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ﾀﾞｲｶﾝ今井ロジ裁判（降格･減給、出向無効確認） 

7月 2７日、大阪地裁で和解 

第１１回弁論準備手続き調書（和解）          大阪地裁第５民事部 

第３ 和解条項 

 １ 原告と被告は、原告が本日付で、被告を会社都合により合意退職したことを

相互に確認する。 

 ２ 被告は、原告に対し、本件解決金として５１０万円の支払い義務があること

を認める。 

 ３ 被告は、原告に対し、前項の金員を、令和３年８月３１日限り、（弁護士の預

かり口座）に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担

とする。 

 ４ 原告はその余の請求を放棄する。 

 ５ 原告と被告は、原告と被告との間には本和解条項に定めるもののほか何らの

債権債務がないこと（ただし、令和 3年 7月分の賃金債権を除く。）を相互に

確認する。 

 ６ 訴訟費用は各自負担とする。 

 

和解内容の説明 

・課長から役職無しの技術職への降格による減給分（150,750円

／月）をほぼ支払わせた。退職金についても、課長職時の算

定基礎額を認めさせた。 

・大阪府労働委員会で争っている不誠実団交、団交拒否の不当労働行為事件は、組

合（管理職ユニオン・関西）が申し立て争っているものであるので、この和解内容

に入れなかった。よって、次回（8 月 31 日 13時）労働委員会で、取り下げ条件と
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して、次頁の謝罪文提出要求をします。要求を受け入れなければ、審問、命令まで

労働委員会は継続します。 

管理職ユニオン・関西  

執行委員長 北村庄司 様 

謝罪文書 

当社は、貴組合が申し入れたＫ･Ｋ組合員に関する出向先での労働環境・労働条件

の団体交渉を拒否したこと、未払い賃金について団体交渉を誠実に行わなかったこ

とについて、深く反省し謝罪します。 

Ｋ･Ｋ氏は退職しましたが、社員である労働者に対して、今後、一方的な労働条件

の変更は行わないことを誓約します。 

２０２１年  月   日 

ダイカン今井ロジ株式会社 代表取締役社長 宇都英樹 

 

報 告                 組合員 Ｋ・K 

 

２０１９年９月１０日に突然の自宅待機を言い渡され、２０１９年

９月２７日の聞取り調査において、歴代の社長が輸送費を決定したに

も関わらず、本社ダイカン株式会社の中小型ドラム缶のコスト抑制は

認めながら、２００リットルドラム缶の輸送費の高騰分を私に責任を

押し付け、損害を賠償するよう言われました。そして、２０１９年１０月１日付けで

技能職（現場職）へ降格、１５万円以上の減給された給与辞令を渡され、反証、反論、

説明はまったく聞き入れず、再び自宅待機を言い渡されました。 

２０１９年１０月に管理職ユニオン・関西へ加入し、団体交渉を重ねましたが、損

害賠償の件はなくなりましたが、降格・減給はただの人事異動と話は変わり、清水氏

は社長就任２か月半にも関わらず、私の３年前の配車業務事象なども持ち出し、自ら

の出した処分を正当化しようとしました。 

２０２０年１月からダイカン枚方工場へ減給の上、技能職として出向させられ１年

半以上、裁判で闘ってきましたが、先日２０２１年７月２７日に会社と和解が成立し

ました。 

給与未払い分はすべて回収できましたが、会社から、また私の人生を狂わせた清水

氏本人（降格･減給された当時のダイカン今井ロジ㈱の社長）からの謝罪はまったく

ありません。 

私に時間と金銭的余裕があれば、最後まで闘って白黒つけたかったのですが、今回

このような結果になりました。組合として行っている不当労働行為の団交拒否、不誠

実団交事件の中で「謝罪文書」を取りたいと考えています。 

裁判での証言、陳述書などご協力いただいた社員の方々、協力会社の皆さま、また

仲村書記長をはじめご尽力いただいた管理職ユニオン･関西の皆さま、ありがとうご

ざいました。                            以上 
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海外赴任命令､そして相談･加入し団体交渉を持ちました 

