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３/２０、恒例春闘集会・デモ 100名で開催！ 

主催は、連帯ユニオン関西ゼネラル

支部、北大阪合同労組、なかまユニオ

ン、管理職ユニオン・関西の４団体で

の実行委員会。 

１３時に、４ユニオンの組合員約

１００名が結集し、実行委員会参加の

４団体の代表者からのあいさつで開始

されました。トップは、管理職ユニオ

ン・関西の仲村書記長で、管理職ユニオン単独で始まった春闘デモが４団体の実行委

員会になってきた経緯、管理職ユニオンと連帯ユニオン関生支部から生まれた２つの

組織が２年前に統合し連帯ユニオン関西ゼネラル支部が生まれた経緯も報告されまし

た。現在の管理職ユニオンは組織対象を純化し、非正規労働者や若者はゼネラル支部

を紹介していること、相談では降格・減給問題が増えている事例を紹介しました。そ

して、大幅賃上げ闘争・最賃での底上げ闘争を訴えていくデモにしようと結びまし

た。続いてゼネラル支部の色見委員長、なかまユニオンの井手窪委員長、北大阪合同

労組の木村委員長が、それぞれの闘いを報告し春闘の決意を述べました。各ユニオン

の闘争中の当該労働者からの報告の後、関生支部の坂田副委員長が権力弾圧に屈せず

闘い続ける決意を、トラック支部の広瀬委員

長が春闘で格差是正の闘いに取り組み決意を

述べました。シュプレヒコールの後、西梅田

公園までのデモに移りました。 

同一労働同一賃金を！労働者にコロナ禍の

しわ寄せをするな！最低賃金を１５００円に

せよ！の横断幕を掲げ西梅田公園まで 1時間

のデモ行進をしました。 
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中央労働委員会和解で勝利解決 
 

組合員 Ｋ・Ｉ 
 

 私は、１９９３年（平成５年）にゴミの収集及び運搬を業務とするド

ライバーとして上田清掃株式会社に雇い入れられ、２００７年２月に会社の賞与不支

給ならびに差別、有給休暇の時季変更権濫用、時間外労働不支給など度重なる不法行

為に疑問を感じ、組合加入を決意し、同年３月１７日に組合加入を会社に通知をして

労働委員会等で争ってきました。 

入社以来、２０１８年（平成３０年）までドライバーとして、他の従業員と同じよ

うに勤務していました。賃上げの団体交渉で異動の話しが突然出てきました。当然、

拒否しました。しかし、会社は、異動に応じなければ、解雇もあり得る内容の異動命

令書を一方的に突きつけてきたため、団体交渉を要求し、交渉の場を持ちました。会

社は、組合の仲村書記長の質問である異動と職種変更理由を明確に答えず、異動あり

きの姿勢で不誠実な対応で納得できるものではありませんでした。しかし、私の生活

のこともあるので、裁判等で争う姿勢を会社に伝え、仕方なく通勤片道２～３分から

１時間の遠方地で、ビン・缶・ペットボトルの分別の単純作業に従事することにしま

した。 

２０１８年６月５日、京都府労働委員会に不当労働行為救済の申し立てをして、２

０１９年９月１８日に「平成３０年５月２日付け異動命令がなかったものとして取り

扱い、本社を発着地とするコース別の収集業務に復帰させなければならない。」との

勝利の命令書が出されました。 

しかし、会社は、この命令を不服として２０１９年１０月２日に中央労働委員会に

再審査の申し立てをしました。その後、コロナ禍の延期も重なり２０２１年３月４日

で、６回もの調査があり書面のやり取りで、会社側から出された書面では、一般的な

法律論で、異動・配置転換を主張しているのですが、本来、組合員に強行された異動

命令が、不当労働行為か否かの判断を争っているのに的外れな書面で、時間伸ばしを

しているとしか感じません。会社は、私、Ｋ･Ｉの強制異動命令を出す以前に２名の従

業員に異動の打診をして断られています。理由は、通勤に時間がかかるためです。こ

の２名の従業員には異動を強制することは、ありませんでした。 

仲村書記長には、中労委に７回も出向いて頂き、粘り強い交渉のおかげで、２０２

１年３月１６日に和解勧告書の調印があり解決となりました。仲村書記長、サポート

して頂いたスタッフの皆様に感謝いたしております。ありがとうございました。 

和解勧告書の内容は、機関誌前号 Vol.287の P４～P５、報告 中央労働委員会 再

審査「上田清掃」事件 「中労委の和解勧告書への組合修正案が認められる」で報告

されています。 

 

