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衆議院選挙は、野党候補に投票を 
書記長 仲村実 

 

自民党の総裁が、岸田文雄氏に決まりました。私は自民党の総裁選に興味は

ありませんし、誰がなっても根本的には自民党の政治ですからあまり変わら

ないと“YouTube”でコメントしてきました。自民党内では、菅首相の再選で

は衆議院選挙がピンチだと当選回数の少ない若手の意見がでて、選挙の

顔をすげ替えようということになったのです。この自民党総裁選が

新聞・テレビなどマスコミをほぼ独占し、誰がなれば政治の内容

が変わるかのようにあおったわけです。でも変わるわけないです。 

１０月４日、岸田氏を内閣総理大臣（首相）にするための臨時 国会が

開かれます。コロナ感染症対策をはじめいろいろやることがあったのにです。 

 来るべき衆議院議員選挙の投票は、１０月２１日の現議員の任期満了より後の１１

月７日か１４日と言われています。 

今度の衆議院議員選挙は、一人区での野党候補の勝利が多ければ議員総数の過半数

につながることになります。野党が選挙で過半数以上になればすべてが変わるわけで

はありませんが、今より貧困消滅、労働者の賃金格差縮小、最低賃金のさらなる底上

げ・掛声の同一労働の平等化の手掛かりの展望が出てきます。そして民意を無視した

沖縄辺野古新基地建設は止まるだろうし、原発の新設は出来なくなり廃炉の方向も出

てくることが期待されます。 

私が言ってきた消費税廃止、金持ちから税金を取る累進性の推進、労働者間の雇用

形態の差別をなくし派遣法などの間接雇用を廃止する大きな運動と結びつけば、その

ことを取り上げさせる機会が拡大する可能性も出てきます。 

 組合員の皆さんはもとより、家族や知人友人に投票に行くように、そして野党候補

に投票をするように働きかけましょう。 
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NEW  悪口雑言罵詈讒謗    第 1号 

副執行委員長 稲岡宣男 
 

 

市民連合の今後に希望があるか！ 
  

政権交代の実現に向けて大きな第一歩を歩み出した。９月

８日、東京千代田区の参院議員会館で、次の衆院選挙に向け

て野党共闘を呼びかけている『安保法制の廃止と立憲主義の

回復を求める市民連合』（市民連合）からの強力な提言を受け

て、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、社会民主党の

野党４党が共通政策に合意した。 

 市民連合が各政党を取り持ち、４党の書記長、代表、党首等が署名した共通政策の

場がようやく実現した。掲げられた共通政策は、６項目。 

 

①  憲法に基づく政治の回復 

②  科学的知見に基づく新型コロナ・ウイルス対策の強化 

③  格差・貧困の是正 

④  エネルギー転換と地域分散型経済システムへの転換 

⑤  ジェンダー視点に基づいた自由で公平な社会の実現 

⑥  権力の私物化を許さず公平で透明な行政を実現する 

 

具体的には、新型コロナ・ウイルス禍に乗じた憲法改悪反対、消費税減税、原子力

発電所のない脱炭素社会の追求、選択的夫婦別姓制度や LGBT 平等法の成立、森友・

加計学園問題など安倍･菅政権下で発生した権力私物化の真相究明が掲げられている。

同時に市民連合は各野党に対し｢小異を残して大同に就こう｣と呼びかけた。 

これまで改竄、隠蔽を繰り返し、国会ではまともな答弁を避け続け、新型コロナ・

ウイルス感染が日本中に拡大する中、完全に統治能力を喪失した自民・公明連立政権

の下では、日本国民の命と暮らしは守られない、生き延びるには政権交代が必要だと

いう、国民の悲痛な叫びが聞こえている。国民は、いま自民・公明連立政権とそれを

補完する日本維新の会等による政治に対抗する、大きな政治勢力を求めている。各野

党には、それにどう応えるかが突きつけられている。 

私たちは覚悟を決め、市民と各野党との共闘で闘い抜こう。 

 

管理職ユニオン・関西 第２６回定期組合大会案内 
日時 2021年 11月 28日（日）13時 30分開場、14時開始 

場所 エルおおさか南１０１ 

組合員の皆さん予定に入れておいてください！ 

この写真  の作成者 不明な

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E6%B2%BB
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Ｓ・Ｔさんに出席してもらった 

