
 

     日本労働ペンクラブ・労働遺産申請書  

（申請者：久谷與四郎・麻生英明・小畑精武・鳥居徹夫・労働遺産 PT※） 

申請の対象 

◯登録内容： わが国における「8 時間労働制」の実施発祥の地 

◯認定対象 

⑴．活動資料 『怠業中松方社長對職工側委員會見録並営業時間及賃銀改正ニ關スル顛末』川崎造船所

[編] [1919]」   

⑵．記念碑 「八時間労働発祥之地」の記念碑 

〇認定要件との関係 

※認定要件 労働遺産としての活動資料、記念碑等 

〇認定対象の所有者・所蔵先等 

⑴．活動資料 『怠業中松方社長對職工側委員會見録並営業時間及賃銀改正ニ關スル顛末』川崎造船所

[編] [1919]」   

①．所有者：神戸大学 所蔵先：社会科学系図書館 兵庫県神戸市灘区六甲台町２−１ 

②．所有者：大阪公立大学 所蔵先：杉本図書館 大阪市住吉区杉本 3-3-138 

⑵．記念碑 「八時間労働発祥之地」の記念碑 

・所有者：一般社団法人兵庫労働基準連合会 

・所在地：神戸市中央区雲井通 4-2-2 マークラー神戸ビル 12階、 

碑の所在地：神戸ハーバーランド (神戸市港湾局管理) 

     ・所蔵先（管理・連絡先）：神戸ハーバーランド 野外 

          （管理・一般社団法人兵庫労働基準連合会、連絡先 078-231-6903） 

申請の趣旨 

〇1907（明治 40）年創業時から旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）の尼崎工場では、手吹式ガラス槽

