からの引揚者の．ハ

ラック部落の為の道路と児童の為の道路児童遊園を造り︑運動具

生の設備が非常に悪hので︑防火用井の改修︑排水溝の新設と清

クで砂利を毎日毎日数回運搬して道路を改修した︒

を寄附し︑汚水の排水溝掘りを行う外︑引揚者を阜頭に迎えたり︑

二︑五日市−

二︑金沢

掃︑共同集会所の修理を行い︑また数キロは表れた所からトラッ

年の家のため︑山陵を崩して平地を作り︑約六〇坪の建物二横の

供らの遊ぶ場所もないので︑荒廃した旧練兵場を清掃︑土盛h：注

旧兵舎の臨時収容所に奉仕した︒

為め土台を仕上げた︒

どをして運動場に造りかええ︒

東京の西︑五日市町に新設される日本基督教団青

三︑諌早− 長崎県諌早市の鎮西学院は宿泊して︑同学院の運動

三︑東京−−郊外の稲田登戸の丘の上は︑白衣学生奉仕団の計画

ここも兵営は引揚者が一杯つまっていて︑そこの子

場造り︑郊外の山を崩し谷を埋めて造る市民運動場の建設に秦任

する学生サナトリウム建設のため毒任した︒仕事はトロッコを便

−

した外︑市外の小野にある引揚者部落のための児童遊園地を造る

一︑美唄 − 美唄炭境地区は新に建設される美唄教会と炭茹セン

一九五三年

四︑名古屋−名古屋東方猿投村の遵村幼稚園のため︑運動場と

ターのための敷地整備と土台を築き上げた︒

属して︑山上に士を切り取り平地を造ることであ二﹁た︒

通路を造った︒

建築のための敷地整備︑菊池にある国立療慈所の由の拡張された

五︑熊本−

三︑鹿児島− 旧飛行場跡の細民衝のため︑衛生施設と約百米の

動場を造った︒

二︑別府− 市立の小学校の水泳プール建設と基督教孤児院の運

神水にあるルーテル教会社会哀楽の建物と神水教会

敷地に花壇園をつノ︑ふけ︑．又︑所内に新設される基督教礼拝堂のた

排水溝をコンクリートで仕上げた︒

一九五四年

めの土地整備を行った︒なお余暇には︑患者の精神的方面にも秦

任じた︒

ートの土台をつくった︒

佐和田町はある佐渡教会の新会堂のため︑コンクリ

二∵北海道〜−洞爺湖畔に教会と修養所を建てるための整地整備

二︑網代〜 伊豆半島の漁村網代に虚弱児垂の養護施設を建設す

一︑佐渡−

と道路造りをした外︑小学校の運動場拡張を行い︑余暇には療養

るため︑海辺の山の上の土地を理恵らしして約三百坪の平地を作

一九五一年

所の慰問をつづげえ〇

公園墓地を建設する為の労働をした︒階段式の土地の草刈︑整備︑

っ
た
︒

三︑尼崎

山奥からの材木伐採と運搬︑それを用いで頂上には白木の大きを

二︑東京−昨年に引き続いて登戸を訪れ︑学生サナトリウム建

いた児童遊園地を造った︒

十字架が建てられた︒この墓地に最初に埋葬されたのは︑広島刑

三︑広島−高の北方半田の山腹に︑全広島の教会のため基蒋教

四︑四回−扱山市郊外︑横河原村にある国立療養所内は︑防火

務所内で信仰に入って︑処刑された引取人のない︑二人の死刑囚

設を更に拡大完成した︒

用水の為の大プールを完成し︑更は南にあたる川上村は移り︑小

の遺骨であ二﹁夜︒毛色を異にするキャン．ハーたらの聖歌と祈りの

市当局の招請によって︑市の北辺の大竹薮を切り開

学校と中学校の排水溝堀点︑及び防火用水垢を造った︒

うちにその道骨はここに埋められた︒︵日太ユネスコ国内委員会

−

五︑小倉−市営の総合犬運動場の施設の一つである野球場の観

C関西の略史

要務局作成﹃ワークキャンプハンドブック﹄より引用︶

の︒日工W

覧席約五〇米をセメントで造？た︒余頓には失対の日雇労働者の
人々と交換を行った︒

争∴∴∴∴七−
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無制限に受け入れる方法をとり︑ここに百人以上の動員をもつキ