                   組合員 Ｋ・Ｆ 

 

初めまして、６月 16 日に組合に加入しましたＫ･Ｆと申します。 

 

【加入のきっかけ】 

加入のきっかけは、会社側（サムティ株式会社と言います）より強制的に海外赴任

を命じられたことによります。経緯は次のようになります。以前より自らの持病と家

族の都合（高齢の母親の面倒を見なければならない）により海外赴任は出来ない、と

会社側に伝えていたにも関わらず、６月９日急に上司である担当取締役に呼び出され 

「翌日６月 10 日の取締役会にて、藤澤を海外子会社へ出向させる決議をする」かつ

「君に拒否する権利はない」と言われました。さらに翌 10 日に実際に取締役会決議

され、かつ、その旨が全社的に公表されました（今思うと取締役会決議と全社への公

表は会社側に逃げ道を塞ぐ意図があったのだと思います）。 

６月９日時点では頭が真っ白になっていたのですが、家族と相談したところ、「拒

否する権利はない」というのはさすがにおかしいのでは？という話になり、どこか相

談先を探していたところ管理職ユニオンに思い至りアクセスしてみたわけです。 

ちなみに管理職ユニオンのことは 20 年以上前から知っていました。当時は別のブ

ラック企業に勤めていた関係か、ちょうどその頃雑誌等で掲載されていた管理職ユニ

オンの紹介記事等を興味深く読んでいたからです。管理職だからと言って必ずしも労

働基準法上の管理監督者であるわけではないということもその頃に学びました。 

また、海外くらい行けばいいじゃないか、という意見もあるかと思いますが、さら

なる悪条件として海外子会社の社長がいわゆるサイコパス・クラッシャー上司と言わ

れる人で、過去２年間で、海外赴任の公募に３名応募し、実際海外赴任した人たちが

数か月持たずに「無理です。帰国させてください。」と嘆願してくるくらいのクラッ

シャーぶりらしいのです（その後一人は鬱を患い、もう一人は退職しました）。 

６月 14 日、管理職ユニオンに伺い、そういった経緯を仲村書記長に相談させてい

ただいたところ、親身になって聞いていただき、加入を勧めていただいたことで加入

を決断しました。 

 

【団体交渉】 

一度目の団体交渉は 6 月 30 日でした。協議事項は出向の取消要請。会社側からの

出席者は会社側の顧問弁護士事務所からの弁護士３名のみでした。６月９日の対応も

そうですが、誠意のない会社です。会社側の意思決定者がいないわけですので交渉は

30 分程度で終了しました。組合員の方が遅れて参加いただく予定だったのですが、

その方が来られる前に終了してしまうほどの短時間です。 

管理職ユニオンに加入させていただくまで、団体交渉をすること、自らが当事者と

なるような団体交渉をすることが自分の人生であることなど想定しておりませんで
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したので、始まる前は幾度も経験したことのないような不安感でしたが、終わってみ

れば相談時にあれほど温厚だった仲村書記長の武闘派ぶり（失礼な言い方で恐縮です）

に対する驚きの方が強かったです。事前に仲村書記長が「個人で話し合うのと団体交

渉は全然違うから」と仰っていたのが実感として分かりました。 

二度目の団体交渉は 7月 15日。今度は会社側からの出席があるかと思いましたが、

二度目も弁護士３名のみでした。二度目の団体交渉も 30～40分程度で終了しました。

どうも会社側からは出席する意思がないようです。そもそもサムティ株式会社の役員

（特に当該団体交渉に出るべき役員）は内弁慶な人たちです。（6 月 9 日に私に「君

に断る権利はない」と言ってきたように）社内向けには居丈高ですが、外部交渉とな

るととたんに涙目・腰砕けになることがこれまでも結構な頻度でありました。誠意が

ないというよりは怖がっているのだろうと思います。多分、仲村書記長の一喝で涙目

になると思います。 

三度目の団体交渉は８月 26日ですが、会社側の出席者が誰なのか注目です。 

 