窯の吹部などにおいて国内他産業に先駆けて 8時間 3交替制が実施されていた（旭硝子社史）ように、

窯業など「熱火の前で長時間労働ムリ」とか、製綿などで「仕事の不振、自衛上実施」という特殊事

情で、8時間労働制は兵庫県下の阪神地域において 20工場で実施されていた。（参考 村島帰之著『労働

者の生活と「サボタージュ」』p432、p437） 

〇1916（大正 5）年 9月 1日に施行された工場法では、労働基準法にいう労働時間と休憩時間を合わせ

て就業時間と定め、15歳以上の男子の労働時間は基準を設けていなかった。法定労働時間は存在せ

ず、法定割増賃金率も存在しなかった。存在したのは、当該労使間の所定労働時間であった。 

〇当初は労働者の共済団体だった友愛会が次第に労働組合の色彩を強め、治安警察法の施行下にも拘

わらず川崎、三菱の従業員が次々と加わった神戸連合会は、関西での友愛会の拠点となっていた。そ

のリーダーの一人が、賀川豊彦である。明治学院から神戸神学校を経てスラム街に住み込み、伝道活

動を続けていた賀川は、労働運動の旗手としても急速にクローズアップされていた。株式会社川崎造

船所（現川崎重工業株式会社、以下「川崎造船所」と称す））の松方幸次郎初代社長は、労働運動の

推移に神経をとがらせていた。（『火輪の海』下巻 p114） 

〇1918（大正 7）年 7月以降米価が 3倍に暴騰し全国で米騒動が発生するなど第一次世界大戦後の不況

下の物価高騰などを背景に、1919（大正 8）年 9月川崎造船所の労働者 16,700人は、労働条件(賃金、

賞与、食堂、洗面所その他衛生設備)改善・向上を求めて労働組合運動に結集し 11日間闘った。これ

に対し、国際的な動向を認識していた松方社長は、嘆願書に労働時間短縮の項目は無かったが実質賃

金の増額をもたらす 8時間労働制導入を決断し、回答した。この回答は、労働時間短縮による実質賃



金増、人員整理の回避につながる松方社長の識見に拠るところ誠に大とは言え、その背景には、それ

以前から兵庫県の地域で積み重ねられてきた 8時間労働制実施の存在が考えられるが、何よりも日本

の労働運動史において画期的であった川崎造船所の労働争議があった。回答はその成果である。 

〇川崎造船所の 8時間労働制の先導的実施は 1919年 10月 1日。この 8時間労働制を導入した神戸市

の川崎造船所の実践に対する世論の反響は大きかった。この年に 8時間制を採用した工場は、播磨造

船所（現 株式会社 IHI）などの造船、神戸製鋼所などの鉄鋼を中心に全国で 214カ所に達した。（政府

統計、兵庫労働基準局・（社）兵庫労働基準連合会「八時間労働発祥の地 記念碑」資料）1947年に労

働基準法が施行される 28年前のことであった。 

〇1919年の「就業時間短縮ノ状況」を特記した『大正 8年工場監督年報』（農商務省）によれば、「大

正 8年中に突発せる現象中ここに特筆せるの要あるは同年 8月以降（主として 10月及び 11月）にお

これる就業時間短縮問題なり。」「〔阪神地方が〕先駆をなせし所以を探求するに⑴川崎造船所のごとき

大工場に於いて率先実施したること」、「⑷国際的労働運動の勃発とその悪化を憂慮せしこと等種々錯

綜せる事情が動機若は原因」とした。（参考 横田隆著『工場法小史』p54） 

〇 1919年は、ILO(国際労働機関)設立の年である。川崎造船所でサボタージュの起こる前、第１回国

際労働会議において、8時間労働制の実施などが議決されていた。労働時間（工業）条約（第 1号)

が、ILOで採択されたのは 1919年 11月 28日(第１回総会) 、条約発効日は 1921年 6月 13日である。 

〇「八時間労働制発祥之地」の記念碑は、労働基準法の制定時 1948年（昭和 22）は、通常の労働時間

制は１日８時間、１週 48時間だったが、1993年（平成 5）労働基準法改正で法定労働時間を短縮、即

ち週 40時間労働制が 1994年(平成６)４月１日から実施され、週 48時間制は川崎造船所の松方社長以

来、74年振りに改められることになったのを機に「働き方を見直す機運を高めたい」と社団法人兵庫

労働基準連合会が、労働時間短縮の原点である八時間労働制が日本で最初に神戸の地で実施されたこ

とを記念し、松方氏の偉業を偲び川崎造船所を目の当たりにするハーバーランドに神戸市の協力のも

と、1993年（平成 5）11月 29日建立したもの。 

申請内容の現地確認等の概要 

労働遺産 PTのメンバーは、2022年 6月、川崎造船労働組合の闘いの歴史について神戸市の現川崎重工労

働組合に、松方幸次郎社長の業績等について、神戸市の川崎重工株式会社に照会したが、労使交渉に関す

る労働遺産の対象になるものは残っていないということだった（【注】「備考」欄参照）。神戸とその周辺地域は

1945年（昭和 20）1月 3日から終戦までの約 8カ月間に大小合わせて 128回の空襲を受け、神戸市全土が壊

滅したことによるものかと考えられる。このような事情を踏まえ、現存する活動資料として 1919年当時の活動資

料について本申請に向けて所蔵先に確認した。また八時間労働制が日本で最初に神戸の地で実施されたこと

の記念碑について、本申請に向けて所蔵先に確認を行い、現地を訪問した。 

申請対象の現況

(アクセス情報、

写真等は別途参考

資料として添付）     

①．活動資料は神戸大学の社会科学系図書館課（神戸市）、大阪公立大学の杉本

図書館（大阪市）に所蔵されている。前者は申請すれば閲覧可能で、内容はネ

ットで全文公開。後者は書庫にあり、学内者には貸し出し可能。 

②．記念碑 「八時間労働発祥之地」の碑は、神戸ハーバーランドにあり、いつ

でも誰でも訪れることが出来る。 

労使団体、行政、

市民等の評価 

川崎造船所の八時間労働制の実施は、労働組合運動による交渉、及び社長の識見

ある労務経営上の判断の結果で、国内におけるその後の社会的影響力の大きさか

ら労働省労働基準局長をはじめ「わが国で初めての実施」との評価を受けている。 

備    考 
【注】川崎重工株式会社に照会していたところ、７月５日に同社人事労政部より、書庫

等保管リストを調査したが、遺産に相応するような資料を見つけるに至らなかっ

た旨、メールにて連絡があった。  

※労働遺産 PTの「８時間労働制発祥地に関する労働遺産 WT」のメンバー 

（リーダー:森田定和、委員:友井川紘一、鳥居徹夫、植木隆司、アドバイザー:谷合佳代子） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1945%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%883%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E8%A5%B2
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 申請書資料  
 

