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国政選挙の無い３年で労働法制は? 
書記長  寺尾 そのみ 

  

検討会では改悪の企みが目白押し 
参議院選挙戦の最中に驚愕の事件が発生し、選挙結果よりもその余波で炙り出された政

治と宗教の癒着に世間の耳目が集中しています。大ナショナルセンターのトップが露骨に

野党共闘に難色を示して選挙結果は大方の予想通り（中には「えっ、こんな人まで議員に

なっちゃったの!?」というのも…）、社民党が辛うじて政党要件を満たしたことが、レフト

陣営にとって唯一の希望？という状況です。国会は開会した瞬間に閉会、コロナも経済も、

さすがは豪雨の最中に赤坂自民亭をやっていた人たち、危機感はゼロです。 

よほどの事が無い限り、後３年間は国政選挙がありません。そのような中、７月１５日、

厚労省の『これからの労働時間制度に関する検討会』が終局して報告書がまとめられまし

た。同検討会は、「働き方改革関連法」成立の際、２０１８年の統計不正で撤回された「裁

量労働制の見直し」を軸に労働時間制度全般の現状と課題を検討すると うことで開始さ

れたものです。以下、『雇用共同アクション』の会議レジュメから抜粋/引用します。 

   

労働時間法制は「柔軟に」「労使自治に委ねて」  

報告書は「デジタル化とコロナ禍の影響」と「経済社会の変化」を受け、労使双方から

『多様な働き方』を求める声が強まっており、今後の労働時間制度は、次の視点に立って

考えるべきとしています。 

そもそも労働時間法制は、長時間労働から労働者を保護するため罰則付き

の強行規定をもって使用者を縛るもの。もちろん、自ら過重労働をしようと

する労働者も規律し、健康と生活を守るものでもあります。 

報告書は労働時間法制の原則に言及しているのですが、「時代の状況に合

わせて累次の改正がなされ」「原則を柔軟化した」ことを評価し、柔軟化され
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た様々な制度を、「もっとシンプルにし、制度の選択と運用を労使自

治に委ねるべき」としています。 

お上の文書にこういった美辞麗句が連なるときは要注意です。 

健康確保は大事といいながら、日々の睡眠時間や生体リズム

の確保、子育て、介護等の家族的責任の時間、私的時間をふく

む生活時間を守る議論は欠落していて、経済界の主張に沿った規

制緩和論が基調となっている雰囲気です。 

 

裁量労働制も骨抜き… 

見直しの柱である裁量労働制については、定義から検討。 

「業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、

労働時間の状況の把握に基づく労働者の健康確保と、法定時間を超える労働について、実

労働時間数に比例した割増賃金による処遇以外の能力や成果に応じた処遇を可能としな

がら、実労働時間規制とは別の規制の下、使用者による実労働時間管理から離れて、業務

の遂行手段や時間配分等を労働者の裁量に委ねて労働者が自律的・主体的に働くことがで

きるようにすることにより、労働者自らの知識・技術を活かし、創造的な能力を発揮する

ことを実現することにある」 

と、制度の趣旨確認というあからさまな骨抜きを目論んでいます。 

一部の委員からは粘り強く、「裁量労働制が趣旨どおり運用されていない悪用・濫用の実

態がある。割増賃金適用逃れが目的と公言する使用者もいる。適用対象の拡大の前に、濫

用防止をはかるべきではないか」、「時間の裁量を与えても、業務量のコントロールができ

ないのでは裁量を付与したといえない」といった発言が繰り返しなされた結果、「規制緩和

賛美」一辺倒だった議論に、ある程度のブレーキや、留意事項の議論の余地が生まれ、そ

れが報告書の随所に顔を出しています。 

 

労働者の声が届かないのが最大の問題 

不思議なことに、こういった審議会や検討会で現場の声を丹念に拾うことは皆無に近い

のです（労働者を代表して参加しているはずの人たちがアレですし）。障碍者問題や女性労

働、外国籍の人に関係することなら当事者からヒアリングするのに、労働問題は何故？ 

選挙の無い時間は、職場・現場で闘

う労働組合が粘り強く声を上げていか

なければなりません。それと、選挙で

選ばれた議員たちがヘンなことをしな

いよう、公約を守るよう、監視してい

くことも重要です。政党や議員のホー

ムページにコメントしたり、署名サイ

トの活用等、方法もいろいろあります。  
〈写真は中央最賃審議会会場前でのアピール→〉 
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仲間の職場では…   
 