【組合に加入して良かったこと】 

・６月 26日に組合員学習会があり、参加者の方々のそれぞれの状況を聞く機会があ

りました。状況はそれぞれでしたが、同じような境遇で

皆さん頑張っておられることに勇気づけられました。 

・仲村書記長や執行役員、団体交渉に参加いただいた組

合員の方、無条件に私の味方をしていただける安心感は

加入しなければ得られないものでした。 

・仲村書記長や執行役員の方々がとても精力的であるこ

と。自身の年齢が 50 才で人生の下り坂を意識していたのですが、まだまだ頑張ら

ねばと考えるようになったことも収穫です。 

 

 

現在、取り組み中事案 

 

○Ｋ、Ｙ、Ｏ（日本フッソ工業） 

(1)Ｋ組合員の懲戒処分（減給･降格→次長か

ら課長へ）：懲戒解雇無効確認で大阪地裁で

係争中。10 月 7日（木）13:30から証人尋

問、傍聴に協力を。 

(2)中央労働委員会で、団交拒否事件で大阪府労委命令（協議事項の 3項目中 2 項

目の勝利）。双方、負け部分の再審査申し立で中労委調査中、次回 8月 18日

（水）14時から。 

 (3)Ｙ・Ｏ組合員の昇格差別問題で団交拒否→不当労働行為で大阪府労委で係争 
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中。次回 9月 1日（水）11時から。 

〇Ｕ（山本工業）未払い賃金請求で、大阪地裁で係争中。 

○Ｍ（ディーンモルガン）降格・減給。労働審判で和解不成立→本訴へ。 

〇Ｋ･Ｋ（ダイカン今井ロジ） 

(1)出向先の労働環境問題で団交拒否、未払い賃金問題で不誠実団交の不当労働

行為で大阪府労委で併合事件として係争中。次回 8 月 31 日 13 時から調査。 

（2）降格・減給、出向に対し、出向解除・課長の地位確認で、大阪地裁で和解が

成立。 

○Ｔ（イズミヤ）病気をかかえていることに対する配慮問題、および嫌がらせ問

題。組合員を名乗り、質問書を準備。 

〇Ｎ（丸一運輸） 

(1) 仕事取上の不利益扱いで不当労働行為申立て。(2)就業規則の賃金規定での

未払い手当の団交拒否で不当労働行為申立て。それぞれ 8 月 17 日 15時から。 

〇Ｍ、Ｓ（国分病院） 

ＷＥＢ導入規定を作り、事務職に導入のためのサテライトステーションを設

けテスト勤務を開始している。 

〇Ｉ（山田コンサルティンググループ）年俸減額。裁判準備で訴状検討中。 

〇Ｈ（ユニチカ）６５才後雇用問題で要求書提出団交。第 2回団交 8月 30日 

〇Ａ（日本管財）職種変更･移動は、異議申し立てをして応じた。「今回の異動に関す

る事実と私の求め」の書面に基づく、団交を行うために準備中。 

〇Ｋ（五十鈴観光）店長として個人的な責任がないのに始末書提出を言われてい

る。団交を 8 月 2 日に行う。 

〇Ｆ（サムティ）会社の事前通知もなしの一方的な海外出向辞令、撤回を求めて団

交２回開催。次回第３回団交、8月 26日（木）18 時。 

〇Ｃ（大阪府看護士協会）パワハラ、復職後の職場配転問題。7 月 28日(水)の団交

で、①パワハラ委員会を早急に開催せよ→申請用紙を担当（社労士、弁護士、学

識経験者）者に郵送する。②図書室配属の撤回と看護師職の職場を復職にあたっ

て準備することは、検討しないとの回答→不当配転等の問題として今後の対応を

考えていく。③休職中の給与・賞与は、私病として規定通りの回答→パワハラに

よる業務に起因する休職であると考えているので納得していないと表明した。 

○Ｏ（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

決後の控訴審で有利に展開し、和解の話が出ている。 

 

※現在、職場で問題が起こってない組合員の方は、近況報告を記事（ワードかテキ

ストで）にしてお送りください。 
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組合員学習会「不当労働行為について」 

 

