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第２６回定期大会終える 

２０２２年度活動方針、新委員長･新書記長決まる！ 
 

 
 

１１月２８日、エルおおさかで第２６回定期大会を開催しました。大会資格審査は

審査委員より行われ、議長にＩ･Ｈさん、Ｎ･Ｔさんが選ばれました。 

大会書記にＹさん、議事録署名人に北村庄司さんが承認されました。 

２０２１年度活動･会計決算報告が仲村書記長から、会計監査報告がＩさんから行

われ、承認されました。２０２２年度活動方針案･会計予算案の提案を仲村書記長が

行い承認されました。 

ストライキ権確立提案、役員・執行委員の信任が直接無記名投票で行われ、スト権

確立、役員・執行委員も全員信任されました。新委員長が仲村さん、新書記長が寺尾

さんとなりました。 

大会宣言はＭさんが行い、“団結がんばろう”の音頭を寺尾さんが取りました。閉

会はＫさんが行い無事終了しました。 

終了後、組合事務所で懇親会を行いました。  
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２０２２年度活動方針から 

 

はじめに 

（１）管理職ユニオン・関西の方向 

管理職層と中高年齢労働者を組織対象とすることは継続します。寺尾そのみ新

書記長にはプラスαの組織化、運動を提案してもらい、その具体化を執行委員会

で３ヶ月を目途に決めていきます。 

組織内活動の強化をします。機関誌の定期発行、コロナ禍で控えていた組合員

学習会、レクレーション行事を再開させます。新たに事例研究会を計画し、機関

誌紙面に発表していきます。 

（２）管理職ユニオン運動と高齢者事業展開を結合した事業に挑戦します。具体化の

調査・企画、プランを立て実行に移せる１年にしていきます。 

（３）連帯ユニオン関西ゼネラル支部の組織拡大に協力します 

   関西ゼネラル支部は組合員が増えています。引き続き応援するため相談者の紹

介、ゼネラル支部の相談活動・交流会・会合などに協力し、事務所使用も継続し

ます。共同での企画も取組みます。 

（４）産別・業種別職種別組織型の労働運動の推進に協力します。 

関西「業種別職種別ユニオン運動」連絡会の事務局、運営委員会を担い、例会

開催を継続します。東京の「業種別職種別ユニオン運動」研究会と連携します。

関西生コン弾圧を許さない闘い、再生をめざす運動に参加します。 

 

組織内部の活動について 

（１）昨期は微増しました。職場の複数化も２職場できました。引き続き複数化を

呼びかけ推進します。また相談者に対しては、訴えをよく聞き対応策をアドバ

イスし、その上で労働組合の良さ、活用の仕方も教えます。メール相談も迅速

に対応します。ホームページや YouTubeで、事例紹介と対処方法を紹介してい

きます。 

（２）書記長の以下の提案を検討し、実行に移します。 

・組合員の多様性を尊重し合う ― ジェンダーコンシャスでありたい。 

  外国籍（語）・病者/障がい者・高齢者/若者・性的マイノリティーに開かれた

組合であり、活動でありたい。組み合わされば、活動の量も質も掛け算的に

豊富になる。 

・組合活動は楽しく敷居を低く、しかし肝を据えて行ないたい。 

絵画/映像・パフォーマンスの力を活かす。 

・0n-line、Off-line のメリハリをつける ― 何でもかんでもネットで完結せ

ず、ここぞ！の場面では、リアルの対面・横つながりでやります。 

（３）春闘デモをやります 

   昨年同様、北大阪合同労組、なかまユニオン、関西ゼネラル支部に呼びかけ４

団体で実行委員会の集会・デモを実行します。 

 

大会へメッセージなどをいただいた労働組合など（敬称は略します） 

 

きょうとユニオン、枚方法律事務所弁護士 永嶋靖久、連合福岡ユニオン、コミュニ

ティユニオン全国ネットワーク運営委員一同、東京東部地域ユニオン協議会(下町ユ

ニオン)、女性ユニオン東京、なかまユニオン、釜ヶ崎地域合同労組 
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 執行委員長選任の挨拶           執行委員長 仲村 実 

 