◆株式会社ラスイート〈Ｙ さん〉 

 伊丹空港内のレストラン/バーで慢性的な人手不足/過重労働の中で就労していたＹさ

んが６月末に救急搬送され、その後遂に出勤不能状態となりました。それまで（遅々とし

た動きではありましたが）Ｙさんの就労環境改善に向けて「あれをやります。これも頑張

ります」と言っていた会社は、突如として組合に対して「契約期間満了で不更新」と通告

（本人には何も…）、会社が一方的に認定した分の未払残業代を振り込んできました。実際

にはこんなもんでは済みません。 

 今後はＹさんの体調を見ながら、解雇（不更新）を認めない＆安全配慮義務を果たせ！

という闘いとして争議を展開していきます。皆さんのご支援をお願いします。 

 

◆株式会社ワールドリンク〈Ｋ さん〉 

 役員による窃盗言い掛かり問題での団交を、会社は２カ月以上逃げ回って開催していま

せん（どう考えても無理筋なので代理人が嫌がっている？）。そうこうするうちに、ＦＡＸ

による発注間違い…会社側が間違えたのか、お客さんが間違えたのか、真相は不明…を、 

「１００％お前が悪い！」 

 と、Ｋさんだけのミスとする事件が勃発。団交拒否で労働委員会にかけることも視野に、

会社に対してガツンと物申す構えで闘いに取り組みます。 

 
※この他に、持病/障碍を抱えながら職場のいじめ問題を解決

するために公然化（組合員であることを会社に通知する）を

準備している仲間もいます。全力サポートしましょう。 

 

新加入の仲間 

 

Ｍ さん  株式会社アミューズ２４ 

 兵庫県の介護施設で管理職（施設に必要な資格の上でも）として入社したにも拘らず、

社長のデタラメ経営に振り回され、遂には一方的にパワハラ加害者とされて降格・減給・

配転。相談した弁護士さんも、ちょっとモワッとしてて…。 

「明日、配転先に出勤しなければ退職扱い」 

 というタイミングでの組合加入となりました。いろいろ対応に苦慮させ

られる会社のようです。 
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学習会「メンタルヘルスについて」に参加して 

～事例紹介と職場のパワハラ・いじめへの心のケア   感想 
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） 

 

組合員 Ａ 

 

私は以前からメンタルヘルスをテーマにした学習会を渇望していました

ので、この度の企画は私にとって大変ありがたいものでした。 

私は行政関係に勤務していますが、職場での長年の組織的なパワハラ、嫌

がらせ、イジメによるストレスからくる精神的な現状確認と疾病予防対策、過去に心的外

傷後ストレス障害（PTSD）の症状を経験しているので、うつ病と不安症の区別違いを詳し

く学びたい欲求、課長から心療内科通院か職場の保健師との面談を迫られた時、全くの見

当違いと判断してお断りした対応の検証、それらへの追求心から参加しました。 

私が心的外傷後ストレス障害（PTSD）になった経緯です。2012 年 1 月 31 日夕方帰宅後、

過去１４年分の手帳、数冊のメモ帳、数冊の住所録、１通の手紙が自宅で盗まれていたこ

とを確認しました。私は他人に見られたくない個人情報を大量に盗まれたショックで心的

外傷後ストレス障害（PTSD）の症状になり、４か月の休職を余儀なくされました。警察は

私の被害届を受理しました。 

私が、この窃盗を察知したきっかけがありました。犯行の仄めかしがあったからです。当

日１７時頃、私が職場で着席している時、私の周囲の職員同士で「１０数冊確かに押収し

ました」「ようやった、１４，５冊あったか、ご苦労さん」旨の大声の発言が耳に留まった

からです。私は、夕方一目散に帰宅後、真っ先にそれらの有無を確認すると、案の定、盗

まれていたのです。この事件の中心人物は、その後の状況証拠から特定宗教団体所属で勤

務先に対して影響力を及ぼす者であることが判明しました。つまり、勤務先組織がこの中

心人物と連携している構図と考えています。 

課長から心療内科通院か職場の保健師との面談を迫られた経緯です。2021 年度職場で３

回も文書が行方不明になりました。いずれも証拠がないにもかかわらず私が犯人に仕立て

上げられ、それが人事評価の根拠にもなりました。これは、2018 年度職場で私の仕事に関

する文書行方不明と備品破損が短期間に続いたため、私が内部通報した報復と考えていま

す。人事評価は内部通報の翌年の 2019 年度から最低ランクが続いています。 

私は人事評価に納得できないので、2022 年 3 月課長と所長と人事担当者と２回面談しま

した。このままでは、いつ金品の窃盗犯等に仕立て上げられるかもしれない危機感もあり

ました。2022 年 3 月 24 日の２回目の面談では、仲村委員長同席の上でした。只今、2021

年度の人事評価について審査請求しています。 

有本先生からは、うつ病（うつ状態）の症状とかかった時のこころがけ、不安症の状態
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と疾患の分類と改善策等を事例を交えて大変わかりやすくご説明いただきました。この気

