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上田清掃㈱､中労委の和解を無視！ 
本社から南センターへ異動のリサイクルコースを業務命令  

再度の不当労働行為を許さない闘いを開始します！ 
 

 機関誌前号 288 号で、組合員のＩさんが「中央労働委員会和解で勝利解決」

を報告しました。しかし、会社が新たな提案としてきたのが、またまた就労先が

「南センター」発着のコースドライバーでした。 

 ３月１６日の中労委和解後の会社からの説明会では、就労先「南センター」だった

のですが、組合はこれまでの経緯を無視したものなので、提案のし直しを求めました。

４月２７日の団体交渉では、何の変更もしない提案をしてきました。そして２日後の

２９日に、「南センター」への異動命令書をＩさんに通知し、５月１日からの業務命令

としてきました。 

 以下、会社側からの異動命令書、組合からの抗議並びに申入書を掲載します。 

 

異動命令書 

Ｉ 殿 

当社は、令和３年４月１２日の説明会及び同月２７日の団体交渉において、貴殿の

新たな業務内容について説明し、協議を持つ機会を設けましたが、残念ながら貴殿

及び貴殿の加入する管理職ユニオン･関西は、新たな業務である、南センターへの勤

務に任意に応じられないことを示されました。しかしながら、当社としては中央労

働委員会の和解におきまして和解条項第２項の業務内容に就業場所が明示されてい

ることから南センターへの異動の可能性が含まれており南センターへの異動自体が

不当労働行為に該当するとは考えておりません。 

そこで、当社は、貴殿に対し、南センターへの異動を命令します（なお、当社の

貴殿に対する異動命令権は、中労働委員会の和解期日において、審査委員発言で明

確に確認されております）。新たな業務開始日は、令和３年５月１日です。同日から

南センターに出社してください。 

万が一、令和３年５月１日から南センターに出社しない場合は、正当な理由のな

い欠勤となります。そのような欠勤は、懲戒理由や解雇事由になりえます。 

 異動に伴う変更点は下記の通りです。  

記  
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職   種   コースドライバー（資源物収集）  

就業場所   南センター  京都市南区上鳥羽南鉾立町１７番地  

勤務時間   ８：００～１５：００ (実働６時間 )、休憩  時間内で６０分  

休   日   日曜日        賃   金   変更なし  

交  通  費   通勤経路提出の上、最も合理的かつ経済的であると会社が

認めたものを全額支給  

異動実施予定日  令和３年５月１日より            以上  

令和３年４月２９日            上田清掃  株式会社  

                  代表取締役  上田英夫  

 

 

