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中労委での団交拒否再審査に続き、昇格差別の団交申入れを拒否！ 

日本フッソ工業㈱を 

不当労働行為申立て！ 
 

 豊岡社長は、組合の団交申入れに対してことごとく

「人事権・経営権」を盾に、団体交渉を拒否してきた。

これに対抗して２０１９年９月９日、大阪府労働委員

会に団交拒否事件の不当労働行為申立てを行った。 

この内容は、Ｂ組合員にパワハラを行い経済的不利益無しの降格となった①黒田氏

の昇格問題について、営業部長に昇進し勝手な原価シートのメールを営業員全員と関

係部署に送信した②原部長に対する２０１９年２月１日付けの要求について、③組合

員３名（Ａ、Ｂ、Ｙ組合員）に関する２０１８年１２月支給の賞与の支給額の根拠に

ついての説明の拒否ということであった。①は団交応諾義務はなし、②③は、団交に

応じなければならないとする、組合３分の２の勝利命令でした。現在は、それぞれの

負け部分の再審査申し立てで中労委で係争中である。 

今回（2021年５月７日）の大阪府労働委員会への申し立ては、Ｂ組合員、Ｙ組合員

の昇格差別問題である。これも「人事権・経営権」を理由に拒否している。 

 

 

不当労働行為救済申立書 

労働組合法第７条第２号違反について労働委員会規則第３２条により次のとおり申し立て

ます。 

請求する救済の内容 

（１）日本フッソ工業株式会社は、管理職ユニオン･関西が申し入れた２０２１年４月１２日

の団体交渉申入書の協議事項、「本年４月１日付けの昇格について。Ｂ組合員、Ｙ組合員の
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昇格がなされなかった件も含めて」の団体交渉に対し誠意をもって対応

しなければならない。 

（２）日本フッソ工業株式会社は、（１）項の団体交渉の拒否を反省し、謝

罪しなければならない。下記の謝罪文書を組合に提出するとともに、会

社正門前の見えやすい場所に縦１．８メートル、横９０センチメートル

の大きさの白色木版に楷書で明瞭に墨書して、１ヶ月間掲示すること。

さらに社内ネットワーク「ポータルサイト」に掲載し、社内メールで全社員に送信しなけ

ればならない。       （掲載文面、略） 

 

不当労働行為を構成する具体的事実 

（１）当事者     （略） 

（２）本件不当労働行為に至る経過 

１、２０２１年４月１２日、組合は、当組合に所属しているＢ組合員、Ｙ組合員の昇進に関

する議題で団体交渉を申し入れた（甲１）。 

２、同年４月１５日、会社から回答書（甲２）が組合に届いた。「その記載内容は極めて不

明瞭なものであり、そもそも団体交渉事項に該当する内容なのか否さえ明らかでありませ

ん。まずは、上記の点を明らかにされることをお待ちいたします。」と、団体交渉に応じる

意思のない回答であった。 

３、同年４月１６日、組合は、「この回答書の記載内容は、協議事項を団体交渉の場で誠実

に説明しようとすることを拒否しているものと判断します。組合員からの報告では、Ｂ組合

員Ｙ組合員の後輩や二人より社歴の短い社員の昇進している事実があります。また、組合と

しては勤務の正当な評価結果ではなく、明らかな組合員であるが故の差別であると認識して

います。組合指摘に対する合理的かつ正当な説明を求めるものです。併せて、Ｂ組合員、Ｙ

組合員が長らく昇進しない理由を求めています。」と示し、再度団体交渉を申し入れた（甲

３）。 

４、同年４月１９日、会社からの回答書（甲４）が届いた。回答内容は、組合が会社の要求

通り根拠を示したにも関わらず、再び「具体的な内容及び根拠をお示し頂かなければ会社と

しては検討の余地がありません。」と応じる意思のない記載をしてきた。 

５、同年４月２２日、組合は「昇格は、労働条件に関わる給与面を大きく左右するものであ

ります。従って、団交で会社が「差別」ではないとするなら、その理由を説明してもらえれ

ばいいと考えています。前回と今回の貴社の回答書は、協議事項を団体交渉の場で誠実に説

明しようとすることを拒否しているものと判断します。」と 指摘の上、再々度団体交渉を

申し入れた（甲５）。 

６、同年４月２７日、会社からの回答書（甲６）が届いた。内容は、これまでの回答書（甲

２、甲４）同様に、「基本的に個々の昇給・昇進案件は（誰を適任者として昇格させるか

等）は専ら会社の経営権、人事権に属し、会社の裁量に委ねられている事柄であることを重

ねて申し添えておきます。」と結んでいる。会社回答書は、団体交渉に応じる姿勢はなく、

具体的に対応可能な日時の記載がないなど団体交渉拒否であるので、本件不当労働行為申し

立てを行った。 

 