づきと発見の体験を学びにしていきたいと思います。私も含めた参加者からの矢継ぎ早の

質問とそれに対する有本先生の応答で組合事務所が熱気に溢れてタイムオーバーになっ

たようです。ぜひ、今度この続きをお願いしたいものです。 

 

 

大阪労働者弁護団 学習会 

『障害のある労働者は仲間です』 
メンタルヘルス学習会と同日同時刻（７月７日（木）には大阪労働者弁護団

の障害者雇用に関する学習会も開催され、書記長の寺尾が代表参加しました。

講師は長年障碍者の労働問題に取り組んでこられた池田直樹弁護士。ご自身

の関わられた「甲山事件」から歴史を語り起こし、障害者雇用促進法の活用

等、課題も含めた実践的なお話も伺えました。 

オンラインでの質疑応答では、職場や各労組での取組み事例や苦労等の情

報も共有されました。個人的には行政を巻き込んだチャレンジも模索したい

ところです。  《寺尾》 

 

 

コロナ（Covid-19）がまた蔓延しています 
 

 組合員の中からも「感染しまし

た」という報告が相次いでいます。

無理をせず、しっかり療養して頂

きたいと思います。自宅療養の場

合は熱中症にもご注意を！ 

 療養や入院に際して、配慮を求

める文書等を組合から会社宛に出

したほうが良い場合は、遠慮せず

申し出てください。 

 事務所の感染症対策について、

今年２月に執行委員会で確認した

ことを再掲しておきます。猛暑等

の関係で２月とは状況も異なって

います。臨機応変に判断すること

になりますが、皆さんのご協力を

お願いいたします。 

  

事務所を使用される皆さんへ 

 

新型コロナウィルス（Covid-19）感染防止のため、２月 19日に開

催された管理職ユニオン・関西執行委員会で以下のことを確認しま

したので、ご協力をお願いします。 

 

１．事務所ではマスクを装着 

２．入室時に手指のアルコール消毒 

３．１時間あたり 15分程度（または 30分に１回）の換気 

それ以外でも状況に応じた換気を心がけてください 

４．キッチンのタオルは共用しない（ペーパータオルを設置） 

５．複数名での飲食をしない 

どうしても複数名で飲食をする場合は、入口横の相談スペースで

換気をしながらしてください（スペースの使用は、相談等の組合

の業務が優先されます） 

食品・食器・調理器具類の共用はせず、個別に取り分けてください 

 

さまざまな事情でワクチン接種ができない人、職場の感染症対策

コードやご家族の状況等で、より注意深い対応が求められる人がい

ます。 

しばらく不便かと思いますが、労働組合の事務所がクラスター発

生源にならないように、お互いに配慮を持っての事務所使用を心が

けましょう。 

管理職ユニオン・関西  執行委員会 
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ＮＥＷ 悪口雑言罵詈讒謗    第１０号  

日本のマネタリーベースによる異次元金融緩和 

             副執行委員長  稲岡 宣男 
   

 

