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本稿 は,1960年 代の 「エネルギー革命」により大 きな変化を強いられた筑豊の炭鉱労働者 と,石 炭

鉱業の衰退による地域社会の変容を考察するものである。

筑豊を中心とした炭鉱労働者のあゆみと離職者の他地域への移動については高橋が,旧 産炭地のそ

の後の経過 と地域のかかえる課題については若林が担当した。

本研究は,昨 年報告 した 『離職にともなう生活の不安定化の実証的研究』(文 部省科学研究費補助

金 ・一一般研究B・ 研究成果報告書1989年)の 継続研究である。なお,本 年度の研究には,本 学学会

の特別研究助成を受けて実施 したものであ り,記 して感謝の意を表する。
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1炭 鉱労働者の履歴 と広域移動

1.は じ め に

昨年の夏に,筑 豊の炭住(炭 鉱住宅)居 住者

の聴 き取 り調査 しての帰路,炭 鉱町として栄え

た町の旅館に宿泊 した。そこの従業員のおばさ

んに,著 者の調査の話をしていたら 「まだ炭住

はあるとですか」 と,驚 いた様子であった。筑

豊の人々にもすでに炭鉱 は遠い過去の世界に

なっているのであろうか。

研究対象 としても,石 炭産業 とその労働に関

するものは,も はや経済史,産 業史,経 営史,

労働史など歴史研究の課題 となっている観がす

る。

しかし,今 日でも国内の石炭需要は1億 トン

を越え,十 年後には1億6千 万 トンが見込まれ

ているにもかかわらず,第 八次石炭政策のもと

3年 間で7千 人以上の炭鉱労働者が失業 し,そ

の4割 はいまだに就職で きない現実がある。炭

鉱つぶ しは今も進行 しているのである。

本稿は,こ うした炭鉱失業者の問題を,戦 後

石炭産業の解体期(1955-70)1)に 集中的に発生

した閉山,失 業,再 就職の過程を再検討するこ

とによって,失 業 ・離職の意味を社会学の視点

から考察するものである。

日本経済は,80年 代半ば以降の円高不況の克

服をめざしての構造調整政策,企 業の リス トラ

クチ ャリングが強烈に行 なわれ,そ の結果雇

用 ・就業構造の転換が進行 した。具体的には大

量の労働異動(配 置転換,出 向)と 雇用の不安

定化(派 遣労働者,臨 時,パ ー トタイマー)が

そこにみられる。厂新たな労働力流動化時代」

の到来である。

60年代の 「労働力流動化」は,炭 鉱,農 業と

いう低成長部門の 「余剰」労働力 を排出し,製
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造業 を中心 とす る高成長部門への移動 を 「円

滑」におしすすめ,経 済の 「高度成長」に貢献

した。人々は消費生活手段 やサービスの豊富

さ ・多様さを享受 し,「飽食の時代」「豊かな時

代」を迎えたのである。こうした 「富裕化」現

象の裏面で,労 働の苛酷さや労働の無内容 さ,

不安定化が深化 し,そ のことが家族,地 域,学

校,職 場等で複雑な社会問題を発生 させてい

る。

少 し,先 を急ぎすぎたようである。まず,炭

鉱労働のあゆみから振 り返ることにしたい。

2.炭 鉱初期の労働者

明治前の石炭の利用は,家 庭の燃料 として用

いられていたが,18世 紀の始めには製塩用 とし

て利用価値が高められ,そ の他瓦焼 き用,漁 船

のかが り火等 にも利用 されるようになった。

このように石炭の使用が広がるにつれて,石

炭を掘る人も増 え,専 業または副業として多 く

の農民がこれに従事することとなり,ま た,人

を雇って営業 とする者 も出てきた。当時の採炭

方法は,い わゆる 「タヌキ掘 り」であ り,つ る

はし一丁で小 さな坑道を四つんばいで出入 り

し,石 炭篭 をひきまたは,背 負いで運びだ して

いた。

このように,初 期の炭鉱では農民個人の採掘

に始まるが,当 初貧窮化 した農民に限定されて

いた。石炭が商品としてめだつ頃徐々に農閑期

の副業として,ま た耕作農地が少ない者,日 雇

い稼 ぎ以外に生活手段のない者等が加わ り,ま

た洪水,干 ばつなどの自然災害による窮乏化し

た農民が採掘 に従事することになった。このこ

とから使用者は飢饉を救ったとして雇用者に対

する差別観 を発生 させ,炭 鉱労働者への差別意

識を定着 させ ることとなる。

藩財政の窮乏の救済手段 として,商 品化 しつ

つあった石炭に着 目,.(の 統制下2)におかれる

ようにな り,採 掘量の増加に対処するために労

働者の給源を広い地域か ら求めることとな り,

多数のよそ者(旅 人 と呼ばれていた)が 流入す

るようになった。それ らの中には前科者 も居

り,ま た,採 掘技術 をもった者 も受 け入れら

れ,彼 らは各丁場(炭 鉱のこと。石炭 山,問

符,石 問符 とも呼称した)を 転々としていた。

旅人の雇い入れには,規 制が設けられ,農 民

は原則 として独身者に限り,世 帯 もちの者でも

農事に差 し支えなければ雇い入れられたが,旅

人の多 くが長い流浪の生活,あ るいは村落の機

構等からの逃亡者等であったため,そ の管理は

厳重を極めその後の納屋制度3)へ と移行 してゆ

くのである。こうした雇い入れの形態か ら,仕

事の分化が起こり,採 炭,仕 繰(坑 道に支柱を

入れること)等 の熟練を要する仕事には旅人の

多 くが従事し,岡 出し(坑 内から石炭を運搬す

る仕事)等 の単純な仕事は農民があたった。

明治維新は石炭産業が近代産業への脱皮をは

かる端緒となった。明治2年(1869年)政 府は

藩から石炭鉱業を解放 し,自 由採掘 を許す 「鉱

山解放」の布告を発 し,つ いで明治5年(1872

年)に 「鉱山心得」により政府の所有に属する

ものとする鉱山王有制を宣言 した。さらに翌年

(1873年)に はわが国最初の鉱山法として 「日

本坑法」が発布 され,重 要鉱山の官収官営,そ

の他の民問人への 自由掘 りとした。福岡県で

は,明 治5年 の仕組法,芦 屋,若 松の両会所の

廃止に始まり,6年 に三池炭鉱の官有化(工 部

省鉱山寮三池支庁)が 行なわれた。

明治初年は,農 業を基盤とする封建的な経済

体制がほとんど変化する事なく継続してお り,

そこには資本制生産の前提となるべ き自由な賃

金労働者も現出していなかった。さらに,炭 鉱

労働が地底の苦役作業であ り危険をともなうこ

とから労働力の募集獲得は困難をともなった4)。

このため高島,三 池,幌 内等の炭鉱では,最 も

手近な方法であり,し かも低賃金で強制労働 に

よる能率 を上げる労働力として囚人を使用 し

た。

三池炭鉱は明治22年1月 に三井に払い下げら

れたが,民 間払い下げ後も囚人の使用 は継続さ

れた。 この年 の全坑夫3,103名 の うち囚人 は

2,144名で約7割 である。囚人一人あた りの出

炭量は,筑 豊の坑夫の2倍 で,賃 金は逆 に半分

であったとされる。いかに囚人労働が中心であ

り,酷 使であったかがうかがわれる5)。

炭鉱労働における囚人労働 と旅人の使用は,

その後における炭鉱労働の性格 に強い影響を与
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えた。かれらの生活態度 も 「飲み」「打つ」「買

う」であったことから 「炭鉱太郎」「石山党」

「下罪人6)」等の蔑称が定着 し,そ の偏見 と俗

称は敗戦のころまで根強 く残っていた。

炭鉱の近代化 とともに炭鉱労働者の呼称は変

遷 したが,こ れは,鉱 夫生活の変遷過程を物語

るとともに彼 らの社会的地位を物語る。鉱夫 と

いう呼称が,鉱 業に関する法律で明文化された

のは,厂鉱業条例」(明治22年)が 最初である。

鉱員と呼ばれるようになったのは,太 平洋戦争

の末期 ごろからである7)。

3.戦 前の労働者給源 と流動性

農民個人の採掘に始まった炭鉱労働者は,し

ばらくの問,地 元の貧農の内職としてあてられ

ていたが,次 第に商品化されるにともない,農

民の二,三 男の 「村坑夫」の出現 となった。明

治20年 代にな り,経 営規模の拡大と8),需 要の

増大 とに伴い,多 数の労働力が必要 となり,当

然村坑夫だけでは不足 し,さ らに広範な地域か

表1筑 豊主要炭鉱の出身県別労働者数

(明治39年)

総 鉱 地 元 他府県 総鉱夫数に
炭 鉱 名

夫 数 鉱夫数 鉱夫数
対す る他府

県人の割合

大 辻 2,1841861,36863(%)

大 之 浦 4,8551,7793,07663

新 入 5,1981,1614,03778

満 之 浦 1,53974279752

本 洞 2,4941,2181,27651

明 治 3,2551,4401,81556

古河西部 2,5041,0051,49960

鯰 田 1,7036231,08063

二 瀬 2,6751,5261,14943

芳 雄 1,56786270545

三井 山野 1,47184662543

忠 隈 1,57675682052

豆 田 1,05668337335

下 山 田 1,37770966849

三井 田川 4,0091,4222,58765

金 田 1,8341,10572940

赤 池 1,68973695356

大 任 1,43274169148

そ の他(7)
'

4,6562,5502,20647

計(平均) 47,07420,09026,45456

出所:明 治39年 農商 務 省 「鉱夫 待 遇 事例 」(PP.7-11よ り)

ら労働力を求めることとなる。したがって自然

流入を待つだけではなく,積 極的に他県へ も足

を延ばし,募 集を開始 した。この結果,明 治39

年における筑豊の主要炭鉱の労働者を出身県別

にみると,県 外 出身者の占める割合は平均で

56%を 占め,過 半数が県外出身者である。その

多 くは九州の各県はもちろん,四 国,中 国の各

県 にまたがっている。九州では,宮 崎,鹿 児

島,熊 本が多い。

概 して,大 手炭鉱ほど他府県からの流入割合

が高 く,新 入のよ うに78%を 示す ところ もあ

る。この傾向は昭和期にはいっても続いた9)。

この時期の炭鉱労働者は故郷を離れて一定地

に定住する者はす くない。1年 間の入山100に

対 し,金 属鉱山では退出61で あるが,炭 鉱では

78を示 し,頻 繁に移動 していることがわかる。

筑豊の主要炭鉱でこのことをみると,平 均で入

山100に対 し,退 出は106で ある。このことは当

然平均勤続年数の低下につなが り,表2の よう

に,筑 豊の主要炭鉱のうち在籍年数1年 未満が

50%以 上 を占めているのは12鉱,同 じく40%以

上が5鉱 あ り,い かに勤続年数が短いかがわか

表2筑 豊主要炭鉱の勤続年数比率(明治39年)

炭 鉱 名 1年 未満1 2年 未満1 3年 未満

大 辻 63.4 18.0 13.6(%)

大 之 浦 63.6 18.1 10.2

新 入 45.4 22.6 11.3

満 之 浦 45.5 16.2 10.7

本 洞 36.2 28.3 18.1

明 治 42.8 17.4 9.3

古河西部 54.0 24.8 15.2

鯰 田 55.6 18.9 10.4

二 瀬 59.4 19.5 !

芳 雄 56.6 20.6 11.9

三井 山野 51.5 22.4 1

忠 隅 54.6 19.7 9.1

豆 田 63.9 22.5 6.1

下 山 田 61.0 .. 7.7

三井 田川 50.7 23.3 10.1

金 田 25.4 22.7 19.1

赤 池 47.7 17.3 13.7

大 任 68.7 21.3 12.0

そ の 他 41.9 21.6 15.1
　

平 均 52.0 21.8 11.6
一 一 一

出所:農 商務省, 前掲書
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る。 平 均 で み て も,1年 未 満 が52%,2年 未 満

21.8%,3年 未 満11.6%,3年 以 上 は14.6%と

な って い る。 こ の よ うな 高 い 移動 率 は1°),.当時

の 納 屋 制 度 下 の 環境 の劣 悪 を背 景 に,低 賃 金,

苛 酷 な労働 過 程 を物 語 る 。

そ の 裏付 け と して 退 職 理 由 を み る と,本 人 の

申 し出 に よ る者 は,全 体 の51%弱 で,そ の 他 は

逃 亡 に よる者31%,傷 害,賭 博 等 に よ る解 雇 が

13%,そ の他5%と な って い る11)。

そ の 後,大 正 か ら昭和 にか け て,定 着 性 が 高

ま り,一 定 の 定 住 化 が 見 られ る よ うに な り,二

代 目の 炭 鉱 労 働 者 の 誕 生 と,第 二 の故 郷 化 が 進

む。 こ う して 炭 鉱 を中 心 と した都 市 化 が 進 む と

と もに,依 然 と して 農 村 出 身 者 を主 体 とす る炭

鉱 労 働 者 が 形 成 され て ゆ く。

4.戦 時体制下の労働給源と戦後の

労働者供給

と な った 。

表3筑 豊主要炭鉱朝鮮人稼動者数
(昭和3年3月 現在)

炭 鉱 名 坑 内(人)1坑 外(人)1 計(人)

飯 塚 1,687 81 1,768

鯰 田 1,494 244 1,738

新 入 873 71 944

方 城 392 21 413

上 山 田 218 121 339

大 之 浦 58 154 212

新 目尾 115 20 135

綱 分 110 16 126

木 屋 瀬 79 3 82

鎮 西 74 一 74

大 君 55 2 57

出所:直 方 市 史P.381

表4植 民地労働者の増加 (人)

