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なかまユニオン完全勝利!! 
書記長  寺尾 そのみ 

 

労働組合が一丸となって支え、勝ち取った画期的決定 
コミュニティユニオン関西ネットワークに所属する、

私たちの仲間である『なかまユニオン』で、東リ株式会

社伊丹工場での偽装請負問題を裁判で闘っていた組合

員（ＬＩＡ労組５名）に、本年６月７日付で最高裁判所

から「会社の上告を不受理、棄却する」＝「偽装請負で

あった」という大阪高裁の判断維持という決定が届きました。職場から排除されて５年、

アルバイト等で生活を維持しながら、労働委員会や抗議行動、署名活動に取り組まれた組
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合員の皆さんの勝利であり、支援・連帯してき

た なかまユニオン と地域～全国の労組・団体

の運動の結果であります。労働事件で久しぶり

にスカッとする勝利です。 

闘争の間、私たち管理職ユニオン・関西や連帯ユニオン関西ゼネラル支部の事務所で何

度もお見かけして顔見知りの当該も居て、心から我が事として嬉しく思います。本当にお

めでとうございます！ 

 

どのような闘いだったのか？ 

なかまユニオンの機関誌や Facebook 等には弁護団（＆『勝たせる会』と共同で）声明も

掲載されていますので、詳細はそちらを見て頂くとして、どのように画期的か？というこ

とについて以下に要約します。 

建材メーカー大手の東リ株式会社では９０年代後期から偽装請負での就労が常態化していて、

２０１５年に労働組合が結成されて２０１７年３月に直接雇用を要求されると、新たに手配した派遣

会社へ労働者を移籍させたが、組合員だけは採用されなかった。 

雇用と就労を求め２０１７年１１月に提訴された神戸地裁の２０２０年の不当判決を乗り越えて、

２０２１年１１月に出された大阪高裁での原告逆転勝訴を不服とした会社の最高裁上告は、本年

６月、第三小法廷の裁判官全員一致で棄却された。 

そのポイントは…、 

① 請負事業者としての独立性専門性が無く、東リが日常的かつ継続的に伊丹工場の他工

程の従業員らと同様に指示や労働時間の管理等を行なっていた 

② 労働者派遣の実態があるにも拘らず請負その他労働者派遣以外の名目で就労をさせ

て雇用責任を潜脱する事業者の責任を見逃さず、派遣法第 40条の 6(直接雇用の申

込みみなし規定)の趣旨である労働者の雇用を保障するという大阪高裁のっ積極的な判

断の維持 

 東リのように、なあなあ ズブズブで漫然と偽装請負で労働者を雇用して就労させてい

る会社は、日本中にゴマンと（本当は何百万社も）あります。私たちの職場でも、もしか

したらそうかも知れません。大阪高裁の判決が出た際には、複数の経済団体の偉いさんた

ちが異を唱えました。労働者側から我も我もと直接雇用を申し込まれては、これまでのよ

うに安く無責任にコキ使えなくなるからです。 

 今後ものすごい勢いで反動が来る可能性もありますが、労働組合のチカラで獲得した最

高裁の決定を、労働組合の奮闘で、どこの職場でも展開していけるようにするのも、これ

もまた労働組合活動です。 

 東リはまだ５人を職場に戻して就労させるための団体交渉を開い

ていませんし、直接雇用になってもさまざまな面で正社員とは異な

る労働条件も是正させていく闘いはこれから始まります。私たちも

引き続き注目して連帯していきましょう。 
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仲間の職場では…   

 

解決しました！ 長かった 1年！ 
                      組合員 Ｋ・Ｆ 

 