２０１３年４月に日本銀行は、政策委員会で、量的・質的金融緩和の導入を決定してい

る。「日本銀行は、消費者物価の前年比上昇率２パーセントの『物価安定の目標』を、２年

程度の期間を年頭において、できるだけ早期に実現する」、このため「量・質ともに次元の

異なる金融緩和を実施する」と公表している。異次元金融緩和は、この表現の一部に着目

して、マスコミが名づけたものと言われている。 

 「量的・質的金融緩和」の特徴は、金融市場調節の操作目標を、これまでの短期金利か

らマネタリーベースに変更している。それは、金利政策から量的・質的政策に抜本的な転

換への始まりであった。 

 伝統的金融政策は、金利操作を通じて、経済・物価の動向に働きかけるものである。 

 量的・質的金融緩和はマネタリーベースの増加とインフレ予想率の引き上げで、経済・

物価の動向を促すためであるが、これら量的・質的金融緩和は、その後の、２０１４年の

「量的・質的金融緩和」の拡大、２０１６年の「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」、

「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が実施された。これらの政策は現在も一部は現

在も進行中である、当然に異次元金融緩和も進行中である。 

 しかし、現在まで、わが国の生鮮食品を除き、消費者物価は「安定的」に２パーセント

を超えていない。 

 この状況で、異次元緩和の副作用が続出している。代表的なものでは、最近の米国ドル

高・日本円安の進展に伴う輸入品物価の高騰であ 

 ＦＲＢ(アメリカ合衆国・連邦準備制度理事会)は、資源高による世界的な物価高騰に対

応するため、２０２２年３月、５月、６月、７月と連続して政策金利を引き上げ、現在は

１．７５～２．００パーセントの水準にある。これに対して日本銀行は資源高は一時的な

もので、すぐに下がり始めるとの理由として、政策金利を据え置く姿勢を続けている。日

本銀行の現在の金利目標は短期金利についてはマイナス０．１パーセント、長期金利(１０

年物国債金利)についてはゼロパーセント程度である。しかし、これでは、投資家が日本円

建ての金融資産を売却して米国ドル建ての金融資産を買うので、ドル高・円安が進むのは

当然のことである。 

 このような事態なった原因は、日本銀行の２パーセントの「物価安定の目標」および異

次元金融緩和へ固執にある。日本銀行はこれらの政策をすべて放棄して、いい意味での金

利政策に戻るべきである。 
 

(注)マネタリーベース：現金(日本銀行券と硬貨)発行高に、金融機関が日本銀行に保有する当座預金額を加えたもの 
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関生裁判傍聴報告  
 

 

２０２２年６月２３日（木）１０時～１７時 京都地裁１０１号法廷 

検察側証人：福田氏（福田生コン経営者）、長尾氏（京都建材サービス経営者）、山田氏（祥豊運輸

の役員）の 3 人 

 

１０時から被告本人（武、湯川）確認のあと、裁判長が交代したため、弁護団の４名から交

代した裁判長のために事件の概要説明。永嶋弁護士から「本件は労働事件である」から始まり、

業界のこと三事件のそれぞれの概要が三人の弁護士から述べられた。前々回の裁判でも左右の

裁判官が転勤交代をしたので、弁護団から同様の説明があった。 

 

〔検察側、福田証人〕 

福田生コン社長、元京都生コンクリート協同組合理事・営業本部長。理事時期は山内、田上、

福田の三氏で執行部構成。 

まず、検察官の主尋問では、 

ベストライナー社の設立に関与し、知人の岩本氏に社長になってもらったが、ベスト社の経

営に関与はしていないと検察官の質問通りの答え、岩下社長からの相談は「ありません」、川

畑（暴力団）のベスト社入りは「知らない」と、白々しい答えが続く。解決金などの記載のあ

る協定書決議には、「みんな賛成やから賛成した」と答えた。 

検察官はストライキが“恐喝”という描きですので、これに答えて福田証人は、連帯の行動・

ストライキを「何かあったら（生コン製造を）止める。屈辱的でした。」、「雇用関係がないのに

止める。」、「退職金など払う必要ないのに、仕方がないから支払った」と述べた。ベスト社の

解散条件については、久貝さんに武委員長と話をさせたことは認め、「解決は金銭だけ」とし

ていたが、そうならなかったと。 

弁護士の反対尋問には、 

ベスト社の連帯の正社員化要求は「知りません」、岩本社長からベスト社の解散の申入れは

「わからん」と答えたが、岩本さんの警察・検察調書を示すと「岩本が言うのが正しいかも」

と。久貝さんのベスト社の取締役就任に関与したかに対し「連帯の窓口やったから（した）」、

辞任の時は、なんでも連帯の言うとおりにするからに「そうです」と答えた。2014 年（H26）

6 月 24 日、中華料理店四川での３月協定書の連帯に対する不履行の協議の質問には「協定書
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は見ていない」と答え、「岩本は当事者能力がないから」と発言したことは認めた。ベスト社