そのよら左﹁小集団理論﹂旬ら抜け出し窒らめるボランティアを

塚ほ於げろ女子身体障害者授産施設﹁希望の家﹂建設キャンプは︑

数的に制限されていたことがあったからである︒一九六〇年の宝

った︒それまでは試躾あるいは選考によってキャンプ参加者は人

詩Jキャンプが日工WCの土霜化と自立化の為の特別左意味をも

われ︑この国際キャンプ落選者のために作られてまた所謂﹁日太

備等を行った︒一九五九年夏の国際キャンプは大阪高の部落で行

翌年夏には国際キャンプがここで持たれ︑この地域の排水溝の整

吹田市の﹁在日朝鮮人﹂地区で日朝友好託児所建設にかかわり始め︑

中から串心的を長期キャンプの流れを見て高くと︑一九五七年︑

めぐりキャンプがそれから日常的に行われてい︵二でいるが︑その

ープが鰭成され︑のちの掛工WCの委員会となる︒京阪神の施設

勢湾台風の救援キャンプをもち︑その参加者の由から関西のグル

ABSCの労働キャンプ部門は︑一九五三︑五四年の伊豆︑伊

貢竣工を迎えた︒その間︑建設工皇及びその為の資金調達活動に

ナーセンター﹁交流の家﹂として六五年春より再出発し︑六七年

に︑ライ実態調査班の報告にもとすき︑ライ回復者社会復帰セミ

って進められてきている︒六四年夏の奈良地元の建設反対を契機

運営へと進む週番のすべてがアマチュアのFlWC関西の手によ

に費されている︒土地調達︑設計︑資材話人︑建築︑そして現在

五千人を超え︑週末︑連休︑長期休暇のほとんどがこの家の建設

ゎ︑かつ長期的をものと浸った︒現在までの五年闇に延参加者は

キャンプが建設するものとしでは今まではなく大規模方÷ものであ

が計画され︑翌六四年かち建設が開始された︒これは日太の労繊

を整地︒この年の秋からライ回復者椿油施設碧なすびの家﹂建設

在日朝鮮人問題を取り上げ︑東大阪朝鮮第五初級学校のグランド

燻村に入り︑開拓支援のキャンプが行われている︒六三年には︑

主義を′﹂というスローガンでもって京都府南部と兵庫県の開拓

安保闘争のあと六二年には遵村問題をとりあげ︑﹁政務に民主

に見舞われたここの人々を市営住宅は入居させることに成功した︒

宅︒i∴∴∴1

ャンプが出現した︒そして︑土地︑資材︑設計︑連発︑とすべて

平行して︑全国に新聞発行︑全国ライ療養所訪問︑中国地方︵六

雪∴∴∴∴支

にわたって協力し︑主体となって新しい施設を作り上げた︒

キャラ．ハン隊派遣︑ライ文学講演会等の活動も行われている︒そ

五年︶︑東北北陸地方︵六六年︶︑九州四国地方へ六七年︶ライ唇薮

活動のサークルとして分離独立︒この年SC1日太運営委員会︵

の後もこの家の充実強化の為の管理人住宅建設キャンプがもたれ

翌六一年にAFSCの労働キャンプとしてのFIWCは︑日常

親日本本部︶結成さる︒金沢でこの年身体障害者施設﹁優身の会

ている︒︵今村忠生氏の略史より引用︶
にょって︑大火

の家建設︒また吹田市スラム住民の自主団体﹁仰光会﹂との二年
以上はあたる協力︵継続キャンプと呼んでいた︶
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㈲∴ L B骨∴の略史
もBFの労働キャンプ運動は︑安保闘争の一九六〇年からティ
アユニァ兄弟会というコールサインのもとに開始された︒