第 10回執行委員会 
 

９月１８日（土）１０時３０分からの執行委員会にＳ・Ｔさんにも出席してもら

った。 

執行委員会はまず、解決報告と取り組み事案、Ｍさん（Ｓ

クリニック）の一方的な契約解除の団交と金銭解決（機関誌

連載中）。そして組合員歴２３年のＨさんが定年退職をした

こととカンパをいただいたと報告。 

続いて共闘関係と組合内活動報告を、それぞれの担当から

しました。Ｓタクシー㈱から管理職を含む２名、名ばかり取

締役の１名が加入されたことの報告もありました。 

 裁判では和解したが、不当労働行為事件（団交拒否・不誠実団交）は継続している

ダイカン今井ロジ、日本フッソ工業の中労委・大阪府労委の方針を確認しました。執

行委員のＫさんが何の通知もなく５％減給されていたことから、その撤回を求める団

体交渉をすること、執行委員の職場報告もされました。 

確認及び報告事項では、関生支部弾圧への支援関係、関西ゼネラル支部からの報告、

労弁学習会「ワンマン社長とのたたかい方」への参加、コミュニティユニオン全国交

流集会案内、12･5老朽原発このまま廃炉！大集会おおさかの呼びかけ、の確認がされ

ました。 

検討事項は、１１月２８日の定期大会の向けての、総括・方針案、選管選任、大会

開催通知、大会議案決定、立候補受付期間、会計決算・予算案、役員執行部推薦など

の日程確認がされました。 

 今回のメインは、次期書記長予定者のＳ・Ｔさんから、現状報告・抱負を

話してもらうことに時間を取りました。ＴさんからＮＵ東京の昨年１１月定

期大会後の経過報告として、事務所移転、今年１１月の大会後の専従を置か

ないこと、組合活動を他労組の支援を得ながら展開すること、そして「専従

廃止に伴い“失業する”Ｔ書記長は、生活と活動拠点を関西に移して『管理

職ユニオン･関西（ＭＵ関西）』の専従書記長になる予定」と進行しているこ

との報告がありました。抱負については、東京で取り組んでいる「女性による女性の

ための相談会」の経験から、関西でも取り組んでみたいと抱負が述べられました。そ

のパネルをＰＤＦにしたものを午後からの組合員交流会で披露する確認をしました。 

 後は、共闘関係の日程、組織内の日程確認をしました。 

 

１０月の 組合員交流会 

コロナ禍で多人数の企画は控えていますが、上映会と組合員交流会は継続していま

す。ごぶさたの組合員もたまには顔を出してください。 

日時 １０月１６日(土)１４時～１６時  ユニオン事務所にて 
    ・「YouTube」３本（ユニオン関連）を見て意見交換。 

    ・職場からの報告  ・職場の問題があれば参加者で検討をします。 
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ワクチン接種業務の医師は使い捨てカイロ？ 
（中編）              組合員 Ｍ 

 

そして翌日。 

私にこのワクチン案件を持って来たＮドクダーの職員から、「先生、来週

からこの堺工場に来てくれるな、と先方が言ってまして」 

Ｍ 「え？」 

「先生の勤務態度に問題があったから、外れてもらうとか」 

Ｍ 「別に遅刻もしてないし、現地で昨日何か大きな注意を受けたこと

もないし、一体何が？」 

「白衣がずいぶん歪んていたりとか、アルコール綿を使って積み上げていたり、Ｄ社

職員にペットボトルの事で恫喝したり、とか」 

Ｍ 「ちょっと待て、昨日の解散（14:30 頃）の時も、現場主任のＨ交通社の方から

も何も言われてないけど」 

「とにかく勤務には来ないでください、という連絡を S クリニック（今回の雇用主）

から受けました」 

Ｍ 「それなら、解雇証明なり契約解除の文書なりはいつ届くのですか？また残りの

給与は？はい契約しました、そしてとにかく都合悪くなりました、クビです、では、

こちらも２か月（７～８月）週二回、この案件のために他のワクチン接種募集の話も

途中で断った意味がないし、給与保証ぐらいしてもらわないと、月曜には詳細のＳク

リニックの見解、聞かせてください」 

そんなこんなで、土曜日の電話は終わり。 

 