私の希望であった二度目の書記長専従の交代が果たせました。結成

からの書記長を 2005年度に降りたのですが、大濱元書記長の死去と村

上問題で再度書記長に復活した経緯があります。2005年から 2012 年度

の８年間は副委員長で、多くのことを自由にさせてもらいました。アル

バイト･派遣･パート労働組合の結成、NPO関西仕事づくりセンターの設

立、非正規労働者のための協働センターの設立、そして船場吉兆争議、川崎陸送争議、

高野山争議に集中できたのもこの時期です。 

管理職ユニオンの 1993 年結成からの運動も、東京･名古屋･関西の合同合宿が途絶

えた 2005 年頃から全国展開の勢いがなくなってきたように思います。管理職ユニオ

ン･関西の組織対象をここ数年管理職と中高年齢層としてきました。今年度から新体

制で新しい組織対象を加えてもらいたいと考えています。 

私は組織内に労働者事業を本格的に立ち上げる組織･運動づくりに挑戦させてもら

います。労働者の闘う運動の再生をめざし、産別･職種別業種別運動の前進のために

も力を注ぎたいと思います。 

この３年間、一人専従で行ってきた日常業務は、順次新しい担当者に引き継ぎます。

これまで担当した組合員の相談･団交･行動も続けますが、寺尾新書記長を中心とした

組織にしてもらいたいと考えています。 

組合員の皆さんの団体交渉協力をはじめ、職場での複数化の努力、組合活動への積

極的な参加をお願いします。 

 

 

副執行委員長 稲岡宣男 

 

 定期大会において再度、役員に選出していただき組合員の皆様に厚く御礼申し上げ

ます。変異を続けて、全世界で猛威を振るっているコロナ・ウイルスは依然として収

束の兆しは不透明ですが、徹底した対応で活動する決意です。 

 本年度は中期的な労働組合運営を提言しうることを目標に活動したいと思います。

ポスト・コロナ禍では、本邦の経済状況は非常に厳しい財政状況下で国民生活は、階

層間の所得格差の増大で、政治＆社会的混乱は日常化することと思います。さらにイ

ンフレと失業者で悲惨な日々が続くでしょう。「管理職ユニオン･関西」として管理職

を組織化する労働組合のこれから課題を解決しなくてはならない案件が山積されて

います。 

 日常活動(管理職層へのオルグ強化、団体交渉の高度化)と財務の強化(組合員の増

加策制定、組合費の改定による財務状態の改善)、組合員の皆様のマネジメント能力

向上プログラム開発。等の背策による組合活動の活性化。 

 

 

副執行委員長 北村庄司 

 

副執行委員長に選出され 

先ずは本年度まで執行委員長として選任させて頂きました事にお礼申し上げます。

体調が優れないことと精神力の低下で本年役職を辞退しました。 

今後は自身の体調に合わせてサポートを目指します。 

コロナ禍で社会の多様化が進み、経済活動の規模が小さくなり、格差の解消されな



4 

 

い厳しい時代を力を合わせて頑張りましょう。 

 

 

書記長 寺尾そのみ 

 

 本年１１月２８日開催の第２６回定期大会にて新

たに書記長に選任された寺尾そのみです。労働組合の

基本を外れること無く、工夫を重ねながら、より多く

の組合員が参加し易い活動を展開していけるよう職

務に励みます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 労働組合活動の三本柱は、１）労働条件・就労環境

の向上を求めていくこと ２）反戦・平和を追求する

こと ３）差別を許さないこと です。 

１）は言うまでも無いことで、労働組合が単なる仲好しクラブに堕ちては存在意義

を失ってしまいます。１）の活動を妨げる戦争とそれにつながる物事～「欲しがりま

せん、勝つまでは！」や、職業選択の自由と職場の人権を認めない圧力には抗してい

くというのが２）です。また、あらゆる差別（性・年齢・国籍/人種・学歴・雇用形態

その他）や排除、分断にセンサーを働かせていくのは、１）・２）の礎となることです。 

 これらを常に意識しつつ、楽しく効果的に活動を拡大していきましょう。先人のつ

くり上げた実績に加え、とかく“年齢高めのおっちゃんの組合”と見られがちなＭＵ・

関西の、敷居が高ければカンナで削り、より開かれた労働組合として活動を展開して

いきたいと思います。 

 組合員の皆さん、まず何よりもＭＵ・関西の組合員で居続けてください。貴方がト

ラブルを抱えて相談に駆け込んだとき、電話が通じ、事務所に灯りが点いていて、相

談を受けてくれた誰かが居たのは、貴方よりも先に加入して、職場で何かがあっても

無くても組合を辞めず、組合費を払い続けてくれた人たちが存在したからですね。現

在そのようにしてくださっている皆さんには、心から感謝します。労働組合員であり

続けることは、即ち未来の仲間に対する責務を果たすことです。 

 最後に専従が安心して働け、専従に組合の団結と組合員の利益のために良い仕事を

させるのは、皆さんの手綱捌き次第なのですから。 

 