昭和4年 の世界大恐慌の波に襲われ,石 炭業

界 も不況にあえぎ,大 量の解雇者を出すに至っ

たが,6年 の満州事変,7年 の上海事変を景気

とした軍需景気に好転の兆 しをみせ,12年 日中

戦争の勃発 とともに,戦 時下の増産体制へ と向

かった。同時に労働者の召集が強化され,増 産

に対する労働力不足に加え,軍 需工場の工員増

加の影響 も加わ り,深 刻な募集難となった。

その対策として労働時間の延長緩和 と,朝 鮮

人労働者の移入 を図 り,14年10月 から移住が始

まった12)。以降2年 間で筑豊では20,060人(全

国の25,835人 のうち77.6%)に 達 した。 しか し

生活の違いと過酷な地下労働に耐えきれず,暴

動を起 こし,ま たは,移 入後の同 じ2年 問に

44%が 逃亡 し,各 地の飯場や軍需工場へ移住 し

たと記録されている。同じ14年には,一 度禁止

されていた女子の入坑13)が認められ,戦 況の発

展 とともに増産体制は拡充された。

時局の緊迫化 にともない,労 働力の不足 は

益々深刻化 し,徴 用者,勤 労報国隊 学生まで

投入されたが,不 熟練なかれらには坑内労働は

適さず,生 産はあが らなかった。さらに,18年

3月 から中国人,19年9月 からは朝鮮人に対す

る強制連行が実施 され,ま た同時に米,英,豪

軍の捕虜 も投入 され悲惨な歴史を記録すること

昭和12 16年 20年

一

短

朝

俘

中

鮮

国

般

期

人

慮

人

216,493

-

6,203

-

一

288,846

-

44,097

-

一

232,555

21,336

124,025

9,719

9,077

計 222,696 322,953 396,712

出所:木 下悦二 「日本の石炭鉱業」1957年
日本言平論新社P.65

8月15日 の敗戦 とともに,急 速に強制的動員

体制は崩壊 し,連 日のように捕虜に対する物資

投下が続け られ,支 配,被 支配関係が逆転 し

た。解放された朝鮮人,中 国人は,長 い間の抑

圧に対する憤懣を爆発 させ,各 地に紛争が発生

した。これに対処し占領軍は急速に帰国させる

こととし,9～10月 にかけて完了 した。これよ

り早 く8～9月 には徴用者,一 般労働者,学 生

等 も離山 し,敗 戦時の半分(昭 和20年 に39万 人

であった労働者 は同年11月 には21万 人まで減

少)と なって しまった。あわせて風水害(昭 和

20年9月 に西 日本一帯を襲った台風)に よる水

没坑120坑 を数えた筑豊は,炭 鉱自体が崩壊寸

前の様相を呈 した。

しかし,戦 後復興のために石炭生産を再び軌

道に乗せるため,20年11月 「炭鉱労務者緊急充

足実施要綱」を決定 し,緊 急に13万人を充足す
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るため,主 食,衣 類,酒,煙 草の特配を誘引手

段 として,復 員軍人,戦 災者,引 上者を中心に

充足を図った。その結果,戦 前の労働力の構成

に大きな変化をもたらした。

まず労働者の出身地の変化をみると,戦 前の

農村出身を中心とした九州,中 国,四 国の割合

が減 り,逆 に戦災地域である兵庫,大 阪,愛

知,東 京等の割合が急激に増加 し,戦 災,復 員

者等の流入を物語っている。

表5戦 前、戦後の全九州炭鉱労働者出身地
構成比(%)

年 月 九州1中 国1四 国1近 畿1中 部1関 東1その他

昭和10年

6月

昭和23年

3月

82.5

77.8

7.25.40.60.40.2

6.35.25.13.21.3

3.7

1.1

表6戦 前、戦後の炭鉱労働者の教育程度別比較
(%)

出所:高 橋正雄 「変わ りゆ く筑豊」

こうした新 しい労働者は前職別にみると,戦

前では約50%が 農村出身者であったのに対 し,

戦後では約19%に 低下 し,工 業出身者 と引上,

復員者等が急激に増加 している。

さらに,学 歴別にみると,小 学校卒の急激な

低下を筆頭に,そ れ以下が低下し,高 小卒以上

の中等教育 を受けた者が増加 し,大 きな変化が

みられる。 このことは戦後の民主化の波 とも重

なって炭鉱の労働運動の高揚の要因ともなって

いる14)。

学 歴 別 昭和8年(全 国)1昭 和23年(九 州)

不 就 学 10.4 1.3

小 学 中退 15.7 3.7

小 学 卒 44.4 19.6

高 小 中退 4.8 2.6

高 小 卒 23.0 56.9

中学 中退 1.1 6.6

中 学 卒 0.6 .,

専門卒以上 o.o 0.4

出所:高 橋正雄 前掲書

昭和21年12月,戦 後の産業復興の原動力であ

る石炭 と鉄鋼 の増産に集中する 「傾斜生産方

式」の実施にともない,労 働者の増加 と増産体

制は軌道にのったが,対 日占領政策の転i換にと

もない,労 働力の投入による増産体制を,機 械

化等の 「合理化」によるよう指示され,さ らに

24年 の ドッジ ・プランの実施にともなって炭鉱

は重点産業からはずされ,経 営の自立化が要請

された。人員の削減が厳 しくなり,筑 豊の炭鉱

労働者は23年 の152,363人 の最高か ら24年 には

131,453人,25年 には120,292と急激に減少 した。

25年6月,朝 鮮戦争が勃発 し,日 本全体が朝鮮

特需ブームにおおわれたため,中 小鉱乱立によ

る一時的人員増をみた。

図1中 小炭鉱業者の流動系統図

出所:戸 木田嘉久P九 州 炭鉱労働調査集成』法律文化社、1989年P.151
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しか し,朝 鮮戦争が終わった28年から石炭恐

慌が起 こり,本 格的な 「合理化」が進め られ

た。この過程の中で大量の失業者が発生し,筑

豊地域は 「黒い失業地帯」 と呼ばれるまでにい

たり大きな社会問題に発展 した。

この間の移動が大手から中小への移動,中 小

から中小への再移動であり,中 小炭鉱の労働者

が実質的には,失 業状態にあることを意味す

る。

炭鉱の 「合理化」が本格的に展開するのは,

昭和30年代 とともに始まったととらえることが

で きる。昭和30年10月 の 「石炭合理化臨時措置

法」の施行による,非 能率炭鉱の買収が始まる

と,予 想以上の被買収炭鉱が出現 した。34年 ま

表7筑 豊の石炭鉱業推移

年度別
山灰

鉱 数1出 炭 量1 労務者数

昭和21年 76 719 一

22 88 923 一

23 131 1,143 1,483

24 218 1,176 1,264

25 259 1,276 1,166

26 265 1,444 1,218

27 243 1,314 1,212

28 247 1,315 1,017

29 216 1,309 905

30 246 1,277 902

31 235 1,396 909

32 233 1,497 935

33 188 1,368 849

34 168 1,295 739

35 170 1,360 645

36 160 1,273 510

37 110 1,209 390

38 79 1,028 260

39 69 997 239

40 63 855 192

41 56 794 169

42 43 774 138

43 41 713 110

44 23 570 53

45 16 397 35

46 13 219 29

47 7 185 12

48 1 4 80 0.3

※出炭量 万 トン、 労務者数 百人

出所: 直方職安 「筑 豊 石炭 と職業安定行政 史」

でに74鉱,22,967人 の人員整理が行なわれた。

しかし反面,こ の当時神武景気が出現 し,石 炭

産業最後の好況 となり雇用の拡大がなされたた

め,人 員整理 もさほど目立たなかった。この好

況のあと,34年 ごろより 「エネルギー革命」が

浸透するなかで大手炭鉱でも人員整理を強行,

この間32年から38年めでは,年 間約1万 人台の

減少 を続けてお り,特 に,37年 から雪崩的に閉

山が起 こり,37年 から38年にかけては,こ の1

年問の減は13,000人に達 している。

昭和48年11月29日,筑 豊最後の坑内掘 りの貝

島大之浦炭鉱の閉山(貝 島炭鉱の完全閉山は,

昭和51年)に より,約 一世紀にわたる石炭鉱業

の歴史に終止符をうった。

こうした炭鉱の 「合理化」は単に炭鉱のみな

らず,人 間をも含めたスクラップ ・アンド・ス

クラップであったと言わねばならない。昭和25

年には,259の 炭鉱 と11万7千 人あまりの炭鉱

労働者が筑豊には生活 していた。これは筑豊の

就業人口の三分の一にあたり,他 の労働者 もこ

の石炭産業 との関連のなかで生きていたのであ

る。地域社会にこれほど打撃をあたえた事態は

過去に例 を見ないであろう。

5.「 合理化」 と雇用形態の変化

筑豊の炭鉱労務形態の特徴は,雇 用形態の推

移にあるといえよう。すなはち,雇 用形態の構

成が大手の閉山とともに 「常用」 と 「請負」が

逆転 している。大手の合理化の一環 として直庸

労務者の減と,請 負の増 という,特 徴が指摘で

きる。 それでは,常 用労務者の状況を大手,

中小炭鉱でみると,大 手の合理化,第 二会社の

中小化により,39年 を境 に40年以降中小が大手

を上回る。このことは,大 手の合理化は,常 用

労務者を一部整理に止め,第 二会社に吸収 し,

臨時,請 負労務者はすべて解雇,契 約解除とし

たため,全 労務者数の減少は大きく,反 面第二

会社の中小では,常 用労務者が増加するという

現象 を示 している。

炭鉱の景気の変動に対応 して,生 産力の調節

弁として臨時,請 負が重要な役割を果た してき

た。大手を主体に人員整理の肩代 りとして請負

の雇用が増大するのは36年 にピークをみる。
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表8筑 豊の炭鉱労務者構成の推移 (人)

年 別
全労務
者 計

常 用
労務者

臨 時
労務者

請 負
労務者

昭和23
計 164,135152,36310,772

大 122,436112,2&110,155

25
計 125,293120,2925,001

大 88,59784,2004,397

30
計 97,28792,7294,558

大 62,79658,6304,166

32
計 103,13196,3996,732

大 64,59759,0415,556

35
計 74,23766,4007,837

大 49,89844,1225,776

38
計 33,81826,9566,862

大 18,61014,4564,154

40
計 24,36619,9504,416

大 11,4388,9062,532

計 4,5613,658230673
45

大 2421872152

計 4,2083,001225982
46

大 66220136506

計 2,1281,237186705
47

大 74020137583

計 76433142589
48

大 74219140583

計 59645129422
49

大 56019128413

(注)23～40年 の全労務者計欄 には、臨時労務者数不明

につ き含 まない。

出所:直 方職安,前 掲書

大手

この筑豊の多数を占める請負労務者 を職種別

に使用状況 を見 ると,そ の多 くは 「坑内員」

で,大 手の60%に 達 し,中 小では約75%を 占め

ている。そのうち 厂掘進」が各50%を 占めてい

るが,中 小では合理化の進行 とともに高率化

し,「坑内員」の75%を 占めるにいたっている。

このことは,名 目上請負 と区分 されたに過 ぎ

ず,実 質的に炭鉱を支えている主力であったと

みても過言ではあるまい。

要約すると,筑 豊の炭鉱の合理化 の過程で

は,大 手ではまず常用労働者が先に減少し,中

小では逆に請負が先に減少 している。大手にお

ける請負残留は経営の合理化を示し,旧 来から

の下請け制度の延長であり,炭 鉱企業の基本的

体質を反映 したものである15)。

厂合理化」による解雇者の態様 を表9か ら,

地域別に対比してみると,筑 豊地域は九州に比

べて 「就業決定者」で 「他産業」への転職者は

九州の半分以下である。逆に 「就業未決定者」

は筑豊に多い。これは先行き不安のため炭鉱か

らの転職を考えると同時に,転 職に対する不安

と,そ の対象 となる就労先,企 業が少ないため

である。また,か れらが現在住んでいる土地,

生活環境に対する執着心があり,そ れを護るた

めの方策への混迷を象徴 している。

このような,雇 用形態の変化をみせながら筑

豊はどのような課題をかかえて推移 していった

のであろうか。

年齢構成の特徴

労働移動の主体的客体的な条件は本人の年齢,

家族構成,学 歴,前 職等が影響 を及ぼす。特

に,労 働者の年齢はその中心的なものと考えら

れる。

常用労務者の年齢構成 を表10か らみると,閉

山とともに離職 した者のうち,若 年層は多産業

に転職 し,ま た,先 行 き不安からの退職者 も若

年層に集中するため,残 留層は高齢化の様相を

みせている。平均年齢では,26年 の33.2才に対

し,48年 では43.2才 と10才 の上昇 とな り,「45

～49才」は全体の23 .8%となっている。

人口の推移

筑豊の人口は,昭 和30年 を頂点として,以 前

の増加から減少へ と移行 し,他 に類例のない減

少率を示 しつつ,急 落を続けた。40年 以降石炭

合理化が峠を越すとともに,そ の減少 もやや鈍

化 している。この減少は地域の経済が石炭産業

に対す る依存度が高かったところほど減少率
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表9地 域別合理化解雇者の動向推移