売春婦人保護更生施設﹁いずみ寮﹂ヮークは参加した各団体︑

花壇PAX︵ラテン語で平和という意味︶の建設︑砂川町基地拡

張反対同盟への援憩によって基地拡嬢阻止の意志表示をした︒こ

こで反戦平和活動をヰる﹁砂川ワークキャンプ﹂と重任活動をす

る﹁LBFワークキャンプ﹂との二つは組織を細胞分裂させた︒

有志より繕成された︒収容者の性格的︑知能的ハンディのために

が共同生活による定住を始め︑砂川町基地拡張反対同盟と生活次

和運動の根拠地として﹁移川青年の家﹂を建設し︑中心メンバー

そして六七年︑砂川ワークキャンプは︑怒張予定地内は反戦平

社会復靖が予想以上に困難であり︑作業場の建設が促されると同

元で連帯することによって︑拡張阻止から基地撤去へと運動をよ

主として早稲田奉仕団︑東京神学大学︑阿佐ヶ谷教会青年会の各

時に︑男子指導員の必要性︑啓蒙︑予貨獲得を主とするコロニー

思想の流れ

り強化しょ今としている︒

第三車

建設国民運動推進の必要性が叫ばれる中で︑ティアユニア兄弟会

労鋤キャンプは︑洗濯工場︑豚舎︑鶏舎︑製パン工場︑台所︑倉
庫等の建設を進め︑兄弟会中核の職員としての参加と会合におけ

る共同生活が行われた︒

すべての運動が運動であるかぎり︑現実を前にして拙速的左答

を用意する必要性をもちつつ運動が展開されるわけであるが︑労

六四年はなると売春婦人傑護長期収容施設﹁カニタ婦人の村﹂
はキャンプサイトは移り︑早稲田奉仕団とティアユニ了兄弟会の

働キャンプ通勤は︑その創始者ピエール・セレゾールが﹁言葉よ
︵kWAO︶

りも行動へをOt

が

合同キャンプから︑カニタワークキャンプ準備会

︵LBH︶として

︵ゲ

aOtio日ごと去っているせいか︑

結成され︑六六年とのkWACは労働兄弟愛舎

理論よりも行動がともかく先行する︒﹁理論は灰色である﹂

の如く︑認証と論理よりも︑行動にこめられた﹁思い﹂と

b雷d

語発足した︒これは労働キャンプ団体としてカニタから独立し︑

ーテ︶

司OrdB

他の施設へも向ら運動の駄犬をめざしたものであった︒

﹁切実感﹂を友にょめも大切にしてきたが故に︑書かれた歴史な

り運動論は少く︑ぶりかえってみてはじめて概要を哀んとかつか

六七年︑eBFは立川基地拡張予定地内で︑﹁基地よりも施設
を／﹂というスローガンで捗用ワークキャンプを持つに至った︒

むことができる︒

第二毒でみできたように︑戦後日本の労働キャンプ運動を概観

立川基地拡張のために買収し︑薙民の反対運動で拡張出来ずその
ままになっている国有地を開墾し野菜を作り︑爆音の下に花文字
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﹁．