 

書記次長 Ｙ・Ｍ 

 

 今期の定期大会において、現職に就任された仲村執行委員長の推薦を頂いたこと

を誇りに思い、執行部の書記次長にも承認されましたことを、組合員の皆様方に感

謝を申し上げます。 

 微力ながら、少しでも成長しながら前向きに取り組み、寺尾書記長をサポートし

ながら、組織運営に寄与できる行動を心がけようと考えておりますので、皆様方の

ご支援をよろしくお願いします。 

 さて、これまでの私自身の経過は、不当な配置転換から声を上げ、４年半前に会

社と団交を行ってから、１年３ヶ月の期間で団交５回目に復帰しました。 

 しかし、排他的な経営陣との関係は変わりなく、不快と思う小さな仲間外しや嫌

がらせは継続され、私自身に関する業務上の理不尽で不利益な事柄に気が付いた時

点で、取締役二人・所属部長と一人団交を即日に設定、改善を求め異議を唱え、不

当な配置転換に勝利した成果と労働組合をキーワードに持ち出し、時に一騎討ちの
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糾弾的な態度で話し合いを実施してきました。 

 今もなお、排他的な経営陣に、毅然とした態度、ファイティングポーズで命懸け

でぶち抜くために立ち向かっています。 

 一方で、今となって考えれば、人材活用ができない経営陣の連中、

その取り分け取締役二人から始まった不当な配置転換のパワハラを仕掛

けてくれたお蔭で、運命的な労働組合との出会い、労働運動のカリスマ

的なレジェンド仲村執行委員長と知り合えたこと、大切な執行部と組合員の仲間た

ちと団結できること、執行部役員・書記次長へと就任できたことは、何事にも変え

られない大事なものを得られたと実感しています。 

 会社の経営陣の取締役には、振り返ると本当に感謝する次第であります。 

 

 

会 計 Ｎ・Ｋ 

 

この度の定期大会において会計に選任されました。これまで執行委員を６期、書記

次長を２期務めてまいりましたが、それに続く新たな役を今回たまわった事で執行部

の一員としての重みを感じております。 

元々、勤務先にて経理業務に従事していた事もあったので、それぞれの企業の財務

諸表を作成してきましたが、当組合の財政に関わるのは初めてです。大会で目にする

会計報告資料を作成する側になりますが、それによって理解が深まる事と思います。

各組合員が安心して相談が出来るために財政の安定は重要です。その一助になれるよ

う内容を精査し更なる安定を目指したいと思います。 

機関誌の校正作業、兵庫県組合員交流会の幹事等の活動は継続し組合関連の行事に

出来る限り参加して少しでも貢献出来ればと考えております。 

昨年から続く新型コロナウイルスの感染がやや収まりつつありますが最近は『オミ

クロン株』なる変異株の報道を聞く機会が増えました。日本国内において感染者が見

つかり隔離されているとも聞いております。その以前より第六波がいつ来るのかと言

う報道も頻繁にされており、まだまだ安心出来ない状態です。それが原因で勤務先を

解雇されないとも限りません。そのような不測の事態に備えて組合がいつでも相談に

応じられるようにと思います。話を聞くだけでも相談者にとっては大きな力になりま

すので、その一助になりたいと思います。 

 私も現在の勤務先で問題を抱えております。その解決のため労働組合の存在は重要

です。その組合の財政の安定に貢献して行きたいと思いますので 1年間どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

                       執行委員 Ｋ・Ｉ 

 

１１月２８日の定期大会で新執行委員として選任されました伊藤です。 私が管理

職ユニオン・関西へ加入したのは２０２０年３月７日です。 

加入動機は、突然、会社から退職勧奨を受けた事でした。この闘いで得たものは組

合の皆さんとの交流と団結でした。組織と闘うには、決して１人の力では、闘えませ

ん。しかしながら弱い力でも団結していく事で不当行為をやめさせる事がで

きます。 

そして現実問題としてコロナ渦で、職を失って苦しんでいる労働者が世の

中にはたくさんいます。こういった弱者を守り、命を守る事が私たち、労働組
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合の使命だと考えています。特に、新体制になり女性書記長の寺尾さんをお迎えして