（３）本件不当労働行為にかかる具体的事実 

２０２１年４月１２日、１６日、２２日の組合からの団体交渉申入書（甲１、甲３、甲

５）に対して、同年４月２７日の会社回答書（甲６）は、団体交渉拒否を行った。 

以上 
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丸一運輸㈱に！ 不利益扱いに続き、団交拒否で申立て！ 
 

Ｎさんは、大阪営業所の所長でしたので管理職ユニオン・関西

に相談に訪れ、2020 年 11 月 16 日に組合に加入しました。自ら

の職場環境の改善もありましたが、名古屋の本社には丸一運輸

名古屋労働組合、神戸支店・南港営業所には丸一運輸関西労働組

合があるが、大阪営業所だけが未組織だったためその組織化が

できるようにしたいとの思いがありました。 

 2017年 11月に、大阪営業所所長として入社しました。2018年

４月、小林社長から所内の業務改善を指示され、荷主運賃交渉、採算の合わない運行

の廃止、車両入替及び本社所属車両の運賃交渉に取り組みました。同年 9月、社長か

らの指示で帳票類整備、点呼業務、安全会議等の労働環境構築に着手しました。同年

12月、社長から大阪営業所のほか神戸支店、南港出張所の業務もするように指示を受

けました。その指示に基づき神戸支店、南港出張所に行く頻度を増やし、応援業務と

共に他拠点にも勤務時間を取るようになりました。2019 年 10 月１日より南港出張所

の所長兼務となりました。 

また 2020 年５月、社長からシステム見直しに関する調査を指示されシステム会社

営業担当との打ち合わせも担当し、その主導的立場となりました。 

同年 11月 16日、組合に加入を通知後、業務の大きな変化となりました。大阪営業

所の車両に不具合があり修理依頼を掛けましたが、社長が修理不要として対応を先送

りにすることが起こりました。これまでなかったことです。 

同年 12月 15日、Ｎさんが団交開催を急いでいたのですが、会社側原武之弁護士が

コロナを口実に引き延ばしていたので、やむなくＷＥＢにより第 1回目を行いました。

この団交で、Ｎさんに対して神戸支店、南港出張所の業務及び兼務廃止が弁護士より

言われました。 

組合加入通知・団体交渉申入れ後から、Ｎさんには定期的な連絡が入ってこなくな

り、システム担当も外されました。 

先行して争っている不当労働行為事件（令和３年(不)第６号）は、神戸支店・南港

営業所の業務を取り上げられ、そこで働くドライバーらと組合づくりの相談ができな

くなりました。この仕事取り上げが、不利益扱いになっていることです。 

今回６月４日に申し立てたのは、「就業規則の賃金支給規定

によると、基本給のほかに家族手当、精勤手当、役付手当の定

めがあります。Ｎ組合員は基本給以外の支給がありません。そ

れぞれの支給を入社時にさかのぼって要求します」の団体交渉

の拒否です。「この申し入れに対し、貴社は無視をされ一切の

連絡もしませんでした。これに対して当組合は、Ｎ組合員から

長谷川常務取締役に電話で２度回答の催促をしましたが、本日に至るまで何の連絡も

ありません。貴社のこうした行為は、組合敵視の表れであり労働組合への権利侵害に

当たります。ここに強く抗議します」と抗議しました。併せて、団交申入書で５月 19

日までの期日回答を求めましたが、この抗議及び団交申入れに対しても、何の回答も

連絡もありませんでした。会社が３回の団交申入れ無視を経て、６月４日、不当労働

行為としての申し立てをしました。その答弁書たるや、原武之弁護士の挑発的な内容

であるので次頁で紹介しておきます。 

                          （書記長 仲村実） 
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答弁書 

 