新入組合員学習会を再開します 
４月２４日（土）午後２時～４時。終了後に懇親会 
１，組合員の加入動機と自己紹介 

２，管理職ユニオン関西の“YouTube”を見て、仲村書記長が解説 

３，労働者の権利と不当労働行為について 
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嘱託組合員の 65才後の雇用を求める要求書 

3 月 10 日､ユニチカ㈱との団体交渉で読み上げて提出 
 

書 記 長  仲 村 実                                                 

本日の団体交渉のテーマは、「団体交渉の申入書」にも記載致しました通り、

私の 65歳以降の継続雇用についてです。 

 

 「労働協約」及び「就業規則」によりますと、「雇用は 65歳を上限とする。」

という規定が存在しております。しかし、「嘱託就業規則」(2018 年 3 月 11日

改訂)には特に雇用年齢制限規定は定められておりません。 現行の法律では

「高年齢者雇用安定法」第 9条に 65歳までの雇用確保を事業主に義務づけて

います。しかしながら、周知の通り、少子高齢化が進むことによる「年金制度」のぜ

い弱化を背景とした、「改正高年齢者雇用安定法」を政府は 2021年 4月から施行し、

70歳までの「就業確保措置」が努力義務として事業主に課されます。 

 私は、自分の 65 歳以降の再就職について現状と可能性を把握する為に、私が何の

専門的技能及び能力を持ち合わせていない、1級障がい者ということもあり、「梅田公

共職業安定所」のその専門部署である「専門援助第 2部門」に相談致しました。 

 その結果として、障害のあるなしに拘わらず、65歳以降の新規採用実施の事業主に

対し、「生涯現役コース」が適用され、年間 50万円の助成金がその事業主に支給され

るという私にとって、有利な制度が存在することが分かりました。 

 

 しかしながら、「専門援助第 2部門」の相談員によると、「生涯現役コース」をして、

探せば何かしらの仕事が見つかるだろうとしながらも、その職種はどうしても「清掃

作業員」「守衛員」「マンション管理人」「警備員」等々がメインとなり限定的になるそ

うです。そして、仮に良い新規再就職先が見つかったとしても、未経験の新しい業務

に慣れるという大変な労力とそのストレスに耐え抜き、また「試用期間」という難関

を無事通過しなければなりません。 

 更に、現在まで当然の様に支給されていた「食事手当」「通勤手当」や、「職場が通

勤圏内であること」、「職種に対する適性や向き不向き、好き嫌い、やりがい」「給料を

ほぼ現在並みに保つ」等々、いわゆる労働条件に固執すると、再就職の可能性は限り

なく下がり困難極まりなくなるということも、同時にハッキリと分かりました。 

 

 さて、皆様よくご存じのこととは思いますが、私のユニチカグループでの略歴につ

いて簡単にご説明致します。まず、1980年 10月、23歳にてＡ株式会社に入社致しま

した。以来、営業畑を歩ませて頂きました。2006 年 6 月、49 歳時に同社東京支店在

任中、糖尿病合併症による「網膜症」を発症し約 1月の入院を余儀なくされました。

東京支店には単身赴任であり、大阪の自宅に妻一人を置いてきたことや、自分自身の

健康状態にも不安を感じ、同社大阪本社への異動希望の意思表示を致しましたが、大

阪勤務は実現したものの、2007 年 4 月にユニチカグループ会社であるＢ株式会社に

出向を命じられ、暫く同社に勤務致しました。しかし、慣れない業務を懸命に努力遂

行したにも拘わらず同社からも一方的に不適格の烙印を押されて、2008 年 2 月にＡ

株式会社に復職せざるを得ませんでした。その後約 1 ケ月の自宅待機を経て、同年 4

月に、当時の同社管理部長の命令で、私の拒否という明確な意思表示を無視して、ユ
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ニチカグループと無関係の株式会社Ｃという警備会社に、強制的に出向させられまし