の活動スタートという事で、社会で声をあげられない女性や弱者の方が相談窓口とし

て管理職ユニオン･関西という労働組合の存在がある事を広く知ってもらえるように

活動をしていきたいと考えています。 

また、相談に来られるすべての方に正しい事は正しいと言える信念と組合のみなさ

んとの交流で疲れている心を休めてもらえるような憩いの場所であって欲しいと思

います。私も組合員歴が短いので、少しずつ知識や経験を積み重ねてゆき、仲村委員

長や寺尾書記長にご指導いただきながらの支援活動になりますが、この１年、一人で

も多くの方を救済し、組合員数を増やす目標をかかげ努力していく所存です。組合の

皆さまどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

執行委員 Ｎ・Ｏ 

 

執行委員に再任していただきました。今年度は寺尾さんが書記長に就任され、いよ

いよ新しい体制がスタートします。スムーズな移行のためにも、寺尾書記長を支えて

いきたいと思っています。1年間よろしくお願いします。 

 

 

執行委員 Ｋ・Ｓ 

 

今回、執行委員に再任されました鈴木です。 

組合に加入して 20年以上が過ぎました。加入当時は、執行委員としていろいろな

組合活動をして組合を盛り上げようとしていましたが、道半ばで執行委員を降りる

ことになりました。そして 2年前に執行委員に復帰して以前のようにバリバリ組合

活動を頑張っていこうとした時に、昨年、胃癌を宣告されて思うように活動できま

せんでした。術後も少しずつ回復してきましたので、今回、執行委員に再任された

のでもうひと頑張りしようと思います。私は人数が多いほど力になると思いますの

で、いろんな組合と協力して組合運動を盛り上げる事が必要だと思います。以前同

様、今回も共闘関係に力を注ぎたいと思います。そして、新しく書記長になられた

寺尾さんを盛り上げて、[管理職ユニオン･関西、ここにあり]と広めていきたいと思

いますので皆さんのご協力をお願い致します。 

 

 

                    執行委員 Ｈ・Ｔ 

 

執行委員再任ありがとうございます 

 第２６回定期大会において執行委員に再任された多田です。家族に新型コロナワク

チンが接種できない者がいるので、行事にはほとんど参加できませんが、事務所のＩ

Ｔまわり、機関誌印刷等、裏方として新体制を支えていきたいと考えています。 

今期は、ＺＯＯＭを使ったリモート相談ができたらいいなと考えています。 

 また、購買業務の経験から、組合の経費削減に貢献したいと思っています。事務所

で不便なことがあればご相談をお願いいたします。 
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執行委員 Ｎ・Ｔ 

 

新執行委員を拝命するにあたり 

 この度は、執行委員を拝命するにあたり、まずは組合員の皆様に感謝の気持ちを

述べさせて頂きたく思います。 

私は、ユニオンに加入して 20年が経ちますが、今までは主に友達を作っては遊ん

でばかりで、まるで「組合活動」を「サークル活動」と混同しておりました。しか

しこの機会に是非この様な自分を悔い改めて、執行部の一員として組合活動の運営

や将来像について、他の役員や執行委員の方々とともに一生懸命に考えてまいりた

いと思います。 

さて、この原稿を書いている 2021年 11月 30日現在、国内初の新型コロナウイル

ス新変異株「オミクロン株」が確認されました。やっと落ち着き始めた国内コロナ

禍もまたもや新たな局面を迎えようとしています。この様子だと新しい年も、世界

中での「経済」「雇用情勢」などは、益々困難を極めていく気配を感じざるを得ませ

ん。 

しかしながら、不安や恐怖に震えるばかりではなく、例え小さな力だとしても、

皆が断固一致団結を誓い合い、決して「ひとりではない。」ことを胸に抱き、この様

な生きにくい世の中を「嘘でも、楽しく」生き抜くための「組合活動」を目指して

頑張りたいと思います。 

どうか皆様、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

執行委員 Ｔ・Ｎ 

 

 世界を取り巻くコロナ禍の状況はまだ終息は見えず、国内でも中小企業を中心に倒

産・廃業などの事態を招いています。そうした経済危機は、働く者に大きく深刻な影

響を及ぼしています。組合に掛かってくる電話相談などでも、解雇・雇止め、退職勧

奨などで苦境に立たされ、生活不安、将来不安が増している労働者の姿が感じられま

す。そのなかにあって労働組合は安易な解雇や労働条件の切り下げを防ぎ、労働者の

雇用安定のために権利要求をしていく非常に大きい役割があります。しかし、困窮に

遭っている人々の多くは労働組合に相談することをせず、仕方ないとあきらめて行政

の貸付制度などに頼っているというのが実状です。そのような現実を直視し、管理職

ユニオンも労働組合として何ができるのかをいま一度考え、地域の労働組合や非正規

労働者を組織する組合とも連携、協働し、労働者の雇用維持、労働条件の向上、安全

な労働環境づくりのために邁進し、労働者の信頼を得ていかなければならないと思い

ます。私も執行委員として今後より一層、宣伝、相談活動、労使交渉に力を入れてい

きたいです。新たな一年、よろしくお願い致します。 

 