【月曜日、昼ごろ、Ｎドクダーの担当者から電話】 

「Ｓクリニックとしては、Ｍ先生の勤務は二度とない、と言ってました」 

Ｍ 「だから、普通、解雇通知か何か出すだろ？それに解雇予告手当とかいろいろ、

その辺の見解は？」 

「でも、本を読んだら書いてありましたが、就職一か月以内の解雇は正当であると、

とか書いてますし」 

Ｍ 「あんた（Ｎドクダー）の見解を聞いても意味ないんや、一体何を持って契約解

除とするのか、入職の際も契約書を交わしたのだから、契約解除にしても解雇にして

もまずは書面だろ、もう一度クリニックに言って、見解の催促を要求する」 

「はい、では」 

月曜日の電話でも、とにかく「雇用契約が何かわからん人間が、さらに話をこじらし

ている感」が強いやり取りでした。 

 

【火曜日、今度はＮドクダーの課長から】 

「今回は色々申し訳ありません、突然こんなに事になりまして。」 

Ｍ 「で、クリニックはいつ契約解除かどういう処分なのか、書面での見解はいつ出

す、と？そもそも現地でワクチン接種に当たり大きなトラブルは起こしていないし、

金曜当日現場担当者からの叱咤も何もなかったので、即刻解雇になる瑕疵はないと私

は認識していますが」、 
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「はい、それは筋としては色々失礼な話が続いていますか、と。でも当社としてはあ

くまでも勤務先への紹介のみをさせていただいたわけで、契約に関してはクリニック

とやり取りして頂かないと」 

Ｍ 「それは十分認識しています。だから、いつこんな伝聞ばかりの話ではなく、解

雇理由をのせた文書の提示が先方からあるのか、と思っていまして」 

「はい、先生から直接クリニックに話していただけるよう、上司ともやり取りします

ので」 

火曜日、やっと契約関係をどう処理するのか、少し先が見えてきた感がありました。 

 

【水曜日、今度はＮドクダーの部長から】 

「現在、先方と連絡つけようとしているのですが、なかなか連絡繋がりませんで。も

うしばらくお待ちを」と。解雇通知などの送付は無し。あまり進展なし。 

 

【木曜日】昨日の部長からラインで「やっと先方とつながりました、担当は宮本さん

だそうです。今日か明日には電話で連絡行きと思いますので、直接お話し下さいませ」。

やっとここまで。でもなぜ解雇を決めた事業主がこんなに逃げ回るのだろうか、と不

思議でした。 

 

【金曜日】午後、大阪での他の用事も済ませ、ユニオンに。仲村書記長に今回の案件

を相談するためのユニオン訪問でした。 

移動中に一度、Ｓクリニックから電話がありましたが、電車移動中だったので「もう

少ししたら電話対応できる」と丁度ｐｍ4 頃ユニオン到着時に再度電話を、と連絡し

てのこと。 

私の携帯にユニオンで Pm4 ごろ「Ｓクリニックの事務担当ですけど、はじめまして」 

Ｍ 「はい、Ｍです、なんか、私が先週金曜日、勤務時間に問題行動を起こして来る

な、みたいな話になっているが、どういうことですねん」 

「先方からＭ先生は二度とうちでの勤務につけてもらっては困る、ということなので、

先生の勤務はありません、穏便にお引き取り下さい」 

Ｍ 「あっ根拠不明な一方的な契約解除と認識しているし、穏便には引き取りません、

それから、弁護士等の何らかな法的手段も考えているので、そちらの契約主体の住所、

電話、FAX など聞かせてください」（実は、横で電話を聞いておられた仲村さんから、

住所、電話など聞いときなさい、との指示があったため。契約書でも明確に契約主体

の住所等が記されていなかったので） 

とすると、担当者氏、震えた声で、思いっきり早口で「東京都渋谷区、、、、、」と早口す

ぎて筆記不可能でした。なので「もう一度、こちらも普通に筆記できるようにゆっく

りと復唱してください、そうでないと困ります」 

「東京都渋谷区、、、、」二回復唱し、やっと書き留めることが出来ました。 

Ｍ 「でも、さっきネットで調べたＳクリニックの住所とは違うのですが、今の住所

か、ネットで出てくるクリニックの住所か、どっちが正しいのですか、変な話ですな

ぁ」 

「いま、口頭で言いました方が現住所です。２か月ほど前に引っ越しをしたので、古

い住所がネットでは出てくるようで」 

Ｍ 「住所も聞きました、やっとクリニックの関係者から解雇の旨、聞きました。近

いうちに何らかの文書がしかるべきところから届くと思いますが、よろしくお願いし

ます」 
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やっと前提条件への到着です。これが初めての「雇用主側の担当者と短期雇用のＭと