の清算は連帯の反発をまねくと思ったかには「それはあるかも」、黒字化のための大型車化要

求は「わからない」とごまかす、協議の報告は「知らない」。久貝さん辞任後、川畑さんが連帯

担当になった「覚えてない」、川畑さんが取締役になった事は「後から聞いた」、誰からには「検

察官から」、川畑という人は「知らない」、川畑さんは“反社”で良くないと言われたことは「な

い」と平気で答えた。 

久貝さんに話した「金銭解決だけ、お釣りをもらってくるな」と言ったこと、久貝さんから

武委員長に 1,5 億円を提案したのか「していない」、事前に京都協組で相談したのか「してい

ない」、連帯から要求されたのか「わからない」、3 月の協定書の破棄通告書、協組で雇用責任

を負うということがなくなったことは「そうです」と認めていました。 

京都府警の組織犯罪対策課から電話があったかの弁護士からの問いには「あった」。組織犯

罪対策課が事前に、生コン経営者に事情聴取を始めていたのです。 

近畿生コンの件では、閉鎖会社の競売、連帯が占拠していたことは「知らない」と、とぼけ

た。 

最後に裁判官質問、ベスト社解決金は、京都協組側が関生支部に持って行

ったのかに「そうです」。ストライキは暴力的なのか、出荷を止める妨害を

するということ、どちらですかの質問には「出荷を止められると経営者と

して困る」と答え、その発言確認にも「そうです」とした。 

 

〔検察側 長尾証人〕 

京都建材サービス（通称：伏見生コン）の社長から昨年会長に、京都生コンクリート協同組

合加盟は平成８年頃、現在、協組理事。 

検察官からの主尋問 

ベスト社は知っているか、「輸送会社を独自に持っているので、足りない時だけで、あまり

ベスト社のミキサーは使用していない」と。ベスト社にはかかわりはないが、田上さんから連

帯へベストライナーの件での解決金支払いは聞いたが「おかしいと思った」と答える。 

2014 年 6 月 24 日の四川での会合は「参加した」、解決金 1.5 億円の件は「決まってない」、

どこで決まったかには「理事会」、理事としてどうしたか「賛成した」「支払わないとまたスト

ライキがあると言われたので了解した」と述べた。福田生コン・伏見生コンは連帯の組合員は

いないのかには「そうです」。 

近畿生コンが破産したことは「理事会で知った」、解決金 6 千万円は「久貝さんから聞いた」、

「近畿生コンの配分をするから 6 千万円だすと聞いたがおかしいなと思った」と答える。 
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弁護士反対尋問 

伏見生コンの輸送は、マルセイ（？）運輸が専属「はい」、２つの会社に労働組合は「ありま

せん」、協組加盟にあったって連帯の組合員がいない事が評価されたかには「そんなことはな

い」、警察調書に書いてあるんですがと詰められて「記憶にない」、協組の運営、福田・山内・

田上の執行部で一番力があったのはだれ「福田さん」、定期的に理事会は開かれていた「毎週

月曜日」、執行部の方針はほとんど通っていた「そうです」と述べた。 

ベスト社が赤字だから協組が補填していた「赤字とは聞いていない。補填していると聞いた」、

久貝さんが辞任して川畑さんが就任を「後で聞いた」、川畑さんが暴力団関係者であるという

ことは「知りません」、ベスト社の連帯メンバーがタカラ運輸へ移籍したということは「1.5 億

支払った後で聞いた」と。 

平成 27 年～28 年（2015～16）、生コンの値戻しの時期、臨時の理事会が「ありました」、営

業本部長（福田）の解任決議をしたのか「そうです」、値戻しのためにアウト社をまとめてい

こうと連帯がやっていることは「後で聞いた」と答えた。 

近畿生コンの件で、生コン関連社以外が落札したことは「聞いた」、久貝さんは近畿生コン

の件で連帯にお金を払う、近畿生コンのシェアの配分が増える、そのための金やと言っていた

「そうです」と。 

 

〔検察側 山田証人〕 

検察官からの主尋問 

祥豊運輸（千原生コンの専属輸送部門）は、ほぼ全員が連帯の組合員である。 

ベスト社の件は「知らない」、ベスト社を使ったことは「1 回しかない」、湯川らが正社員に

なった事は「事後に聞いた」、1・5 億円を支払ったことは「事後に田上さんから聞いた」、払っ

た理由については「個社の問題で払うのはおかしいと思った」、協定書の内容に納得していま

すか「していなかった」、千原生コンのところにハンコを押したか「はい」など、検察官の質問

に打ち合わせ通り答えたと思われる。 

弁護士反対尋問 

千原生コン・祥豊運輸は、一族会社「そうです」。弁護士が警察・検察の調書をいくつか引用

すると｢間違いない｣、昭和 60 年ごろ武委員長に頼んで合理化しましたか「そうですね」と認

める。 

ベスト社の設立後、連帯がベスト社に大型車を入れろと要求していました「そういっていた

かもしれない」、ベスト社は大型車を入れていませんね「入れていません」、1.5 億円は仕方が

ないと思ったが、大型車の時は拒否していると突っ込まれると「別である」と、弁護士が警察・
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検察調書に書いてあるんだったらそう言った「そう言うた」と。協定書の件、協定前に案があ