 

執行委員 Ｉ・Ｈ 

 

この度は執行委員に選出頂き誠に有り難うございました。 

今期も皆様のご期待に応えられるよう執行委員として頑張りますので、ご支援の程

よろしくお願い申し上げます。 

さて、今期の抱負を述べさせて頂きますと益々加速している日本の高齢化社会にお

いて、高齢者の雇用問題は本当に深刻な問題になってきていると考えます。私も 65歳
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を過ぎて年金生活に入り、日々の暮らしが厳しいものである事を実感し、働かざるを

得ない状況にあります。我が管理職ユニオン・関西に於いても同様の問題に直面する

方々が今後も増えてくることが予想されます。この事を踏まえ、こうした組合員の方

と同じ目線で雇用の事を考え、より良い方向を導き出せるようにお力添え出来たらと

思っておりますので、ご支援の程宜しくお願いいたします。 

 

 

執行委員 Ｔ・Ｆ 

 

再任のご挨拶 

この度は再任頂きまして有難うございます。今年も自分の事に手一杯で組合活動

にあまり参加できなかったですが、来年は新任の寺尾さんをサポートして組合活動

に多く参加していきたいと思います。 

個人的には３月末に再就職が決まりましたが６月末で雇止めになり、９月に再就

職が決まりましたが、今年一杯で雇止めが決まってしまいました。 

来年は仕事がありの状態で年越しを迎えたいと思います。 

 

 

執行委員 Ｙ・Ｙ 

 

挨拶 

 大会宣言に書かれていますが、これまでの運動のあり方に「サヨク的政治活動、

市民運動スタイルが、普通一般の市民感覚から乖離していなかったかどうか？とい

う真摯な反省も避けられない」と。 

先の衆院選では自民党が安定多数を占め、維新が躍進するという止めようもない右

傾化の流れに、何とかしなければと焦るばかりで、自分は何をしてきたのだろうか自

責の念に陥っています。団塊の世代の 1人として、左翼運動の隅っこでその一翼を担

ったものとして考えさせられると共に、原点に立ち返り考えて行きたいと思っていま

す。 

 「女性・障がい者・外国籍の労働者・性的マイノリティ―など、多様性を意識した

活動を展開しようと」呼び掛けられていますが、全面的に支持したいと思います。 

 他者との違いを違いとして認め合うということは誰も否定しないと思いますが、言

葉とは裏腹にかなり体力・精神力・我慢がいるものではないかと思います。ましてや、

それを組合の中で実践しようとなればなおさらではないかと思います。 

 しかし、私たちの組合には設立時に掲げられた組合の綱領ともいうべき「私たちの

合い言葉・たたかうスタイルの確認」素晴らしい合い言葉があります。そこには、「た

たかう主体はあなたであり、元気をつかむために交流をし、学習をしよう」と呼び掛

けています。丸暗記するくらいじっくりと読んでみて下さい。 

 1 人で悩んでいてもいい解決方法は見つからなくて、皆で集まり話し合えばいい解

決が見つかるかもしれません。 

 組合には学習会や機関誌発送作業など皆が集まる機会があります。自分の争議だけ

でなく、是非ともこのような集まりに参加して下さい。私もできるだ

け参加するつもりですので声をかけていただければと思います。失敗

の経験は数多くしていますのでひょっとしたら役に立つかも分かりま

せんよ。 
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北越配送㈱との初団体交渉報告 
 

組合員 Ｍ 

 