不当労働行為救済制度は、憲法で保障された団結権等の実効性を確保するために、労働組

合法に定められている制度です。労働組合法第７条では、使用者の労働組合や労働者に対す

る以下のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。 

<不当労働行為として禁止される行為は、以下の１～４です> 

１ 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止（第１号） 

イ 労働者が 

   労働組合の組合員であること 

   労働組合に加入しようとしたこと、 

   労働組合を結成しようとしたこと、 

   労働組合の正当な行為をしたこと、 

  を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。 

ロ 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇

用条件とすること（いわゆる黄犬契約）。 

２ 正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止（第２号） 

使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むこ

と。 

   ※使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと   

（不誠実団体交渉）も、これに含まれます。 

３ 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止（第３号） 

イ 労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること。 

ロ 労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。 

   ※組合事務所、掲示板の貸与など、労使合意の上であれば認められる。 

４ 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止（第４号） 

 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対

し再審査の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問

をし、若しくは労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したこ

とを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。 

<労働委員会の本来的機能> 

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。 

制定された労働組合法、労働関係調整法は、①争議ができる組合を前提、②組合内部問

題は対象としていなかった、③組合設立の自由も並存していた。 

・当時は、飢餓状態で生活できる賃金をよこせの要求で、労働組合組織が出来た。 

  ・１９７５年以降、少数組合や組合内少数派の差別事件などで審理が長期化・遅延する

ようになった。 

  ・１９８７年の国鉄分割民営化によるＪＲ関連事件で一段と悪化するようになった。  



7 

 

併せて不当労働行為命令に対する行政訴訟での取消も発生した。 

現状の労働委員会の問題点として 

・裁判所的「中立・公正」の考え方の審理指揮になってきた。行政訴訟で裁判所に不当

労働行為命令内容が取り消されないようにするため、救済水準が落ちてきていると言

われている。 

・制度疲労している → 簡易、迅速、安価（労働者自身で出来る）の労働委員会が機

能しなくなっている。団交拒否事件でも、命令交付まで長期化していることが増えて

いる。 

・不当労働行為申立がゼロの県が増えている。申立件数は、個人加盟ユニオンで増えて

いる。以下、申立件数。1965年:1698件、1970年:1554件、1974年:2249件、1985年:689

件、2012年:463件、2017年:285件 

<私の実践的活用論> 

・不利益扱いなどの争いの戦術の一つであり、組合員も当事者として参加できる。 

・団交拒否（不誠実団交も含む）の場合の圧力として、会社を労働委員会に引っ張り出す。 

 ・和解をねらうための戦術の一つとしての救済申立、労働委員会の委員から会社を説得し

てもらう。 

・仮に、裁判に負けても争議続行のための係争状態を確保するための申立もある。 

<係争中の事案> 

学習会参加のＮ組合員（丸一運輸）の、①業務取り上げによる不利益扱い救済申し立て事

件と、②就業規則の賃金規定記載の未支給手当の要求に対する団体交渉拒否事件の紹介

と解説、質問・意見交換をしました。 

 

追加として、民事・刑事免責の説明をしました。 

刑法３５条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定されています

が、この点に関し、労組法１条２項は、「刑法第３５条の規定は、労働組合の団体交渉その

他の行為であって、前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用がある

ものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈

されてはならない。」と定めています。 

① 正当な争議行為は正当な組合業務（行為）として罰せられない（労組法第１条２項、刑

法第３５条）。 

② 争議行為をしたことによって生じた損害に対して損害賠償を請求されない（労組法第

８条）。 

③ 争議行為を行ったことを理由に解雇されたり不利益な取扱いを受けたりしない（労組

法第７条１号）。 

 

６月２６日、新入組合員学習会で報告した内容です。   書記長 仲村実 

 

※大阪労働者弁護団編集の「活用しよう 労働委員会 理論と実践 Ｑ＆Ａ」（232 頁）の書籍

が事務所に数冊在庫があります。購入して学習してください。 
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関西地区生コン支部武委員長に不当判決！ 

懲役 3年、執行猶予 5年 

   