組合から上田清掃㈱代表取締役社長上田英夫へ 

抗 議 並びに 申 入 書 
 

去る４月２７日、組合から貴社に提出していた「抗議並びに申入書」（４月１５

日付け）についての団体交渉を行いました。その中で組合は、Ｉ組合員の「コース

ドライバーとしてのコース」及び「勤務時間」について柔軟に対応する姿勢を表明

しました。 

組合の柔軟な姿勢に対して、貴社の対応は中央労働委員会の和解勧告書の 2 項

「・・・、Ｉ組合員が担当する業務内容（就業場所、勤務時間ほか）につい

て、・・・・」を唯一の主張根拠として、就業場所を「南センター」と固執されま

した。 

この貴社の対応は、京都府労働委員会「京労委平成３０年（不）第 1 号」の命令

書（2019 年９月 18 日交付）、中央労働委員会における本年３月１６日、「将来にわ

たって良好な労使関係の構築」「平成 30 年５月２日付けの異動命令の撤回」「組合

の組合員であること又は組合活動をしたことの故をもって差別的取り扱いを行わな

い」「労働条件の変更を行なう場合も含め、会社と組合はこれまでの経緯を十分考

慮し、誠意をもって協議し合意形成を図るよう努めるものとする」ことを前提とし

た和解勧告書の内容を完全に無視する対応でした。 

団体交渉の中でＩ組合員は、「定年になるＡ氏に対し、会社はゴミ回収コ

ース（一般廃棄物収集）からリサイクルコースに配置転換を提案した

が、断られ元のゴミ回収コースになる。Ａ氏が配置転換を断るのは認

めているのに、私に業務命令まで出し強制するのはおかしくないの

か」と質問しましたが、会社は答えませんでした。こうした団体交渉姿勢

に強く抗議します。 

また、４月２９日にＩ組合員対する「異動命令書」に関しては、組合として再度

撤回と本社勤務の要求をします。貴社が異動命令書を撤回されない場合は、やむな

く生活維持の観点から南センター勤務に応じるよＩ組合員に指示し、別途、異動命

令書の取消、本社勤務を求める争議をすることを表明しておきます。 

尚、異動命令書については、貴社のコースの具体的提示がされた上で、業務中時

間超過した場合の残業問題、もしくは貴社が残業を認めない場合の業務途中の回収

離脱の確認等が必要となる為、その確認をするようＩ組合員に指示しましたので、

貴社が適切な対応をされるよう申し入れます。 

              以上 
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解決のご報告        組合員 Ｙ 

 

 長きにわたって「街宣・団体交渉・労働委員会・裁判」と闘ってきました光明池土

地改良区地位確認の件でありますが、令和３年４月１９日（月曜日）大阪高等裁判所

にて和解を致しました。 

 約４年間ご指導頂きました森博行弁護士、仲村書記長、大橋さん、さらに応援頂き

ました組合の方々並びにご協力頂きました他組合の関係者には感謝、御礼申し上げま

す。本当にありがとうございます。 

 さて、振り返って思い起こすと正直、早かった４年間と言う実感であります。過去

の経験等を生かし、あれこれと手に余るほどの内容の準備など行ったことは苦しい事

よりも楽しんだと言うことの方が多々あったと思い出します。 

 今回、大きな成果が出せたと言う場面は何をおいても、その証拠、証人だったと自

負させて頂きます。一番はやはり「証人・陳述書」に協力頂きましたＡ様、Ｋ様、そ

して情報提供して頂きました数多くの方々であります。本来、この手の事が起これば

誰もが背を向けるのがセオリーと思いますが、陳述書の協力でも１つ返事で快諾頂き

ました事は「感謝」の言葉しかないものであります。 

 ある方は生活が大変かと大根を持って来て頂きました。流石の鬼のＹも涙が溢れ人

の暖かさを感じました。その時の大根の味は生涯の味と今もなっています。私の今ま

での人生の歩みの結果「因果応報」と言う言葉は正に今回、形となって出たもので自

分にとって大きな財産となりました。 

 この世に人間がそして労働者がいるかぎり、私みたいな人がいる事は間違いなく今

後も存在していきます。月並みな言葉でありますが、得た知識、成果などは大いに今

後組合のために経験を提供し弱き方々の為に協力して行きたいと思います。 

 結びに私は本当に良い人にめぐり逢えています。「感謝」 

 

経  過 

平成２８年 ８月２９日 降任に伴う第１回目 団体交渉 

平成２９年 ６月２１日 大阪地方裁判所 堺支部 提訴 

平成２９年 ９月１５日 大阪地方検察庁岸和田支部 不起訴 

平成３１年 １月１１日 大阪府労働委員会 勝利命令 

令和 ２年 ６月３０日 大阪地方裁判所 堺支部 勝訴 

令和 ２年１１月 ４日 中央労働委員会 勝利命令 

令和 ３年 ４月１９日 大阪高等裁判所 和解 

 

 

 

解決報告                  組合員 Ｍ 

 

 私は、２０１７年１１月にジェコス社の中途採用で採用されました。採用される前

の面接時において、応募職種の技術営業に対し、私は、文系出身で技術職の経験はな

く、技術者より一部分をレクチャーしてもらい、提案するだけで、私自身で初めから

完結したものは無いことや、経験職の企画営業とは、情報収集や、受注を勝ちとるた

めのアプローチが業務の主であることを、説明し、加えて、あくまでも私のスキルは、

営業でスキルは広く浅くでしか無いことを伝え、このような私でも、御社の求人ニー
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ズに合致しているのでしょうかと面接担当部長に質問したところ、仕事内容はシンプ