〈団体交渉報告〉 

団交日時 ２０２１年１１月５日（金）１３時  場所 栂文化会館 

団交参加者  組合：仲村書記長、Ｍ 

北越配送側：荷福社長、森田経理兼総務部長、清王弁護士 

協議事項 

① 就業規則開示 → 団体交渉申入れ後に会社が開示し、閲覧可能な状態となる。 

就業規則は変更を会社が予定しており、その改正案を事前に組合に提出して

もらうことを確認した。現在有効の就業規則は、組合に郵送する確認をした。 

② 労働基準法の遵守について 

（１）有給休暇の取得について → これまで休む以外は，取らせていないことの

問題を指摘さる。併せて、理由なく取れることを確認する。 

注）団交終了後の夕方、社長より従業員に１１月６日から取得できることを

口頭で発表された。 

 （２）土曜日の見直し → 団体交渉前は月 1回休み・月 1回の半休で、それ以外

は出勤だった。 

注）団交終了後の夕方、社長より月２回休み残りの出勤日は午前中で業務終

了の発表があり、土曜日の勤務体系も団交後すぐに改善される。 

 （３）会社役員辞任について → 私（松井）が名ばかり役員（取締役）だったた

め、企業に役員辞任を申し入れていた。団交の場で、辞任を認める確認を双

方で行った。２０２１年１１月１５日付で正式に辞任となる。 

 （４）職場環境の改善 → 取締役会長、森田総務部長による従業員へのパワハラ

問題をまとめた書面を提示し説明する。書面を会社と弁護士に提出して調査

を要求し、書面回答を求める。 

    注）１１月２６日、調査報告書が組合にＦＡＸで送られてくる。 

 （５）組合の活動妨害、不当労働行為について説明と中止要請した。 

 注）団交後、表面的には完全になくなったが、組合に加入しそうな従業員に 

個別にあるようである。 

 

上記５点が団交時に会社に要望した案件とその成果です。 

 

<団交後の職場内での状況> 

（１）今までのパワハラﾟﾜﾊﾗ行為は、完全になくなった。ただし陰では色々組合対

策で動いているもよう。個人で別室に呼ばれる時も敬語で呼ばれ、仕事以外

のパワハラ的なことで呼ばれる事はなくなった。 

（２）有給休暇が取得できるようになった。会社側から申請書が配布され、理由を

書かなくてもよいものである。 

（３）会社は組合に対して警戒しているので、高圧的な態度を取らなくなり、現在

は業務に集中できる環境になった。 

（４）昼休みも休まずに働く事があったが、休憩 1時間は、時間差はあるが必ず取

れるようになった。 
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<組合活動について> 

（１）１１月１８日、新しく 1名加入し組合員２名職場となった。 

未加入の従業員に、来年の企業との賃金要求・交渉に向けて組合員増を展開

していきたい。 

 

<第２回目の団体交渉> 

１２月１６日（木）１４時から栂文化会館で行うことが決まりました。協議事項

は、①賃金体系、賃金の仕組みについて、②従業員代表及び選出問題について、

③１１月２６日付け、（パワハラ）調査報告書について、④不当労働行為問題につ

いて、です。 

以上 

 

 

 

NEW 悪口雑言罵詈讒謗    第３号 

副執行委員長 稲岡宣男 
 

 

『45歳定年制』の狙い ＆ 米価の暴落 

 

本年９月の経済同友会のセミナーで、サントリーホールディング

ス社長の新浪剛史氏が「45歳定年制」を提言した。「45歳定年制にし

て個人は会社に頼らない仕組みが必要」という発言であった。後日批判されると「定

年という言葉を使ったのはまずかった」と日経紙上で釈明した。 

しかし、「45歳定年制」を制度化しなくても、現状の「メンバーシップ型雇用社会」

を「ジョブ型雇用社会」に変えれば労働市場は流動化し、「45 歳定年制」を実現した

と同じ効果が期待できると目論んでいる。 

新浪氏の分身のような経営者が、日経紙上で「ホワイトカラーたるもの、45歳前後

で『会社離れ』を目指すくらいがちょうどいい」「人生百年時代、1つの会社にずっと

世話になるというのは現実的ではない。企業も、新卒で雇った社員を 70 歳まで面倒

を見ろ(改正高年法の「努力義務」)、はつらい」「問題はおやじ世代だ。彼らは会社と

いう『楽園』を追放されたら行き場がない」つまり、「45 歳定年制」を支持し、基本

は、定年制は邪魔だと述べている。 

 

定年制とは、労働者が一定の年齢に達したときに労働契約が終了する「強制退職制

度」である。しかし、定年制は二面性がある、一面では「雇用保障制度」で、現在の

日本では定年まで雇用の継続を保障する「雇用保障制度」と解釈されている。 

国により定年制への態度は異なっている、アメリカ合衆国では年齢差別だとして定

年は禁止されている。ヨーロッパでは年金支給開始年齢を下回る定年は違法である。

日本の定年の引上げは貧しい年金制度を補完する役割がある。アメリカ合衆国の定年

制禁止は「解雇自由」とセットでもある。 

「45歳定年制」論も財界の主流は「定年の制度いじり」よりも「労働市場の機能不

全を正す」立場である。 

 

この写真  の作

http://www.g-mark.org/award/describe/42069
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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コロナ過によって外食を中心に米需要が大きく減少して過剰になり、生産者が受け