の初めての会話、やり取り」でした。 

でも、金曜に勤務、土曜に事実上の解雇宣言で、なぜ雇用主側と直接話をするのが翌

週金曜になるのか、こんなにわか商売のクリニックが医者を雇うのはありなのか？と

強く思いました。 

まぁ半分打ち合わせは済んでいたので（電話してたのはユニオンですし）、権利関係

を再度整理して仲村書記長に「団体交渉の申し入れ」を月曜に送ることにしてもらい

ました。7/12送付、7/16までに回答、7/20か 21に団体交渉で。 

いいのか悪いのか知りませんが、ここ３年連続、別々の法人からの契約解除（３回目

のクビ）が続いているので、まぁ変な意味慣れた作業で（苦笑） 

毎度の通り、回答は遅れて、で。連絡が来なかったので仲村書記長が督促入れて、８

月 10日やっと団体交渉となった。   （次回の後編「団体交渉編」につづく） 

 

 

組合員交流会 

「女性による女性のための相談会」 

の経験を、Ｔ・Ｓさん熱弁 
 

９月１８日の組合員交流会は、ユニオンの YouTube３本をダシにするとしていまし

た。仲村書記長が約 10 分コメントする、①「竹中平蔵氏平チャンネル開設！三橋貴

明さん平チャンネルぼろくそ！」８ヶ月前アップ、1.1 万回視聴、②大阪道頓堀街宣 

山本太郎 VS南警察」11ヶ月前アップ、8103回視聴、③ユニオン紹介関係のものをス

クリーンで見ました。終了後、この企画を実行しているＫ・Ｏ組合員から仲村書記長

が話す材料（ビデオ撮りする前に見る YuoTube）探し、すでに 100 本以上アップして

いること、チャンネル登録を現在の 500 から目標の 1000 にすること、そして出来れ

ば広告収入を得るようになりたいことが話されました。 

 

続いて、午前中の執行委員会に出席してもらい、急きょ決まっ

たＴさんの「女性による女性のための相談会」の経験報告の熱弁

に入りました。スクリーンに映ったパネルの数字、世界から見て、

男女平等に遅れている日本であることを紹介しておきます。①ジ

ェンダーギャップ 153 か国中 121 位、②男女賃金格差ワースト 2

位／37か国中、③女子管理職比率 165位／189か国、④女性国会

議員比率 153 位／193 か国中、⑤女性研究者比率 37 位／37 か国

中ワーストワンである。男女不平等で何が起こるかということで、

女性労働者の状態は、①女性の賃金は男性の 75％、男性の平均年収 545万円、女性の

平均年収 293万円、②非正規労働者の割合は 38.3％、そのうちの女性の割合は 68.1%、

③女性非正規労働者の 82.6％は年収 200 万円以下、④非正規公務員の 75％が女性と

いうことです。 

女性の仕事の賃金なぜ低い？ということについては、根強い偏見があるとして、「例

えば女性が多く働いている保育や介護、看護などのケア労働。これらは女性が家庭で
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無料でする仕事だという偏見があります。その偏見がタダの仕事にお金を払いたくな

いと考えるからなのです。人をケアする仕事は重要ですよね。女性が働きやすい社会

を作るためにはこのような偏見をなくして待遇改善することが必要です。じつは女性

が働きやすい職場は男性も働きやすいのです。」としています。あと、セクシャルハラ

スメント、女性が暮らしやすく働きやすい環境を！、性暴力と女性、すべての国民は

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する、女性が健康に生きる権利、を述

べています。 

 

 