ルなので文系で文系の貴方でもできることと、やる気が大事と回答に安堵してジェコ

ス入社を決意いたしました。 

 しかし、入社後技術知識面での習得や、会社のシステムになれない中、プレッシャ

ーよりケアレスミスを犯すことも多くなり、直属の上司の部長より罵倒された注意を

受けることも多くなりました。 

 その後次第に部長とのそりも合わなくなるとともに、言葉でのパワハラ発言や、担

当の仕事を取り上げられるようになり、部長に「病院で診てもらえ」との指示に従い

診断してもらったところ、上司よりのストレスによるものだと診断され、その事をそ

のまま部長に伝えましたが、対応は相変わらずでした。 

 その後直属の上司より、職務経歴書の内容相違や能力の低さを指摘され、度々退職

勧告を受けるようになりました。何とか耐え忍ぶ中、２０１９年４月に人事異動で直

属上司が、東京に異動となりました。 

10 月に部長が、大阪支店に来られた際、私が部長に挨拶に行くと、『まだ会社にお

ったんか』と支店の皆がいる前で、ののしられ、再度別室に呼ばれしつこく退職を迫

られました。 

 その後、知人に相談したところ、会社のコンプライアンス相談室にパワハラの件の

相談を勧められ、実行しました。会社調査の結果、部長も事実を認められ、会社から

も謝辞を伝えられました。私は希望部署への異動をお願いし、会社よりその方向で進

めるとの回答をいただき、12月に他部署へ異動が行われました。 

 しかしそこでは、希望部署とは関係がない、積算業務の練習ばかりをさせられ、不

慣れで習得が進まないながらも懸命にがんばっていました。数ヶ月後に突然人事より

呼び出されて、希望部署への異動は認められないことと、能力不足を理由に再び退職

勧告受けました。 

私としては待遇が下がっても、会社に残りたい希望を会社に強く

訴えました（1 回目の交渉）。人事との 2 回目の交渉では、10 月 26

日に退職に応じなければ、即、懲戒免職（解雇）すると宣言されま

した。追いつめられる中、知人のより、管理職ユニオン・関西の事

を教えていただき、相談に行きました。 

管理職ユニオン・関西の指示に従い、退職拒否の意思と組合加入の件を会社に伝え、

会社との団体交渉に入りました。 

一回目の団体交渉では、双方平行線で決着つかずでしたが、10 月 26 日に解雇の宣

言は、撤回され、翌年３月末日まで期限が延長されました。 

二回目の団体交渉でも双方平行線となり、最後に私としては雇用の維持が受け入れ

られない場合は、パワハラの件も含め民事裁判を行う意思があることを会社側に伝え

ました。 

その後、会社側より、解決金の申し出がありましたが、提示金額は、私の解決金の

希望額の４割にしか達しておらず、和解に応じられない事と、加えて裁判を辞さずの

考えを管理職ユニオン・関西より伝えて頂きました。 

その後、管理職ユニオン・関西の尽力により、解決金の希望額の７割まで引き上げ

て頂き、私としても和解受け入れと至りました。 

近年、コンプライス重視が企業で叫ばれる中、社内にパワハラ等のコンプライス相

談室が設置されていますが、現実は、同じ会社内にあるため、人事部や役員と表裏一

体であり、社員を守り切れるものでない。 

今回の件を通して、弱い労働者の立場に立って共に闘っていただける管理職ユニオ

ンの存在のありがたさを知りました。 
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「サ高住」での就労報告    必死のパッチ老人 

 

皆さんコロナ禍の中、元気にお過ごしですか。 

私は 65 歳定年後に再就職して現在も働き続けている組合員です。再就職してから

今回で３回目の機関紙投稿になります。 

さて、今回は私の現在の職場「サ高住」での就労報告をしたいと思います。まず「サ

高住」とは何かという事から説明しますと、「サービス付き高齢者向け住宅」を略して

「サ高住」と一般的に呼びまして、比較的元気なお年寄りが普段から安心して自由度

の高い生活を送れるように、各個室に住まわれている老人の身の回りのお世話を 24

時間体制で行う高齢者施設の事を指します。ですから、特

養とか老健などの老人ホームとは少し性格が異なって、

主なサービスは安否確認と生活相談になり、身体介助は

別の付帯サービスになります。 

 