取る米価は、昨年比で 2 割から 3 割も下がっている。１俵(60 キロ)8000 円～9000 円

台、千葉県では 6000円台になっている。 

 

農林水産省の調査では、生産コストを賄うためには、1 俵 1 万 5000 円が必要であ

る。農林水産省の「米生産費調査」によると米価暴落によって農家は「赤字」経営に

なり、農家の家族労働報酬は「ゼロ」どころか「マイナス」になっている。直近 10年

間で見ると、生産者米価が最も低くかったのは 2014年産で 9380円。 

同年の生産費は 60キロ１万 5416円、そのうち農機や肥料、農薬など、農家が現金

支出する「物財費」は 9120円、労働費 4035円。物財費と生産者米価がほぼ同額だっ

た。 

農家は真っ先に物財費を支払わなければならない。ゆえに本来、生産費に含まれて

いる労働費(農家の収入源)、いまの米価水準では確保することは不可能なのである。 

その結果、14 年の 60 キロ当たりの農家の家族労働報酬はマイナス 1075 円となり

農家は身銭を切って 1 俵に千円札を１枚貼り付けて出荷しているようなものである。

米 1 俵を作るのに費やす労働時間は 2.76 時間。農家の家族労働報酬を時給に換算す

るとマイナス 380円になる。労働者の場合、賃金ゼロで働き続ける事はあり得ず、ま

して、身銭を差し出して働かせてもらうなどということはあり得ない。同時に、農林

水産省の調査は「赤字」ではなく「黒字」の場合でも、農家の時給は最低賃金以下で

あります。 

 

農家が最低賃金並みの時給が保障されれば、米価は 1万 5000円になる。 

今年の米価は 14 年産をさらに下回って暴落する勢いである。このままでは、農家

は 1俵出荷するたびに千円札を 2枚貼付けなければならない。こんな状態を続けら 

れません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県組合員交流会 
日時 2022 年１月 29 日（土）14 時～16 時  

場所：三宮勤労会館 和室 

（ 神戸市中央区雲井通 5丁目 1-2,三宮駅から徒歩 5 分 ） 

昨年、5 月 29 日以来 8 ヶ月ぶりの開催です。新型コロナウイルスの影響もあって

年一度の開催にとどまっておりましたが、今期は複数回の開催が出来ればと考えて

います。前回、日本の隣国の韓国について、そのあらましと韓国語の仕組みを組合員

の金中さんより解説していただきましたが今回もその続きとして韓国を中心とした

諸外国の事情の知識取得を学習会のテーマにしようと思います。大阪の事務所とは

違った雰囲気を味わいに来て下さい。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。和室の部屋を用意していますのでリラックス気分でく

つろぎながら過ごしていただけると思います。多くの方の参加をお待ちしています。 

※終了後、懇親会の予定 
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傍聴のお願い！ 

団体交渉拒否（令和 3年(不)1号）、不誠実団交（令和 3年(不)28号）併合事件 

 

ダイカン今井ロジ㈱ 前社長･現社長の証人尋問 
 

2022年 1月 11日(火)15時から、大阪府労働委員会 9階審問室 

                 （エルおおさか：中央区北浜東 3-14） 

 

 Ａ組合員の降格減給、親会社枚方工場への出向を不当と

し、元の課長職と給与減額分を回復させる地位確認裁判も闘

い、今年の 7 月 27 日に大阪地裁で和解しました。しかし継

続していた団交拒否・不誠実団交の不当労働行為は、命令を

求めてきました。 

組合主張は、協議事項である残業代の未払賃金は裁判所の

和解の解決金に含まれるため債務は終了しているが、会社は未払い残業代が発生して

いた事実を認めたことになる。従って会社の団交拒否・不誠実対応がより鮮明となっ

たのである。 

会社の２度の団体交渉拒否により、協議事項を出向先親会社に丸投げした不誠実対

応、未払い残業代があったことに対して有額回答を拒否した不誠実対応の事実は消え

ない。また、そのことに対する謝罪がなく解決に至っていない。 

 

会社主張は、北村氏に解決金を支払った事実を持って「未払い残業代が解決金に含

むので、会社が未払い残業譜代を認めたこと」にはならないとしている。 

証人は、現社長と前社長２人で 45分の主尋問、その後、組合の反対尋問が 45分お

こなうことになっています。 

 

 

報告 コミュニティ・ユニオン全国交流集会 in静岡 
 

 