7月 13日、大阪地裁において、関生支部武委員長に対し、懲役 3年、執行

猶予 5年との有罪判決が出ました。 

警察・検察は、滋賀県のフジタの工事現場に対するコンプライアンス活動、

セメントステーション等におけるストライキ、タイヨー生コンからの会館建設カンパを、そ

れぞれ「恐喝未遂」、「威力業務妨害」、「恐喝」事件として武委員長を逮捕し、641日の

長期にわたって勾留しました。今回の判決は、コンプライアンス活動、ストライキについて

有罪とし、会館（学働館）建設カンパについては無罪とする内容です。労働組合の当たり前

の活動を違法とする許しがたい判決です。今後控訴審での争いとなりますが、今回の大阪地

裁判決の内容についいて、以下簡単に紹介しておきます。 

１ フジタの工事現場に対するコンプライアンス活動 

 裁判所は、「個々の態様は穏当なものであったとしても、また、個々の組合員が先行する

大阪高裁の星山決定によって違法性がないと信じていたとしても、コンプライアンス活動が

4か月にもわたって執拗に繰り返されてフジタの負担になった」等として、「総合的に判断

すると、一連の行為は恐喝行為に当たる」としました。信じがたい判決です。恐喝行為の特

定すらせず、「総合的判断」でごまかしているのです。つまるところ、コンプライアンス活

動が「フジタの負担になった」から有罪だと言っているだけです。しかし、そもそもフジタ

がコンプライアンスを遵守していれば何ら負担にはならなかったでしょう。フジタが労働安

全衛生法や道路運送車両法など労働者や住民の生命や安全を守るための法令を軽視し、違反

をたくさんしていたからこそ、その是正に負担がかかったわけです。 

 コンプライアンス活動は、関生支部の活動の一つの柱です。阪神淡路大震災の際に高速道

路を始め多くのビルなどが倒壊し、多数の死傷者を出しました。その一因となったのが、粗

悪なコンクリートでした。高度経済成長期には、安かろう、悪かろうで、水増ししたコンク

リートや、塩分を含んだ海砂を使用したコンクリートなどが平気で使われていました。その

ため、コンクリートの強度が不足していたり、鉄筋が塩分でボロボロになったりして、地震

に耐えられなかったのです。関生支部は、それ以来、同じような被害を出さないために、そ

して生コン業界の信用を高めるために、コンプライアンス活動を一つの軸としてきたので

す。これを有罪とするということは、裁判所が関生支部の重要な活動を封じるということで

す。 

２ セメントステーション等におけるストライキ 

 裁判所は、「現場の行動は平和的説得の範囲を超えている」、「対象となった企業に組合

員はおらず、労組法の使用者には当たらないから正当行為としての刑事免責の対象外」等と

して、威力業務妨害だとしました。しかし、そもそもストライキを含む争議行為とは「業務

の正常な運営を阻害するもの」（労調法）に他ならないのであって、「平和的説得」の範囲
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に留まるものではありません。また、「組合員との間に雇用関係がなければ労組法上の使用