このような「サ高住」での１日の私の仕事は、朝９時に

出勤して夜勤者からの申し送りを聞く事から始まります。

(因みに私は日勤のみの契約で働いています。)申し送り

は重要で、入居者の体調に変化は無いか、服薬や食事は正

常に摂られているか、転倒や落下事故は起きてないか等、生命に関わる事柄から確認

し、その他のご様子も諸々確認して自分の業務に反映していくことになります。それ

から、施設フロアの掃除、食堂の食卓の拭き掃除、帳票類の確認と記帳、服薬準備な

どであっという間に時間が経って昼食時になります。昼食時は施設にある厨房で調理

師が作った食事を検食してから、食堂の入居者の各指定席に配膳します。入居者の中

には、耳が遠い方や認知が少し入った方がおられる為、食事のお声掛けをして席に着

いて頂きます。食事中は見守りをして、正常に摂取されているかを見極めてから下膳

して摂取量を記帳します。食後薬が決まっている方には、服薬介助で予め用意した薬

を飲んで頂きます。そして食事が終わると、また食卓のゴミ撤去と消毒の拭き掃除を

行い、それが終わってようやく自分の昼食タイムになります。 

昼食タイムもゆっくり食べている暇は無く、１人コンシェルジュ(１人で施設の日

勤業務を受け持つ職員のこと)として来客対応やら入居者のナースコール対応に食事

しながら対応する事が当たり前の日課になっていますが、今はグッと堪えて団交が必

要となった時の材料に置いておく気持で、粛々と業務をこなす毎日であります。 

 

こうして自分の食事が終わるとケア日誌と業務日誌の記入に掛かります。ケア日誌

は各入居者の状況を把握し、何か変化があった事や注意しなければならない内容を書

き留めて職員同士が共有するための記録となります。また業務日誌は、ケア

以外の仕事で共有を必要とする事柄について書き記します。そうこうしてい

るうちに夜勤者が来る時間(16 時)になり、日勤者から夜勤者に申し送りを

して業務を引き継ぐことになります。一通り申し送りが終わると、施設フロ

アやら手すりの掃除、ラウンジの換気、夕食配膳の準備を行ったりしている

と入居者の夕食時間(18時)になり、やっと私の１日の業務終了時間となります。 

 

この他にも色々と細かな仕事が日常茶飯事として発生し、その都度対応する事が求

められるので滅茶苦茶忙しい毎日ですが、入居者さんからの「ありがとう」の一言を

貰う事でまた新たな活力が湧き、頑張っている今日この頃。 
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取り組み中の事案紹介 
 

○Ｋ、Ｙ（日本フッソ工業）Ｋさんの懲戒処分（降格・減給→夜間接待中の部下と

のいさかいを理由とした次長から課長へ）裁判で係争中。 

・団交拒否事件（①組合員にパワハラをした総務部長代理の昇格問題、②営業部

長による組合員への営業政策のメールによる指示問題）、③組合員の賞与支給の

根拠説明）で大阪府労委から②③の勝利命令。会社②③の負け部分の再審査申

し立で、組合も①を再審査申し立て、中労委調査開始。 

 ・Ｙ､Ｂ組合員の昇格差別（後輩、同僚が昇格しているが、比較しても昇格をしな

い理由は見当たらない）で団交申入れ→会社、人事権を理由に拒否。 

〇Ｕ（山本工業）未払い賃金。裁判中。 

○Ｃ（ﾃﾞｨｰﾝﾓﾙｶﾞﾝ）降格・減給。団交で何らの進展がないので労働審判。 

○Ｄ（イズミヤ）病気をかかえていることに対する職場での配慮問題。 

〇Ｎ（丸一運輸）労働条件・職場環境改善、手当支給要求で団体交渉。 

・仕事取り上げによる組合活動制限の不利益扱いで不当労働行為申立て係争中。 

〇Ｏ、Ｓ（国分病院）ＷＥＢ導入・パワハラ規定作成内容で団交開催したが、法人

が就業規則の変更によるＷＥＢ導入を強行実施。 

〇Ｇ（山田コンサルティンググループグループ）年俸の５％減額。 

〇Ｔ（三菱パワー）パワハラ加害者扱い問題→不存在だが口頭による厳重注意。厳

重注意の取消、仕事の取り上げによるパワハラ攻撃で団体交渉中。 

〇Ｈ（ユニチカ）６５才後の雇用問題で要求書提出。 

〇Ｒ（日本管財）職場環境の改善。5名の職場で「皆があなたを嫌って、一緒に仕事

をしたくないと言っている」件について団体交渉。異議を申し立て職場異動に応

じるが、継続交渉を検討。 

〇Ｗ（NPO ﾌｪﾙﾏｰﾀ）降格･異動で、手当が 15,000円減額。 

 