 12月４日（土）、５日

（日）の２日間、第 33

回コミュニティ・ユニ

オン全国交流集会が開

催されました。 

 静岡県立大学の会場

に各地のユニオンから

総勢 300 名が参加しま

した。今回の交流集会

のスローガンは、「生き

ることはつどうこと。

コロナを乗り越え、連

帯を深めよう！」で、コ
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ロナ禍で交流が困難な今だからこそ、この全国集会に集まり各ユニオンの交流と連帯

を深めてほしいという希望が込められたスローガンでした。 

  

１日目の総会では、新型コロナに負けずに、全国各地で労働相談、組織化、組織拡

大を進めることやハラスメント防止法制の強化、新自由主義政策に歯止めをかけ、転

換させよう等の活動方針が採択されました。特別闘争報告では、L.I.A 労働組合から

東リ偽装請負で初めて派遣法 40 条のみなし規定適用が認められた高裁での逆転勝利

判決を力強く報告されました。そのほかいくつかのユニオンの争議報告がありました。 

総会終了後は、浜松市出身のハーモニカ奏者の宮田薫さんによる心に染みわたるよ

うなハーモニカ演奏、その後記念講演として静岡大学の笹沼弘志教授の「コロナ禍に

おいて問われる労組の意義～憲法から考える」があり、人々の生存権が簡単に脅かさ

れてしまうコロナ禍であぶりだされた日本社会の脆弱性について言及されておりま

した。 

 今回は残念ながら恒例の交流レセプションは自粛でありませんでしたので、各ユニ

オンが登壇して団体紹介をして１日目の全体集会は締めくくられました。  

  

２日目は朝早く９時から分科会が始まりました。全部で 12の分科会があり、私は、

第２分科会の「ハラスメント相談対応」に参加しました。分科会では初めに、あかし

地域ユニオンのＮさんから全国一斉「職場のいじめハラスメントほっとライン」の取

り組みが紹介されました。そのなかで、相談を受けるときのポイントとしては、相談

者の話を良いとか悪いとかの判断や評価をせずに、心から耳を傾け、相談者の言う内

容を正しく理解しようとする態度が大事だと言われておりました。その次に、連合福

岡ユニオンから職場の嫌がらせから PTSD を発症した組合員Ｅさんの事案について報

告がありました。Ｅさんは、職場の同僚から仲間外しにあったり、また先輩からの暴

行で頸椎捻挫になり、それらがもとで心的外傷後ストレス障害（PTSD）を発症したそ

うです。幸いそれは精神疾患での労災認定がされました。それは暴行にあった後に労

使関係者で話し合った際の会話の録音と後輩社員らの陳述書などの客観的な証拠が

あったおかげだそうです。しかし、そのような事実を裏付けるような明確な証拠がな

いとなかなか精神疾患での労災は認められないようです。分科会に参加した他のユニ

オンからも、労災認定はほぼされないだろうということを覚悟して労災申請をしてい

るという話でした。また、ハラスメントを会社に認めさせるのもかなり難しいので、

ハラスメントがあったことを認めさせるのを目的にするのではなく、職場をよくする

ために職場改善に取り組みましょうと会社の人と話し合う形をとっているというユ

ニオンもありました。また、よこはまシティユニオンから生命保険営業職員やコーヒ

ーメーカー販売社員へのハラスメント被害に関する相談対応の紹介もありました。 

  

ハラスメント相談対応としては、このやり方が正しいといえるような明白

な回答が得られるようなものではありませんが、この分科会で情報交換や

意見を出し合い、それぞれがこの問題に対する意識を深めさせることが

できた有意義な場になったと思います。 

 分科会終了後は、全員が再び大講堂に集まり、集会集約と閉会の挨拶

の後、団結ガンバローで閉会となりました。次回の全国交流集会は、札幌

で行なわれるそうです。  

                   （報告 執行委員 Ｔ） 
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組合員交流会／映画上映会 

たそがれ清兵衛  2002 年製作 129 分 

山田洋次監督”が、藤沢周平の原作を初映画化した時代劇 

☆１２月２４日（金）１８時４５分開始  ☆ユニオン事務所にて 

あらすじ 

幕末の庄内、海坂藩。平侍の井口清兵衛（真田広之）は、妻を病気で亡くし、二

人の娘と老母の三人を養っている。生活は苦しく、下城の太鼓が鳴ると家路を急ぐ

毎日。そんな清兵衛を同僚たちは「たそがれ清兵衛」と陰で呼んでいた。ある日、

嫁ぎ先から離縁したばかりの幼なじみの朋江（宮沢りえ）と再会する。…… 

【※来年も毎月 1 回上映会を行いたいと思います。感動した映画の紹介をお願いします。】 

 

 