者とは認めない」という判断は、産別労働組合の否定に他ならないと考えます。産業別労働

組合にあってはその産業に属するすべての会社が使用者に当たり得ることはいわば同義反復

であって自明です。もちろん、現実に労組法上の使用者性をどのように判断

するか、どのように線引きをするかは難しい問題をはらむとは思いますし、

今のところ定説もないとは思いますが、少なくとも「雇用関係がなければ使

用者に当たらない」と切って捨てて良い問題ではないと考えます。裁判所が

産業別組合についての労組法上の使用者性という問題に真剣に向き合ったと

は到底考えられません。今回の判決は、関生支部の活動を大幅に制限するものです。 

 ３ タイヨー生コンからの会館建設カンパ 

裁判所も指摘した通り、武委員長が恐喝行為を行ったと認めることができる証拠は何もあ

りませんでした。ですから、無罪は当たり前です。むしろ、何の証拠もないのに、武委員長

を逮捕し、長期勾留し、起訴した警察・検察の責任が厳しく問われなければなりません。 

ともあれ、今回の判決は、単に武委員長を有罪としたということに留まりません。裁判所

は関生支部の中心的活動を犯罪だと断じ、労働運動の在り方に重大な制約を加えたのです。

今後控訴審での闘いが続くことになりますが、絶対に覆していかなければなりません。 

裁判所座り込み行動に 400名が結集 

武委員長の判決にあたって、全国から 400名も

の支援者が駆け付け、裁判傍聴と座り込み行動を

行いました。管理職ユニオン・関西、関西ゼネラ

ル支部からも多数が参加しました。行動は約 3時

間に及び、全国の支援者が続々とアピール。そし

て、最後は武委員長が、今回の弾圧は憲法 28条

を空洞化するものに他ならないと指摘し、闘いは

これからであり、全力で闘い抜くとの決意を表明

されました。     （執行委員 大橋直人） 

弁護団声明 

関生支部武建一委員長に対する２０２１年７月１３日判決について 

２０２１年７月１３日 

関生支部弁護団 

 本日７月１３日、大阪地方裁判所第１１刑事部は、武建一関生支部委員長にかかる威力業

務妨害・恐喝未遂・恐喝被告事件について、懲役８年の求刑に対して恐喝事件を無罪とした

上、懲役３年、執行猶予５年を宣告した。 

 しかし、本判決には、以下に述べるとおり、いくつもの大きな誤りがあり、すべての事件

が無罪とされるべきであった。 

 

威力業務妨害事件について 
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 威力業務妨害事件については、Ａ元副委員長、Ｎ執行委員に対して、昨年１０月８日に本

日と同じ裁判所が判決を言い渡していた。先の判決にはその産業別労働運動の無知・無理解

に対して労働法研究者などから広く批判が寄せられていたが、本日の判決は先とほぼ同旨の

内容の判決であった。 

 被告人らの行為について、弁護人が労働組合活動としての正当性を主張したのに対して、

判決は被害者とされる企業には関生支部組合員が雇用されていないから、争議行為の相手方

となる使用者と認められず、違法性が阻却される余地はないとした。そのため、関生支部が

企業に協力して、中小企業の大同団結を勝ち取りその結果として生コン価格が大幅に値上げ

されたにもかかわらず、それが生コン輸送運賃の値上げや労働者の雇用・労働条件に反映さ

れることがなかったため本件ストライキに至ったという、経緯・経過の一切について判決は

言及しない。 

 しかし、労働組合員との間に雇用関係がなければ労組法上の使用者と認めないという本判

決は、労働組合の活動を企業別・企業内に限ろうとするものである。企業別･企業内以外の労

働組合も憲法が団結権・団体行動権を保障する労働組合であることを本判決は否定している。 

 