︑

すると大きく三朝に分けることができる︒

六〇年

一七∴∴∴∴で

ない︒とこんな事を感じました︒その日一日が非常に愉快なもの

で二〇人はかめのキャンパーの殆んど全都と初対面であったので

すが︑泥はまみれシャベルを撮ったりしていろ串に忽ち十年も前

−

労働キャンプという運動形態は︑欧米の平和団体によって戦後

から友達のように話し合ったり冗談を去ったり議論なしたりフォ

※第一期︑一九四九年

日本の復興に寄与する形で導入され︑第一次大戦後の世界初の労

ークダンスをしたりすることが出来るようにをb毒した︒土方工

ンプに参加し︑その都塵心湿る気特を抱いて家路につくことが出

鋤キャンプの遺産を受け継いで通勤を開始し︑引揚者住宅街への

﹁⁝㍉⁝ワークキャンプ活動は︑それぞれの主催団俵︑またそ

来たのです︒私達学生はとにかく人生だ︑理想だ︑平和だと机を

再が私達のあらゆる虎を引きはがして一個の人間に還元してくれ

の日的︑方法等はついて相違がありますけれども︑戦争︑貧困︑

たたいて議論はしても唯それだけは終ることが多いのですがキャ

奉仕︑自然災害の復旧作業︑社会福祉施設建設をえらは拡充等の

疾病︑無知というようを人類共通の敵と斗い︑勤労の汗と︑苦楽

ンプでは現実は足を下して皆一緒は働さながら問題を見つめて

先のです︒裸の人間と人間とのぶつかり合う所に友情が生れます．

を共にする団体生活を通じて︑地上に平和と親善の関係を推し進

行く事が出来ます︒土方仕事︑大工仕雪︑ペンキ塗り︑炊事当番

労働を主な内容として︑国際間の善意に塞く友和と奉仕瑞神でも

めようとする根太の清祥にわいて︑深く相通ずるものがらり︑ま

等々に︑皆が一緒にをってやってみるとhら理屈ぬきの実行︑絹

その日からキャンプにすっかり夢串になって暇をつくってはキャ

たこの点に沿高でユネスコと理想を一にしている活動であります︒

のように疲れたときの喜び︑キャンプを通じて新しい友達の得ら

って全国各地でその運動を展開した︒

このようなワークキャンプ活動が国際的涜連繋の下に︑次第に世

れるということ︑国籍︑人種︑職業︑利害関係その他異った脊貴

これあの言葉はこの期の思想を典型的に表現していると思われ

していると思います︒﹂︵同︶

界的を協力体制を確立する方向は成長しっつあることは︑今世紀

より︶

︵日本ユネスコ国内委員会常務局縞﹃

を越えて共に鋤くその交わり︑その喜びは世界平和の可能性を示

⁝⁝⁝﹂

における人類文化の進歩の一大特徴とも考えられることであると
思われます︒⁝

ワークキャンプハンドブタク﹄

マ一一ズムほ対する讃歌は︑戦後民主主義と共にあき起ったサーク

る︒労溺奉仕︑自己教育︑友情を三大支柱とするキャンプヒュー

にでも行く様衰つもりだったのですが︑それは全く臭ったもので

ル運動と共通するものである︒英語を使用する国際キャンプの圏

﹁⁝⁝⁝私が始めてキャンプに参加した時には昔の﹁動労毒進

した︒仕事それ自体が且的ではない︒仕事も単なる慈善事業では

25

終りをとける︒すなわち︑労働キャンプに於ては︑五五年以降︑

った戦後恵教の契機が恵議形態にまで熟さなかったと同様友形で

する満足︑それ鼻のものは︑民主主義意識がまた憲法や平和とい

旗親善の−鴎をほなっているという自負︑自らの労鋤の成果に対

工WC関西﹃しゃべる﹄復刊第二号湯浅進︶

突き合せてきたという塞実を見ることが出来るようです︒﹂

けてきたという義美を見ると同時に︑一貫して撰民主主義と鬼を

く璃り下げ︑労働力を使い姦がら︑その問題の正当性を証明し続

たかという原因を︑その間題の当事者との衝突︑交流を通して潔

︵F

精薄児福祉︑範人保護︑身障者福祉等が問覇になるように売り︑

六七年

※第二期︑一九六〇年

労働キャンプ遊動がキリスト教関係団伝の部分的輸入的活動か

−

施設開設などの専門的な領域での仕事の結実を始め︑それは対す
る資金︑労鋤︑職員等の面で陽力体鮒ができるように去ると︑日

時代背景として一九五九−六〇年の安保闘争があり︑これがこ

ら脱皮し自立的な運動を展開する時期がこれに該当やる︒

ように看る︒日太は戦後の復興を一応終え︑急激なる経済成長で

の期の労働キャンプ運動に多大友影響を与えろことに走る︒この

太の福祉行政の物心両面に於る貧困に直面し︑賃的変化をとける

もって独占資太主義体制の確立に至るが︑太鷲的には所得の鋏状

る︒労働キャンプが一定の綱領なり規約を持つこと克く行動する

闘争に参加したキャンパーある高は学生通勤の仲間を含めて︑政

﹁ワークキャンプは日本の暗黒に等しい部分に接点を設けて︑

集団であることの意味が改めて問題として登場し︑クェーカーーの

格差は見られろ如く︑貧困の部分を無視あるいは抑圧することに

忘れ去られようとしていろその状況にぶつかり︑それを自分の内

﹁信教の自由﹂を現代的に﹁思想の自由﹂の意義は受け継ぐべく︑

治あるいは政治遊動組織への反省か﹂︑日本の自発集団の発掘へ

部は丸ごと飲み込みをがら自分の傷∬実感を通して白衣の現在の

集団を組み加えていこうとした︒それは︑第一期はみられるが如

よって発展したその歴史を︑労勧キャンプは佃浸らぬ労働の現場

意味II現代史を探ろうとする集団です︒それ故に撲は＜繁栄の串

き労働キャンプ集団の攫論を﹁小集団の理論﹂に求め︑−づ一っ

向いつつ︑また自らの集団の詩つ内在的価値にめざめるようにた

の須磨Vといわれて﹂∵る現在の日本の姿を︑この緻観点部分と接

のキャンプを擬似共同生活の場として完成度の高いものを第一義

において見るよらになってくる︒

することによって逆にトータルを像として捉えることが出来ろよ

的は考えるのでなく︑金ゆる態類のボランティアを無制限にキャ

る集団論であり︑またそれによって量的ほも多くの人間による﹁

ンプに受け入れる︒つ卓ごり仝ゆる思想と仝ゆる参加の仕方を認め

うに浸り毒した︒

ワークキャンプの歴史を頼りみるとき︑国家機構が置き去りに

してさを重大を社会問顕を取り上げ︑何故に置き去りにされてい
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山妙法寺集団との対話は︑一九七〇年の安保面改定を目標として