地 域 ・
就業先の決定 している者 就業先未決定者

そ の 他

年度別
合 計 石 炭

鉱 業
他 の
産 業

自活 し
た 者

就 業
希望者

就業意志
のない者

不明の者

41 5,8581,916498782,82541500

42 4,5675548725942,140102305

43 4,117838251112,58016421

九 44 11,0549871,2221537,073121,607

45 3,94312360102,65741,089

州 46 2,4261293856921-985

47 3,9431731122071,61021,939

計 35,9084,6203,4001,05919,8061776,84G

% 100.012.99.52.955.20.519.0

41 3,6601,135132431,91528407

42 2,3223231915281,00132247

43 1,99615117101,4421375

福 44 6,588301443735,3354432

岡 45 1,9038--1,7674124

県 46 63839152582-一

47 1,80736-406-1,392

計 18,9141,96080465612,448692,977

% 100.010.44.23.565.80.415.7

41 3,6601,135132431,91528407

42 2,06232319152876132227

43 1,99615117101,4421375
牌
玩 44 6,588301443735,3354432

45 1,9038--1,7674124

些 46 63839152582-一
0

47 1,80736-406-1,392

計 18,6541,96080465612,208692,957

% 100.010.54.33.565.40.415.9

出所:直 方職安,前 掲書

表10常 用 労務者 の年 齢構成 の推 移(指 数)(全 数二100)(%〉

年別

昭23

25

30

35

40

45

48

18才

未満

18才

S
19才

20才

S
24才

25才
S

29才

30才
S

34才

35才

S

39才

40才

S

44才

45才

S

49才

50才

S

54才

55才

以上

平均

年齢

4.2

1.3

0.2

0.2

0.3

9.4

7.3

1.9

1.7

1.4

0.9

0.g

21.214.5

21.716.4

14.520.2

9.916.2

4.89.8

3.34.4

6.1

12.511.79.97.7

13.212.911.38.7

16.914.513.210.8

19.716.513.412.2

16.619.917.914.8

10.617.422.020.4

8.615.522.023.8

4.9

5.3

6.7

8.2

11.5

17.5

22.2

4.0-

1.9-

1.134.8

2.036.3

3.039.1

3.442.3

1.043.2

出所:直 方職安,前 掲書
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が著 しい。炭鉱の閉山による離職者の流失はも

とより,直 接間接を問わず,関 連 した商工業等

からの流出も見逃せない。いずれにしても,80

万人近 くの人口密集地で,15年 のうちにその人

口が半減 する という事実 は余 りに も ドラス

ティックである。

この間の減少は,筑 豊の各地区,各 市町で例

外な く男子の減少が女子を上回り,労 働力の喪

失を意味するとともに,そ の後の地域振興に多

大な影響を与えた。炭鉱に代わる企業誘致に際

し,女 子雇用型の企業立地が中心 となったのも

そのことの反映である。人口の減少は市部,郡

部を問わず一方的な減であるが,世 帯数でみる

と,表11の ように市部では世帯構成員の転出に

よる減少であり,世 帯数の変化はない。郡部で

は,閉 山による炭住からの家族 ぐるみの移動で

あり,世 帯数も減少 している。

表11筑 豊における人口の推移(昭和30～45年)

れ,労 働能力 をもつ生活保護世帯がその中心を

占めることとなった。図2は 保護率の推移を地

区別にみたものである。33年 以降急激に上昇 し

始め,炭 鉱の閉山の深刻さを裏付けている。炭

鉱失業者が地域内での再就職が不能であり,特

に中高年層では,他 産業転職に対する生活,職

業上の不安,子 供の学校,そ して炭住の閉鎖的

生活環境から離脱することの不安,そ うした諸

条件が拠 り所を喪失させ,精 神的な荒廃をもた

らし,勤 労意欲を低下させる。また,地 域 ぐる

みの生活保護は,受 給への抵抗感16)を失わせ,

33年以降加速度的に保護率は上昇 した。39年 を

ピークに以後減少 しているが,い まだに高率で

ある。

この結果,増 大する社会保障関連の支出に

よって,地 方自治体の財政危機 は一層深刻なも

のとなる。

図2地 域 ・地区別生活保護率の推移

市 町 別 30年 45年45/30

減
少
の
著
し
い
市
町

庄 内 町20,727

山 田 市35,752

方 城 町15,843

桂 川 町22,607

宮 田 町51,795

赤 池 町16,131

稲 築 町43,412

筑 穂 町19,359

磯 井 町12,008

川 崎 町40,878

8,10939.1

15,33442.9

7,50447.4

11,91252.7

27,94554.0

8,77054.4

23,59554.4

10,57354.6

6,81056.7

23,19056.7

(%)

150

100

嘉{鰍1°610…,467,520
,071

75,64370.4

55,61589.0

64,23364.2 50

筑 豊769,715485,30863.0

出所:直 方職安,前 掲 書

こうした人口の流失は結果として,人 口の高

齢化,世 帯員数の減少 を急激に もたらし,老

人 ・家族問題として地域の衰退に拍車をかける

こととな り,そ のことが新たな流失をもたらす

要因ともなっている。

生活保護の推移

生活保護 は,労 働不能の心身障害者や老齢者

世帯をその対象 としているが,筑 豊では合理化

の進展 とともに拡大する窮民層の救済に充てら

6.流 動化政策 と階層分解

昭和28年 から30年代の始めにかけて,大 量の

失業者が発生 したが,か れらのうち過半数の労

働者は退職金 も支給 されず,失 業保険さえ受給
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できないものが30-40%近 くもいる状態のなか

で,か れらはまず生活をするというよりも生 き

るための収入を得る道を考えねばならず,再 就

職口 として 厂小ヤマ」を転々とわた りあるく

か ・ 「拾い仕事」をして不安定な仕事 をしなが

ら,そ のうちに失業対策事業へ就労する者 と,

生活保護を受給する者とに移行 しながら地域に

滞留 していった。

このことが顕著になった昭和34年 ごろ,各 方

面か ら本格的対策が要請されるにいたり,政 府

は34年9月 に石炭鉱業離職者に対する応急措置

表12合 理 化 炭鉱離 職 者の産 業別 、

地方別 再就職 状 況(37～45年 度計)

1.産 業 別

人 員(人) 構成比(%)

第1次 産 業 232 0.2

第2次 産 業

製 造 業

建 設 業

97,534

84,281

9,184

83.9

72.5

7.9

第3次 産 業

運輸通信業

サー ビス業

18,484

7,440

5,ユ15

15.9

6.4

4.4

計 116,250 100.0

2.地 域 別

人 員(人) 構成比 (%)

産炭道県内 54,638 47.0

産炭道県外 61,612 53.0(100.0)

埼 玉 県 1,232 (2.o>

千 葉 県 4,498 (7.3)

東 京 都 6,346 (10.3)

神奈川県 6,223 (lo.i)

岐 阜 県 1,047 (1.7)

静 岡 県 2,280 (3.7)

愛 知 県 15,773 (25.6)

大 阪 府 9,303 (15.1)

兵 庫 県 4,251 (6.9)

岡 山 県 2,526 (4.1)

広 島 県 4,744 (7.7)

そ の 他 3,389 (5.5)

計 116,250 100.0

出所:『炭鉱離職 者対策十年史』

について閣議決定(離 職者吸収のための鉱害復

旧事業を追加施行するとともに,「広域職業紹

介の実施について」を職業安定局長か ら通達)

した。一方,34年 の10月 には,日 本石炭協会が

「石炭鉱業の合理化計画について」(昭和33-38

年 に6万 人の人員整理 を計画)を 発表。 さら

に,11月 には,日 本経営者団体連盟が 「石炭産

業の将来 と離職者対策」(昭和34-38年 の5年 間

に,大 手6万 人,中 小3万7千 人の計9万7千

人の減少を見込み,要 転就職者6万2千 人のう

ち,7千 人を系列会社,3万4千 人を職業訓練

等をへて他産業,そ して2万1千 人を公共事業

に吸収する)を 発表して離職者の対策を政府に

要請 した。

政府はこうした要請に応えるかたちで,昭 和

34年 の12月 に 「炭鉱離職者臨時措置法」を施行

する。されたが,こ の法律の内容は,広 域職業

紹介,炭 鉱離職者緊急就労対策事業及び特別の

職業訓練の実施等の職業安定対策の推進 と,こ

れを側面的に補完するための各種再就職援護措

置を行なう炭鉱離職者援護会(36年 に雇用促進

事業団となる)の 設立との二大支柱によって構

成 されるものであった。すなわち,炭 鉱から排

出される失業者を産炭地に滞留する部分 と,広

域直業紹介のルー トで他地域に移動する部分と

に二分することになる。

滞留層は,「炭鉱労働 という特殊な身体条件,

生活状態になっているため,一 般への順応が容

易でなく,職 業転換,他 地域への移住が困難で

ある」,移 動層は 「炭鉱地域の経済が,離 職者

の失業問題を解決するには困難であること,故

に炭鉱以外の他地域への移住を促進する必要が

ある」 という認識が伺える。 しかし,「高度経

済成長」の過程で,労 働力不足が中小企業や大

企業の縁辺に必要 とされる状況があ り,中 高年

層を中心に余剰労働力を吸収するためである。

この流動層への雇用対策の核 となったのが先

ほどの雇用促進事業団である。事業団は職業安

定行政と表裏一体,相 互補完の関係にたち,石

炭産業を始めとする不況産業からの離職者ある

いは就職困難な中高年層の雇用の促進に機能す

る。

事業団の具体的な業務 は,① 移住資金の支
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給,② 職業訓練手当の支給,③ 宿舎の貸与,④

雇用奨励金の支給(昭 和37年 炭鉱離職者臨時措

置法の一部改正され,離 職者 を雇用 した事業主

に大 して雇用奨励金を支給するもので,当 初は

雇用主が離職者に支払 った賃金の4分 の1に 相

当する額を支給),⑤ 住宅確保奨励金(事 業主

が離職者の住宅を確保するよう奨励するため,

昭和35年4月 から開始)で あり,離 職者の広域

移動に障害となっていた住宅等の諸要因を取 り

除くものである。

しか し,こ うした広域職業紹介は,職 業の転

換と他地域への移住 という二つが同時に進行す

るもので,従 来の職業安定法の 「適格紹介」 と

「居住地紹介」の原則を放棄するものであ り,

わが国の労働力政策の転換を意味する16)。

一方,地 域に滞留する離職者対策は,従 来の

失業対策事業に加えて昭和32年 か ら 「炭鉱離職

者緊急就労対策事業」を実施,さ らに44年から

は 厂産炭地域開発就労事業」が実施された18)。

これらの制度事業は筑豊の地域復興や,環

境,衛 生整備に大 きな役割を果た したが,地 域

のかかえる失業問題,教 育問題,自 治体財政な

ど根本的な問題は未解決のままである。

さて,こ こで重要なのは,筑 豊の炭鉱閉山に

より排出された10万人の炭鉱労働者とその家族

の移動の数的な把握である。いったいどれだけ

の人が地域に滞留 したのか,移 動 し都市労働者

として吸収 されたのはどの くらいの数になるの

表13離 職者の地域 ・年齢階層別就業実態

かということである。このことは移動層 と滞留

層の特性を明らかにするために,ま た,移 動層

が都市労働者 としての再生コースにどれだけ適

応 したのかを分析するのに基本 となるものであ

る。

しかし,残 念ながらその正確な統計データは

つかめてはいない。激しい 「合理化」の過程で

の高い労働移動率や他地域への移動者のUタ ー

ンと再移動,さ らに大手→中小→請負夫→失

対 ・生活保護という転落が統計資料の収集を困

難にさせているし,何 よりも炭鉱閉山から20年

という時が資料の散逸を許 して しまった。

われわれがこの数年の調査研究によって収集

した資料から,昭 和..;年 の15年 間の離職者

数(広 域職業紹介の開始から筑豊の完全閉山ま

での期間)を 推測 してみると。この間の離職者

数は約8万 人にのぼり,そ のうちのほぼ4割 近

い3万 人が筑豊から県外に移動,再 就職 したも

のと推測される19)。

7.移 動層の定着化

炭鉱の 「合理化」の過程で排出された労働者

は,地 域に滞留する部分と他地域に移動する部

分に分けられた。離職者対策によって遠隔地に

流失した炭鉱失業者は,現 役労働者 といして再

生のコースにともか くのせ られたというかぎり

において,産 炭地に滞留 し沈澱 してゆく炭鉱失

業者に比べ,全 体として相対的に恵まれた部分

年 齢 ～34才 35～59才60才 以 上 不 明 N(=100)

産 炭 県

受 入 県

9.2

28.6

84.35.2

71.10.2

1.3

0.i

2,032

1,973

出所:雇 用促進事業 団 「炭鉱離職者の就業実態に関す る補完調査

結果」1967.1(1963.64年 度就職者)か ら作成

表14年 齢階層別就職未決定者数(貝 島炭礦)

区 分 30才 以 下131～45146-55156才 以上1 計

42/2末 現 在(B)

離 職 者 数(A)

2868112

148459206

15

23

223

836

就職達成率%

(A-B)/(A) 818546 35 73

であるということがで きる。それ

は,年 齢的に中堅をなす基幹的な

労働者であ り,家 族構成などの諸

条件が比較的めぐまれていたから

である。逆にいえば,滞 留層 は定

年まであと数年 という状況で,長

年住み慣れた土地を離れることは

苦痛であり,子 どもの学校や,年

寄 りのことを考えると 「動 けな

い」「今更,第 二の人生 を始める

には遅す ぎる」人々であった。

(表13,14参 照)

個人の職業的発達段階と,家 族

周期からみれば,転 職可能な年齢

は35才 を上限とするのが一般的で
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ある2°)。また,採 用する企業 にとってもできる