日本フッソ工業再審査事件 

９月３０日、中労委へ最終準備書面を提出しました 
 

第１ 本件の争点 

2019 年（平成 31）4 月 25 日付け団体交渉申入れに会社が応じなかっ

たことは、労組法第７条第２号の不当労働行為に当たるか。団体交渉申

入書の内容は、以下の通りである。 

１ 黒田部長の昇格問題について 

２ 営業本部長に対する平成 31年 2月 1日付けの要求について 

３ 組合員 3名に関する平成 30年 12月支給の賞与の支給額の根拠について 

第２ 協議事項「１ 黒田部長の昇格問題について」、大阪府労働委員会の判断は誤りで

あること 

（１）大阪府労働委員会の判断 

黒田総務部長はＡ組合員に対する面談における発言内容を理由に降格された経緯

があるものの、黒田総務部長が降格になって以降、Ａ組合員に対し、同様の言動を行

ったとの疎明もなく、また黒田総務部長の昇格により、組合員の職場環境にいかなる

影響を与えるかについて、組合は具体的な根拠をもって示しているとはいえず、黒田

総務部長の昇格問題について、職場環境改善、安全配慮義務の観点から協議する必要

があるとする組合の主張は具体性を欠くものといわざるを得ない。そうすると、黒田

総務部長の昇格問題に係る組合の主張は、具体的な疎明に乏しく、採用できず、組合

員の労働条件と関連性があるまではいえないのであるから、義務的団交事項に当たる

とはいえない。 

（２）大阪府労働委員会が「認定した事実」についての誤り 

「第４」の２の（２）で、「懲罰委員会を開催した」と判断しているが、被申立人

には、「懲罰委員会」規定はない。大阪府労委第２回審問速記録８頁 20～21行目で黒

田氏が、懲罰委員会規定がないことを認めている。また黒田氏は、同速記録９頁９行

目で「役員会で決めてるはず」と証言している。黒田氏の昇格は、実質、豊岡社長が

決定しているということである。 

（３）大阪府労働委員会の「判断」の誤り 

 ①Ａ組合員のパワハラ問題後、組合は黒田氏によるＢ組合員へのパワハラ問題を団

体交渉で取り上げたが、録音などの証拠がなかったことから会社は黒田総務部長の

パワハラ行為などを認めない対応で終始した。 

Ａ組合員とＢ組合員の決定的違いは、証拠としての録音の有無であった。Ａ組合員

の場合は録音があった為、団交での事実指摘を会社も認め、また労働審判での謝罪文

書も含む和解が可能となった。Ｂ組合員は録音がなかった為、豊岡社長は団体交渉で

「黒田のパワハラはなかった」と押し通しただけである。 
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さらに本件、中労委における再審査準備書面で、２０１８年１０月と特定し「黒田