た。 

 同社の私の勤務内容は「警備員」でした。この「警備員」業務は、「酷暑」「極寒」

「不衛生」という悪環境の上、昼夜を問わず勤務場所も不特定多数であり、作業現場

までの交通費は未支給という見た目よりはるかに激務であり、私の体調は日に日に悪

化し、2010年 9月には「人工透析」治療を続けなければ生きられない身体となり、同

社警備員業務が困難になりました。 

 2011 年 4 月、困った A 株式会社管理部長はユニチカ株式会社人財グループ マネ

ージャーに相談した結果、同社「障がい者枠」での再就職が決定致しました。同年 5

月、同社入社、人事総務部郵便センターに配属されて現在に至っております。 

次に、私の現在の生活面についてですが、収入は、障害年金とユニチカ株式会社の

給料とを合わせた、月収税込み約 28 万円です。もし、65 歳で会社を退職して年金だ

けになると、月収は税込み約 17万円のみとなってしまいます。 

 

 私は、1級障がい者であり現在週 3回の人工透析治療を受けています。

6 年ほど前から主治医の推奨で、「医療用宅食」を 1 日に 1 食、利用して

おります。また、現在妻と 2人暮らしですが、妻の懸命な努力により栄養

のバランスをよく考えながらも食費を限界近くまで抑えております。 

 そこで、現在の全支出に対する食費の比率つまり「エンゲル係数」を算出致しまし

たところ、約 50.0％であることが分かりました。この数字は日本人の平均が約 25％

前後であることから、我が家は実にその約 2倍であり、現在すでにかなり生活が困窮

していることを示していることが、実感として分かりました。 

 その他固定支出費として、「土地賃借料」「水道・光熱費」「日用消耗品費」等も考慮

すると、現在既に限界に近い状況なのです。 

 この状況で、更に収入が年金のみになると生活はますますひっぱくし、私たち夫婦

の極めて深刻な老後破綻はやがて確実にやってきます。 

 私の現在の体調面について少し触れます。食事制限等真剣に取り組んだ甲斐もあ

り、体重は最大時よりも約 20kg減の現在は約 55㎏です。おかげ様で糖尿病は、空腹

時血糖値及びヘモグロビン A1Cも正常値になり、安定しております。慢性腎不全以外

は、至って体調も良くなりました。当然のことですが、今後の自己管理の徹底を継続

致します。 

 

 ところで、もしこの様な私が、このまま 65 歳以降同職場にて継続雇用をして頂い

たとしても、「65歳以降の雇用の前例を作ってしまう。」等の会社にとってのデメリッ

トばかりではないはずです。会社から見てメリットだと思われる、まず第 1に、周知

の通り 1級障がい者を雇用すれば会社は障がい者を 2人雇用したことになるという点

です。第 2に私の後任をわざわざ雇用するか人事異動し、新たに引き継ぎや教育を施

すという非常に煩雑な手間が省ける点です。この 2つの点は、既に宇治事業所で積極

的に取り組んでいる「障がい者雇用」という社会貢献性を世間にＰＲすることができ、

また人件費面でもかなりコストダウンに繋がるものと思われます。ちなみに、私が会

社から頂いている年間賃金総額は賞与税込みで約 190万円弱です。 

この郵便センター業務は、会社はパートさんでも出来る単純なルーチンワークのみ

と思い込む傾向が強いようですが、実際には特殊郵便、その多くは手形在中の書留受

渡し処理等もあり経験と勘、かつ緊張感の必要な厳しい業務です。私は完全に修得す

るのに、約半年以上を要したと思います。 

 また、郵便センター業務の真価は、まさに銃後の更に銃後の備えとして、第一線で
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働いている従業員の人たちが如何にスムーズに全力で業務に打ち込めるかを日々考