だけ若い方が好ましい。特に,企 業規模の大き

い事業所(求 職者にとっては安定 した職場であ

り,労 働条件が比較的よい企業)ほ ど採用条件

にみられる 「年齢制限」は厳しく,ほ ぼ40才 ま

でとしている21)。

広域就職 したかれらは,炭 鉱 という地下労

働 閉鎖的地域社会において形成 された気質,

生活,習 慣,さ らに,特 に技能をもたず,激 烈

な労働運動の体験等が移動後の新 しい職場 ・労

働,地 域社会に適応 し,都 市労働者として定着

をするのは容易ではなっかた。一定部分は困難

を乗 り越えて定着をみたものの,あ るものは産

炭地にUタ ーンし,あ るものは再転職,再 々転

職という過程を経て最終的には生活保護にいた

るものもある。こうした転落層を見つけだすこ

とこそ,重 要な課題だと考えられるが,わ れわ

れの追跡調査の過程では具体的に抽出するにい

たっていない。わずかに 「定着者」からのヒヤ

リング調査から得 る 「風 聞」にとどまってい

る。

ここでは,定 着事例を紹介 しながら 「定着」

の要件を抽出してみたい。

われわれの調査で遭遇 したN氏(離 職時の年

齢は38才)は,昭 和41年 に筑豊の貝島炭礦(大

手〉を人員整理で退職。一年間の失業保険受給

後,職 業訓練学校にて旋盤技能を修得,42年 に

知人の紹介で愛知県の会社に機械工 として就職

する。移動時の住居は事業団宿舎である。再就

職 して半年後に炭鉱の退職金を基に土地を購入

す る。そ して3年 後には家 を新築 し,「宿舎」

からの転居を行なう。この間に炭鉱時代の友人

を頼って転職をしている。その後はその会社に

て定年 まで勤務 し,現 在は年金生活である。詳

細 については,「科研研究成果報告書」の甘庶

論文 を参照してもらいたい。

N氏 の事例 を 「定着」 と判断 したのは,持 家

取得,年 金生活 という経済的な安定。三人の子

ども(娘)の 嫁 ぎ先が農家,会 社員,自 営業と

いずれも地付 き層であること,日 常の交際範囲

が結婚 した子どもの家族を中心に,婚 家,そ し

て炭鉱離職者仲間,近 隣と社会関係のネット

ワークの多様性,深 さを上げることがで きる。

次に 「定着」の要件であるが,第 一に上げら

れるのは着実な 「生活設計」である。炭鉱での

退職金に手をつけず,土 地を購入 し,貯 金を基

に新築するという生活態度。第二は,生 活を支

える 「安定就労」である。炭鉱を離職 しての再

就職,さ らに再々就職 も 「常雇」という恵まれ

た条件で就職できた。さらに,妻 も夫 と同 じ会

社で雇用され生活を補助 しえた。第三に,こ う

したN氏 とその家族の 「生活設計」「安定就労」

を直接,間 接にサポー トし,現 在 も継続 してい

る炭鉱離職者の友人の存在である。この友人の

なかに所轄管内の職安に勤務する者や労働組合

の専従役員がいた。これらが 「定着」の要件で

あるが,こ の背景には,N氏 が貝島という大手

の炭鉱離職者であ り,こ のことが移動時,移 動

後の過程でプラスに作用していることを指摘 し

ておきたい22)。

8.お わ り に

日本経済は産業構造の改革,構 造調査の達成

の過程で,日 本の農業や石炭産業を切捨て,経

済のサービス化 とME合 理化を展開し国際競争

力を強めてきた。具体的な雇用対策としては労

働力流動化政策の展開である。流動化政策の意

図は余剰労働力 を不足地域に移動させること,

失業者の就職促進借置であるが,実 際にはその

後の雇用対策の流れからみると,雇 用の不安定

化の拡大であり,そ のことが低賃金政策の実現

に結節 しているのではなかろうか。それゆえに

炭鉱労働力の排出の実相 を明かにすることは,

今後の労働 と生活を考えるとき重要な資料 とな

る。

さて,す でに触れたように石炭鉱業の発展過

程において炭坑労働の供給源となった階層 は,

貧農,囚 人,部 落民,植 民地労働者であ り,戦

後は引上げ ・復員 という工業出身者を加えつつ

も基本的には農村出身者であった。こうした炭

坑労働力の階層性,危 険な地下労働従事 という

労働の 「履歴」を考えると,「流動化」の展開

の実相はことさら重いものとなる。炭鉱離職者

は 「去 るも地獄,残 るも地獄」 とい う厳 しい

「選択」の過程で,滞 留層 と移動層に分化 し,

前者はさらに失対労働者,生 活保護層 と 「沈
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澱」 したものも少な くはない。後者は都市労働

者 として 「再生」の途についたものの,「定着」

に至る過程は平坦ではなかった。

移動層の 「定着」については 「本人の年齢」

「家族形態」等の労働者個人がかかえる条件に

ついては多少論 じた。しかし,個 人の能力,努

力 といったものでは解決できない条件,個 人の

背後に存在 し,個 人を規定する要因については

論 じてはいない。こうしたものをここでは移動

の 「客体的要件」として,表15の ように整理 し

てみた。

移動前の要件では,炭 鉱会社の類型が重要な

役割を果たしている。三井,三 菱 といった財閥

系の炭鉱では企業グループの相互援助システム

の機能 もある程度は可能である。さらに企業,

労働組合の援助等から,離 職後の地域移動では

職安経由による公的援助が円滑に利用できる。

さらに,再 就職先の企業では比較的に安定した

雇用状態を確保 しやすい。

その他の大手炭鉱では,関 連会社への依存は

期待で きないが,貝 島炭礦のように,第 二会社

設立による 「ゆるやかな閉山」 の実現は,会

社 ・労組 ・職安が再就職の態勢を可能にする時

間的,経 済的ゆとりもって斡旋業務にあたり,
一応の成果をあげることができた

。
一方,中 小炭鉱では大手のような援助システ

ムが円滑に機能 してはいない。閉山の時期が政

府の対策が本格化する以前に集中したというこ

ともあるが,退 職金や賃金の未払い,さ らに失

表15移 動 の 「客体 的要件 」

業保険の受給ができないほど,中 小炭鉱労働者

はその日の生活にも事欠 くような状況であ り他

地域に移動できず,そ の多 くは地域に滞留する

しかなかった。

移動前の要件では 「職種」 も配慮される必要

があろう。採炭 ・掘進 といった坑内労働に従事

した労働者と職員 といわれた事務 ・管理労働者

では,労 働力の流動性,一 般性のレベルにおい

て大 きな格差が形成 されるからである。われわ

れの今までの知見では,基 本的には職員層は事

務職,鉱 員層 は現業職への水平移動がなされ,

その流れのなかでは 「定着」の差は特に問題 と

は言えない。むしろ企業規模の条件がより大 き

な影響を有していると考えられる。

再就職の斡旋,紹 介には会社 ・組合の仲介,

努力などがあるが,い ずれにせよ離職者の多 く

は,職 安 ・雇用促進事業団 という援助システム

を経由している。その意味では,移 動方法の差

異は企業規模の従属変数 と考える。移動方法で

注 目されるのは,20～30名 の離職者が同じ会社

に再就職するという 「集団移動」,単独で再就

職する 「個人移動」かによる差異である。集団

移動は大手炭鉱の鉱員層に多 くみられる。炭鉱

労働 という特殊性,閉 鎖性が克服されないとい

うマイナス作用 もあるが,移 動後の多様な生活

障害に遭遇 した際には,精 神的な支えにな り得

ることの意義は否定で きない。

最後に,本 研究の課題は定着過程を明らかに

するとともに,移 動後の生活,仕 事に適応でき

移 動 前 移動形態 ・地域 移 動 後

企業類型 移動方法 企業類型

・財閥系の炭鉱 ・職安経由 ・公務労働

・地方の大手炭鉱 ・個人努力 ・大 企 業

・中小炭鉱 ・集団移動 ・中小企業

・個 入移動 雇用形態 ・職種

職 種 地域類型 ・常雇 、正 社 員

・現業職(直 接夫 ・間 ・都 市 ・臨 時 ・パ ー ト

接夫) ・地 方都市、農村

・事務職(職 員) ・産 炭 地

企業内グループ異動 援助 システム 雇用安定度

離職対策の充実 再移動の円滑性 職種への適応

ネ ッ トワ ー クの 形成
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ず再転職 を繰 り返しなが ら病気や高齢化等によ

り労働能力を喪失し,生 活保護層に転落 した階

層,す なわち転落層の実態 を顕在化させ,両 者

の比較研究にあるが,転 落層への本格的なアプ

ローチは今後の課題である。
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浜工場 ・昭和41年11月 発行)

一59一



1[筑 豊の変動過程 と地域間題

1.は じ め に

筑豊を再訪 した昨年の夏,鉱 夫像のある直方

駅から私は筑前宮田行2両 編成ディーゼルカー

に乗った。土曜日の昼下が り,扇 風機が回る車

内では,直 方市内から帰宅途中とみられる女子

高生のはしゃぐ声と,気 をはくディーゼルの音

が妙に調和 していた。列車は次の勝野駅で分岐

して宮田線に入 り,田 園と風化 したボタ山を見

ながら,約20分 で終着駅に到着 した。女学生と

ともに改札を抜 けると,自 動車で先回りしてい

た調査 メンバーが待 っていてくれた。

この宮田線,現 在のJR九 州の路線図にはな

い。昨年12月 に廃止され,バ スに転換されたの

である。明治35年 に九州鉄道株式会社によって

開業された宮田線は国鉄 となり,石 炭を北九州

地域へ運ぶ貨物輸送を中心に発展 してきた。だ

が,昭 和35年 ごろから,石 炭に代わって,炭 鉱

閉山による離職者と"金 の卵"を 都会へと運ん

だ。そ して,一 日の乗客500人 余 りとなった宮

田線は地元の人に惜しまれながら,任 務を終え

たのである。石炭輸送用に,筑 豊の鉄道はクモ

の巣のように張 りめ ぐらされたが,今 はもう,

往時の状況にない。

宮田線に象徴 されるように,昭 和30年 代の

「エネルギー革命」以降,筑 豊地域の炭鉱が相

次 いで 閉山 した結果,旧 産炭地 には ドラス

ティックな変化が起こった。石炭鉱業審議会の

第8次 石炭政策では,平 成3年 度の生産 目標を

1000万 トンとし,「なだらかな閉山」を進めて

生産体制を集中化することを基本方針にしてい

る。主要施策のキーワードは離職者対策の継続

と地域振興の推進であるが,旧 産炭地の問題を

改めて捉え直 して検討 したい。本稿では旧産炭

地に見 られる地域社会の変動と現状に着目して

分析を進める。

すでに,筆 者は,高 橋伸一を研究代表者 とす

る共同研究において,炭 鉱閉山に伴う離職者の

生活の不安定化に関する研究を行なってきた1)。

そこでは,閉 山後の地域問題を概観 し,離 職者

のうち,旧 産炭地に滞留 している離職者の生活

歴を通 して生活問題を考察 した。本稿は,こ の

研究の継続研究 として位置付 けられ,そ の続編

に当たる。

本稿のポイントは,① 炭鉱閉山後,筑 豊地域

全体が構造的にどのような変動したのかを把握

し,そ の上で,事 例 となる宮田町の位置付けを

行なうこと,② 閉山後の疲弊 した地域社会にお

ける生活上の問題点を整理すること,③ 地域の

活性化 をめざした振興策の経過と現状 を把握す

ること,で あり,こ の3点 に限定 して進めてい

く。先の研究成果が離職者の生活史調査によっ

て地域生活者を中心に据えた ものであったのに

対 して,本 稿は統計資料 ・行政資料などに基づ

い もので,ど ちらかと言えば行政施策に力点を

置いた分析 を試みようとするものである。

2.筑 豊地域の変動

(1)筑 豊地域の構造的変化

筑豊地域は5市4郡(21町 村)で 構成され,

4つ の地区に区分 される2)。4地 区 とは遠賀地

区(遠 賀郡4町)と 直鞍地区(直 方市,中 間

市,鞍 手郡4町),喜 飯山地区(飯 塚市,山 田

市,嘉 穂郡8町),そ れに,田 川地区(田 川市,

田川郡9町 村)で ある。(図1参 照)

地域社会の構造的変化 とは,通 常,地 域の政

治的 ・経済的 ・社会的構造が立体的,重 層的に

構成 されたものが変容したことを意味するが,

その実態は極めて複雑なものになっている。そ

こで,本 稿においては,地 域の階層構造や諸集

団の連関,地 域権力構造の基底 となる人口構造

と経済構造を中心に分析 を進める。特 に,総 人

口と産業構造の推移に焦点を絞って検討 してい

く。国勢調査結果(昭 和25～60年)を 利用 し

て,ま ず,最 初に,筑 豊地域における構造的変

化の実態を概観 しておきたい3)。

1.総 人口の推移

終戦直後から,政 府は経済復興の重要な政策
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図1筑 豊地域の略図

として石炭重点主義の傾斜生産政策を展開した

ため,筑 豊各地の炭鉱は活況を呈 した。このた

め,昭 和25年 に は,過 去3年 間 で9.8万 人

(13%増)も 増え,ま た,筑 豊の各市町村ごと

に見ても,こ の時期に戦後最高の人口規模 とな

り,筑 豊全体で,昭 和30年 には88.5万人に膨張

したのである4)。政府の保護 ・育成 により,炭

鉱は増産体勢を取 り,復 員者や戦災者を集めて

操業 を行なった。石炭鉱業は製鉄 ・電力 ・鉄

鋼 ・機械工業の 「後立て」 となって,好 況を維

持していた。(表1参 照)

だが,石 炭恐慌を経て,日 本のエネルギー供

給源が 「油主炭従」の状態になりはじめると,

政府 も石炭鉱業合理化臨時措置法(昭 和30年)

表1筑 豊地域における総人口の推移 (単位:人)

昭和25年 30 35 40 45 50 55 60

遠賀地区 遠賀郡 66,836 74,620 72,465 70,894 70,468 75,948 85,645 92,571

直鞍地区 直方市 ・11 62,520 62,179 57,839 55,615 58,551 62,595 64,479

中問市 36,530 40,423 42,418 33,784 33,734 42,766 48,647 50,294

鞍年郡 109,630 116,308 111,704 82,021 68,431 64,588 63,977 65,137

嘉飯山地区 飯塚市 100,893 107,467 104,000 82,033 75,643 75,426
..