名古屋市中区丸の内 1丁目 17番 19号 キリックス丸の内ビル５階 

オリンピア法律事務所 丸一運輸㈱代理人 弁護士 原武之 

 

第１ 申立人の請求に対する答弁   申立人の請求を棄却するとの決定を求める。 

第２ 被申立人の反論 

詳細については追って行うが、申立人との団体交渉は、新型コロナ感染症が蔓延し国家的

な規模で対応を求められている中（多数の中小事業主及び労働者が苦しんでいる中）、大阪府

の感染数が小康状態になった時には実際に面談する形で団体交渉を行ったが、緊急事態宣言

が発付されたので中止になったに過ぎない。 

 またその後の団体交渉の申入れも、被申立人から何度も窓口は代理人弁護士にするように

求めても会社に直接連絡するだけでなく、ＦＡＸを利用すると在宅勤務の場合に対応が遅れ

るから電子メールを利用するように求めてきて途中はそれに応じたものの、なぜかまた会社

に直接連絡し、ＦＡＸで連絡することに拘っている。 

 新型コロナウイルス感染症対策のために電子メールにしてＷＥＢ会議システムの使用を求

めることが不当労働行為に該当するということであればまだしも国策ともいえる要請が不当

労働行為に該当するとは考えられない（また実際に電子メールを使用して日程を調整しＷＥ

Ｂ会議を利用して団体交渉をした実績もあるのに、それに反する行為をすることは我儘にす

ぎない）。 

 ましてや本件は県をまたがる移動が必要なことは明白であるし、緊急事態宣言では県を出

来るだけまたぐ移動をしないことを求めている。 

 今回はよい機会であるから、ＷＥＢ会議をシステムを利用する団体交渉を求めて直接面談

形式の団体交渉をしないということが不当労働行為に該当するか、また、在宅勤務の者もい

る中で電子メールを利用しての日程調整を要望し、その他の方法での調整には応じられない

ことが不当労働行為に該当するのか、また仮にそれらの行為が不当労働行為に該当するとし

て、緊急事態宣言下であっても不当労働行為と言えるのか。また在宅勤務の実現のために電

子メールを活用することは働き方改革の為であるが、そのためであっても不当労働行為に該

当するのかその点も明らかにしてもらいたい。 

 この手続きの中では審理の対象にならないのであれば、これら事実が不当労働行為に該当

するか否かの判断を求めて、被申立人から貴委員会に対して不当労働行為に該当しないこと

の確認を求める申し立てを行う予定である（なお、労働組合法第 27条では申立主体を労働者

に限定しておらず、主体があえて規定されていないことからして、使用者からの申立ても可

能であると考えている）。                         以上 

 

 

 

ＤＶＤドキュメンタリー ５４分  原子力発電を停めるための学習会 

カタストロフィ  -破滅を防ぐためにー 

再処理工場の大事故は、日本を破滅させます。 

学者たちの厳しい警告にもかかわらず、 

国や事業者のリスク評価は依然として甘く 

災害列島に住む私たちは今、３．１１の前夜にいます。 

急ぎましょう。次なる大惨事を防ぐために 

日時 ７月２１日（水）１９時～   場所 ユニオン事務所 



5 

 

メール相談の紹介 
相談内容１  お世話になります。Ｅと申します。 

2020年５月１日入社、今年１月下旬より４月上旬までの間、鬱

状態になり、休職をしておりました。 

復職後、当面の仕事の指示はありましたが、その後はほぼ放置されており、具体的

な指示や上司からの話し掛けもない状態でした。 

５月上旬に指示の仕事を終えて報告をした後についても、次の仕事の指示や報告に

ついての指摘等もないまま、６月に入りました。 

上司及び人事課長から面談の依頼があり、復職後の２ヶ月の間の仕事について、報

連相の不徹底やスケジュールの見通し、部下とのコミュニケーションなどについて

指摘があり、職務遂行能力改善計画合意書に署名捺印を求められております。 

計画合意書には、８月末までに改善されない場合は雇用の終了を含む対応があると

の記載もあります。どのような対応を行えば良いでしょうか？ 

よろしくお願いいたします。 

 