わが国初の労使協定による「8 時間労働制」の実施発祥の地 

１．株式会社川崎造船所の設立から 1919年（大正 8）まで 

①．1896年（明治 29）10月 15日に株式会社川崎造船所が設立された。薩摩出身の川崎正蔵 

（川崎築地造船所を創設）の同郷の先輩、また支援者であり総理大臣を経験した松方正義

の 3男松方幸次郎（30歳）が初代社長となった。松方は積極的に設備投資をした。また海

外からの技術導入も積極的に進めた。大正の初めまでに計 17件の海外特許と契約を結ん

だ。（参考：ウィキペディア「川崎造船所」、川崎重工 HP「川崎重工の歴史」）  

②．1904年（明治 37）からの日露戦争でも新造船、修繕の需要増に追われた。しかし戦争 

終結後の不況から川崎造船所も経営が苦しくなり、1907年（明治 40）から 1909年（明治

42）までに従業員を半減させている。1909年からの政府の造船業保護政策や国際情勢の好

転により受注は増大し、業績は回復した。 

1919年（大正 8年）、第一次世界大戦後の不況時にも経営危機に陥った。9月には不況

がもたらした物価高騰による生活困窮を背景に、全職工 16,700名の意思を反映した日給増

額などの嘆願書が造船工作部、造機工作部、製缶工作部、電機工作部の各代表委員名で所

属工作部長を通じ松方社長に提出される事態となった。 

 

２．「8時間労働制」は神戸の労働争議で誕生した～川崎造船所の労働争議～   

⑴．1919（大正 8）年９月 15日、17日に直属の部長に日給増額等の嘆願書提出 ：①日給の

増額、②特別賞与の支給期日の明示、③６か月以上の勤務者に年２回の賞与の支給、④食

堂、洗面所その他衛生設備の改善。 

⑵．９月 18日（1日目）第 1回交渉、松方社長出席、職工代表 23人、会社側 54人：①今８

時間労働 制を検討しており、これを先に詰めそれから日給問題を解決したい。②特別賞与

は創立記念日の 10月 15日か、遅くとも月末まで待ってほしい。③６か月以上の勤務者で、

欠勤の少ない者については年２回賞与を支給してもよい。④衛生設備は順次改善する。 

⑶．要求拒否と判断し、サボタージュに入る。日給増額を獲得したい交渉団と、社長の不況

対策としての労働時間短縮の考え方には、微妙な絡み合いの相違があり物別れとなり、本

社造船工場の 16,700人が 9月 18日午後より５日間、19日兵庫分工場の組立課が 30分間、

製鋼部の 1,300人がサボタージュを実行した。 

⑷．９月 25日（8日目）第２回交渉：交渉は日給増額の言質を引き出せないまま物別れ。 

⑸．９月 26日（9日目）早朝、交渉団会議：今後の方針について意見がまとまらず、今後の

対応として、①社長に一任、②サボタージュまたはストライキの実力行使の二つの選択肢

https://ja.wikipedia.org/wiki/1896%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/10%E6%9C%8815%E6%97%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E8%94%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%B9%E6%AD%A3%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%B9%E6%AD%A3%E7%BE%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%96%B9%E5%B9%B8%E6%AC%A1%E9%83%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%AD%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/1904%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E9%9C%B2%E6%88%A6%E4%BA%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/1907%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1909%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1919%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
pon12
テキストボックス
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について、記名投票を実施した結果、社長一任が小差で勝ったが、投票方法に異論が出て

やり直し強硬派の方針が継続された。 

⑹．9月 27日（10日目）、本社工場 15,000名はストに突入、電気部の 837名は不参加。 

⑺．9月 27日 15時、兵庫分工場(鉄道車両)と葺合工場(製鉄)に要求に対する回答を掲示。：

①１日８時間労働制の実施 始業７時➡12時、正午より 30分の昼食休憩、午後 12時 30分

➡15時 30分。②日給は 10時間分と同額を支給。③実施は 10月 1日より。④現在の歩増 7

割はこの際本給に繰り入れる。⑤残業に歩増を加給する。⑤従来の７割歩増しは廃止する。 

⑻．回答を受け、争議はすぐに収束した。 

そして回答の後で松方社長は「労働は商品にあらず、8時間労働は世界の趨勢じゃよ」と語

ったそうである。松方社長は、大正 15年スイスで開かれた国際労働会議で、日本代表として

「労働時間短縮に向け最善の努力する」と話しをされる姿があった。 

参考文献 神戸新聞社刊「火輪の海(下巻)」、『兵庫県労働運動史』 

 