.1.. :.:

山田市 36,379 35,752 30,140 20,235 15,334 14,670 14,856 14,224

嘉穂郡 192,124 188β30 173,344 128,204 106,289 104,591 108,191 110,984

田川地区 田川市 94,616 100,671 95,911 74,063 64,233 61,464 60,077 59,727

田川郡 154,079 158,767 147,908 114,834 99,763 99,009 101,266 103,416

合 計 849,807 .. 840,969 663,907 589,510 597,013 625,542, 642,700

(資料:国 勢調査)
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や炭鉱離職者臨時措置法(昭 和34年)を 制定

し,炭 鉱の合理化 ・閉山が一挙に進められた。

さらに,第1次 石炭答申(昭 和37年)以 降,石

炭の年間生産量は大幅な減産を強いられたので

ある5)。この状況下で,昭 和35年 より筑豊の各

市町村は人口の流失が進行 し,昭 和40年 には総

人口が66.3万人となり急速な減少 を示 した。市

郡別では嘉穂郡や田川郡,鞍 手郡,飯 塚市,田

川市が顕著な減少 となった。こうした傾向は続

いて,昭 和45年 には50万 人台に落ち込み,こ の

10年間で約25万 人減 となったわけである。これ

は,就 労の機会を失った炭鉱労働者とその家族

は筑豊での再雇用が限られてお り,政 府の 「労

働力流動化政策」にしたがい,高 度経済成長期

を迎え労働力不足に直面 していた関東 ・中京 ・

関西などの工業地帯へと移動 していったと解す

ることができる。

昭和50年,筑 豊全体では依然として50万人台

であったが,2市1郡(中 間市,直 方市,遠 賀

郡)で 増加を示 し,転 換時期 を迎えることに

なった。昭和55年 には1市2郡(飯 塚市,嘉 穂

郡,田 川郡)が 人口増加となり,筑 豊全体 とし

て2.8万人増の60万 人台 に達 し,状 態はやや好

転 してきた。そして,昭 和60年 では,2市(山

田市,田 川市)の み減少に歯止めがかからない

状態で,他 の市郡では着実 に増 え,64.2万 人

と,ほ ぼ,昭 和40年 の水準 に復調 したのであ
ピ

る。こうしてみると1昭 和45年 以降,筑 豊全体

の総人口は漸増 しでいることから,表 面的には

雛 鑑職盞舗糠 髴乞
が見 られるようである。

その要因には様々なものが考えられるが,そ

の一つに石炭六法をはじめとする関連法令によ

る施策,具 体的には産炭地域振興事業が推進さ

れたことがあげられる。特に,工 場誘致による

産業振興は関係機関によって精力的 に行われ

た。そこで,次 に,産 業構造の変容を探ってみ

よう。

2.産 業構造の変化

ここでは,産 業別就業人口の推移をもとにし

て,産 業構造の動向の一端 を把束 していきた

い。戦後,福 岡県の就業者数が順調に伸び,昭

和55年 に200万 人を突破 したのに対 して,筑 豊

の就業者数は,総 人口と同様に,大 きな変化を

示 した。昭和30年 当時,県 全体の約20%に 当た

る28.9万 人であった就業者数は年々,減 少 し

て,昭 和40年 に戦後最低の24.7万人に落ち込ん

だ。比率の上では低下が続いているが,実 数で

は昭和45年 以降に回復 しはじめ,昭 和55年 には

昭和25年 のレベルに達した。(表2参 照)

表2筑 豊地域における産業別就業人口の推移
(単位:人,%)

昭和25年 30 35 40 45 50 55 60

農業 57,422(20.9)57,659(19.9)46,236(16.3)41,450(16.8)35,450(13.7)22,044(8.6) 16,821(6.3) 14,625(5.6)

林業 868(0.3) 1077(0.4) 633(0.2) 286(0.1) 259(0.1) 227(0.1) 255(0.1) Ziz(o.i>

漁業 423(0.1) 345(0.1) 420(0.1) 419(0.2) 453(0.2) 427(0.2) 456(0.2) 412(0.2)

鉱業 122,214(44.4)98,092(33.9)85,430(30.1)33,223(13.4) 9,173(3.6) 1,972(0.8) 1,269(0.5) 883(0.3)

建設業 10,932(4.0) 14,925(5.2) 21,963(7.3) 27,929(11.3)33,397(12.9)38,276(14.9)43,456(16.2)36,626(13.9)

製造業 17,424(6.3) 20,415(7.1) 23,275(18.2) 3097(12.4) 47,956(18.6)53,279(20.7)50,456(18.8) 51418(19.6)

卸売 ・小売業 25,234(9.2) 37,633(10.9)44,287(15.6)45,192(18.3)47,827(18.5)50,540(19.7)57,306(21.3)56,975(21.7)

金融 ・保険・不動産業 1,387(0.5) 2,561(0.9) 2,864(1.0) 3,837(1.6) 4,379(1.7) 5,044(2.0) 6,276(2.3) 6,673(2.5)

運輸 ・通信・電気業 9,768(3.5) 11,477(4.0) 14,205(5.0) 16,664(6.7) 18,463(7.2) 18,474(7.2) 19,339(7.2) 18,083(6.9)

サービス業 21,793(7.9) 37,107(12.8)37,284(13.2)37,329(15.1)44,791(17.3)46,576(18.1)53,066(19.8)57,999(22.1)

公務 ・その他 7,815(2.9) 8,098(2.8) 6,825(2.4) 10,297(4.2) 16,163(6.2) 20,201(7.8) 19,817(7.4) 19,019(7.3)

合 計 275,280(100)289,389(100)283,412(100)247,423(100)258,311(100)257,060(100)268,517(100)262,925(100)

(資料:国 勢調査)
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筑豊に限定 して産業別にみると,最 も顕著な

変化は言うまでもなく,鉱 業に見 られる。昭和

25年 には鉱業就業者が12万 人を越えていた。 こ

れは筑豊全体の就業者数の,実 に44%を 占め,

福岡県の鉱業就業者数の70%に 及んでいた。筑

豊が石炭鉱業を基軸に発達 して,石 炭産業 とそ

の関連産業が地域の産業構造の根幹となり,ま

さに炭鉱地帯 として存立 していたことを物語っ

ている。つまり,筑 豊は洞海湾に臨海する北九

州工業地帯などのエネルギー供給地 として重責

を果たしていたのである。そして,昭 和40年 ま

で,製 造業や建設業といった他の第2次 産業就

業者は10%以 下であったことから,鉱 業に対す

る依存度が極めて高かったことを如実に表して

いる。だた,地 域社会の近代化を製造業をはじ

めとす る第2次 産業の成長 ・発展 と考 える場

合,筑 豊地域の近代化は遅れていたと言えるだ

ろう。

ところが,こ れ以後,鉱 業就業者数が大幅に

減ったのである。昭和40年 には5年 間で5.2万

人減の3.3万人と著 しい落ち込みとなった。こ

の間に,製 造業や建設業 は若干増 えたけれ ど

も,鉱 業就業者を充分に吸収することができな

かったわけである。昭和45年 より建設業,製 造

業,サ ービス業などの就業者が着実に伸長 し,

比率では,そ れぞれが10～20%に な り,筑 豊の

中心産業になりつつある。(表2参 照)

第1～3次 産業別の構造変化の一般的傾向を

簡潔に整理すると,次 のようになる。まず,第

1次 産業の衰退があげられる。昭和35年 以降,

全国的にみられた高度経済成長に伴 う離農現象

が筑豊において も見られたのである。次に,第

3次 産業の成長である。戦後,着 実に伸び,昭

和60年 現在,60%を 越えている。最後に,第2

次産業は市町村によって異な り,鉱 業の大幅な

没落によって衰微 しているところと,製 造業を

中心に復興 しつつあるところと,二 極化が進ん

でいるようである。(図2参 照)

では,こ れらの点に注目して,市 町村のレベ

ルで個別に分析 していきたい。というのも同 じ

筑豊にあっても市町村ごとの就業構造には差異

があ り,詳 細にみていくと,当 然,多 様な特性

を持ち合わせていると考えられる。そこで,4

図2筑 豊地域における産業別就業人ロ比率の推移

〈第1次 産業〉

〈第2次 産業〉

〈第3次 産業〉

(資料:国 勢調査)

一63一



つ の 市 町 を取 り上 げ,第2次 産業 の推 移 に注 目

しつ つ,地 域 の 変 化 を把握 す る 。事 例 の選 定 に

際 して は,昭 和30年 の 鉱 業 比 率 をメ ル ク マ ー ル

と した。 鉱 業 比 率 の 高 い 市 町村 と して,中 間市

(45.4%),川 崎 町(51.0%)を,鉱 業 比 率 の低

い 市 町 村 と し て,直 方 市(10.7%),若 宮 町

(3.7%)を,そ れぞ れ 選 ん だ6)。

[事例1:'中 間市]昭 和30年 に6014人 と第2

次産業の大勢 を占めていた鉱業は昭和40年 に

は891人 と激減 し,そ のまま,第2次 産業就

業者数の減少 に直結 した。昭和40年 から50年

にわたって製造業 と建設業 に顕著な増加が

あった結果,第2次 産業衰退に歯止めがか

かった。特に,製 造業は昭和40～50年 に3300

人増 となり,飛 躍的に成長 した。昭和50年 に

なると,第2次 産業全体は鉱業が隆盛を極め

た時期のレベルに戻った。製造業は,こ れ以

降,第2次 産業の60%以 上,就 業者数全体の

25%以 上を堅持 しており,中 間市のなかで中

核的な位置にある。製造業の抬頭で,第2次

産業は短期間で復調 し,就 業者数全体 も順調

な伸びを示 している。市の総人口も昭和50年

より増加 し始め,昭 和60年 には5万 人を突破

し,戦 後,最 高となっている。製造業の発達

が地域復興 に大 きな役割を果 たしている。

(図3参 照)

[事例2:川 崎町]昭 和35年,高 率であった

鉱業は10年 間で大幅に約5300人 減 とな り,第

2次 産業全体に大きな影響 を与えた。建設業

が昭和45年 より第2次 産業の50%以 上,就 業

者数全体の20%以 上を維持 している一方で,

製造業は微増にとどまっている。第2次 産業

図3市 町別にみた第2次 産業就業者数の推移

〈中間市〉 〈直方市〉

一 鉱業

一一建設業

… 製造業

一 全体

〈川崎町〉 〈若宮町〉

(資料:国 勢調査)
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全体は停滞気味で,就 業者数全体 も長期低落

傾向にある。本町では,中 間市に比べて鉱業

下降期間が比較的長 く,建 設業が中心的な産

業になったものの,鉱 業衰退の受け皿にはな

り得なかった。このことは昭和35年 以降,町

の総人口が一貫 して減少 していることからも

明らかである。(図3参 照)

[事例3:直 方市]昭 和30年 より,卸 売 ・

小売業が就業者数全体のなかで20%を 越え,

首位 を占めていたため,商 業都市的な色彩を

帯びていた。第2次 産業のなかでは,当 初,

鉱業 と製造業は拮抗 していたが,鉱 業の下落

に対 して,製 造業が昭和45年 に2100人 余 りと

大きく伸びて,第2次 産業の50%以 上を占め

るようになった。第2次 産業全体は持ち直 し

て,9000人 台となり,就 業者数全体も安定し

た増加が見られる。そ して,市 の総人口も昭

和50年 以降,増 加に転 じ,10万 人を目指して

いる。炭鉱閉山に伴う産業構造への影響は比

較的少なく,従 来の卸売 ・小売業と新たな製

造業が基幹産業として発展 している。(図2,

図3参 照)

[事例4:若 宮町]町 内に炭鉱が存在 しな

いことから鉱業比率は極めて低 く,農 業が就

業者数全体のなかで70%以 上 と高 く,農 業中

心の町である。昭和40年 には農業の大幅な減

少により就業者数全体が1000人 減となった。

昭和45年 に製造業が2.5倍の伸びを示 したが,

その後は横ばい状態になっている。建設業も

着実に増加 して きたものの,第2次 産業全

体,就 業者数全体 ともに停滞 している。した

がって,町 の総人口も伸び悩んでいる。本町

の場合,炭 鉱閉山の直接的な影響はほとんど

なく,純 農村的な特徴 を持ち,昭 和35年 以降

の離農が進行 して,中 核 となる産業が育 って

いない状態にある。(図2,図3参 照)

こうしてみると,炭 鉱閉山後20～30年 を経過

した今 日,市 町村によって,そ の変容には著 し

い相違が存在 している。閉山後における市町村

勢の動向をみる場合,総 人口の動態が一つの指

標になると考え,4つ の事例 を含めて,筑 豊全

図4筑 豊地域の変動類型

注1)図 中の[:コは事例分析の対象となった市町を、

()は 鞍手郡内の町を示す。
注2)oは 昭和60/30の指数、●は昭和45/30の指数を表

わす。

体の変化 と現況 を整理 してお く。昭和30年 の鉱

業比率と人口動態(昭 和45年/30年,昭 和60年

/30年 の2時 点での対比指数)を もとにして,

類型化 を試みる7)。

筑豊の地域 は4つ の タイプに類型で きる。

(図4参 照)

Aタ イプは鉱業比率が低 く,人 口増加 してい

る地域である。ここには直方市のほか,遠 賀郡

が該当する。炭鉱閉山の直接的な影響 を比較

的,被 ることがな く,他 産業の成長により,地

域が再生されたのである。直方市の場合 には従

来の卸売 ・小売業に加えて,製 造業の発展が大

きく寄与 している。遠賀郡は北九州市に近接

し,ま た,福 岡市へ も時間的に近いといった立

地上 の優位によ り,サ ー ビス業,卸 売 ・小売

業,そ して,製 造業の順調な伸びで,回 復 して

きた。

Bタ イプは鉱業比率が高かったものの,人 口

増となっている地域で,現 在のところ,中 間市

のみがこのタイプにはいる。製造業のめざまし

い成長により,鉱 業中心の市は閉山ショックか

ら立直って,再 生の道を歩んでいる。

Cタ イプは鉱業高比率で人口減少になってい

る地域である。事例 となった川崎町をはじめ,

山田市,田 川市のほか,3郡 が含 まれ,筑 豊の

多 くの市町村が低迷 した状態にある。閉山後
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も,石 炭鉱業の代替 となる産業が思うように育