メール回答  Ｅさん 相談内容拝見しました。まず、納得がいかなければ、署名

押印は絶対しないことです。「計画合意書には、８月末までに改善されない場合は

雇用の終了を含む対応がある」と、解雇のことまで記載されているならなおさらで

す。 

詳しくわかりませんので、休職までの経緯、復職に至る経緯、産業医面談の内容な

どがわかる書面等があれば、添付送信ください。もしくは、相談訪問が可能であれ

ば、資料、書面、就業規則（休職の関連する部分だけでもよい）を持って事務所に

来てください。訪問の場合は、前もって電話ください。 

 

お世話になります。Ｅと申します。早々のご返信有難うございます 

書面はありませんが、簡単に記載しておきます。 

休職までの経緯 2020年 5月に入社、緊急事態宣言のあおりで、5月一杯は在宅勤

務となりました。入社早々にそんなに沢山の仕事があるわけもなく、朝礼、夕礼以

外は週 1-2回程度の仕事の依頼のみであった。6月以降、週 2回の出社となる。 

その際に、私以外のメンバーへの暴言が多々あることを認識した。その暴言を色々

聞くことで、少しずつ体調が不安定になり、9月ごろより、血圧が上がったり、頭痛

があったりと症状がはっきりし出しました。騙し騙しの勤務を続けていましたが、1

月下旬に耐えられなくなり、休職に至りました。 

復職に至る経緯 3月上旬より体調が回復したため、復職の申し出を行う。かかりつ

け医の判断は 4月 1日より復職可能であったが、3月中旬より通勤練習を 2週間実

施、4月 9日付での復職に至る。参考までに、計画合意書の画像を添付します。 

お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 Ｅ 

 

相談内容２  外資系の会社で戦略店長をしていました。担当エリアマネージャーか

らの度重なる嫌がらせやパワハラ。担当エリアマネージャーに加え所属部

署上司、人事担当者からの事実とは異なる内容文での懲戒処分をされまし

た。担当エリアマネージャーから嘘をついての呼び出しをされました。ス

ピーカー通話で人事担当者から懲戒処分内容を伝えられました。所属部署

上司からは休みの日に電話があり高圧的に話をされました。いずれも私の話は聞き

入れてくれることはなく「会社が決めたことなので」の一点張りで、高圧的で精神
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的に耐えられない状況でした。以前からの担当エリアマネージャーからの嫌がら

せ、パワハラに耐えられなくなっていたことと、今回の懲戒処分の件も重なり心療

内科を受診、うつ病の診断書が出ました。会社のやり方に納得が出来ません。 

懲戒処分内容 2階級の降格、減給、異動。どうしても納得が出来ない

ので、ご相談させていただきました。よろしくお願い致します。 

 

メール回答  Ｍさま  「人事担当者から懲戒処分内容を伝えられま

した」とありますが、懲戒処分の内容・理由がわかりませんが、あなたが懲戒処分

内容・理由が納得いかなければ、納得いかないことを意思表示したほうがいいで

す。くれぐれも懲戒処分を認める発言をしたリ、了解することがないようにしてく

ださい。また就業規則があると思いますので、その懲戒処分条項と具体的な理由を

教えてください。それと「うつ病の診断書」については、自宅静養か通院で就労可

能なのかによって対応も考えることが必要です。大阪市内の私どもの事務所に来る

ことが可能であれば、資料等持参の上、相談に来てください。 

 

相談内容３  部門長をしておりましたが、このたび理事長から降格人事を申し渡

されるとともに左遷させられました。月給にすると 11万円以上の減額となります。

理由は明らかにされていません。理事長のそばで働くことは嫌だったので、減給及

び左遷については、まあ納得しておりますが、今後の牽制のために、管理職湯にユ

ニオンへ加入を考えております。 

 

メール回答  Ｔ様 降格・減給は、納得されているとのことですが、理由は明ら

かにしておいた方がいいと思います。可能なら、就業規則等の書面を持参の上、事

務所に来ていただいたらどうでしょうか。組合に加入し、加入通知をしているだけ

の組合員もいます。連絡ください。 

 