亀

平知の軍隊﹂

＜人間の意識と行動のえ∵り方Vを更に意欲的に追求することにな

︵ピエール・セレゾール︶たる社会運動を目指す方

向さえでてくるように浸る︒曇た︑ちりぢめになっていった学生

るだろう︒﹂

一方︑FIW＝C関西は︑寛容的日本古神道大倭教の協力を得て︑

︵﹃ティアコニア兄弟会遊動の展開﹄︶

運動の仲間乞︑労働ギャンプが苅象としてきた社会の底辺の人々

との連帯と社会変革のための﹁根拠地﹂を形成しょちとする動き

共同体﹁紫陽花邑﹂の土地lの一都を借りうげ︑社会運動のための

SC工は︑新島︵ミサイル闘争︶キャンプを経て︑白衣最高の

は︑日本土着の共同体の研究 ︵主として山岸会など︶ へと蒔き︑

余にあいでは会合共同生活の由やそれを温め続け︑﹁いずみ寮﹂

高冷地罷業から強襲にきりかえた金峰山開拓牧場の開設を支援し

根拠地﹁おむすびの家﹂の建設にとりかかる︒

﹁カーータ婦人の村﹂はそれを作ろうとしつつキャンプを試み始め

ながら︑そこに平和運動の根拠地﹁SC工アジア地域トレーニン

毛沢東の井南山の革命根拠地の研究へと向い︑ティナユニ了見窮

る︒結果としては︑その経営主俵である﹁べテスタ奉仕女母の塵

グセンター﹂を建設した︒

そしてこの期には︑．労働キャンプとして入った現場は︑まさに

との対話︑統一の不成立をみ走が︑ティ了コエア兄弟会は﹁底辺
キャンプ︑﹂と名付けた一連の学習活動とアプローチを続けるなか

社会からおき去られた︑あるいはそ

高度に発達した産業をもつ
田OPHOWのhip︶へ労働

で︑hBE

のために掬圧された部分でもろという視点が確立するよらになる︒

B購pth①r︑畠

兄弟愛舎︶として独立した労鋤キャンプ運動を掠め︑そして砂川

﹁精神障害者の置かれている情況は︑約十一万人の入院患者教

へLa的aruQ

町基地拉援反対同盟と連帯する浸かで︑砂川の土地に反戦運動の

﹁カニタ婦人の村の殉教の姿勢の中に︑従来の戦闘性の欠除を

様相を呈していた︒そして彼らの完全治癒と社会復帰を資太主義

営方針と︑世の由の無知のために︑その家族︑職員共々に劣悪を

のうち︑九割以上の治藻を担当している私立病院の営利本位の経

見るが故に︑編入の村ゴー﹈ニーとして︑牧夫よh：も持続の方針を

社会の軽が大きく拒んでいるのである︒﹂

根拠地﹁砂川青年の家﹂を建設する︒

打ち出しているが故に︑私達兄弟会残党は︑hB卿︑砂川を中心

ンプ連動第三期の課頓﹄︶

︵hBF﹃ワークキャ

とする新しめ仲間の集団と共に︑ティアユエアの系譜を受けつき︑

我々がこの独占資太主義社会にあって疎外された存在

であるとするならば︑それらの人々は︑二重三重に疎外された存

﹁ −

としていろ︒しかし︑︑その場でデ二十アコエアの垂念を如何に生か

在であると云えるであろう︒我々がこれまでに行って来た運動は︑

新しい根拠地形戒の場を︑−反戦反体制の根拠地を砂川に創設せん

し切るかが問題である︒砂川ワークキャンプの契機と希った目太
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︵FlWC関西機関誌﹃しゃ