労働委員会 

〇Ｋ・Ｙ（日本フッ素工業）団交拒否で大阪府労委から申し立て協議事項 3点中 2

件は勝利命令→会社、中労委へ再審査申し立て。組合も 1件について再審査申

し立て。4月 14日､14時 中労委第 1回調査。次回 6月 9日 13時。 

〇Ｓ（ダイカン今井ロジ）不誠実団交。5月 11日 15時 第３回調査。 

〇Ｎ（丸一運輸）不利益扱い（仕事取り上げ）、6月 14日 11時、第３回調査。 

 

裁判 

○Ｅ（大阪府環境水質指導協会）解雇・未払い賃金 2020年 10月 20日地裁敗訴判

決→控訴審で係争中（中島弁護士） 

〇Ｓ（ダイカン今井ロジ）降格･減給について 次回５月１９日（水）11時､弁論準

備手続期日（中井、清水弁護士） 

〇Ｋ（日本フッ素工業）降格・減給の撤回し復帰･慰謝料請求。次回 6月 10日 11時

（大山弁護士） 

〇Ｕ（山本工業）未払い賃金請求、次回 5月 24日（月）13時 30分 

（三輪弁護士） 

○Ｃ（ディーンモルガン）降格・減給。労働審判（重村弁護士） 

 

4月 24日(土)14時から新入組合員学習会を行いました。次回は、6月 26日を予定 
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関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会の第６回例会 

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～ 

講師 伊藤大一准教授） 

 

 関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会の第６回の例会は、４月13日（火）６

時半からZoomによるオンライン例会として開催されました。 

今回、講師をされた伊藤大一氏は、大阪経済大学の経済学部准教授で、ブラック企

業、過労死など労働問題の解決、労働運動の復興を目指しておられ、著書として 

『非正規雇用と労働運動－若年労働者の主体と抵抗』があります。2016年にはアメ

リカに留学し、アメリカでの労働組合の社会運動ユニオニズムによる再復興戦略に

ついての調査研究をされています。今回の例会は、その研究をもとに話をして頂き

ました。 

 

・アメリカの労働法の特徴 

 アメリカの労使関係を全般的に規定する法律は、連邦法である全国労働関係法

（NLRA）で決められており、これがアメリカの労働法にあたります。アメリカの労

働法では労働組合の結成、使用者と団体交渉をするには、排他的交渉単位制度を採

用しており、労働組合を組織し、使用者との団体交渉をするためには、交渉単位の

労働者の30％以上の賛成署名を集めるとともに、全国労働関係委員会の管理の下で

選挙を行い、過半数の支持を得なければなりません。 

例えば、病院ならそこで務める看護師という交渉単位ごとに、交渉単位に所属す

る労働者の過半数の支持を得た唯一の労働組合だけが、当該交渉単位の労働者を代

表して、使用者と交渉することができる権利を得ます。したがって、ひとつの交渉

単位に複数の労働組合が存在することはなく、労働者の過半数の支持がない場合

は、当該交渉単位において労働組合による団体交渉は行うことができないという制

度になっています。 

最近、話題になったアマゾンの労働者が労働組合を結成しようとしてその組織化

に失敗したと報道されていたのは、それはこの投票で過半数の信任がとれなかった

ので会社と交渉できる排他的交渉権をもった労働組合として認められなかったとい

うことです。 

２人でも組合を結成でき、使用者側に応諾義務があ

る団体交渉権をもつ労働組合になることができる日本

とはかなりかけ離れたアメリカの労働法制事情です。

このような法制のなか、会社と交渉権を持った組合を

結成することが非常に困難なこともあり、80 年代以

降、アメリカの労働運動の衰退はとくに顕著に進行し

ていったそうです。 

 

・アメリカの労働運動の新しい潮流 

 しかし、最近になって、アメリカの労働運動に新しい潮流が出現しており、従来の

企業内の正社員組合員の賃金の引上げと苦情処理に活動を限定していた「ビジネス・

ユニオニズム」という労働運動に対して、組合が社会運動に積極的に関与する「社会
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運動ユニオニズム」へとその性格を大きく転換する動きがあるそうです。そのアメリ