相談内容４  先日，社長より，全体会議で、背任，背信呼ばわりされました。心

砕けました。私が、特定業者に発注をしていたのですが、その業者と

は、飲みにもゴルフ行った事はなく、要は、所謂、接待等は受けた事な

いにも関わらず、その業者より安い業者が見つかったので、五年間で、

五億払ったのに、安い業者に頼んでいたら、一億経費削減できていたの

に、会社に対する背任であると，言われました。私は、発注業務に対し

て、2社以上の見積もりを取り，その上で、減額交渉をし、発注した結果が，特定の

業者になっただけで、無実です。また，社長は、株式を社員持株会から一方的に買

い上げ、ホールディスグスを立ち上げ、自分の配偶者並び子息を役員にし，勤務実

態のない愛人にも給与を払い，毎月の社長並びに子息，愛人の家賃も支払いっお

り、コロナ禍で、社員の給与，賞与も減額しておいて，自分のホールディングスに

は、満額払い，それこそ、背信ではないかと思っています。泣き寝入りしかないの

でしょうか？何卒、救済をお願い致します。 

 

メール回答 

相談内容拝見しました。記載の内容であれば、社長の方が公私混同です。あなたの

業務の証拠、社長の不正の証拠があれば、泣き寝入りすることはないと思います。

電話いただくか、関西圏の方なら一度事務所に相談に来てください。就業規則、証

拠になるものなど、持参ください。相談費用はいりません。 
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映画を観よう！「ひろしま」を鑑賞して 
 

 管理職ユニオンの事務所で６月４日に組合員が集まり、映画「ひろしま」

を鑑賞しました。映画「ひろしま」は、原爆投下から 8 年後に被爆者を含む

8 万 8 千人を超す広島市民が参加し、原爆投下直後の広島の様子を徹底的に

再現した映画です。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し、関川秀雄が監督した

反戦映画です。製作時、1953 年の日本では登場人物の「ドイツではなく日本

に原爆が落とされたのは、日本人が有色人種だからだ」という趣旨の台詞が

ある場面などを「反米色が強い」として東宝や大映など大手五社は配給を拒

否、結局映画は広島、長崎県での自主配給での上映になりました。大手５社

が拒否したのは、制作前年までプレスコードを敷いていた GHQ に配慮したた

めとみられています。大手映画会社から上映が拒否され、日本ではこの映画

のその存在は忘れ去られていました。しかし、完成から半世紀以上たった後、

この映画は、北米やヨーロッパ、アジアなど、世界各地で再び上映されて海

外でも高く評価されるようになりました。映画監督のオリバーストーンは、

この映画について、「絶対に見て欲しい。世

界中の人に見て欲しい映画です。なぜなら

優れた映画であり、優れたストーリーであ

り詩的だ。そして、この映画は現代戦争の真

の恐ろしさを思い出させてくれます。記憶

は常に忘却との闘いです。常に人は思い出

したくないものには背を向けるのです。だ

から、この素晴らしい映画を見て欲しいと

伝えています。あらゆる人に、全世界の人に」とコメントを寄せています。 

 映画の舞台は 1953 年、原爆投下から８年後の広島です。市内の中学校の

少年少女たちが急性被爆の症状に苦しんだり、貧困や差別に悩まされる姿を

被爆者自らが演じています。さらに物語は、さかのぼって人々の運命を変え

た“あの日”へと舞台を移します。映画の製作者達は、原爆投下直後の広島

の姿をリアルに映し出すことにこだわり、被爆した衣類やがれきを持ち寄り

当時の状況を再現。命は助かっても被爆した熱さ、痛さなどによってまるで

ゾンビのように歩く広島市民の人々。熱さから逃れようと川に入り、命を落

とすもの…当時の地獄絵図のような様子をまざまざと描きます。映画のなか

で被爆者でもある生徒の一人が「被爆者の気持ちをもっと知ってほしい」と、

悲痛な叫びで訴えています。 

 時が経過するとともに人々の記憶は薄れていってしまいます。そして当時

の惨状を知らない人も大勢います。また、原爆投下で命が助かっても、被爆

での後遺症が残り、現在もなお苦しんでいる人もいます。 

 実際に原爆の脅威を経験した人たちが、その惨事を映画をみる人々に伝え

ようとただ手弁当で演じたからこそ、この映画には訴えかける力があります。

そして世界の人々に核の悲惨さを現在もなお忘れさせることなく、衝撃をも

って伝えてくれています。この映画を組合事務所で見た私たちの心にも…。 

 原爆投下当時に撮影されて残されたこの映画は、大変貴重な日本の財産の

ような映画であると映画を観て感じました。    

（執行委員 Ｔ） 
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コロナ禍の旅行業の現状について 
元組合員 Ｄ 