ったんですが、書証を示し、3 月 17 日、田上さんに返した記憶ないですか「ない」と述べる。 

裁判官からの質問 

ベスト社解散、解決金 1.5 億円支払った。その時、どういうストライキでしたかの質問に「運

転手がストライキをする」、平成 26 年（2014 年）のストライキは車の前に立ったかの質問に

「なかった」とした。                           

 

 

検察側の主要な証人は終えているが、まだまだ続きます。検察官の主たる立証目的は、解決

金が“恐喝”されたとすることである。生コン経営者の証人から「ストライキが行われ、生産

が止まってしまうことを恐れて支払った」、「納得がいかないが解決金を支払った」「仕方がな

いから支払った」という具合に、解決金は強制強要されていないが、ストライキが解決金を強

制強要したという組み立てである。 

ベストライナー事件は、輸送会社の閉鎖に端を発したのであり、労働組合の退職金や雇用補

償の要求があり、要求実現のためのストライキ行動（2014 年）があり労使合意があり解決した

事案である。その３年後に犯罪化された弾圧事件である。近畿生コン事件も工場閉鎖・倒産で

あり、労働組合の工場占拠を伴う要求は、退職金や雇用補償であった。よくある倒産・破産に

対抗する争議形態である。京都生コン協組加盟企業相手の交渉であり、ストライキ行動（2016

年 10～11 月）があった。ストライキとは同盟罷業で労働組合の正当な権利、団体行動権行使

であり、生産工場であれば生産を止めることである。                  

※ ７月１４日はコロナで中止となり、次回公判は京都地裁で９月８日（木）10時からである。 

（報告 執行委員長 仲村実） 

 

 

『東リ 最高裁判断確定 記念特別シンポジウム 
 前号の機関誌で紹介した、なかまユニオン(LIA 労組)の貴重な事例を、皆さんで分かち合いたいと

思います。コミュニティユニオン関西ネットワークの（年次）運営委員会第２部の企画として、当該組合

員と弁護団のお話を同時に聴けるシンポジウムを開催します。 

９月３日（土）１４時半～＠エルおおさか７０８号室、参加費は五百円。 

オンラインでの視聴もできます。   詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 
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組合員交流会/映画上映会 映画を観よう！ 

 

「８２年生まれ、

キム・ジヨン」 
（原題: 82년생 김지영） 

 

日時：８月１９日(金) 午後７時から２時間程度  

場所：管理職ユニオン事務所にて 

 

〈解説・あらすじ〉 

 現代社会の女性が担う生きづらさを描き出し韓国で社会現象を巻き

起こしたベストセラー小説を映画化。ジヨンは、結婚を機に仕事を辞

め、常に誰かの母であり妻の役割をさせられ、育児と家事にも追われ

ていた。そんな毎日のなかで、閉じ込められるような感覚に陥ること

がしばしば起きる。「ちょっと疲れているだけ」だと自分にも夫のデ

ヒョンにも言い聞かせていたが、ある日からまるで自分の母や祖母な

どが乗り移ったような言動をするようになる。その間の記憶はない妻

に、デヒョンは傷つけるのが怖くて真実が告げられなかった。デヒョンは精神

科医に相談に行ったが、本人が来ないことには何も改善させることはできない

と言われてしまう。なぜジヨンの心は壊れてしまったのか。少女から社会人に

なり現在の自分になるまでの彼女の人生が映しだすものとは何なのか……。  

韓国の１９８２年生まれ女性で最も多い名前のジヨンという名の平凡な女性

とその夫を、「トガニ  幼き瞳の告発」「新感染  ファイナル・エクスプレ

ス」でも共演したチョン・ユミとコン・ユが演じる。監督は、本作が長編デビ

ュー作となるキム・ドヨン。  

製作：2019年、韓国、118分、監督：キム・ドヨン、原作：チョ・ナムジュ 

撮影：イ・スンジェ、配給：クロックワークス 

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。➡  
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   ８月 ９月 活動予定     