たず,過 疎現象が深刻化 している。

Dタ イプは鉱業比率が元来低 く,人 口減を示

している地域であ り,若 宮町と飯塚市があては

まる。若宮町は閉山の影響が少なかったが,基

幹産業であった農業が衰退 し,そ れに代わる有

力な産業が現れていないのである。飯塚市は卸

売 ・小売業とサービス業が中心 となった商業都

市的な性格を持ってお り,就 業人口全体は停滞

気味なが ら,総 人口は徐々に復調 しつつある。

筑豊の炭鉱閉山による石炭鉱業の崩壊後,地

域は目まぐるしい変容を経験 した。産業基盤の

転換がなされて炭鉱最盛期の水準を越えている

市町村がある一方で,石 炭鉱業の代替となる基

幹産業が充分に育成で きず地域不振に陥 り過疎

化に歯止めをかけるに至っていない市町村もあ

る。現在のところ,後 者のタイプに属する市町

村が多い。い くつかの事例でみる限り,市 町村

の活性化 ・転生の支柱的役割 を担なうものの一

つに,第2次 産業の動向,特 に,製 造業の盛衰

があげられよう。これは産炭地域振興事業の主

要施策である工業団地の建設と工場誘致が強力

に推進された結果の表れと見ることができる。

(2)宮 田町の構造的変化

宮田町を含む鞍手郡4町 についても鉱業比率

図5町 人ロの推移

と人口動態からみた変容を図示 した。(図4参

照)鞍 手町が復調の兆候がある他は全て停滞 し

ているなかで,宮 田町は目立った低下を示 して

いる。筑豊御三家 と呼ばれた貝島家によって本

格的に炭鉱が開かれ,筑 豊では最後まで炭鉱が

存在 した。その関係か ら,数 字の上でも,石 炭

後遺症は現在 も色濃 く残っている。ここでは国

勢調査のほか,各 種の統計を用いて,宮 田町の

地域像を素描してみる8)。

町の総人口は昭和30年 の5,1万人 を最高に し

たが,そ の後は激減 した。昭和60年 に2.2万 人

で最高時からすると,半 減 したことになる。超

過疎化が進展 して,地 域不振は炭鉱閉山が直接

的な契機になっている。炭鉱離職者が様々な機

会を活用して町内や近隣市町村で転職すること

は困難を極め,そ の多 くは家族ぐるみで就労の

機会 を求めて他地域へ転出 していったのであ

る。(図5参 照)

次に,産 業構造の変化を把握 してみよう。昭

和35年 に1.7万人にあった全就業者数は昭和40

年に大 きく下落 し,さ らに漸減 して昭和55年 以

降は1万 人を下回っている。この理由は言 うま

でもなく,鉱 業の減退であ り,こ れが,あ らゆ

る産業に波及 して停滞 している。閉山シ ョック

から容易に脱出で きず,他 市町村に比べて,か

なり厳 しい状況にあるようだ。(表3参 照)

(注)昭 和30年 までの 数値 は全 人 口を、 昭和35年 以

降 の 数値 は若 年 人 口(0～14歳)、 生産 年 齢 入

口(15～64歳)、 老 年 人 口(65歳 以 上)に 区分 し

て、 全 人 口を示 した 。

第1次 産業では,就 業者数が戦後最盛

時の4分 の一以下に留まっている。農業

の後退は明確であり,農 家数,耕 地面積

の推移からも裏付けられる。農家数はこ

の30年 間で400戸 もな くなり,第2種 兼

業農家の比率が昭和60年 には80%に 及

び,農 業の兼業化が進んだ。耕地面積で

は,水 田と畑地が著 しく消失しているな

かで,樹 園地は昭和60年 には52ヘ クター

ルに増大しているが,こ れは商品価値の

高い果樹を栽培するようになったためで

ある。全体としては近隣都市への通勤者

の増加,工 業地帯での就業を求めた転出

者の増大により,離 農が一気に進んだも

のと考えられる。(表4参 照)

第2次 産業では,当 然,鉱 業が大 きく

消長した。昭和25年 に約1万 人近 くで,

・ ・



表3宮 田町における産業別職業人口の推移
(単位:人,%)

昭和25年 30 35 40 45 50 55 60

農業 1,665(10.3) 2,800(15.8) 2,228(12.5) 1,799(13.1) 1,499(12.5) 954(9.0) 725(7.4) 604(6.6)

林業 44(0.3) 39(0.2) 28(0.1) lo(o.i) 7(o.1) 5(0.1) s(o.1) 5(0.1)

漁業 一
3(一)

一
2(一) 3(一) 4(一) 5(0.1) 1(一)

鉱業 9,618(61.5) 8,319(46.8) 7,940(44.5) 4,269(31ユ) 1,827(15.2) 361(3.4) 74(0.8) 63(0.7)

建設業 863(5.5) 880(5.0) 1,104(6.2) 1,284(9.4) 1228(10.2) 1,627(15.3) 1,679(17.1) 1,196(13.1)

製造業 700(4.5) 964(5.4) 1ρ70(6.0) 1,228(8.9) 2,117(17.6) 2,294(21.6) 2,111(21.5) 2,073(22.7)

卸売 ・小 売業 1,148(7.3) 1,950(11.0) 2,438(13.7) 2,133(15.5) 1,955(16.3) 1,965(18.5) 1,923(19.6) 1,845(20.2)

金融 ・保険 ・不動産業 58(0.4) 123(0.7) 130(0.7) iso(lz) 160(1.3) 180(1.7) 202(2.1) 174(1.9)

運輸 ・通信 ・電気業 382(2.4) 504(2.8) 614(3.4) 718(5.2) 657(5.5) 728(6.9) 630(6.4) 561(6.1)

サ ービス業 1,007(6.4) 1,872(10.5) 1,959(11.0) 1,775(12.9) 1,8ユ3(15ユ) 1,805(17.0)18,470(18.8) 2,011(22.0)

公務 ・そ の他 214(1.4) 318(1.8) 341(1.9) 350(2.5) 756(6.3) 689(6.5) 604(6.2) 591(6.5)

総数 15,639(100) 17,772(100) 17,852(100) 13,727(100) 12,022(100) lo,s12(ioo> ssoa(ioo) 9,124(100)

(資料:国 勢調査)

表4農 家数 ・耕地面積の推移

昭和35年 40 45 50 55 60

総数 1,181 1,059 983 892 845 771

農 家 数

(戸)

事 業 321 149 92 64 74 71

第1種 兼業 417 417 365 148 90 83

第2種 兼業 443 493 526 680 681 617

総数 884 826 789 701 733 662

耕地面積

(ha)

水 田 755 720 696 614 646 592

畑 地 124 98 83 66 50 42

果樹園 5 8 10 21 37 52

就業者全体の60%以 上を占めていた。当時の筑

豊全体の鉱業比率からしても高く,鉱 業の先進

地で,町 内には貝島炭礦株式会社系列の9つ の

炭鉱があり,貝 島の企業城下町としての様相を

呈 していた。だが,貝 島炭礦では昭和35年 より

合理化がはじまり,昭 和37年 には系列炭鉱が閉

山した。合理化は昭和41年 まで6回 にわたって

行われ,6500人 余 りの人員整理が押 し進められ

た9)。そして,昭 和40年 代前半に多 くの系列炭

鉱が閉山に追込まれ,昭 和51年8月 に貝島炭鉱

が閉山し,町 内から全ての炭鉱が消えたのであ

る。この間に,鉱 業就業者は大きく落ち込み,

昭和60年 には60人 となっている。

他の第2次 産業の動向をみると,建 設業は鉱

害復旧事業や産炭地域振興事業,失 業者対策事

業等が実施された結果,昭 和55年 ごろまで,あ

る程度の伸びがあったけれども,そ の後は頭打

ちの状態にある。一方,製 造業 は昭和45年 に

900人 近 く増加 したが,そ れ以降は2100人 台を

(資料:農 業センサス)

推移 している。昭和39年 より,段 階的に工業団

地がいくつか造成され,積 極的に企業誘致が行

われた。その結果,か なりの進出企業があった

ものの,い ずれも比較的,小 規模な企業に限ら

れており,地 域振興のための抜本的な解決には

至 らなかったのである。(表3参 照)

本町の事業所数 ・従業者数からも,同 じこと

が言える。建設業は昭和47年 以降,事 業所数は

増えたけれども,従 業者数は大差がない。製造

業 についても,昭 和44年 から60～70の 事業所

数,1500人 前後の従業者数を推移 している。し

たがって,鉱 業従業者の減少分を補完するだけ

の,期 待された製造業,建 設業の成長はみられ

なかった。(表5参 照)

しかし,こ の10年間の製造業における業種別

事業所数の推移をみると,質 的な変化が存在す

る。本町の製造業上位5業 種に限定した場合,

常に,家 具装備品,窯 業土石製品,木 材木製品

は上位にある。昭和50年 後半に中心であった食
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表5第2次 産業における事業所数 ・従業員の推移

昭和32年 35 38 41 44 47 50 53 56 61

鉱 業
事業所数(所) 23 27 11 20 12 12 5 一 1 3

従業員数(人) 9,031 7,965 4,768 4,624 1,894 1,699 307 一 21 76

建設業
事業所数(所) 31 45 31 35 37 65 52 83 109 92

従業員数(人) 715 888 495 670 879 1,243 1,075 1,304 1,358 890

製造業
事業所数(所) 66 57 53 47 61 65 66 65 72 68

従業員数(人) 534 724 593 841 1,192 1,515 1,432 1,545 1,439 2,213

(資料:事 業所統計)

料品,繊 維工業に代わって,昭 和60年代に入る

と,従 来 より多かった金属製品に加えて,一 般

機械,プ ラスチ ック製品,電 機機械といった新

しい業種がうかがえる。従来の製造業はどちら

かというと,地 場的で軽工業的な業種で しか

も,小 規模の事業所が主流であったが,近 年は

新進の重工業的な業種で以前より規模の大きい

事業所が進出してくる傾向にある。(表6参 照)

最後に,第3次 産業 をみ よう。昭和35年 以

降,卸 売 ・小売業は一貫 して減少 し,サ ービス

業は横ばい状態である。商店数は昭和35年 に約

700店 あったが,昭 和60年 にはその半数近 くに

落ち込んでしまった。商店従業者数 もそれに連

表6

動 して減少 している。石炭鉱業の発達に した

がって,日 用品店や飲食店 を中心に形成 された

商店街は賑わいを見せて活発な商業活動が営 ま

れてきた。しかし,昭 和35年 を境にして,商 店

経営は不振に陥 り,息 詰まった商店は廃業 を余

儀な くされ,現 在に至っている。(表7参 照)

炭鉱閉山による影響は,も ちろん,産 業構造

の変化以外にも及んでいる。たとえば,町 財政

の窮迫化 ・不健全化があげられる。一般会計の

歳入状況をみると,町 税は昭和35年 まで歳入の

半分以上を占めていたが,昭 和40年 には比率が

大幅に減少した。炭鉱閉山のために町税が減収

したのである。炭鉱関係者の減少による炭鉱労

製造業種別にみた上位事業所数の推移

昭和54年 56 58 60 62

①食料品21 ①食料品7 ①食料品20 ①食料品17 ①食料品5

②家具装備品9 ②窯業土石製品5 ②窯業土石製品8 ②窯業土石製品7 窯業土石製品5

窯業土石製品9 ③金属製品4 ③家具装製品7 ③家具装備品6 一般械機器具5

④金属製品5 ④繊維工業3 ④金属製品6 金属製品6 プラス チ ック製 品5

⑤木材木製品4 木材木製品3 ⑤木材木製品5 ⑤木材木製品5 ⑤電気機械器具4

家具装備品3

その他7 その他2 その他8 その他6 その他1

合計68 合計35 合計69 合計68 合計38

注)順 位(○ の番号),製 品業種,事 業所数の順に記 してある。 (資料:工 業統計)

表7商 店数 ・従業員数 ・年間販 売額 の推移

昭和35年 37 39 41 43 45

商店数(店) 689 572 430 476 482 453

従業員数(人) 1,879 1,577 1,169 1,377 1,422 1,341

年 間販売額(万円) 229,860 200,070 241,623 221,163 366,825 347,976

昭和48年 49 51 54 57 60

商店数 く店) 449 437 467 484 474 367

従業員数(人) 1,402 1,267 1,322 1,365 1,359 1,128

年 間販売額(万円) 460,201 1,283,096 1,033,675 1,332,300 1,568,370 1,519,900

(資料:商 業統計)
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図6宮 田町の財政状況(一 般会計 ・歳入の財源区分) 定的な打撃を受けた。地域経済の骨格を打ち砕

かれて,町 勢不振は現在 も続いている。今 日ま

で様々な計画 ・施策が試みられたが,町 勢浮揚

の契機を見い出し得ない。

3.地 域生活の現状 と課題

働所得の低下が町民税の減収 をもた らし,ま

た,石 炭関係企業の倒産や廃業による固定資産

税や鉱山税の減収となってあらわれた。他方,

地方交付税や国庫支出金が昭和40年 以降,歳 入

の半分に達 している。それらを含めた依存財源

が60%を 越え,国 や県への依存状態から脱却で

きず,財 政力が弱体化 したままにあるのは否め

ない。(図6参 照)