皆さん、お疲れ様です。組合員のＦです。 

事前に会社（サムティ㈱）には家庭の都合で海外赴任（海外子会社へ出向）は出来ないと文

書で伝えていたにもかかわらず、急に私の海外赴任を取締役会決定され、どうしようもなく組

合の門を叩いたのが昨年６月 10 日のことでした。一応の解決をみた日が今年の６月 10 日で

すのでちょうど１年かかったことになります。 

当初はこれほど長くかかるとは思ってもみなかったのですが、組合の皆様のおかげでこの１

年間を耐えることが出来ました。ありがとうございます。 

団体交渉は計９回、もっと早いペースで団体交渉するというイメージでしたが、1.5 カ月に

１度くらいのペースでした。これは団交時、こちらサイドからの宿題に対する会社側からの返

答がぐずぐずしていたことが主な原因です。嫌がらせのつもりだったのだと思います。 

これ以外にも、会社側からは様々な嫌がらせをされました。いくつか晒しておきます。 

・当時、私が部長であった部を解体する・・・こちらサイドは取締役会決議の取消し⇒私が元

の部に戻ることを要請していたのですが、戻る部を途中で解体されました。組織設計は会社側

の専権事項だから自由にできるという認識らしいです。 

・人事査定時の私の人物評価を０点にする・・・人物評価項目は 10 項目ほどあるのですが、

全て０点にされました。リーダーシップという項目０点の理由が「部下の教育が出来ていない

から」。そもそもあなた方が部を解体したから部下はいないのだが。倫理項目も０点。嫌がら

せで部を解体するような人たちに０点って言われてもという感じです。チャレンジ項目も０点。

「海外赴任にチャレンジしないから」と言いたいのだろうが、家庭の都合だと何度も・・・。

とはいえ人事査定も会社側の専権事項だから（以下略。 

専権事項が大好きなようで、海外赴任を含む人事異動も会社側の専権事項のはずなのに、私

が組合に入って覆そうとしてきたのでむかついたのだろうな、と思います。 

私にはむかついていたようですが、組合には相当びびっていたようです。びびっていたから

こそ、第２の藤澤の発生を阻止すべく、私に対して徹底的に嫌がらせをし、他の従業員に思い

知らせようとしているのだと思います。 

社内でもう一人組合に加入する人が現れれば、こちらサイドはとても強くなる、と。私もそれ

は強く同意できます。ですので、社内で私に対し延々愚痴を言う人（結構おります。私には言

いやすいようです。）に対し、「ならば、組合に入ってみては？」と持ち掛けてみるのですが、

そう言うと急に引いていく人たちを見るにつけ、私に対する会社側の嫌がらせは一定の効果を

上げているのだろうかと思うこの頃です。めげずに地道に続けていくつもりです。 

 

長々と脇道にそれましたが、経緯としては以下のようになりました。 

2021/6/10 私の海外赴任取締役会決議 

2021/6/30   第１回団体交渉 会社側出席者は全員弁護士。話にならず。 

2021/7/15   第２回団体交渉 第１回と同様。 
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なお、以降、会社側として、弁護士と何の権限もない管理部部長が来ることになるが、会社

側の意見は弁護士から伝えられることになる。 

2021/8/26 第３回団体交渉  

会社側「海外赴任できない理由を教えて欲しい」 

今頃？と思いましたが、9/15 に文書で先方へ提出（家族の都合のため）。 

2021/9/30 第４回団体交渉 

会社側「日本在住で良いので海外子会社出向して欲しい」 

どうやら組合に入った私は絶対に本社に戻すつもりはないらしい。ですが、それは良いので

労働条件を先方へ確認。先方答えられず、一旦持ち帰り。 

その後こちらから再三、回答を要請するも先方から音沙汰なし。こちらで労働条件を作成す

ることとする。 

2021/11/24 第５回団体交渉 こちらが要望する労働条件の提示。年内の回答を要請。 

2021/12/28 年内ぎりぎりに労働条件に対する会社側の回答。なお要望に対してはほぼゼロ回答。 

2022/1/17 第６回団体交渉 

2022/2/7 第７回団体交渉 労働条件（特に収入の部分）が折り合わず、決裂。 

2022/3/24 第８回団体交渉 再度、こちら側の労働条件を飲むよう要望。一部折り合うも協

議持ち越し。 

2022/4/12 突然、会社が全社員に対して「人事制度の改正」を発表。 

中身をよく読むと改正ではなく改悪だった。 

この人事制度の改正は、それまでの団体交渉の中では一切触れられておらず、不誠実団交の

極みとも思えるのですが、とりあえず会社側に趣旨を説明させるべく団交申

し入れ。 

2022/5/17 第９回団体交渉 制度の趣旨を説明されたが、意味が分からず、

とりあえず、どのような労働条件になるのか提示するよう要請。 

2022/5/27 会社側より労働条件の提示。 

 

上記人事制度に私を収めるに当たって多少の会社側の譲歩があるようでしたので合意しま

した。私に対し形式的には会社側の意見を押し通した上で（従業員の手前、そう見せる必要が

あったのだと思います）、私の方は実質を取った形です。上記労働条件で 2022/6/10 付の確認

書を取り交わし、一旦妥結という形になりました。 

 この１年、長かったです。途中、心が折れそうになったことも何度かありましたが、都度、

励ましていただいた組合の方々に感謝です。また、今まさに苦しかった私のような立場の方も

おられるかも知れません。そのような方々には応援という形で、今後も組合に協力していく所

存です。 

 