えながら行う大変重要なものです。郵便センター業務が滞ると全グループの会社のあ

ちらこちらで、業務がギスギスすることでしょう。私はこの郵便センター業務が大好

きです。また自分の性格的・体力的適性によく合い、やりがいと生きがいのある業務

だと考えております。 

 以上の理由で、私は郵便センター業務による「65歳以降の障がい者嘱託契約社員継

続雇用の特例」として、65歳以降継続雇用を強く切望し、管理職ユニオン・関西 組

合員 K.H として、これをユニチカ株式会社に対して強く要求させて頂きます次第で

す。                               以上 

2021年 3月 10日 

ユニチカ株式会社 人事総務部長 内藤 洋 様 

 

※この要求書は、管理職ユニオン・関西として北村委員長、仲村書記長、Ｋ.Ｈ組合員

の連名で行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月 24 日、おおさかユニオンネッ

トの春闘統一行動が行われた。毎年定

例となっている行動で、主に不当労働

行為を行っている会社等を対象に、全

日建連帯、全港湾、全労協の他、京都

や大阪の闘う組合が結集して、抗議行

動を行っている。総勢 100名以上が結

集するから、中々の迫力である。 

 アピールを聞いているだけでも、怒

りがわいてくる。組合に入ったとたん

懲戒解雇にしてきた会社や、スラップ

訴訟を仕掛けてきた会社、組合が結成

された子会社を丸ごと解散した会社等々。そして、今年は関西ゼネラル支部の争議も

組み入れてもらった。 

 関西ゼネラル支部と争議になっているのは、株式会社大建技術コンサルタンツ。上

下水道の設計・施工などを行っている会社で、大阪や近辺の水道局等の入札で仕事を

取ってくる。従業員 30名ほどの中小企業である。 

組合員Ａさんはこの会社でＣＡＤオペレーターとして働いてきた。正社員である。

勤続７年目になるが、毎月の賃金は手取りで 12 万円台。とてもまともな生活ができ

る賃金ではないので、組合に入り毎年春闘交渉を行い、賃上げなどを要求してきた。

ところが、会社は弁護士を立てて事実上丸投げ状態。交渉は一向に進まない。交渉に

不可欠な資料の提供を拒否するばかりか、団交にも応じなくなった。これについては、

先日大阪府労働委員会で不当労働行為が認定された。 

さらに、会社は昨年５月、新型コロナ対策を理由に、30名ほどの社員の中で、Ａさ

んただ一人を 1 か月強休業させたのである。その間、６割の休業手当を支払ったが、

おおさかユニオンネット 春闘要求行動 
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元々の手取りが少ないので、実際の収入は 7～8 万円ほど。まさしく日干しである。

しかも、Ａさんが６月下旬に職場復帰した初日に、外回り営業へ異動。これ以降Ａさ

んは、酷暑でも酷寒でも、雨の日も風の日も、毎日電車やバス、徒歩で役所回りをさ

せられている。営業の内容というのはただ、役所の所定の場所に名刺を置いてくるだ

け。役所の担当者と話をすることも禁じられている。さらに、Ａさんは直行直帰とさ

れている。そのため、一人だけ休業させられた期間を含め、昨年 5月以降ほぼ完全に

出社を拒否されている状態なのだ。職場からの締め出し、排除に他ならない。 

春闘統一行動では、会社前に 100名以上が結集し、代表団が会社に要請書を提出し

た。会社もこれほどの人数が集まり抗議の声をあげたことに驚いたことと思う。もち

ろん、一度の行動で解決するとは思っていない。今、不当労働行為を行った会社に対

しては、入札を停止せよと、大阪府の契約局と交渉を持つ予定である。会社が非を認

めて謝罪するまで、ＡさんをＣＡＤオペレーターに戻すまで、そして労働組合ときち

んと向き合うようになるまで、徹底して闘うつもりである。ご支援お願いします。 

          （大橋） 

 

 

 