以上のとお り,本 町は,石 炭鉱業への全面的

依存という体質であったため,閉 山によって決

(1)鉱 害復旧

完全閉山して約15年 を経過するが,今 なお,

景観的にも町内各所で,そ の大 きな爪跡が残っ

ている。これらの現況と今後の課題を整理 して
ワ あい冑つ。

まず,石 炭鉱害による農地,家 屋,公 共施設

の破損 ・荒廃が上げられる。原因は,石 炭の地

下採掘によって地表の沈下 ・亀裂を生 じること

にある1°)。また,上 水道,井 戸水や水利にも鉱

害が及んでいる。

こうした鉱害が社会問題化 して くると,昭 和

27年 に臨時石炭鉱害復旧法(通 称は臨鉱法)が

制定され,計 画的に鉱害を復旧することになっ

た11)。宮田町 も鉱害地区の指定を受けて,鉱 害

復旧事業は昭和54年 度から,本 格的に,貝 島炭

礦株式会社(更 正会社)と 石炭鉱害事業団,宮

田町の3つ の施工主体によって進められてきて

いる。

宮田町における具体的な鉱害状況 と復興経過

をみていこう。鉱害復旧の指定を受けた地域は

宮田町の中心部分である。(図7参 照)鉱 害家

表8鉱 害復 旧の経過 と現状(平 成元年2月 現在)

(復旧費単位:百 万円)

区 分 全体の数量 施行主体
昭和54年度一昭和61年度 昭和62年 度 昭和63年 度 平成元年度 残存量

数 量 復 旧費 数 量 復 旧 費 数 量 復 旧費 数 量 進移率 数 量

家 屋

家屋
2,230戸

墓地
2,135基

貝 島 809戸 11,419 137戸 2,327 168戸 2,869 174戸
家屋

1,043戸

墓地
2,135基

事業団
(町)

事業団
37戸 1,445

宮田町
14戸 251

宮田町
12戸 298

宮田町
36戸

計 846戸 12,854 151戸 2,578 190戸 3,167 210戸 53.7%

農地等

農地
249.4ha

溜 池
11.64ケ 所

貝 島
農 地

55.65ha 4,331
農 地

5.07ha 720
農地

1.00ha 676
農地

13.6ha

農 地
133.17ha

溜 池

6.93ケ 所

事業団

農 地
54.51ha

溜 池

0.8ケ 所

6.336
溜池
0.02ケ 所 582

暗渠排水
下層盛土 298

農地7
.lha

町

農 地

0.64ha

溜 池
3.77ケ 所

560
溜池
0.02ケ 所 14

溜池
0.1ケ 所 21

溜池
0.8ケ 所

計

農 地
110.16ha

溜 池
4.57ケ 所

11,227

農地
5.07ha

溜池

0.04ケ 所

1.316

農地
lha

溜池
0.1ケ 所

995

農地

20.7ha

溜池
0.8ケ 所

農 地
46.7%

溜 池

40.5%

公 共 150件 60件 827 4件 159 2件 za 13件 44.0% 84件

合 計 24,908 4,053 4,190

(資料:鉱 害課資料)
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図7宮 田町の鉱害状況

屋 として指定を受けたのは2230戸,世 帯数の約

30%で,鉱 害農地の指定面積 は249.4ヘ クター

ル,耕 地面積の約36%に あたる。その他,公 共

施設150件,墓 地2135基,溜 池11ケ 所があった。

家屋復旧は主に貝島炭礦が当た り,平 成元年

度までに1187戸 が復旧されたが,こ の復旧率は

約53%に とどまっている。農地復旧は貝島炭礦

と事業団が中心 とな り,116.2ヘ クタール,、全

体の47%が 復旧された。溜池については,事 業

団と宮田町が施工主体となって,約5ケ 所が復

旧された。これ らの鉱害復旧事業に投 じた費用

は平成元年度までに約331億 円に達するが,11

年間で,当 初の計画の約半分 を完了したにすぎ

ない。(表8参 照)

現在の残存量は家屋約1000戸,農 地130ヘ ク

タール余 りである。平成元年度 も,210戸 の家

屋,20.7ヘ クタールの農地,13件 の公共施設 な

どの復旧を予定 している。だが,財 政的な保障

があったとしても,当 初の計画が完遂 されるに

は,も う10年は必要であろう。さらに,こ の間

に新たな鉱害が発生する可能性 もある。 した

がって,完 全な鉱害復旧には,よ り巨額な復旧

一70一



表9貝 島炭礦の主要な炭鉱跡地

中央 ・第二西部露天 宮田町中心街 の背後 に位置 し,第二西部露天(約 79ha

掘跡地一帯 18.5ha,水 深 約50m),中 央 露 天(約12 .3ha,水

深約40m)及 び標高約60mの 中央排土地等 か ら

な る。

第二毛勝排土地 小竹町 との境 界 に位 置 し,標 高約90mの 排土地 65ha

で あ る。

第三毛勝露天掘跡地 中央露天 と第二毛勝排土地 との問 に位置 し,現 16ha

在 は洗炭等 によってほぼ埋 まってい る。

第三西部露天掘跡地 宮 田町 中心街 の北西約2.5kmに 位置 し,当 初4 12ha
丗一 価了

ha程 度 あ った溜水 池 は約2/3が 埋 め られて い

る。 水 深 は30mで あ る。

合 計 172ha

を

(資料:貝 島炭礦跡地の利用計画書に関する調査報告書)

費を投 じなければならず,復 旧の前途には厳 し

い ものがある。

(2)炭 鉱跡地

町内中央部には,4つ の大きな露天堀跡地が

残 っている。大規模な露天堀が20年 間にわたっ

て行われたのである。当時,深 さ60メー トル近

くまで石炭を掘ったため,そ の跡は巨大な窪地

となり,ま た,採 掘による排土は周辺に積上げ

られた。閉山後,排 水ポ ンプが停止 されたの

で,窪 地には地下水や雨水,地 表水が流入 した

結果,現 在は巨大な溜池のようになっている。

広さ10ヘ クタール以上,水 深40メ ー トル以上

に及ぶ,中 央露天跡溜水池 と第二西部露天堀跡

溜水池の2つ がある。その他,か なり埋め戻 さ

れて,部 分的に水深の浅い溜水池になっている

のが第二毛勝露天堀跡地 と第三西部露天堀跡地

である。さらに,大 規模な排土地には中央排土

地と第二毛勝排土地がある。この2つ の排土地

の面積 は113.6ヘ クタールに及び,標 高も高い

ところでは90メー トルにもなる。こうした露天

堀跡地 と排土地の一帯だけで も,172ヘ クター

ルにのぼる。(図7参 照,表9参 照)

こうした炭鉱跡地の利用計画は何度か,策 定

されたが,実 施に至っていない。各種計画の一

致点は次のとおりである。第一に, .巨大な2つ

の溜水池は,埋 め戻 しする場合,通 常の民 間

ベースでは採算があわないので,安 全対策を充

分に行なって貯水する。水質は問題なく,水 資

源としての利用を検討 し,ま た,池 を中心 とし

たリクレーション施設の設置も考えられる。第

二に,残 りの2つ の露天堀跡地は全面的に埋め

戻 して住宅地や運動公園に活用することが考え

られている。いずれにせ よ,現 段階では,町 財

政上,こ うした計画の実施 は困難な状態にあ

る。

(3)住 宅改良

炭住(炭 鉱住宅)は 建築年数がたち,老 朽化

と周辺の環境悪化が進行 していた'2)。全閉山を

迎え,そ の維持管理はより不安定なものになっ

た13)。住生活環境の劣悪化は加速 し防災上 も危

険なことから,早 期の解消を目指 して,昭 和47

年度の新笠松団地をかわ きりに改良住宅の建設

に着手した。そして,本 格的な建設は昭和53年

度からで,旧 五抗区に4年 間をかけて和の里団

地150戸 が完成 した。さらに,昭 和56年3月 に

「炭鉱住宅改良事業基本計画」を策定 して,建

設を促進 しようとした。まず,昭 和58年 度まで

に旧二抗区で,あ けぼの団地138戸 が建設 され

たが,そ の後,計 画通 りに建設を進めることは

困難になった。その理由の主な ものに2つ あ

る。第1に,居 住者の様々なニーズに対応 した

改良住宅建設には巨額 の事業費が必要 となる

が,そ の財政的基盤が安定 したものではなく,

町財政を窮迫 したことによる。第2に,改 良住
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表10炭 住入居状況・改良住宅建築計画概要

炭住
総戸数

炭住
入居
戸数

転出
希望
戸数

持家
希望
戸数

払下
希望
戸数

建設必要戸数
建設候補地 候補地面積

(ha)差引戸数 分離 計

旧二抗
地区

250 111 0 0 0 111 5 116 旧平和区跡 4.10

旧六抗
地区

325 254 0 6 0 248 4 252
旧洗炭場跡
板深

3.64

3.00

旧新抗
地区

1,013 527 6 1 91 429 9 438
旧堅抗跡
北中区

4.30

7.18

合 計 1,588 892 6 7 91 788 18 806 5地 区 22.22

注)昭 和57年11月 の調 査 に よる もの 。 (資料:炭 鉱住宅改良事業基本計画)

宅建設予定地の立地条件が悪いことである。地

盤が安心できるものでな く,ま た,公 共施設へ

の利便性 も充分でなかった。それで,代 替地の

検討 も行われたが,う まく進展 しなかったので

ある。

その結果,昭 和59年3月 に計画の見直しをし

たのである。そこでは,建 設費の効率的な運用

を図るための計画に改訂 した。まず,改 良住宅

を一地域に集中的に建設 し,新 築なった改良住

宅に直接,移 転 して もらうことに したのであ

る。次 に,住 宅構造は地盤沈下の対策上,低 層

住宅にした。さらに,炭 住早期解消の一環とし

て,炭 住居住者が自主的に家屋を建設するため

に,公 営住宅用地を賃貸す る方法を打 ち出 し

た。 また,改 良住宅建設費の削減を図るため

に,炭 住の自主改善 ・周辺地域の自主管理を条

件 に,炭 住居住者に払い下 げを進めたのであ

る。

見直し計画で建設戸数は806戸 とされた。3

地区における炭住の総戸数1588戸 のうち入居 し

ているのは892戸 で,約 半分の炭住 に居住者が

いることになる。特に,旧 新抗地区に多 くの炭

住居住者がいる。転出,持 ち家 ・払下げ希望戸

数を除 き,住 居分離希望戸数 を考慮す ると,

806戸 の改良住宅が必要 とな り,地 区別では旧

新抗区が全体の半分以上の438戸 になっている。

建設場所の候補地は5ケ 所 とされた。(表10参

照)

この建設計画は財政的な問題,炭 住居住者を

はじめとする関係者 との調整などを考慮して,

平成3年 度までの計画 とされた。事業は地区指

定等の事務処理,土 地買収造成,住 宅建設 と3

年単位で進めることになっていた。

ところが,旧 六抗地区112戸 分は昭和61年 度

に建設が計画されていたが,結 局,次 年度に遅

れて完成 した。それ以降も関係者の努力で展開

されてきたが,計 画どお りに進まず,遅 滞 した

状態にある。建設計画は修正されてお り,平 成

元年度は前年度繰越事業で新抗地区の旧立抗跡

地を活用して,改 良住宅20戸 を建設 している。

住宅用地の取得 と造成 といった建設のための条

件整備に対する政府の財政援助措置が抑制 さ

れ,他 方,建 設費が高騰 し,改 良住宅の建設は

困難な極めているのが現状である。それで,町

は民間活力の導入による持家の推進 と可能な限

りの炭住払下げの促進を中心 とした住宅計画案

が検討 されている。

平成元年3月 現在,建 設された戸数は合計で

576戸 である。(表11参 照)昭 和59年 計画にあっ

た建設必要戸数からすると,転 出などによる入

居希望戸数の減少,持 家の増加,払 下げによる

自主的管理の増加があったとしても,少 な くと

も,今 までの建設戸数と同数の改良住宅は供給

する必要があるだろう。特に,高 齢失婦や独居

老人に対する改良住宅の必要性はより一層,増

大すると考えられる。
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表11改 良住宅建設の経過(平 成元年3月 現在)

団 地 名
建設
年度 種別 構造 戸数

戸当り

床面積(㎡)

戸当り

家賃(円) 備 考

新笠松団地

47 2 簡二 53 42.68 10,700 一般向

48 2 簡二 51 42.68 10,700 〃

50 2 簡二 54 43.68 10,700 〃

小計 158

和の里団地

54 2

簡二 96 61.25 14,700 一般向

簡平 26 54.75 14,400 老人向

55 2

簡二 26 61.25 14,700 一般 向

簡二 2 82.17 16,800 店舗付

小計 150

あけぼの
団 地

56 2

簡二 4 76.95 21,300 老人同居

簡二 50 64.94 19,700 一般 向

簡平 10 58.18 :11 老人向

57 2

簡二 2 79.95 21,300 老人同居

簡二 48 64.94 19,700 一般向

簡平 24 58.18 :11 老人向

小計 138

陽の浦団地 61 2

簡二 6 77.10 22,800 老人同居

簡二 32 64.90 20,200 一般向

簡平 22 58.10 20,500 老人向

簡平 14 43.50 15,400 福 祉

62 2 簡二 24 69.94 20,200 一般向

62 2

簡二 2 84.34 31,300 店舗付

簡平 12 58.10 20,500 老人向

小計 112

合 計 576

(資料:炭 鉱住宅改良事業基本計画)

注)構 造 の 「簡二」 とは簡易耐火構造二 階建,「 簡 平」 とは簡易耐火構造平

屋建 をい う。

備考の 「一般向」とは一般家庭用,「 老人向」 とは高齢者用,「老人同居」

とは高齢者のい る一般家庭用,「 福祉 向」 とは障害者用 の住居 をい う。

一73一



表12宮 田町 の工業 団地概要

工業団地名 造成時期 面積(ha) 事業所数 操業開始時期

咲原 昭和37年3月 10.1 3 昭和37年4月

長井鶴 昭和39年12月 1.9 1 昭和39年12月

桐野 昭和42年5月 9.0 5 昭和44年5月

一丁 田
昭和59年3月 2.1 1 昭和59年8月

桐野B 昭和59年8月 10.7 1 昭和60年1月

飯之倉 昭和61年3月 6.3 1 昭和61年3月

四郎丸 昭和62年11A 2.8 1 昭和62年12月

宮田 昭和60年3月 142.2 2 平成2年8月 予定

(資料:企 業誘致課資料)