 

昨年のちょうど、いまごろだったと思うが管理職ユニオン関西の仲村さんから突

然、電話があった。 

「元気にしてるか？札幌行きの航空券を取ってくれ」。「北海道までなぜ行くんで

すか？」。 

「関生の支援組織を作りにや」。仲村さんらしいと思った。 

 わたくしはユニオンの元組合員で、今は京都で旅行業をしている。組合事務所が

京都にあったころはユニオンの京都事務所に間借りしていた。そして現在は自宅を

事務所代わりにして、もうかれこれ１５年以上、仕事をしている。 

 先日、その仲村さんから「最近の旅行業や観光業の現状について書いて欲しい」

という依頼があり今回、機関誌に掲載することになった。そこで旅行業界の現状に

ついて思いつくままに書き出してみよう。 

 先日、「緊急事態宣言」下に関西国際空

港に行く機会があった。関空発のフライト

はハワイのホノルル行き、中東ドバイ行

き、シンガポール行きの３便だけ。空港内

は閑散を通り越してゴーストタウンのよう

だった。新聞やテレビではチェックインカ

ウンターで働いていた職員がコンビニ弁当

を作る工場に出向になった話や大手旅行会

社 HISが立ち食い蕎麦の店を始めたことな

どが雇用を守る「美談」として報道されて

いたが、果たして雇用を守ることにつなが

るのだろうか？バブルが弾けた頃、日の当たらない狭い部屋に追い込んで辞めさせ

るという「リストラ部屋」が問題になったが、食品工場や蕎麦屋で働かせるのは

「おだやかな」退職勧奨のように思えて仕方ない。旅行や観光の仕事に憧れて入社

した若者が今後も蕎麦屋で働いていけるだろうか。 

 ところで、つきあいのある他の旅行会社の役員や社員に話を聞くと仕事が無いの

で雇用調整助成金で何とか食いつないでいるところがほとんどだ。そしてボーナス

がまったく出ないので住宅ローンだけでなく教育費にしわ寄せが来ている。「お父

さん、わたしは塾の夏期講習に行かなくていい。自宅でがんばる」と娘に言われて

泣きそうになったと言っていた知人がいた。コロナ禍でさまざまな格差の拡大が問

題になっているが、一番は子どもたち（の教育）とその未来に悪影響が出ていると

思う。 

 さて観光業界といえば GOTOトラベル。現在 GOTO事業は休眠中だが事務局は存続

している。そして事務局には委託費（人件費）が今も税金から支払われている。で

は、その事務局は現在、何をしているかというと旅行会社や旅館、ホテルに対する

アンケート（月１回、経営状態を確認する質問がメールで来る）や不正受給が行わ

れていないかの確認作業。従ってほとんど仕事らしい仕事はしていないのではない

かと思う。 

 コロナ禍が収束後、観光業、特に外国人を受け入れるインバウンドやカジノを国

の新しい基幹産業にしたいがため国は大手旅行会社を GOTOによって何とか存続させ

ているのだと思う。 
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 その GOTOトラベルでは実施期間中、旅行代金が最大３５％引きになった。現在