月 日 曜日 内    容 場 所 時間 

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 10:30 

 ６ 土 大阪労働者弁護団交流会(ﾘｱﾙ/ｵﾝﾗｲﾝ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ) エルおおさか 7F 13:00 

 
11 

14 

祝 

日 
管理職ユニオン・関西事務所夏季閉鎖 ----- --- 

 18 木 日本フッソ工業㈱と団体交渉 ※連絡ください 18:00 

 19 金 映画会「８２年生まれ、キム ジヨン」韓国映画 ユニオン事務所 19:00 

 20 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 23 火 山田コンサルティンググループ裁判（減給） 大阪地裁 WEB 11:00 

 26 金 大阪カジノを止めよう討論集会 エルおおさか 6F 18:30 

 29 月 ｾﾝﾄﾗﾙﾒﾃﾞｨｴﾝｽ不当労働行為事件最陳提出 大阪府労委 13:00 

 31 水 日本フッソ工業団交拒否事件(会社再審査申立) 中労委 15:00 

９ ３ 土 機関誌３０５号発行作業 協力ください ユニオン事務所 10:30 

 ３ 土 CU 関西ﾈｯﾄ『東リ最高裁判断確定』ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ エルおおさか 7F 14:30 

 ８ 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 12 月 
大阪労働学校ｱｿｼｴ講座「社会運動と社会教育」 

第３回 戦後の京都人文学園 講師 奥村旅人 

協同会館＆ 

ＷＥＢ 
11:00 

  17 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 17 土 
学習会「大阪カジノを止めよう」 

お話 馬場徳夫さん（どないする大阪の未来ネット） 
ユニオン事務所 14:00 

 22 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 
   ※団体交渉に参加できる組合員は連絡ください  

 

 

学習会 大阪カジノ計画に反対する     
 

カジノが大阪市財政を食いつぶし、港湾を運営する「港営事業特別会計」を破綻に追い

込み、国際貿易・商業港としての「大阪港」をつぶすばかりか、大阪経済を博打経済に変

えてしまう「維新の政策」を聞きます。そして意見交換をします。 

 

お話 馬場徳夫さん（どないする大阪未来ネット） 

日時 ２０２２年９月１７日（土）１４時～１６時 

場所 管理職ユニオン・関西 事務所 

 
 

 

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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大阪労働学校講座  第 2回「社会運動と社会教育」報告 

7月 11日 ―戦前の大阪労働学校― 講師 奥村旅人さん （報告 執行委員長 仲村実） 

 