恐喝未遂事件について 

 判決は、労働者や近隣住民の生命・身体をも危うくしかねない工事現場の法令違反を指摘

するなどした組合員の一つ一つの行為については判断・評価することなく、すべては施工者

であるゼネコンに強い圧力を加え、生コン協同組合の員外社から員内社に生コン供給業者を

変更させるために行われたから、恐喝行為に当たるとした。そして、一連の行為を全体とし

てみると、対応に追われたゼネコン関係者の負担は重いなどとして、不公正な競争を排除す

る目的があっても正当化できない、公益に合致する結果を伴うとしても行為が正当化される

ものではないとした。 

 この判断も、産業別・職業別労働組合が、大企業との関係で従属的立場におかれている中

小企業協同組合と協力して行う産業政策運動の意義を見ようとしないものである。 

 判決は、ゼネコン関係者の負担を理由に、ゼネコンなどの労働安全衛生法令や道路運送車

両法などに違反する行為を免罪している。それだけでなく、中小企業等協同組合法が協同組

合に独禁法の適用を除外した趣旨を無視している。判決は、ゼネコンなどによる生コンの買

い叩きを許し、結果として品質不良生コンが社会インフラに使用されることを助長する。ま

た、生コン買い叩きが帰結する生コン産業で働く者の労働条件の悪化、労働者の地位の低下

にも沈黙している。 

恐喝事件について 

 恐喝事件が無罪とされたことは当然のことである。判決が指摘したとおり、武委員長とＹ

副委員長が恐喝行為を行ったと認めることができる証拠ははじめから何も存在しなかった。

問題は、それにもかかわらず、あえて関生支部の委員長と副委員長が恐喝罪で逮捕起訴され

たことである。 

 もともと、前述の恐喝未遂事件同様に関生支部と共謀して企業を恐喝した疑いがあるとし

て、本件の「被害者」とされている会社の代表者が警察から取り調べを受けていた。その取

調べの中で、同社が関生支部に１０００万円を寄付していたことが警察に判明した。そして、
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同社代表者は被疑者とされた恐喝事件では立件されず、かえって関生支部委員長・副委員長

を恐喝の加害者、同社を恐喝の被害者とする事件がつくり出されたのである。 

 

 一連の弾圧は、関西一円の府県警がゼネコンや大阪広域協と連携して、労働組合つぶしを

企図したものである。本日の判決はそのことを認めなかった。しかし、恐喝事件の無罪判決

は、関生支部組合員に対する一連の大規模な弾圧が、犯罪とすべきでないものを犯罪として

つくり出された弾圧であることを端的に示している。 

 弁護団は、判決に対して、即日、控訴した。武委員長をはじめ被告人とされた全ての組合

員の無罪を勝ち取るまでともに闘い抜く所存である。              以上 

 

乱鬼龍さんが、7・13武委員長判決日の集会に、“ゆるせんべい”と、権力

弾圧許さんと書いたティッシュペーパーを送ってくれました。 

 

東京の友人である乱鬼龍（川柳名:らんきりゅう）さんから、７月 7日

か 8日に電話があった。７月１３日の関生武委員長の判決日に“せんべ

い”送るから配ってくれるかというのである。乱さんは、左翼界では結構

有名な川柳家である。「仲村さん、関生弾圧ゆるせんべい」というダジャ

レで、これから何人かで作って前日の１２日に管理職ユニオンに送るから、集会場で配って

くれという。簡単に引き受けてしまった。 

１２日に、大きな箱２個が事務所に本当に送られてきた。１３日の朝は、いつもより早い

うえにもっと早く家を出ることになった。ユニオン

事務所から、タクシーで運んだという次第である。

午前の座り込み会場と、午後からの全国会議で完配

となった。乱さん、せんべいのシールはりに協力し

てくれた皆さんありがとう。（書記長 仲村） 

 

 

映画を観よう！ 組合員交流会/映画上映会 

「ファクトリー・ウーマン」（原題：MADE IN DAGENHAM） 

日時：８月２０日(金) 午後７時から   場所：管理職ユニオン事務所にて 

〈あらすじ〉 

 イギリス経済を支える柱になっていたアメリカの自動車会社フォードの

ダゲナム工場で1968年に起きたストライキを題材にした実話。英国ロンド

ン東部の町、ダゲナムのフォード自動車の巨大工場で、男女同一賃金を訴

えて"unskilled worker"とされた熟練ミシン工の女性労働者たちが立ち上

がった。 

 2010年制作、イギリス映画、時間113分、 監督ナイジェル・コール 
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関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会 第 7回例会の案内 

立ち上がったフリーランス!! 雇用化への展望 

日 時 2021 年８月２３日（月）１８時３０分～２０時 

方 法 会場参加と Zoomの併用 

（コロナの状況に応じて会場参加を中止する可能性もあります） 

会場参加：エルおおさか本館７０１号室です。 

参加申し込みは、管理職ユニオン･関西の組合員は、事務所に 

報告：ヤマハ英語講師ユニオンの結成と組織化・雇用化の道 

「私たちは労働者です」をスローガンにユニオン結成 雇用化へ、 

報告者① 清水ひとみさん（ヤマハ英語講師ユニオン執行委員長）、 

報告者② 清水亮宏さん（弁護士・同ユニオン特別組合員） 

参加料は、５００円です。 

連絡先は、電話０６－６９４８－６１０５（暁法律事務所 弁護士 中井雅人） 

 