パートタイム・有期雇用労働法 

今年４月1日から中小企業も適用開始！ 
 

 

 昨年４月１日から大企業に施行された「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用

管理の改善等に関する法律」（略称：パートタイム・有期雇用労働法）が、今年の

４月１日から中小企業にも適用されます。 

雇用形態に関わりなく「同一労働同一賃金」が労働者の原則ではないのかと言わ

れて来ましたが、現実は様々な差別や格差があります。男女間、企業間、大企業と

中小企業、企業内での雇用形態によって、最低賃金の地方間など様々あります。 

昨年施行された「パートタイム・有期雇用労働法」は、それまでの幾つかの法律

より一歩前進でありますが、「同一労働同一賃金」にするという法律ではありませ

ん。いかに活用していくかという観点から、述べていきます。 

 厚労省のパンフレットでは、同一事業主に雇用される「通常の労働者」（正規、

無期雇用フルタイム）との間の不合理な待遇差の禁止、差別的扱いの禁止と、待遇

に関する説明義務が決められたというものです。あくまでも「会社の正社員と同じ

仕事をしているのに、どうして基本給や賞与などに待遇に差があるのか」と疑問を

持っている労働者が対象となります。「正社員と同じ仕事をしている」という非正

規労働者が、雇用主（経営者）に待遇差の内容や理由の説明を求めることができま

す。不合理であると雇用主（経営者）が認めてくれれば是正や賃上げがされること

になります。「同一労働同一賃金」にしなければならないと法律に明記されている

わけではありませんし、厚労省例示では、正社員は「責任がある」からと、待遇差
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は「不合理でない」と逃げられることもあります。 

説明義務を雇用主（経営者）にかし、不合理な待遇差や差別的扱いについての説

明が曖昧であれば、行政に雇用主への指導を求めることができます。もちろん団体

交渉で改善要求をすること、この法律を盾にした裁判を起こすこともできます。活

用の幅は少し広がっています。以下、法律の抜粋です。 

 

 

（不合理な待遇の禁止） 

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそ

れぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・

有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職

務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該

待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理

と認められる相違を設けてはならない。 

 

（通常の労働者と同視すべき短時間･有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止） 

第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者（第十一条

第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。）であって、当該事業

所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間

において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範

囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの（次条及び同項において「通常の労働

者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。）については、短時間・有期雇用労働

者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱

いをしてはならない。 

 

（事業主が講ずる措置の内容等の説明） 

第十四条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第八条から

前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項（労働基準法第十五条第一項

に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。）に関し講ずることとしてい

る措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。 

２ 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時

間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第六条から

前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たっ

て考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。 

３ 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時

間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

 

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000049_20200401_429AC0000000045
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000049_20200401_429AC0000000045#Mp-At_15-Pr_1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=322AC0000000049_20200401_429AC0000000045#Mp-At_15-Pr_1
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続・悪口雑言罵詈讒謗第 22号                                     

オリンピック開催は中止せよ！ 

東京 ＆ 2022北京  副執行委員長  稲岡宣男 

 