カの社会運動的労働運動を伊藤准教授は、労働組合運動の発展のために取るべき再復

興の方法ではないかと着目しておられます。 

 アメリカでの新しい流れの社会運動的労働運動とは、労働組合がアメリカの社会

運動が掲げる社会正義の理念と社会運動で駆使されてきた組織化戦略を取り入れ

て、さらに社会運動の活動家からの数多くの教訓を得て，労働運動が社会運動の動

きと結びつき、労働組合が、組織化の対象を従来顧みられなかった女性、マイノリ

ティ、低賃金労働者などに拡大させ、そのために企業だけでなく、ＮＧＯ、地域コ

ミュニティ、宗教コミュニティとの連帯を重視するようになってきたことです。 

そしてその戦術は、マスコミなどの耳目を集めることを目的とする直接行動主義

（disrupt戦術―妨害・混乱戦術）を取るような活動をしています。 

 その代表的な例として有名なのは、過大な生活負担に苦しむ労働者・国民の切実

な要求として社会的に多くの支持を得て運動に発展した“ＦＦ１５”を掲げる最低

賃金引き上げの闘いです。全米各都市においてニューヨークにおける「オキュパイ

運動（「ウオール街を占拠せよ」）」などのスローガンとして市民の間でも活発な

運動が繰り広げられ、実際、多くの州・都市において最低賃金15

ドルの実現が見込まれる成果を引き出しています。 

例えば、カリフォルニア州では、最低賃金を数年かけて15ドル

に引き上げることを決定しています。 

 こうした労働運動によって停滞したアメリカの労働運動に活路

が見いだされるようになったということは、裏を返せば、ただ自社の社員で構成さ

れる組合員の利益を守るという企業別組合運動というだけでは、企業外のひとに興

味を持ってもらえるものになれず、社会的な共感、説得力が得られないということ

を示しています。 

 今回の例会で伊藤准教授の話を聞いて、日本でのこれからの組合運動も、自分た

ちの実現すべき労働運動と企業外の各団体や社会の人々のニーズと要素を柔軟に結

びつけることが重要になると思いました。そして、横に広くつながって連携し、効

果的に産業別労働運動であったり、社会運動であったり、市民運動であったりとい

うかたちをとりながら、社会的に影響力が絶大になるような運動を展開することを

意識しなければならないのではないかと感じさせられました。 

                        （報告 執行委員 Ｔ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県組合員交流会 
日時：5 月 29 日（土）14 時～  場所：三宮勤労会館 和室 

昨年 8 月以来、久しぶりの交流会です。現在、兵庫県は「緊急事態宣言」が再発令中

ですが、このような時こそ組合員の連帯が大切だと感じ今回の開催に至りました。密を

避けるために部屋を広く用意していますので安心していただける事と思います。兵庫県

内の組合員はもちろん、他府県からの組合員の参加も大歓迎です。場所と気分を変えて

ひと時を過ごしましょう。内容は、現在検討中です。 

※終了後、懇親会の予定 
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続・悪口雑言罵詈讒謗第２３号 

『消費税・総額表示』の義務化は 

消費税１５％へ増税の「地ならし」？ 
 
副執行委員長 稲岡宣男 

 
 4 月 1 日から消費税の「総額表示方式」が義務化されている。これまで商品やサー

ビスの価格表示は、主として本体価格と消費税を別に表示する「外税方式」がとられ

ていた。 

 

 本体価格が 500 円の場合、外税方式の価格表示は「500 円プ

ラス消費税」となっていた。総額表示方式では、税率 8％の食

料品は価格と消費税の総額の「540円」、税率 10％のものは「550

円」と表示される。総額が明示されていれば「550円(税抜き価

格 500 円)」「500 円(税込み 550 円)」などの表示も認められて

いる。 

 

消費者からは「支払う額がわかりやすい」という声がある一方、「値上がりした」と

いう反応が少なくないという。事業者には、ラベルの張替えなど煩雑な手間がかかっ

たという。大企業では従来の本体価格をそのまま消費税込みの「総額」とし、約 9％

の値下げをしたところもある。しかし、中小事業者は「総額表示」を受け入れざるを

得なかったという。 

 

 小売り・卸売り・製造・外食の事業者団体は昨年、「消費税の本体価格表示の恒久化

に関する要望」を政府に提出している。「価格表示の方法はそれぞれの業界の適正に

合わせて事業者の選択に任せてほしい」と求めている。業界は「消費税(総額表示)の

押し付けに反対し、(価格表示は自由)の声を大きく広げる」運動を進めていた。「価格

表示は自由」「事業者の選択に」という要求は、税率変更のたびに表示変えの煩雑な負

担を迫られる事業者にとっては当然の要求である。 

 商品・サービス価格に消費税が含まれる総額表示は、消費者がいくら消費税を払っ

たのかがわかりにくく、痛税感が薄れている。増税されても価格に埋もれ、「物価が上

がった」という感覚になりがちである。総額表示は消費税増税の「地ならし」と言わ

れるゆえんである。 

 