確認書は、1 項で出向先は子会社のサムティホテルマネジメント㈱、役職はサムティ㈱の次長職、業務

内容は経理、給与は現状よりわずかにプラスという金額、２項で会社は１項の内容で藤澤さんに辞令を

出す、組合はそれに異議を述べないこと。３項は①就業規則に従って賃金、賞与を支払う、②人事考課

に際し、団体交渉の経緯を理由として不利益な扱いをしない、③人事考課に際し、諸規定を公平・公正

に適用する、という簡単な確認事項である。 

 

http://mozunikki.hatenablog.com/entry/20170131/1485871923
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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兵庫県組合員交流会 
６月１１日（土）午後２時から神戸市勤労会館和室にて開催、連

帯ユニオン関西ゼネラル支部のメンバーを含め５名が参加しました。 

講師役のＭ・Ｋさんの発題は『不動産登記と不動産全般の最近の話

題』。堅苦しい、小難しいと思われがちなテーマを、相続問題など身近

なケースを取り上げながら楽しく語って頂きました。不動産登記簿や

公図、協同担保目録の読み方を知っておくと、会社情報の調査にも役

立ちますね。もしご要望が多ければ、別途オンラインでの学習会も企

画してみたいと考えています。 

お話の中でもみんなが一番喰いついた!!のは、地元神戸の特殊事情。 

「市内の一等地なのにその周辺だけ地価が安いのは、某反社団体の本部所在地だから」 

 学習の後は三ノ宮のディープな裏路地で乾杯となり

ました♡ 

長らく会場として利用していた神戸市勤労会館が改

修のため長期閉鎖となるため、次回は場所を変えて開

催します。詳細は決まり次第機関誌に掲載します。 
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ＮＥＷ 悪口雑言罵詈讒謗    第９号  

インターネットと個人情報の保護 
            副執行委員長  稲岡 宣男 

   

 

本邦の総広告費は、電通の 2021 年資料によるとインターネットが 39.8 パーセント、マスコミ媒体のテ

レビが 27.1 パーセント、同新聞が 5.6 パーセント、同雑誌が 1.8 パーセント、同ラジオが 1.6 パーセント、

ダイレクトメール・屋外広告・チラシ等が 24.1 パーセントの構成である。 

パソコンやスマホのアプリケーションで閲覧や検索をすると、関連商品などの広告が表示される。こ

れは利用者の端末位置情報、閲覧やアプリケーション利用、検索語や購入の履歴などの行動から、

閲覧者の興味関心や属性を推測し、その人物に「最適」の広告を表示する「行動ターゲティング」という

技術を使用している。 

「性別」「年齢」「居住地域」「読書傾向」など数千項目に細分化された利用者情報が、プラウザを

識別するクッキーやスマホの端末を識別する広告 ID などにヒモ付けられ、訪問したウェブサイト以外の

第三者へ送信されることで、広告提示やマーケティングに利用されている。インターネット広告費の 8 割

強が「行動ターゲツト」広告である。 

こうした仕組みが利用者に利便性をもたらす一方で、就職内定者の選別(「リクナビ」問題)や、

2016 年のアメリカ合衆国の大統領選挙、欧州連合(EU)離脱を問う英国・国民投票で、世論誘

導に使用されたことが明らかになっている。 

個人のプライバシー権の保護を前提に個人情報の取り扱いについて規制が進んでいる欧州連

合(EU)は、個人データを「識別された、または識別されうる自然人に関するすべての情報」と定義し

ており、クッキーや広告 ID を徹底的に規制している。しかし、我が国では、その危険性の認識と利

用者情報の保護が大きく遅れている。 

日本では、クッキーや広告 IDは単体では個人情報には当たらないとの見解であり、取得の際に

必要な利用目的の明示や通知、第三者提供の際の同意の取得などは義務とされてはいない。 

今回の成立した「改定電気通信事業法」は、利用者保護の範囲を電気通信事業者との契約

者に限定するなど狭く規定しており、利用者情報の外部送信に対して、利用者の確認の機械を与えれ

ば可能とするなど、多くの事業者がすでに取り組んでいる範囲にとどまった。利用者保護のための規制

強化は法律改正の焦点であったが、大きく後退してしまっている。 

これは、法案の検討過程で、財界・事業者・在日本アメリカ合衆国商工会議所からの意見で利用

者保護策が骨抜きになったからである。政府内部でも、「クッキー等の利用者情報を規制の対象外に

すべきでない」「政府と民間企業の距離が近くなる中で、民間企業の声を聴きすぎることに注意が必要」

「通信に対する信頼を失う」「企業側の免罪符になる」などの懸念が噴出した。 

情報通信の発展のためにも個人情報保護の必要性が不可欠である。 

 