あろう︒しかも我々は︑小市民的な﹁疎外﹂の衣で我々自身をし

その疎外の皮膜を何故かとbのけるといりことでしかなぶったで

ろことによっても︑﹁根拠地建設﹂の時期であると云える︒時代

FIWC関西の﹁交流の家﹂︑SClの﹁金峰牧場﹂の創設をみ

﹁導入﹂﹁自立﹂に継ぐ第三期は︑LBPの﹁砂川昔年の家﹂︑

っかりと防衛していたのである︒﹂

の昂揚があり︑世界的を学園闘争の弦がめのなかで既成運動組織

背景として︑再び七〇年安保は対する政治運動あるいは市民運動

またそのような部分への具体的な協力を通して︑現在の課題と

を乗り越えたところは新lLh運動集団が次々と誕生していった時

べる﹄復刊第一号︶

は何かという認識に至る︒例えば︑﹁在日朝鮮人﹂﹁部落﹂﹁ら

各々の労働キャンプ集団が自らの運動の視点に拠るところの運

期である︒

別と偏見がら∵かに支配の歯直として役立っているかについて︑確

動基地を作り︑それを充実強化する方向と︑その串で芽生え︑育

Lへのアプローチは自分達自身の潜在意識に深く入り込んだ差

認し︑﹁希望の家﹂﹁俣身の会の家﹂など施設建設では︑政府の

てちれ︑確認された思想がお里に繁ることによってエ÷り運動的に

h

福祉政策がようやく身障児垂に関心を向けでき麦が︑身障成人へ

ハンディ′キャ∴ツブを負った︑社会の競争に耐え切れぬ

鍛えてhこら∴とする方向である︒
﹁ −

の施策をあとまわしはしているという喜美の発見をする︒こらし

て現場としての小状況と体制としての大状況との関連を︑現実的

に密着した価値を掘り為こし触発することに第一義的な意味を見

プは移ってくると︑キャンプサイトとして選んだ集団のもつ生活

でキャンプサイトを設定し労働をもった﹁交流の家﹂建設キャン

そして︑地境共同体という現場へ入る形態から脱げ出し︑独自

端視された人々の復権と︑反撃を︑いずこの地点かで為さねはな

権力者の判断︑あるいは︑体制願応モラリストの判断にょって異

いく発想が起ったこエーは当然である︒︵中略︶現代社会にあって︑

つも自らの根拠地を弱きを覚える者同志で連帯し︑打ちかためて

運動水︑ある段階にまで拡大発展した時︑自己権力化を欝戒しっ

著達への労働による奉仕と︑差別偏見は閉ざされた人々の解放の

出すというものから︑労働キャンプがもつ運動体としての内在的

ら方言∴

を運動論の串で模索するようはなる︒

価値を追求し︑計画の長期化膨大化日常化によって︑一つのつく

志を通じあい︑その地点自体が︑沿互の存在を認めあい支えあう

プ運動第三期の課題﹄︶

︵hBF﹃ワークキャン

そのための物心両面にわたるエネルギーの供給源であり︑

られた集団として生活の次元から連動集団としてとらえを潜そう

奥伝的を場を︑我々は根拠地と呼ぶ︒﹂

−

という傾向が圧倒的に在る︒

※第三期︑一九六七年
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三

一

；∴∴∴∴凡

通勤として設走せず︑思想として温めつづけできたユートビズム

いわゆる反体制運動のよらに一底線的は権力と対嶋する戦闘的な

へと移行し︑第三期に至ると﹁士活的﹂左ものとなめ︑自らを︑

がで︑平和主義をかかげる労働キャンプは︑いかにしてどこはい

いった

う︒多くの労働キャンプは︑そのまま体制にペックリ組込まれて

さ社会の建設﹂は単に改良主義的な色彩を漂わせるに留ってしま

行政の補完的役割にしか売り待注∴∵ものである食らは︑﹁よりよ

なり共同体への志向を︑反権力の視点のなかで︑運動として﹁根

わゆる反体制あるいは反権力的志向を持ち続け︑表現してきたの

いわば﹁近代主義的﹂な運動から︑﹁マルクス主義的﹂なそれ

拠地﹂の理念を構築し︑その創設のなかで社会運動を考えようと

であろう！か︒

るサークルとしての労働キャンプが︑﹁隣人の生命を支え蘇生さ

忘れ去あれようとしている状況にぶつかり︑それを自分の内部に

﹁ワークキャンプは︑白衣の暗黒に等しh部分に接点を設けて︑

︵教育委員会等の支援する労働キャンプは無数にあえ︶を

している︒それは︑非常にゆるやかで︑かつ不定形をまま行動す

せる﹂福祉の理念から︑﹁生命を無視︑破滅ほおとしいれる﹂戦

丸ごと飲み込みながら自分の傷＝芸美感を通して日本の現在の意味

︵FIWC関西﹃しゃべる﹄復刊

争の体系に対決するに至った回帰の過程と言えるだろう︒

＝現代史を探ろうとする集団﹂

第二号 湯浅進︶

れる︑例えば精薄︑身障︑らい︑スラム等の施設︑勧慶のたちな

うほ多くの場合︑行政の貧困からくる部分︑見落した部分と呼ば