4.地 域振興の現状 と課題

(1)企 業誘致

石炭後遺症からの脱却,「 炭鉱のまち」か ら

厂工業のまち」を目指 して,昭 和35年 ごろから

企業誘致が積極的に展開された。昭和37年 の直

鞍地域における 「産炭地振興対策基本計画」に

関連 して,町 内には工業団地が造成 された。昭

和37年 の咲原工業団地をはじめ6つ の工業団地

がそれらである。 しかし,こ れらの工業団地は

桐野B工 業団地を除いて1ヘ クタール未満の小

規模であったから,進 出企業も限られた。軽工

業などの女子雇用型の企業が中心で,従 業員数

も多 くて100人 程度であったため,炭 鉱離職者

を充分に雇用す るに足 るものではなかった。

(表12参照)

この間に筑豊の地域経済の長期安定対策の一

環で,中 核企業の立地を意図して昭和48年 から

地域整備公団によ り宮田工業団地が造成 され

た。この工業団地は町北西部の丘陵地に位置す

る。面積 は142.2ヘ クタールに及び,筑 豊地域

で最大級の内陸型工業団地 となっている14)。造

成当初か ら,大 手企業の進出案があったもの

の,当 時の経済情勢悪化 も手伝 って,頓 挫 した

状況にあった。

団地造成後 も本町に進出する企業 は皆無で

あったが,昭 和50年 代末から,小 規模なが ら,

新たに企業が進出しはじめた。昭和60年 にはI

C関 連企業が立地 し,300人 を越える従業員を

雇用 している。さらに,平 成元年には,懸 案 と

なっていた宮田工業団地への企業誘致が実現 し

た。自動車用品 ・材料の加工企業 と特殊鋼の加

工企業の進出も決まった。規模こそ,そ れほど

大 きくはないものの,工 業団地に待望の企業立

地がなされたのである。両社 とも製造業であ

り,地 域活性化の原動力の一翼を担うことが期

待されている。

(2)ト ヨタ自動車の進出決定

平成2年2月22日,ト ヨタ自動車が宮田工業

団地に国内向乗用車を生産する一貫組み立て工

場 と完成車用モータープールの建設を正式に発

表 した15)。宮田工業団地の造成 はトヨタ進出の

意向も踏まえて進められたが,昭 和50年 のオイ

ルシ ョック等の理由で中止 となっていただけ

に,宮 田町 を中心 に,隣 接市 町の期待 は強

い16)。進出概要はおよそ次のとお りである。 ト

ヨタ自動車の取得希望面積 は若宮地区 も含め

て,134.3ヘ クタールである。具体的な進出 ・

事業計画は夏までに決められるが,構 想では,

年産20～25万 台,従 業員3000人 を見込んでい

る。来年4月 にも工場建設に着工 し,平 成4年

度内の操業開始を目指している。

これが実現すれば,宮 田町,さ らには,筑 豊

全体の地域振興の構造的中核 という大 きな役割

を果たすだろう17)。トヨタに加えて,そ の関連

メーカーが立地することは確実であり,地 域経

済への波及効果は計 り知れない。 トヨタ進出に

より雇用の拡大から,人 口流入,増 大が予想さ

れる。さらに,日 産自動車の進出した苅田町が

地方交付税の不交付団体となっている例 を見る

限り,町 財政 も健全化される可能性が高い。
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現況では,ト ヨタの建設計画立案 を考慮に入

れながら,町 としての受入態勢づ くりが当面の

最重要課題 となるだろう。

まず,第 一義的に,工 業用水や電力の調達,

交通体系の整備といった企業存立のために産業

基盤の整備が急務である。工業用水は現在,工

事を進めている犬鳴ダム(町 の中央部を流れる

犬鳴川の上流)の 完成 により一日約1.1万 ㎡

の水が供給可能となる予定である。電力供給 も

現在の送電線を拡充する必要がある。交通体系

についても,JR宮 田線が廃止された現在,道

路交通が当然,中 心であり,道 路網の整備が早

急に進められなければならない。特に,九 州自

動車道の若宮1.C.に 近接 しているため,そ こ

までの輸送用産業道路の整備が重要である。

他方,従 来よりある地元産業にとっては,労

働力確保の面で不安感 を持っているようだ。 ト

ヨタに労働者が吸収 され,地 元の中小企業は人

材不足に陥った り,賃 金水準が上昇 して,圧 迫

を受けるのではないかといった懸念がある。県

や町当局は地元企業がこのようなあお りを受け

ないように,ト ヨタと地元企業の間で,均 衡の

取れた雇用対策を検討 し,共 存を図ってい く施

策を考えてい くべきであろう。

その上で,転 入者のための住宅開発,生 活道

路や上水道をはじめとする生活関連施設などの

整備 も急がねばならない。さらに,教 育,文 化

面などを含めた,長 期的 ・総合的な地域振興の

ビジョンを確立することが重要であろう。

こうした計画は,宮 田町一町のみではなく,

隣接市町,さ らに,県 との間で,綿 密な協議の

上で,地 域的にもトータルなレベルで策定され

ねばならない。また,言 うまで もなく,そ の前

提 として,現 住する住民のニーズも充分に反映

されたものが望まれる。

5.お わ りに

本稿では,筑 豊地域の戦後から現在までの変

動過程を統計資料によって跡付けてきた。昭和

30年代後半の石炭産業のスクラップ ・アンド・

ビル ド政策による炭鉱の合理化 ・閉山は余儀な

くされ,石 炭鉱業は崩壊の途を辿ることとなっ

た。そのため,人 口の流失,地 域産業の衰退が

顕著なものとなり,地 域社会は解体の危機に瀕

した。そして,厳 しい低迷期を経て,徐 々に,

落ち着 きを取 り戻 しつつある市町も出てきたの

である。

こうしたなかで,筑 豊地域において最後まで

炭鉱のあった宮田町も,閉 山後,他 市町と同様

に大 きく変化 し,際 立った衰微を示 した。そし

て,現 在 も,石 炭後遺症に悩んでいる。地盤沈

下による鉱害の復旧,炭 住地の環境整備,炭 鉱

跡地の再開発は町勢回復の第一段階であ り,関

係機関によってかなり進められているものの,

残存量総体からす ると,遅 々とした状況にあ

る。

他方,産 業振興を意図し,工 業団地を設け,

工場誘致を展開した結果,近 年は進出する企業

もあり,復 調の兆しをみせていた。そして,本

年2月 の トヨタ自動車進出決定は瞠目すべ き出

来事である。「脱産炭地」 を目指す宮田町をは

じめ,筑 豊の地域復興の大きな起爆剤 となるの

はまちがいない。宮田町が筑豊における成長拠

点 としての地位を確立することになるだろう。

だが,企 業進出による雇用機会の増大は,こ

の上ないことであるが,鉱 害復旧をはじめとす

る石炭後遺症の克服が完全 に終わってこそ,地

域住民にとって,真 の地域再生があると言えよ

う。 トヨタ自動車が進出すれば,筑 豊地域は再

び,ド ラスティックな変貌を遂げることになろ

う。

最後に,小 稿を終えるにあたり,今 後の課題

を示 しておこう。冒頭にも記 したように,地 域

的には筑豊地域を概括的に取 り扱い,統 計など

による表層的な把握にとどまっている。いくつ

かの市町の事例分析を進めたが,ま ず,筑 豊の

各市町村ごとに個別的により詳細な考察が必要

であろう。さらに,石 炭答申 ・石炭関連六法に

基づ く諸制度事業(炭 鉱離職者対策事業や鉱

害 ・保安対策事業,産 炭地域振興事業)が 地域

社会,住 民生活にもたらした影響についても検

討 していかなければならない。それから,ト ヨ

タ自動車の宮田進出が決まったが,旧 産炭地に

おける大企業進出の功罪についても包括的な視

点で把握 していくことが肝要となるだろう。今

後 も当地域に注目して,長 期的な視点で周到な
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研究を継続していく予定である。

注

1)拙 稿 「旧産炭地域 における地域 問題 と離職者
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変容』P24,法 律文化社,1963年
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学研 究所,1963年 が,北 海道歌志 内市 を事例
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総合 的な研究 として美 良孝 人 らの 「エネルギー

問題 と地域 開発一 石 炭一V」 『開発論 集』第35

号 北海学 園大学開発研 究所,1985年 がある。

4)昭 和20～30年 代 には,鞍 手 郡 と嘉穂郡 ・遠賀

郡 ・直方市,田 川郡 と田川市 ・山田市 の市 町の

問で何件 かの合併 が行 われたが,筑 豊全体 の総

人口の大勢 に影響 はない。

5)高 橋伸 一 「筑豊石炭鉱業 と貝島炭礦 の盛衰」

p.83～84,『 佛教大 学社 会学研 究所紀要』第8

号 佛教大学社会学研究所,1987年

6)徳 本 ・依 田の分析対象 となった5市 町 と一致

す る。 この研 究以後 の5市 町の変化 を追跡する

が本稿のね らいで もある。

7)こ こでは,暫 定 的に鉱 業比 率(昭 和30年 時の

全就 業人口に鉱業就 業者 の 占め る割合)と 人口

動態(昭 和30年 を1と した場 合の昭和45年 と昭

和60年 の指数)の2つ の指標 を用いた。図化 に

際 して は,人 口動 態 を縦 軸 に,基 点 を1と し,

鉱業比率 を横 軸 に,基 点 を30%(昭 和30年 の筑

豊平 均33.9%を 考慮)と した。

8)前 述 の拙 稿で は,昭 和25.30.60年 の 国勢 調

査のデー タが欠落 している箇 所 もあ り,充 分で

はなか ったので,改 めて整理 し直 した。 また,

本稿 で は,事 業所統計,工 業統計,商 業統計,

農業セ ンサスのデー タも加 えて詳細な検討 を加
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えた。

9)高 橋前掲書(1987年)p.90～93

10)土 地 の陥没で,地 上 にあ る家屋,建 物,農 地

は もちろん,道 路 や河川,橋,電 柱,墓 地 など

の地上工作物 に直接的 な影響が 出てい る。家屋

建物 や農地への被害 はい うまで もなく,道 路が

沈下 して通行 に支障 をきた し,さ らに,橋 梁が

破損 された り,河 川 ・堤防 ・護岸の沈下 による

決壊 の危険性が ある。 また,石 炭採掘時,坑 内

水 の地上への排除 によって,地 下水の水位低下

や井水 の枯渇,上 水道施設の破壊 などが起 こっ

ている。

11)臨 時石炭鉱害復 旧法 において,鉱 害復 旧は国

土復 旧を前提 として公共的 な見地か ら政府が介

在 し,鉱 害賠償 は関係当事者,国,県,市 町村

の問で負担す ることになってい る。当初,こ の

法律 は10年 問の時 限立法で あったが,三 度 にわ

たって延長 され,平 成4年7月 まで有効 となっ

ている。鉱害復旧 の手続 きは次 のようになる。

石炭鉱害事業団が基本計画 を策定 し,復 旧対象

地 区 を選定 す る。 これが通 産省 で認 可 され る

と,工 事施行者(市 町村や鉱業権者,事 業 団な

ど)は 実施計画 を作成 し,建 設省 の認可後 に工

事 を施行す ることになる。

12)炭 住 は炭鉱労働者 の作業効率 を向上 させ,連

帯 意識 を培 うために集合的 に建設 した。 炭住 を

め ぐる住環境 に関する研究 として,九 州 経済調

査協会 『旧炭鉱住宅 の実態 と産炭地域 の生活環

境 整 備 に関す る調査研 究』 総 合研 究 開発機

構,1978年 が ある。そ こでは筑豊地域 を トー

タルに分析 してい る。

13)昭 和63年9月 調査 では直接,炭 住 に伺 って聞

き取 りを行 なったが,そ の時の炭住 の印象 を記

してお きたい。①独 り暮 らしの老女 が住 む炭住

にお邪魔 して,裸 電球 の 下で 話 を伺 った時,

「雨 も りが した り,立 て付 けが悪 くな って冬 の

す き間風 は身体 に こた える。」 と語 った。②2

人暮 ら しの老夫婦の炭住 に伺 った時,ト イ レを

拝借 した。 トイ レは炭住4世 帯共同であ った。

風呂 も同様に共同で,こ こに居住 して以来,そ

の ままであ ると言 う。 こうした ことか ら も炭住

の老朽 化 と環境 の悪化 は理解で きる。

14)宮 田工 業団地 は宮 田町有 木地 区167ヘ ク ター

ル,若 宮 地区52ヘ クター ルの合計219ヘ ク ター

ルであ る。

15)ト ヨタは愛知県下 に工場 を集 中立地 させ るこ

とで,生 産効率 を高めて,大 量生産 を行 ない,



コス ト競争力 を追求 して きた。 しか し,労 働力

不足 で集中立地方式が 限界 とな り,工 場 の地方

分散 に より労働力 を確保す るこ とに,ね らいが

ある。 それで,比 較的,労 働力が豊富 な九州 の

福 岡県,東 北の宮城県 に進出す る予定 になって

い る。

16)直 方 市で は,山 陽新幹線 「筑豊駅」(仮 称)

の新駅設置運動 もあ り,こ うした動 きに も拍 車

をかけ るであろう。

17)日 本 自動車工業会 に よれば,将 来的に福 岡県

での 自動車生産 台数は苅 田町の 日産 も含 めて年

産110万 台 にな り,福 岡県 の産業構 造が従来 の

素材(原 材料供給型)産 業 から自動車産業へ と

大 きく転換す ると考え られている。
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