(注：クッキー) 

WEB サイトを閲覧したときに訪問者や入力したデータ等が記録されたファイル 
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組合員交流会/映画上映会 映画を観よう！ 
 

日時：７月１５日（金）  

午後７時から（2時間程度） 

場所：管理職ユニオン・関西 事務所 

  

 

 

 

 

≪解説・あらすじ≫ 

 アメリカンニューシネマ時代、新進気鋭のスコセッシ監督がロバート・デ・ニーロとタッグを組み、

ニューヨークに生きる孤独な青年が狂気じみた犯罪へと駆られてゆく姿を描いた傑作サスペンスドラマ。

脚本は、ポール・シュレイダーのオリジナル脚本。当時１３歳のジョディ・フォスターが売春婦役を演

じ、アカデミー助演女優賞にノミネートされている。 

大都会ニューヨークの片隅で鬱屈した日々を送るベトナム戦争帰還兵の青年トラヴィス。彼は、深刻

な不眠症を患っているため定職に就くこともままならず、夜勤のタクシードライバーの仕事に就く。夜

の街をタクシードライバーとして走りながら、麻薬や売春が横行する社会に嫌悪感を募らせていく。や

がて、密売人から銃を手に入れ、自らの肉体を鍛え始めたトラヴィスの胸中に、ある計画が湧き上がる…。 

 映画は、第29回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞している。 

製作1976年、アメリカ、114分、監督：マーティン・スコセッシ 

脚本：ポール・シュレイダー、配給：コロムビア映画 

ＱＲコードを読み取って頂きますと、この映画の予告編をご覧になれます。➡  

 

前回（6月１８日（土）午後）の映画会の後はみんなで座談会をし

ました。和気藹々の様子は『管理職ユニオン・関西』のYouTubeにアップされていま

す。チャンネル登録＆「いいね」をお願いします♪    

https://www.youtube.com/watch?v=k2PYsu3mCnI 
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学習会「メンタルヘルスについて」 
～事例紹介と職場のパワハラ・いじめへの心のケア 

日 時： ７月７日（木）午後６時３０分～８時３０分 

場 所： 管理職ユニオン・関西 事務所 

講 師： 有本 進さん（光愛病院＆ひかりえクリニック院長） 

テーマ： メンタルヘルスについて、事例も取り入れながら 1 時間程度のお話 

その後、質問･応答－現在治療中、治療を受けたい人からもＯＫ 

心のケアについての意見交換など 

 

★ 同日同時間帯で大阪労働者弁護団主催の『障碍のある労働者は仲間である』～障碍

者労働相談学習会～も開催されますが、こちらには書記長がリアルで代表参加します。オ

ンライン視聴も可能ですので、興味のある方はユニオンまでお問合せを。 

 

   ７月 ８月 活動予定     

月 日 曜日 内    容 場 所 時間 

７ ２ 土 機関誌３０３号発行作業 協力ください ユニオン事務所 12:00 

 ５ 火 ＮＸ商事㈱と団体交渉 ※連絡ください 13:30 

 ６ 水 ｾﾝﾄﾗﾙﾒﾃﾞｨｴﾝｽ不当労働行為事件調査 大阪府労委 15:00 

 ７ 木 

・山田ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ裁判（年俸減給） 

・学習会「メンタルヘルス」講師 有本進さん（光

愛病院＆ひかりえクリニック院長） 

大阪地裁 WEB 

ユニオン事務所 

 

15:00 

18:30 

 

 11 月 
大阪労働学校ｱｿｼｴ講座「社会運動と社会教育」 

第 2回 戦前の大阪労働学校 
協同会館＆WEB 11:00 

 11 月 関生裁判（ビラ撒き事件） 大津地裁 13:15 

 14 木 関生裁判（武前委員長他京都３事件） 京都地裁 10:00 

 15 金 日本フッソ工業 行政訴訟（会社提訴） 東京地裁 527 10:00 

 16 土 
・執行委員会 

・新入組合員学習会「不当労働行為について」 
ユニオン事務所 

10:30 

14:00 

８ ６ 土 機関誌３０４号発行作業 協力ください ユニオン事務所 12:00 

 ６ 土 大阪労働者弁護団交流会 ※参加希望者は連絡を エル大阪 13:00 

  20 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 31 水 日本フッソ工業団交拒否事件再審査 中労委 15:00 
   ※団体交渉に参加できる組合員は連絡ください  

 

★ 管理職ユニオン・関西の定期大会は11月２７日（日）午後です！ 

皆さん、今から予定を空けておいてください。 〈会場はＰＬＰ会館を予定〉 
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