 菅内閣総理大臣は昨年 9月の自民党総裁選挙で「行政改革を徹底して行った上で消

費税は引上げざるを得ない」と発言している。後で「将来的な話」と修正したが、財

源と言えば消費税という姿勢である。コロナ過の復興財源を名目に消費税 15％への

大増税論が出ている。 

 消費税に関する調査では、消費税 10％の実施で、生活が苦しくなった人は 8割を超

えている。全世界ではコロナ対策として、56カ国・地域で付加価値税(消費税)減税を

実施している。 

 元来、消費税は富裕層」や大企業に軽く、庶民に重い、格差を拡大する最悪の不公

平税制である。応能負担で財源を確保し、消費税を廃止すれば暮らしの大きな支援と

なり、総額表示など事業者の負担も一気に解決する。 
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関生支援  ４月２２日、和歌山広域協組事件 

（強要未遂・威力業務妨害事件）､裁判傍聴記 
 

１０時開始の公判に、傍聴券発行に多数が詰めかけました。和歌山県生コンクリ

ート広域協同組合（広域協）も動員していましたが、ボスの丸山は顔を見せなかっ

たとのことです。傍聴席は、コロナ対策で半分でしたが、２９対８でわが方が圧倒

でした。関生支部書記次長の武谷さんは、保釈条件で組合員の誰とも会えない･連絡

禁止制限付きというひどいものです。武谷さんは、手でサインを送り、うなずきで

傍聴席の支援者に挨拶を送っていました。 

開廷後、裁判官３名中２名が交代したことを告げた後、争点確認をする。私なり

に整理すると、要するに2017年８月、元ヤクザが生コン支部組合事務所周辺を徘

徊。同年８月21日、Ｙ生コンに組合公然化。Ｙ社長にヤクザの件を追及すると「丸

山に聞いてくれ」と回答。丸山に電話をすると、翌22日に和歌山広域協事務所で面

談の約束。８月22日の面談。謝罪の要求を求めた面談が、正当な組合活動の範囲か

否かということです。 

検察、弁護団双方が書証提出、その説明が行われた後、弁護側の要望・立証とし

て2017年８月22日の面談映像の上映となる。弁護士からプライバシーを理由に傍聴

席に対して音声だけにせず、映像を公開するように意見が述べられるが、検察の意

見を聞いて裁判官は却下。従って傍聴席の我々には音声だけ、それも聞き取りにく

い。11時過ぎ、傍聴席の右端から「側面から映像が見えてる」とハプニング発言。

再度弁護団が、音声が聞き取りにくいことから音量を上げて聞き取りやすくするよ

うに要求し、再開後は聞き取りやすくなる。午前は12時５分で終了。 

13時15分の再開冒頭、再度弁護団が映像の公開要求として労働基本権、室内の様

子・室内にいた女子職員は証人として採用されている事、公序良欲からもプライバ

シー侵害に当たらないと意見を述べる。再度の却下の後、傍聴席は音声のみ。15時

の休憩をはさみ17時５分に終了。 

４時間３０分間にわたり和歌山広域協での面談の再現となった。退屈な場面の繰

り返しで、女子職員がお茶を運んできたり、コーヒーを持ってきたり、灰皿を取り

換えている場面も、裁判官と傍聴人にわかってほしかったという弁護士の思いが、

プライバシーを口実に、傍聴席への音声のみの扱いに怒りを感じました。眠気をこ

らえての傍聴の皆さんは大変でした。         （4月23日 仲村実） 

 

 

裁判日程 

５月１３日（木）１４時  

和歌山広域協組事件 

和歌山地裁 

５月２４日（月）１０時 

 滋賀県警弾圧事件 大地地裁 

７月１３日（火）１０時 

 大阪スト、滋賀コンプラ等事件､ 

武委員長の判決公判 大阪地裁 

8時 30分からビラまき等の行動 
 

4･15 裁判所包囲グルグルデモ、250名結集！ 
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書籍紹介  ぜひ買って読んでください。 

「労働組合とは何か」木下武男著   岩波新書 900円＋税 

 