展開していく︒この肉体労鋤はよる成果は︑これまでみてきたよ

ゆる思想が雑居し︑ただ肉体労勧のみを共通の養鰻として運動が

き社会実現のためは﹂という一点において集団を組むため︑あら

階層︑人種︑国籍︑年令︑性別等々を一切問わず︑ただ﹁よりよ

労働キャンプ運動は︑参加者の主義・主張︑信仰・信条︑社会

﹁対立の一定の疎外された止揚として勾想過程に疎外されたも璽

現実過程においでは敲対︵本質的には生産と所有の対立︶ の故に︑

々バラパラでは存在しえ会いという人間の共同僅︵類的存在︶ が︑

が︑現場での共労の実感はたびたびそれを裏切る︒政治とは︑個

識によって階級的視点を持つ︒そこで政治の論理が登場してくる

認識を生む︒十をわら支配被支配の顕在化した場であるという認

その現場は実は︑多数者はよる少数者の疎外の場である︑という

的矛盾の撰集点と思われるよう⁚な現場に向ってhたわけであるが︑

第四章 反政治としての肉体労働

く九︑あるいは欠除を補うものとしであったが故に体制への合作

︵EIWC関西発行﹃ライ園工作隊報告書﹄︶ であり︑その意味

一般的には︑太来行政がやるべきである︑といろ意味での社会

の歴史であったと云える︒労微力を提供して作り出されるモノが︑
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想であるが故に現実社会の個別的左生活を含み得ない︒ だから︑

で政治の対象は全体であるのだけれど︑逆ほそれが現実で凄く幻

の土着的方法である︒従って︑政治の論理を廃し︑人間を畳とし

人々との共同の生活の論理を組む方向として︑労働キャンプ独自

れはイデオロギーとしてでは凄く︑現実の社会的弱者と呼ばれる

具体的毒虫例をあげると︑FIWO金沢委員会で次のような問

全体の名のもとに個的哀エゴイズムII思想が規制されざるを得ず︑

る︒個的をエゴイズム∬思想に執着するということは︑それが総

題が起った︒精神薄弱者終身愛護施設の建設を手伝おうとした際︑

てみる一切のものを拒否する運動として︑自己が接した部分をと

じて私的をものであるが故は︑総体として量的なものでは岳く倭

自衛隊がその機動力で建設に参加したいという申し入れがあった︒

これに固執する現場から全体を見ろならば︑政治は︑政治である

的左部分の追求とをる︒だから﹁行政かちおちこぼれた部分﹂と

自衛隊などは本来存在すべきものではないし︑そういう施設建設

り込み睨めつづげろ串から全体をとらえようとする︒

か﹁忘れ去られようとしている部分﹂という言葉は︑実は﹁行政

は市民運動として毒されるべきでふ﹁り︑軍隊としての自衛隊が入

かさめ決っして全体を扱い得なら︑という太僧をみることが出来

の怠惰で落された﹂とか﹁行政が本来やるべきなのにやらない﹂

﹁自衛隊という総体を見るのではなく︑個々の隊員を一個の人

ってやる施設建設には反対である︑という意見を施設経営主体に

どあり得たいという視点を持たせることが出来ろ︒これまでみて

格として眺めるという視点が大切元のであって︑その視点がたけ

ものでは克くして︑政治の論理では扱い得たい︑落してあたり盲

きたように︑現実的には機能において︑行政の補完的役割を担う

れば︑自衛隊を平和の部隊として自分達の側に組み変えることは

撞出し︑結局盲IWC金沢はそのまま整地作業に参加せずに終っ

改良主義の色彩をもつが︑一つ一つ改良していけば体制変革に至

出来をh︒私と一隊員との関係の発生だ︒金沢の問題はそこから

えのものである︒政治とは︑という問いから生まれてくるものは︑

るという構造改革論でも着く︑また現体制に対して新しい権力体

考えることが出来る︒だから自衛隊と共は整地作業することほは

てしまった︒その翌年のFIWC全国代表者会議は次のようを総

制を対置しようとするいわゆる反体制運動でを克く︑すこぶる反

意味があるの芹ということは忘れることは出来凄い︒走だ命かつ︑

とどのつやごり︑社会を多数者のためという畳単位を幻想として扱

政治的方法をとる︒体制にステップをおきつつ︑・内実はその体制

自衛隊の存在︑あるいは︑自衛隊はよって作業が注される尊に対

括と反省をしている︒

のルールを越えよりとする自らのルールの場を確立しょ今とする

する反対の意思そのものまでも売り渡すべきでない︒百のうち九

う・ものであり︑労顧キャンプが扱ってきた問詰は︑行政的解決な

が故に反俵鯛ほもステップを置いていると云えるのであるが︑そ
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の仕方が︑私達だけがとり得る表現の仕方ではないだろうか︒ボ