新型コロナ・ウイルスの感染拡大の中、世界各国からの一般客の受け入れを断念し

たが、あくまでも東京オリンピック・パラリンピック開催に固執している自民・公明

連立政権。 

東京でのオリンピック・パラリンピックは絶対に中止すべきです。あまりにもリス

クが大きすぎます。たとえ世界各国からの観客を入れなくても、

選手だけで 1万数千人が東京にやってきます。そんなことをすれ

ば、オリンピック・パラリンピックがコロナ・ウイルス感染を更

に拡大する感染源になる。そんなリスクを冒すべきではない。 

莫大な予算を投入した、日本の名誉がかかっているということ

で東京オリンピック・パラリンピックを安易に開催してはならな

いのである。オリンピック・パラリンピックを開催することはも

しかしたら可能かもしれないが人々の健康や生命を、自民・公明

連政権やオリンピック・パラリンピック委員会は、万全を期していくべきである 

民主主義のもとでは、政治は有権者の選択によって行われる。その政治で「災害」

が引き起こされるようなことがあってはならない。「天災」のように受忍を求めるこ

とがあってはならない。政治の失敗は「天災」とは違うのである。 

日本の政治の大きな問題は、政権交代可能な、信頼できる野党がないことである。

自民・公明連立政権がずっと支配的な位置についているのは、別に自民・公明連立政

権が政治組織として素晴らしいからではない。 

躍動的な民主主義にとっては、多様な幅のある政治的意見があるということが大切

である。そういう強い安定した勢力が存在していることが大事である。 

2022年には、北京オリンピックが開催されるが、中国共産党政権によるウイグル族、

チベット、内モンゴル、南シナ海、東シナ海、台湾問題等の国際紛争を解決しないで

オリンピックを開催することは無理である。 

1980年代から新自由主義的経済政策が世界を覆い始め、大企業には減税、庶民には

増税という格差拡大政策が、規制緩和の掛け声とともに大手を振って実施されてきた。

多国籍企業は国境を税逃れに利用してきた。応分の負担を求めても海外に逃げてしま

という状況である。 

その結果、世界の先進諸国では経済格差が大きく開き、富裕層が金融市場を通じて

富を膨大に蓄積する一方、多くの国民は増税に苦しむという事態が続いている。 

金融危機が起こると大企業・大金融機関に公的資金が惜しげもなくつぎ込まれた。

富裕層の富は危機前を大きく突破し、超格差社会の時代となっている。これは明らか

に税制によってつくられた格差であり、不公平を是正する税制改革によって正さなけ

ればならない。コロナ過で格差はいっそう増幅し、経済協力開発機構(OECD)や国際通

貨基金(IMF)などからも、格差を是正する税制の主張が広がっている。 

国際機関の協力によって、多国籍企業にも世界的に一律に課税し、どこでビジネス

をしても同じ税金を支払わなければならないシステムを実行できれば、多国籍企業の

税逃れを防ぐことができる。巨額な金融資産に数パーセントの富裕税をかけるだけで、

先進諸国の財政危機を回避する道が開ける。世界の国々が協力しあえば、公平な税制

の実現が可能になる。 
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3・15関西生コン副委員長ら 7名に有罪の不当判決 

３月 15日大阪地裁で、2017年 12月のストライキ現場での組合活動への事後逮捕・弾圧
についての判決がありました。「威力業務妨害」として懲役１年６か月、２年、執行猶予が
３～４年の不当判決がありました。不当判決を受けた組合員は判決後、支援集会に合流し、
「労組活動を認めない不当判決。控訴して無罪を勝ち取る」「この国はこんなもの、変えて
いくのは闘いと労働組合、このような社会を変えていく新しい労働運動を作っていく」と決
意を述べました。この日、関西と東海の支援者約 100名が早朝８時３０分から大阪地裁前に
結集し、マイク宣伝と裁判所入口でのビラまきで、裁判所職員や通行人にビラを配布しまし
た。１０時に予定されていた判決はハプニングで１１時になりました。判決の内容は、宇部
三菱セメント大阪港サービスステーションで、バラセメント輸送を委託された植田組とダイ
ワＮ通商の車両を、あるいは中央大阪生コンで北神戸運輸のミキサー車を、「路上に停車さ
せる」「車両の前に立ちはだかる」等して、２時間以上業務を遅延させるなどしたとし、ス
トライキに協力するようにとの説得を受け入れない者にも「相手の意思を制圧する」にたる
態様であったとして「威力業務妨害」を認定しました。労働組合法１条２号の刑事免責につ
いては、「輸送運賃の値上げは組合員の労働条件にさほど影響するとは言えず」等と事実に
反する決めつけを行い、中央大阪生コンが組合員の勤務する近酸運輸の輸送契約を打ち切っ
たことについても、「使用者と同視できる程度に労働条件を決定していたとまでは言えず」
として、（ストライキは）「労働組合の正当行為とするには限度を超えている」等としまし
た。さらに現場に多数配置された警察官が何ら労働組合員の行動を制止しなかったことにつ
いては、「暴行や脅迫があったわけではなく、スト決行中の張り紙が出て、外観上はストラ
イキの様相を示していたことから、警察官が慎重に対応したのはやむを得ない」などと言い
わけの、総じて労組のストライキ権を最小限に限定する不当な内容の判決でした。 