大阪労働学校は、戦前の１９２２年（大正１１）～１９３７年（昭和

１２）、約１６年続いた。賀川豊彦の出資・講師集めによって作られた。

工場労働者を主な教育対象とした教育機関は、全国で２０年代に６０校

ほど設立される。その中でも大阪労働学校は極めて活発にかつ長期に存

続した稀有な存在であった。 

【３つの運営体制】 

① 創立期〔第１期（1922.6-8）、第 2 期（1922.9-12）〕 

大阪労働学校を創立した指導者を中心に学校運営がされた時期。創立の中心人物である賀川豊

彦らが不定期に会合を開いて意思決定をしていた。中心人物は賀川豊彦。 

② 学生運営期〔第 3 期（1923.4-8）～ 第 9 期（1925.9-？）〕 

創立者が学校から離れたために、学生が運営を自律的に担った時期。「学生(学校)委員会」を

組織して運営した。すべての委員会で委員長を務めた井上良二が中心人物。 

③ 経営委員会運営期〔第 10 期（1925.9-11）～ 第 45 期（1937.10-11）〕 

大原社会問題研究所（当時は大阪）の研究員たちを中心に「経営委員会」が組織され運営され

た時期。中心人物は、これ以降すべての時期で講義を行った森戸辰男が中心、他に住谷悦治。 

【それぞれの時期の中心的人物について】 

〔賀川豊彦〕 

・私は労働学校を、ただ戦争のための士官学校だけだと考えたくはない。私は、士官を作る前にま

ず人間を作ることが真の教育のデモクラシーだと思っている。すなわち人間そのものの外、何の

外部的の条件によって人間を区別しないことが、デモクラシーの本質だと考える。 

・創立期の大阪労働学校は、概して教育の機会に恵まれない労働者に対する高等教育あるいは中等

教育の代替、補完という役割を期待されていた。 

〔井上良二（野武士組の一人、血気盛んな人）〕 

・「非組織労働者」と「組織労働者」について述べられている。非組織労働者に対する教育目的は、

「組織的宣伝教育」である。井上は資本家の「勢力の集中」に危機感を示し、大阪労働学校の教

育を通して、「大衆」（非組織労働者）の「階級意識」を鮮明にし、労働組合勢力を増大させる意

図をもっていた。 

・支配階級がいかに横暴であり、残虐であるかを見た時に、貧と苦と餓との窮乏の中で何者かを、

考へざるを得ないのだ。非組織労働者に資本家階級の「横暴」さを見せ、労働組合に呼び込むと

いう目的。 

〔森戸辰男〕 

・森戸の労働運動の三分類：経済（労働組合運動）、政治（無産政党運動）、文化（「プロレタリア

文化」）。労働者教育は経済・政治と文化との「持続領域」、教育活動に独自の役割を期待。 
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・労働学校への期待：「抽象的な観念操作の結果としてでも、無反省な自然発生的実際闘争の結果

としてでもない」「社会科学的」な知識や思考様式の拡大であり、その知識や思考に基づいた、

労働者の「意識改革」であった。森戸は「社会科学的学問」を最重要視した。 

〔住谷悦治〕 

・３１才の時にはじめて大阪労働学校で講義を行い、それから断続的に大阪労働学校と関わり続け、

かつ戦後京都人文学園や関西地方の労働学校「再興」に寄与する。 

・私は初めて労働者に講ずるということは大学の教室よりも楽しかったように思われ、帰りの京都

まで夜の電車で何かしら生き甲斐のようなものを感じた。文化運動が盛んになったことをあげ、

これは政治批判をやれなくなった進歩派の人々が文化運動に逃げ込んだためだろうと。 

教育目的の変容 

・社会運動の担い手養成をのみ重視する時期（学生運動期）と、そこに「学問」が介在する時期（創

立期、経営委員会運営期）。労働者がよりよく生きることを目指すという目的のもとに、また、

社会運動を志す知識人によって作られた機関という性質故に、社会運動と「学問」が何とも言え

ない緊張感を持って共存している。 

・労働学校に身を置いた知識人たちは、労働者の生活や生涯の充実を、社会運動と「学問」のどち

らにも、完全には委託しなかった。森戸辰男や住谷悦治は、経済運動、政治運動と文化のどちら

が労働者の「向上」につながるのか、という悩みを吐露している。 

二人の卒業生 

・宗教が「社会に対する疑問」に応えてくれないことへの「失望」と「科学」への期待。 

 私はようやくそのころ学問をすることに興味を感じ、懸命にもなったそれを求めていた。一つに

は、生活の苦しみと悩みのなかから脱出して、夢中になれる唯一のひとときであったからである。

当時、堂島にある勤務する銀行が終わると、中之島にある図書館へ通い、勉強するというふうで

あった。それでもまともなカリキュラムで系統だった知識を得たい、何とか正しい方法で勉強が

したいと思っていた。しかし、貧乏の中にある。ふと電柱に貼られた大阪労働学校生徒募集とい

う広告を見た。そして私は、講師の良さ、講義内容の斬新さ、ありきたりの大学では聞けない、

月謝も安いと直感した。 

・親父の死後、大きな借金が残っていたことがわかりましてね。それがまだ少年の私にゴソーとか

かってきたわけです。叔父がとにかく俺の店で働けと。学校へとうとういけなくなってしまった

わけですね。私はまあ、向学心に燃えているもんだから、何とかして学校へ行きたいなあと思っ

ておりました。イギリスの労働党のマクドナルドというのが、小学校を出ただけで、イギリスの

労働党を率いて、ついに内閣を組織した人、学校いかんでもやる人はあるんだと。で、それなら

ば、自分は、正規の勉強の過程を経ないで、ひとつ世の中に出て行ってやろうなんてことを思い

出した。労働学校なんてものに頭を突っ込んだりするその原因になったと思います。 

※講師との付き合い、学生同士の付き合い・交流が大きな刺激になったとのことである。 

次回は、９月１２日（月）１１時～、協同会館アソシエ ＆ ＷＥＢで行います。 

第３回「社会運動と社会教育」― 京都人文学園 ― です。 

― 1930 年代半ばに『世界文化』『土曜日』などの雑誌を創刊して反ファシズムの論陣を張り、戦後

には京都人文学園を創立して社会教育活動を行った知識人たち。そして彼らに出会うことで生活を変え

ていった人々の生涯を追いながら、学ぶことと社会を変えようとすることの関係について考える。京都

人文学園は、のち京都労働学校と名称変更する。 
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