GOTO割引は行われていないが、それでもホテルや旅館の値段は大幅に暴落して、か

なり安く泊まることができる。２割引、３割引は当たり前。先日、大阪市内のビジ

ネスホテルで１泊「１」円。というところを見つけた。GOTOの弊害でホテルや旅館

は今後しばらくは高い宿泊料金を設定できず、ますます経営が苦しくなると思う。 

 また海外に関するエピソードも紹介したいと思う。先日、ある東南アジア系の会

社から資料が届いた。目を通すと「ベトナム人救援セット」。関空からハノイまで

の片道航空券とハノイ空港近くのホテルに２週間「隔離滞在」する宿泊代がセット

になったプランで、一人２９万円。ちなみにベトナム人の若者が研修生として日本

に多くやってきた当時（２、３年前）はハノイから日本までわずか片道５，６千円

だった。いまベトナムに帰ろうと思うと、その６０倍の旅費を払わないと帰国でき

ない。こんな事情から外国人研修生の不法滞在が増えているのだと思う。 

 旅行業界、観光業界をさっと見渡すとこんな状態だろうか。わたくしの現状だが

今年に入って社会全体がコロナ慣れしてきたせいもあるのだと思うがＶ字回復して

きた。これも思い起こせば仲村さんが札幌行きのフライトを予約して

くれたのが、きっかけだったのかもしれない。昨年の４、５、６月

は本当に売り上げが無くこの先どうなるのだろうかと心から途方に

暮れていた。そんな時に電話があったので非常にうれしかった。い

まこの機関誌を読んでいる組合員の方の中にも目先真っ暗という状

態の人がいるかもしれない。小さなきっかけが大きく状況を変えるので焦らず慌て

ずに未来を信じて欲しい。ユニオンでは、よく「連帯」ということがいわれるが

「連帯」とは決して大きな、大袈裟なことではなく隣にいる人へのちょっとした気

づかいや身近な人への心配りから始まるものだと思う。昨年、仲村さんが心配して

電話をかけてくれたようなことの積み重ねが仲間だけでなく世の中を大きく動かす

のだと思う。 

 

6.6「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」に参加  
 

６月６日、大阪市内のうつぼ公園で「老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」

が行われました。集会には約１３００名（主催者発表）が参加し、「老朽原発再稼働を

許すな！」の訴えをしながら、公園から御堂筋に出て難波までデモをしました。管理

職ユニオン・関西からも６名が参加しました。連帯ユニオン関西ゼネラル支部も参加

しました。 

  集会では主催者挨拶に続き、老朽原発 40 年廃炉名古屋訴訟市民の会、東海第二原

発の再稼働を止める会、原発賠償京都訴訟原告団、放射能ゴミ焼却を考えるふくしま

連絡会などからの発言がありました。関西の各府県からの方々も多く発言されました。 

労働組合として“フォーラム平和・人権・環境”の方、全労連の方、おおさかユニ

オンネットワ ークからの連帯あいさ

つもありました。集会決議が採択され、

うつぼ公園から東行して御堂筋に出

て御堂筋を南下するデモでした。 

６月２３日 、関西電力は美浜３号

機（運転開始から４４年）を再稼働さ

せました。私たちは、引き続き廃炉・

原発を無くす運動を闘っていきまし

ょう。 
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連帯ユニオン近畿地本、関生支部ほか 2 分会、その他１５労働組合

による茨木市長に対する申入書提出！  茨木市長に回答求める！ 

不当労働行為企業を『公共事業の指名から排除』する旨の 

大阪府知事の回答（1973年､昭和 48年）を踏まえて 

 

大阪府茨木市に所在する企業“ナニワ生コン”では、組合の争議行為を理

由で逮捕された組合員を 2018 年 10 月懲戒解雇しました。同じく“藤原生

コン運送”は、組合差別による就労をさせないという組合間差別を行いました。 

いずれも不当労働行為として大阪府労働委員会に申立てをしました。ナニワ

生コン事件は、昨年９月 28日、①懲戒解雇をそれぞれ無かったものとして取り

扱い、両組合員を現職又は原職相当職に復帰させること、②両組合員の雇用・労働条

件に対する団体交渉に誠実に応じること、③不当労働行為を繰り返さないと明記した

文書の交付すること、とする完全勝利の命令が出ています。 

藤原生コン運送事件は、昨年３月 26 日、①別の労働組合の組合員と同程度の頻度

で雇用就労させなければならない、②再度就労させるまでの間、就労していれば得ら

れたであろう、賃金相当額の６割を支払わなければならない、③組合が平成 30 年７

月４日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない、④今後、このような行為

をしないという旨の文書を、労働委員会が指定する場所に掲示するように会社に命じ

る、との勝利命令が出ています。両会社とも、命令の履行義務があるにもかか

わらず中労委に再審査をしています。 

関生支部は、６月２４日、茨木市に対する下記の内容の申入書を提出し

ました。管理職ユニオン･関西も申入れ組合として名を連ねました。 

           （書記長 仲村） 

  

 

申入書「不当労働行為企業の公共事業への参入について」 

 