 以上、友井川紘一「「8時間労働制」は神戸の労働争議で誕生した」から一部を除いて引用。 

(日本労働ペンクラブ関西支部『支部通信』第４号（2021年 10月）p15掲載)  

３．川崎造船所の争議（労使交渉）の活動資料 

⑴．労使交渉の経緯と結果に関する資料 

➀．活動記録 川崎造船所の争議（労使交渉）の記録（会見録）   

名称  『怠業中松方社長對職工側委員會見録並営業時間及賃銀改正ニ關スル顛末 /  

    川崎造船所[編] [1919] 』  
 

 

当資料は平成 19 年 11 月、経済産業省「近

代化産業遺産群 33」のストーリー2、「欧米諸国

に比肩する近代造船業成長の歩みを物語る近

代化産業遺産群」の構成遺産として指定を受け

た。 

大正 8 年（1919）に発生した川崎造船所のサ

ボタージュ（怠業）戦術による労働争議におい

て、松方社長がわが国最初の 8 時間労働制を

提示し、解決を見たことの会見録であり、わが国

労働史上重要な資料である。(2008.10.1) 

参考：近代化産業遺産（経済産業省の HP より） 

所蔵  ネットでの蔵書検索の結果は、下記の２大学のみ。  

http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/nipponsaikoh/nipponsaikohsangyouisan.html
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・神戸大学 附属図書館 （産業遺産指定済）  

             「経済産業省「近代化産業遺産群 33」指定（2007 年 11 月） 

資料の詳細↓。資料の中身も全部画像として公開。閲覧には事前許可必要。 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kichosyo/kawasaki/ 

 1902（明治 35）年、高等商業学校（後の東京高等商業学校）に続く 2番

目の高等商業学校として、神戸高等商業学校が設立された。 

初代校長に就任した水島銕也は、実務を重視する観点から商業学校からの

入学を認めるなど独自の入試制度や教育課程を整備し、東京高等商業学校と

の違いを際立たせた。（神戸大学 HP引用） 

 寄贈者は神戸大学の前身校である神戸高等商業学校の教授だった坂西由蔵

氏の旧蔵書で、没後 1950年(昭和 25)に寄贈された中の 1冊。寄贈された旧

蔵書は、「坂西文庫」として社会科学系図書館に所蔵されている。 

（谷合佳代子） 

・大阪公立大学（旧大阪市立大学）杉本図書館 （産業遺産未指定）  

・本学の源流である「大阪商業講習所」は、1880年（明治 13年）に大阪商

法会議所（現大阪商工会議所）や株式取引所（現大阪証券取引所）の生み

の親であり、 「近代大阪経済の父とも言われる五代友厚をはじめ、当時の

大阪財界有力者十六名によって創設されました。 

・その後、1889年（明治 22年）には、市制特例による大阪市制の発足に伴

い、「市立大阪商業学校」へと発展していきます。1901年（明治 34年）、

市立大阪商業学校は、「市立大阪高等商業学校」への昇格が実現します。 

・その後、（中略）日本で初めて「市立」の大学となった前身の大阪商

科大学も、（中略）1928(昭和 3)年に設立されています。 

   （大阪公立大学 HP引用） 

川崎造船所の初代社長の松方幸次郎（1865～1950）の父、松方正義（1835

～1925）は、五代友厚（1836～1885）とは同郷の鹿児島県（薩摩藩）出身で

あり、維新前からもっとも仲が良かったと言われる。（中略）五代が東京築

地の家で亡くなると、松方は五代が愛した大阪に連れて行ってやろうと思っ

たのか、五代の遺体を大阪に運び、大阪で葬儀を行っている。 

（井上みなと「明治の総理大臣たち」より） 

大阪公立大学杉本キャンパス図書館（旧大阪市立大学）所蔵分について 

 大阪市立大学の前身である大阪商科大学の初代学長で経済研究所の所長

も兼任していた河田嗣郎の寄贈と考えられる。他の蔵書とともに 1937年

（昭和 12）12月に一括で寄託（または寄贈）されたものとのこと。 

 ちなみに河田嗣郎は大原社会問題研究所設立総会の出席者で、「幹事」に

就任している。大原孫三郎が当初は所長にと考えていた人物のようで、今回

の労働遺産認定申請にあたっての縁を感じる。(谷合佳代子） 

http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kichosyo/kawasaki/
https://kakuyomu.jp/users/inoueminato
https://kakuyomu.jp/works/1177354055584294661
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②．８時間労働制の実現に関する資料 