木下武男さんは、業種別職種別ユニオン運動研究会を

東京で取り組まれ、関生支部の運動の紹介と併せて産別

運動の組織化に尽力を注いでいる元大学教授です。 

実は、私はまだこの本を全部読んでないのですが、ま

ず、この本の紹介のために『第八章 分析編３ 日本で

ユニオニズムを創れるか』を読みました。 

木下さんが示す「本来の労働組合」は、産別や業種・

業界で労働時間や賃金に対する「共通規則」を実現する

ことが必要であるというのです。 

 「第八章、1 時代の転換と働く者の悲惨―雇用不安、

貧困、過酷な労働」で、１９９２年、バブル崩壊と労働

社会の現象を展開しています。就職氷河期、新卒派遣、

フリーターやニートなどの言葉の登場と実態を語ってい

ます。紹介はされていませんが、管理職層のリストラ解

雇と管理職ユニオンの登場の時期も重なります。 

 「２ 日本における産業別労働組合の登場」では、「関西における生コンクリー

トを運ぶ労働者たち」を、下請け労働者が作る産業別労働組合として紹介していま

す。『労働組合の機能は労働者間競争を規制することであり、この機能は、労働条

件を等しく「共通規則」にそろえることによって実現される。その共通規則のもと

で規制する方法の中心が「集合取引」だ。』（230頁）として、そのことを実践した

きた関生支部としています。「協同組合による中小業者と労働組合の連携」「弾

圧」についても頁を割いています。 

 「４ ユニオニズムの創り方」では、「方途１～５」があり、以下抜粋しておき

ます。『今ある産業別の全国組織や合同労組、 コミュニティ・ユニオンなどもこ

の方向に向けて改革をめざすことが期待される。企業別組合もユニオニズムを創造

する流れに合流することだ。例えば企業別組合の中心メンバーが外部の個人加盟ユ

ニオンに二重加盟するなどして、労働者の連帯のエネルギーを企業内に環流させる

ことをつうじて「内部改革」は進むだろう。合同労組やコミュニティ・ユニオン

も、そのなかにある業種別部会を地域的な交流や企業別組合の集合体にとどめるこ

となく、だんだんと業種別の結集軸に発展させていくことが求められる。このこと

をなし得たら、業種別職種別ユニオンと、既存の労働組合の「業種別グループ」と

が連携し、集団交渉も可能になるだろう。それをへて、業種・職種を結集軸にした

労働組合の合同運動を展開する段階に入ることができる』（272頁）、『それではユ

ニオニズムの創造というミッションをいったい誰が担うのだろうか。これまでみて

きた歴史から、おのずと明らかだろう。担い手は一人ひとりの自覚した個人であ

る。組織や他人から命じられたわけではない。自発的な意思にもとづく個人が、し

かも、バラバラにではなく、相互に結びついた集団として自覚的に行動する。彼ら

こそ活動家集団（ユニオン・アクティビスト）である』（274頁）としています。こ

の方途１～５は、読み合わせをして議論をして、組織化の方針にしていきたいもの

です。皆さん、ぜひ買って読んでください。        （書記長 仲村実）                         

 

https://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/kinoshita.jpg
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映画を見よう「ひろしま」 
1953 年製作の映画、上映時間：109 分 

日時 ６月４日（金）19 時､終了後懇親会予定   

場所 ユニオン事務所 
 

あらすじ 1953 年に公開された関川秀雄監督の作品。1955 年ベルリン映画祭長編

映画賞受賞作品。月丘夢路や山田五十鈴、岡田英次、加藤嘉、神田隆、原保美らが

出演。長田新が編纂した文集「原爆の子～広島の少年少女のうったえ」（岩波書

店、1951 年）を八木保太郎が脚色。1945 年、広島に原爆が投下された直後の様子

を再現したこの作品では、約 8 万人余りの広島市民がエキストラとして参加してお

り、被爆者たちの苦しみを描いている。 

 

 

報告 メーデーと入管法改悪反対集会･デモに参加！     
 

●５／１メーデーに参加 組合員６名＋札幌の知人で第９２回中之島メーデーに参

加しました。集会の途中から、突然の大雨になりデモは中止となりました。終了

後、ゼネラル支部とでユニオン事務所で懇親会となり、途中から学生メーデーを行

った若者も合流しました。 

 

●５月５日１３時から中の島公園女神像で、現在、衆議院法務委員会で審議中の

「入管法」の改悪反対の集会が行われ、西梅田公園までデモに参加しました。 

（仲村） 

https://filmarks.com/list/year/1950s/1953