前文、１、２、３項は、略します。 

４項 下記に記しているのは、「不当労働行為企業を『公共事業の指名から排除』」す

る旨の大阪府知事や大阪市長の回答です。大阪府や大阪市の回答を踏まえた茨木市の

回答を求めます。 

（１） 不当労働行為企業を「公共事業の指名から排除」する旨の大阪府知事の回答 

回答公聴７５号 昭和４８年７月２４日  大阪府知事 黒田了一 

総評全国金属労働組合  大阪地方本部 委員長 伊藤国治殿 

記  

 １．～４．  略します。 

（２）大阪府公聴第６号 １９７７.４.７  

前半部分は、略します。 

また、公共事業における工事契約につきましては、建設労働及び環境保全に関する法

令等に違反することがないよう行政指導に努めているところでありますが、関係行政

機関等から法令違反等の告発、処分通知があった場合は、一定期間指名から排除する

等の厳正な措置を講じております。 大阪府知事 黒田了 

（３）建設工事に当たり、不当労働行為企業の「指名留保」をする旨の大阪市長の回

答 大阪市総務第７８６号 １９７７．３.１８ 
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本市においては、中小企業の保護育成のため工事発注、物品購入、その他の契約に当

たって、その受注の拡大のため積極敵に努力を重ねています。特に建設工事の施工に

あたっては、建設業法、労働基準法等関連法令を順守するよう、毎年入札参加資格承

認時に有資格者全員に対し「建設工事の適正な施工の確保について」を通知すること

により、その周知徹底を図っています。なお、関係法令に違反する行為があり労働基

準局等主務官庁から通知があったときには、指名保留等の厳正な措置を含め、違反を

おこさないよう指導を行っています。     大阪市長 大島 靖 

 

上述した１項から４項までの要請について、茨木市の回答を求めます。お忙しいとこ

ろ申し訳ありませんが、1 ヶ月以内に文書で回答してくださるようお願いします。な

お、回答の文書は、日程調整のうえ、茨木市役所庁舎内で手交していただきたいこと

を申し添えます。 

 

関生裁判予定 
７月 ８日（木）１０時 和歌山広域協組事件 和歌山地裁 

７月１２日（月）１１時 加茂生コン控訴審 大阪高裁 

７月１３日（火）１０時 大阪・滋賀併合事件 大阪地裁 201号法廷 

武委員長判決公判 

「裁判所は、普通の組合活動を犯罪にするな！」7･13行動 
  ● ８：３０ 座り込み突入集会・裁判所ビラまき 

  ● ９：１５ 大法廷傍聴抽選 

  ●１０：００ 判決 

  ● ８：３０～公判終了まで、大阪地方裁判所前公園（西天満若松公園） 

  ●公判終了後、公園にて公判報告集会 

  ※大阪広域生コンクリート協同組合の悪４人組が傍聴動員をかけます。我が方

もこれを上回る参加を、傍聴券抽選まで（９時５０分には終わる）の協力を

お願いします。 

 

ドキュメンタリー映画『私はチョソンサラムです』 
植民地と分断の歴史を生き、今も残る日本社会の差別の中で、なぜチョソンサラム（朝

鮮人）として生きようとするのか。 

世界で最も優しくて強い人たち     

私たちが知らなかった強い人たち在日朝鮮人・・・ 

 

日時 ８月１４日（土） 
①１０～１１：４０  ②１２：３０～２：１０  
③３：００～４：４０ ④５：３０～７：１０ 

場所 東成区民センター 

（地下鉄「今里駅」下車、２番出口から徒歩 3分） 

前売りチケット：１，０００円 組合事務所にありま

す。 

※ＹｏｕＴｕｂｅで『私はチョソンサラムです』を検

索すると、予告編と昨年秋の全国ロードショーの記録

映像が見ることができます。 
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新入組合員学習会報告 
 6月 26日(土)14時から、ユニオン事務所で 4名の組合員参加と執行委員 2名で「不当労働

行為について」学習会を行いました。労働組合法第 7条の 1～4項の、使用者の労働組合や労

働者に対し、してはいけない行為を「不当労働行為」として禁止している条項の説明を具体

的な事例を紹介しながら行いましました。また、労働委員会の本来的機能は、労働組合を団

結権侵害から迅速な手続きで救済する行政裁量による原状回復をなす機関であること、現状

は制度疲労していること、申立件数が減少しており申立件数がゼロの件もあること、個人加

盟ユニオンの申立てが増加している現実の話もしました。参加組合員の自己紹介もかねて自

らの事例報告をしてもらい、交流も深めました。            （仲村） 