氏がある社員に対しＡ組合員と同様の高圧的態度でパワーハラスメントを行い、精神

的苦痛を与えていた」ことを指摘した。この件も、組合員が被害社員本人に相談した

が、会社から不利益や報復人事が行われることが懸念され、被害社員が深く掘り下

げて会社と争うことを好んでいないため、詳細の情報提供は避けてほしいとの意向

により、組合としては立証を行わないことにした。但し、２０１８年１０月と特定

し、被害者本人が豊岡社長へ報告し相談していることから考えれば、会社は容易に

事実確認ができることであるが、「被害社員から報告があった事実自体が存在しな

い」としているだけである。 

以上のことからも、Ａ組合員が行った労働審判の「第１回労働審判手続期日調書

（調停成立）」（乙６）３頁調停条項の「１ 相手方は、・・・、謝罪するとともに、

二度とかかる事象を発生させないことを約する。」を違反する。 

  過去にＡ組合員、その後Ｂ組合員に対しパワハラ問題を起こしていた黒田氏、併せ

て上記の被害社員の黒田氏からのパワハラ被害の相談が組合員にあったこと、その

２０１８年１０月のわずか２ヶ月程しか経たない同年１２月１日付けで黒田氏が部

長へ昇格した。 

  黒田氏による組合員をはじめ社員へのパワハラ行為が続いている以上、職場環境

改善、安全配慮義務の観点から会社の姿勢を確かめることは、労働組合にとって重要

な事柄である。録音がないこと、相談社員が証言を控えたことをもって「具体性を欠

く」という判断は誤りである。 

  組合から質問書（甲１）、再質問書（甲６）で回答を求めたが、会社の回答書（甲

２、甲８）では、「人事に関すること」、「専決に属することがら」、「個々人の支給額

について云々することは行うべきことではない」との団交拒否回答であった。 

会社が黒田氏を正当に昇格したというなら、回答書もしくは団交の場でその理由を

組合に説明すればよいのであり、組合も了解できる内容であれば労使の信頼関係が生

み出せるきっかけになる。 

   よって「会社が団交に応じなかったことにつき、正当な理由があるといえる。」と

の判断は誤りである。 

②Ａ組合員に対しての、異常ともいえる黒田氏のパワハラ面談（2021年 7月 12日付

け「準備書面（３）」の第１）の事実に対し、黒田氏は反省していない。その後のＢ

組合員などの言動からも、改善していない。また、社長が黒田氏の昇格理由を説明す

ることを拒否する姿勢も、反省していない証拠である。 

  何故ならＡ組合員が起こした、黒田氏のパワハラ行為に対する、会社への損害賠償

請求の労働審判で和解し謝罪文面があるが、黒田氏からの直接の謝罪はないし、豊岡

社長からもない。 

  黒田氏に関しては、現在に至っても、自分と意見を異にする社員への威圧的、高圧

的で傲慢な言動は相変わっていない。このような状況から、Ａ組合員への複数回かつ

超長時間のパワハラ面談と同様のことは無くなったにせよ、問題は発生している。 

「黒田部長の昇格について」を協議事項として、団体交渉をすることによって会社

の昇格理由を聞き、労使で現在・将来のパワハラを許さない取り決めにつながるきっ

かけになるなら職場環境もよくなるのである。大阪府労働委員会の判断は、Ａ問題以

降の問題発生があるにも関わらず、証拠や被害社員の名乗りがないということをもっ

て、「会社が団交に応じなかったことにつき、正当な理由があるといえる。」との判断

は誤りである。 

③被申立人会社は、「組合はこれまで賞与についての団体交渉の要求を行って来なか

ったのに、突然として他の要求事項と合わせて行ってきたのは、組合の動機として、

総務部長の昇格問題が団体交渉事項にたりえないことから支給済みの賞与の件を便
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宜的に持ち出し、会社に団体交渉を応じさせた上で総務部長の昇格問題を持ち出そう

とする意図に基づくものしか考えられない。」（本件答弁書６ページ４～11 行目）と

主張している。それであれば会社は「総務部長の昇格問題」の議題を拒否して、賞与

の件は応じればよかったのである。団交応諾義務がないこととの関連性がないことを

述べているに過ぎない。 

 

第３ 協議事項、「２ 営業本部長に対する平成 31年 2月 1日付けの要求について」 

（１） 被申立人会社の的外れな主張 

「営業政策の見直しを要求している」（答弁書４ページ下から４～３行目）、「組合

が営業政策に関する団交を要求し、その中で形式的に組合員の精神的苦痛（職場環境）

に言及している」（答弁書５ページ２～３行目）と主張しているが、組合は、「営業政

策の見直し」など要求していない。的外れな主張である。 

（２）被申立人の主張は、大阪府労働委員会段階から目新しい主張・立証はない。本件に

関しては、原営業部長が組合敵視の姿勢を持ち、これまでの営業会議や営業員に対す

る方針等の発表、指示･伝達の仕方を独断で変更したやり方を問題とし、そのことに

よってＡ組合員が精神的苦痛をうけたことを問題視した。なぜこれまでのやり方を

変更したのか説明を求め、改善をするための協議事項として、団体交渉を申し入れた

のである。大阪府労働委員会での被申立人会社の最終陳述書、「正当な理由があり、

不当な団交拒否にはあたらない。」と主張するが、労働条件に関する団交応諾義務が

ないことはなにも述べていない。大阪府労働委員会の命令に誤りはない。 

 

第４ 協議事項、「３ 組合員３名に関する平成 30年 12月支給の賞与の支給額の根拠に

ついて」 

（１）被申立人会社は、「組合はこれまで賞与についての団体交渉の要求を行って来なか

ったのに、突然として他の要求事項と合わせて行ってきたのは、組合の動機として、

総務部長の昇格問題が団体交渉事項にたりえないことから支給済みの賞与の件を便

宜的に持ち出し、会社に団体交渉を応じさせた上で総務部長の昇格問題を持ち出そ

うとする意図に基づくものしか考えられない。」（答弁書６ページ４～11 行目）と主

張しているが、それであれば会社は「総務部長の昇格問題」の議題を拒否して、賞与

の件は応じればよかったのである。団交応諾義務がないこととの関連性がないこと

を述べているに過ぎない。 

（２）大阪府労働委員会での被申立人会社の「最終陳述書」主張から、上記（１）以外の

新しい主張は一切ない。大阪府労働委員会の命令に誤りはない。 

以上 
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