プがやったという抵抗の表現も意味をもってくる︒そういう表現

十九まで自衛隊がやったとしでも︑残りの一缶私達ワークキャン

も一致する可能性を提供する︒従って錦三は︑生産こそが出発点

込めるという関係が成立する故に︑イデオロギーの一致がなくと

にとり組む対象が﹁物﹂であり︑それは各自がそれぞれの思想を

プ運動を支えてきたであるだるらし︑第二に︑肉体労働の即時的

ヽ
﹁

ランティア運動とは︑〝私がやる〟という遊動であり︑従って私と凄

であり根源であるところの肉体労働は︑思想的内実を言葉として

÷∴∴∴∴色

なたの関係が基底であることに意味をもってくる己︵F工WC関西

でなく︑﹁物﹂として表現し︑自らのルールの場を﹁物﹂として

一

発行三九六七年FIWC全国代表者会議報告書﹄より︶

建設し得る︒これまでみてきたようなキャンプ運動の︑第一期︑

祭二期︑第三期と高年移行は︑本来の労働それ自体がもつ創造の

厩戌の運動組織に対するアンチテーゼがみられるが︑自発性あ
るいは関係性というものを運動の基底と出発点しーする限り︑それ

欲求でもある︒第四に︑それは身銭を切って参加する無償の労鋤

であるから︑労働力商品としての賃労働とは全く異をるが故に︑

らのものを保証するところの集団論は不可欠である︒つ寺ごり︑体

制のルール

資太主義体制下は沿いでは︑自らの生命を維持することは出来左−

から独立した︑量の論理を越えたとこ

ろの自立集団を形成していくことが大きな要素として考えられ注

いが︑だからといってその無報酬の行為が無意味哀ものでは凄く︑↓

︵政治の論理︶

げ九はなら左ふ︒運動を特続するエネルギーの根源をエゴイズム

善い政府であれ憩い政府であれ︑いかなる政府が存在しょうと

商品価値としての経済体系が逆立しているからであり︑志向とし

み隣保が発生し︑この関係が運動のダイナミズムを生む︒このエ

も︑それからもれた根底的部分をみつめ︑そこに接点をあてた肉

すなわち自発性に求めろやり方は︑それ故に畳の論理を採り得ず︑

ゴイズムこそが思想ほおける現実であり︑組織とは多数者によっ

体労鋤があったからこそ︑ボランティア運動としての労働キャン

てはあるべき未来の労徴と生活を先取りしてhるとも云える︒

て少数者の自発生を抑圧するものは他をちず︑それは即政治の論

プは︑体制内奉仕活動から脱却し︑反政治的自発運動集団として

現場の生活者のエゴイズムと共通し︑そのエゴの衝突を通しての

理である︒これは対置するものとして︑労働を中心と十る労働キ

合作の思想

起らせることが出来る︒

第五葦

ャンプ連動の集団論が登場する︒

その肉体労働は︑政治の勾恋にふりまわされない部分は接点を
求めてきたが故に︑まず︑安易に行政的解決に向うこと凄く︑人
間を量として怒ら一切のものを荘否オろ視点として︑労働キャン

︵例えば︑S

状況運動と異をり抵抗の側面よりも︑動かざる部分を原点とする

ところの創造運動として位置づげろことが出来る︒

前章でみたように︑行政の補完的役割を機能的に果寸が故に俵
制へステップをおいているわけで︑その機能とは単をる行政的機

労勧キャンプ運動がこうして生み落してきたもの

C工の﹁金峰牧場﹂︑LBEの﹁砂川青年の家﹂︑FIWC関西

能ではなく︑つまり例えば︑国家保障としての社会福祉ではなく︑
相互扶助としての社会福祉として︑その内容をうめていくもので

の﹁舶龍の家﹂等︶が今後どのよ嘉動き写るか未知数である〇

一九六八年十月

え﹁︒︑従って内実の豊富さこそが部分的に行政と懐力関係に立ち
ながらも︑夜ねかつ体制批判の可能性をもつ︒それは︑例えば予
算難姦どの名目によって見捨てられた社会福祉施設を︑自らの肉

体労鋤で建設あるいは改修する中で︑社会福祉の太乗的友あり方
を︑施設をる高は行政の関係者と協力しながら提示しっつ自らの
ルールの場として確立することにをろ︒このことは︑﹁たで豊丘

として偽装したものと﹁ほんね﹂の両方を巧みに使いわけるとし
ぅことでは凄く︑実質的は内実の豊富さこそがこのような性格を

もった表現の豊富さを獲得しらるのであって︑表現そのものは体

制的とも反体制的とも受けとめられ︑従って何人にも必要性を認
められる可能性をもっているが︑全面的に信用されるわけでもな
い︒あるものは肉体労働による実績のみである︒

︵例︑砂川青年の家︶することによって︑より密度の高

もろとさは︑体制と合作し︵例︑交流の家︶︑あるときは反体
制と合作

い仕事をめざしながら︑それをチェックする役割をもつ︒それ故

に政治が政治として存在する限り︑不断に落ちこぼれる部分が存
在するから︑その根底部分に焦点をもてることはよって︑常にそ

の時その時の体制の補完的役割を担うことになる︒その意味では︑
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