・『サボタージュ 川崎造船所怠業の眞相』（村嶋帰之著）梅津書店 1920年 

サボタージュの戦術を指導した。友愛会（鈴木文治）の関西労働同盟会を発足さ

せ、賀川豊彦理事長の下、理事（後に顧問）に。川崎造船所争議の「嘆願書」を書

き上げた。 

所蔵  ネットでの蔵書検索の結果は、下記のとおり。  

①法政大学大原社会問題研究所、②国立国会図書館、③千葉県立中央図書

館、④新潟県立図書館、⑤大阪大学 附属図書館 総合図書館、⑥京都大学 

経済学部 図書室、⑦公益財団法人 日本近代文学館、⑧大東文化大学 図

書館、⑨東京大学 経済学図書館図書、⑩東北大学 附属図書館本館、⑪同

志社大学 図書館、⑫北海道大学 大学院農学研究科図書室研究室 

 

４．記念碑 

⑴．「八時間労働発祥之地」の記念碑 8時間労働制の社会的拡がりを評価した記念碑） 

 ①．発案者：畠中信夫兵庫労働基準局長（1992年（平成 4）当時） 

  ②．製作者：井上武吉（元武蔵野美術大学教授、元国立ベルリン美術学校客員教授） 

       揮毫者：村上正邦労働大臣（当時） 

  ③．趣旨：「申請書」のとおり。 

  ④．建立：1993年（平成 5）1１月 29日除幕式・祝賀会 （11月は「ゆとり創造月間） 

     「大正八年（一九一九年）当時の川崎造船所の松方幸次郎社長が我が国で最初 

に八時間労働制を実施したことを記念してここに碑を建立した 平成五年（一 

九九三年）十一月 （社）兵庫労働基準連合会 製作者 井上武吉」（碑文） 

 ⑤．所有者：一般社団法人兵庫労働基準連合会 

⑥．所在地：神戸市中央区雲井通 4-2-2 マークラー神戸ビル 12階、 

碑の所在地：神戸ハーバーランド 神戸市港湾局 

     ⑦．所蔵先：神戸ハーバーランド 野外 

          （管理・一般社団法人兵庫労働基準連合会、連絡先 078-231-6903） 

  ⑵．写真 
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５．その他 

⑴．経済産業省に近代化産業遺産群として指定されている貴重書（会見録）を、改めて労 

働遺産として認定することの意義について 

①．経産省の近代化産業遺産群は「欧米諸国に比肩する近代造船業成長の歩みを物語る

近代化産業遺産群」の構成遺産として機械・生産設備面に着目して認定とされている。 

②．「近代化産業遺産群 33」のストーリー2に於いて、神戸大学所蔵の会見録及び「八

時間労働発祥之地」の記念碑が既に産業遺産に指定されている。 

③．国際的な動向を認識していた松方幸次郎初代社長の識見に拠るところ誠に大とはい

え、8時間労働制導入への決断、回答を引き出せたのは、嘆願書（要求書）に労働時

間短縮の項目は無かったにせよ、労働条件(賃金、賞与、食堂、洗面所その他衛生設

備)改善・向上を求めて労働組合運動に結集し 11日間闘った、当該造船産業を支えた

労働者の団結力の証しであると考える。その背景には、それ以前から兵庫県の地域で

積み重ねられてきた「8時間労働」の事例があるにせよ、８時間労働制導入は、日本

の労働運動史において画期的であった川崎造船所の労働争議の成果であり、これに関

する②の活動記録（会見録）及び記念碑はわが国労働史上重要な労働遺産としても評

価されるべきものである。 

⑵．松方幸次郎社長の労務に関する考え方について 

①．鐘紡の武藤山治、第一回国際労働会議の日本の資本家側代表委員 

 （８時間労働制を）「外国の真似をして採用すれば、現状では生産力は激減し、わが

国産業の不振をきたす」（神戸新聞 1919（大正 8）年９月 14日付紙面） 

（『火輪の海』下巻 p117） 

②．治安警察法違反で一人の新聞記者の検挙に、強硬に抗議。警察は記者を解放 

  「おれの会社の争議は、おれが解決する。新聞記者が独自の立場で取材するのは当

然じゃないか。ジャーナリズムの弾圧は文化の破壊じゃよ。検挙なんぞやめてもらい