 判決報告集会で、不当判決を受けた組合員に

続いて、全日建本部の書記長が発言、「会社側

はスト対策として事前にプラカードを事務所で

準備し、当日の出荷先も決めていなかった。そ

れで何が業務妨害か」と判決を弾劾しました。

また、担当弁護士は、「裁判で弁護側が詳細に

論じたことについて簡単に触れただけで退け

た。「経営権を侵害し」というフレーズが何度

か出てきた。経営権を尊重し、争議権を軽視し

た不当判決である」としました。 

 

3・３０ 大阪第 2次･滋賀県警併合事件  最終弁論・求刑公判 

武委員長に 8年の求刑、判決日は７月１３日１０時 

3月 30日朝、10時からの公判に向けての傍聴に、この間、まったく姿を見せなか

った大阪生コンクリート広域協組が大量動員をかけていました。10時から始ま

り、弁護団から労働法学者らからの鑑定意見書の要約説明の後、検察側の主張が

ありました。検察の主張は、簡潔に言うと関生 50年の運動は威力業務妨害、恐

喝・強要とその“成果の誇示”の歴史であると決めつけています。弁護団から

は、生コン業界の特徴、関生支部の産別運動、コンプラ活動、不当労働行為命令

などを示し、憲法 28条、労組法に基づくあたりまえの労働運動･活動であること

が語られました。武委員長の意見陳述の後、検察から「懲役８年」の求刑がされ

ました。判決日は７月１３日１０時からです。 
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労働組合つぶしの大弾圧を許さない 

裁判所包囲 ぐるぐる☆デモ 
４月１５日（木）午後４時３０分、中之島水上ステージ：出発集会 

午後５時、デモスタート → 裁判所南東前 若松浜公園 
 

この３年間で連帯ユニオン関西生コン支部に対する弾圧

で８９人が 逮捕され７１人が起訴され、昨年１０月８日大

阪地裁は、正当なストライキを「威力業務妨害」として不

当な有罪判決を出しました。滋賀では工事現場で法令遵守

を啓発する「コンプライアンス活動」が「威力業務妨害」

や「恐喝」とされています。京都では、子どもを保育所に預けるために“就労証明

書”の発行を求めたことが強要未遂とされています。憲法２８条を投げ捨て、組合

活動憎しの判決を連発する大阪地裁に強く抗議する。２月４日、「白バス事件」を理

由に大阪府警が行った組合事務所の家宅捜索は違法だとして、関生支部が賠償請求

を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は大阪府警に対し 11万円の支払いを命じる逆転

勝利判決を下しました。このようなまともな判決を世論に示していかなければなり

ません。裁判所包囲ぐるぐるデモで、大きく声をあげましょう。 

 ※午後から有給休暇を取って参加を呼びかけます！ 

 

関西｢業種別職種別ユニオン運動｣連絡会 例会の案内 

   

アメリカの社会運動ユニオニズムに学ぶ～ 
草の根の社会運動と労働運動の連携～ 

 

日本における労働運動の再建のために､アメリカにおける草の根の社会運動に学ぶ 

  

日  時  ２０２１年４月１３日（火）１８時３０分～２０時３０分 

 講  師  伊藤大一さん（大阪経済大学） 

開催方法  管理職ユニオン･関西事務所で参加できます。 

完全オンライン・完全 zoom、 Googleフォームを使って一斉送信 

 連 絡 先  ０６－６９４８－６１０５(暁法律事務所 中井雅人弁護士)  

 

 

新入組合員学習会を再開します 
４月２４日（土）午後２時～４時。終了後に懇親会 
１，組合員の加入動機と自己紹介 

２，管理職ユニオン関西の“YouTube”を見て、仲村書記長が解説 

３，労働者の権利と不当労働行為について 

 