たい」（『火輪の海』下巻 p120） 

③．怠業中の賃金の扱い 

  「怠業期間の賃金は（中略）素より支払うべき性質のものにあらずと思考するも物

価騰貴の際家族の生活上に受くる苦痛を慮り特にその期間の本給に相当する金額を支

給する事とし（以下略）」掲示、本社 大正八年十月四日 社長」 

（『サボタージュ』（村嶋帰之著、「六 事件の結着」より） 

⑶．川崎造船所の八時間労働制実施の影響および評価 

①．「川崎造船所の八時間労働制実施は、労働界に強烈なインバクトを与えた。資本家

側からは、「暴挙だ」との声が強かったが、この年、一九一九年（大正八）に造船、

鉄鋼などを中心に八時間制を採用したのは、全国で二百十四工場にのぼったのである。」 

（『火輪の海』下巻 p124） 

   ②．「ともあれ松方氏の決断でわが国でも八時間労働制が始まったが、これが法制化さ

れるのは二十八年後のことである。」 

石岡慎太郎(労働省労働基準局長)「大正八年の時短」と題する「ごあいさつ」より  

（資料「八時間労働制発祥の地記念碑」） 
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⑷．8時間制発祥の地（神戸）の根拠となるべき資料類   

①．大阪毎日新聞(兵庫県附録)で連載の始まった｢県下における 8時間労働｣ を参照｡  

神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ新聞 記事文庫による｡  

神戸大学経済経営研究所 新聞記事文庫 労働問題(11-041) 

大阪毎日新聞 1919.10.3-1919.10.17 (大正 8) 

県下における八時間労働 (一〜十・完) 

(一) 尼崎の旭硝子は十年前から八時間 本年の七月迄に二十箇所の工場が八時

間制を布いて居た 

今日三交代制度に基く八時間労働制を採用して居るのは県下に八工場あり之

を二交代制度に基く十二時間労働制を布いて居る工場六十八あるに比すれば八

分の一にしか過ぎないが兎に角その八工場だけが他に率先して之を行って居る

点は異とせねばならない、尼崎の旭硝子製造会社の如きは明治四十二年創立以

来八時間労働制を実施して居るのである、（以下略）。 

②．村嶋帰之著『労働者の生活と「サボタージュ」』  

津金澤聰廣,土屋礼子編『大正・昭和の風俗批評と社会探訪 村嶋帰之著作選集第3巻

収録』、柏書房/2004.11 

⑸．参考文献 

 

図    書    名 

所   蔵 

神戸市

立中央

図書館 

エル・ライ

ブラリー

（谷合） 

友井川

紘一 

会員 

① 
兵庫県労働運動史/兵庫県労働運動史編さん委員

会編 兵庫県商工労働部労政課/1961.3 
○ ○ 

 

② 
新修神戸市史 産業経済編 2/新修神戸市史編集委

員会編 神戸市/1999.3 
○ － 

 

③ 

『労働者の生活と「サボタージュ」』（村島帰之

著）/津金澤聰廣,土屋礼子編(大正・昭和の風俗

批評と社会探訪)柏書房/2004.11 

○ ○ 

 

④ 

川鉄労働運動史/川崎製鉄労働組合連合会結成 20

周年記念事業委員会編 川崎製鉄労働組合連合会

本部/1974.10 

○ ○ 

 

⑤ 
『川崎重工業 40年史』(昭和 11 年刊、90年史、

100年史、110年史) 
  ○ 

⑥ 神戸新聞社刊『火輪の海(下巻) 』 ○  ○ 

⑦ 
『労働関係はじめてものがたり×50』/久谷 與

四郎(著) 全国労働基準関係団体連合会  
○   

⑧ 『工場法小史』横田隆著 中央労働災害防止協会 － － － 

⑹．その他資料・データ類（別掲 参考資料） 

  ①.表 1 兵庫県下における 8時間労働制実施工場 

  ②.表 2 川崎造船所の実施以前の兵庫県下における 8時間労働制実施工場 

  ③.表 3 川崎造船所の 8時間労働制実施関連年表 

  ④.表 4 1923年（大正 12）末 東京府下工場の就業時間 


