
 

 

 



 
 

 

組合員が３名になりました！ 
   医療法人養心会国分病院

での闘い 
 

Ｎの組合加入 2010年（Ｈ22年）12月 22日 

・２００７年（Ｈ19年）８月１日入職以降、医療法人養心会国分病院で雇用されている職

員に対して、私情による配置転換等が一方的に行われており、結果的に自主退職せざる

を得ない職員が複数存在していた。そのため労働条件等を一方的な理由により変更され

る危うさを感じ、管理職ユニオン･関西に加入した。 

 

Ｙさんの組合加入 2016年（Ｈ28年）1月 12日 

・受付窓口業務に従事していたが、早出の時間外労働を含む残業代が不払いであり、上司

からは「１時間以内の残業については、残業とは認めない」と言われていた事や、窓口

業務における会計に不具合があった際、あたかもＹさん個人の責任であるかのような業

務変更を行う等、嫌がらせを受けていた事から、職場及び上司に対する不信感から組合

に加入した。 

 

Ｏさんの組合加入 2016年（Ｈ28年）6月 10日 

・事務作業に従事していたが、組合員Ｙさんに対する業務変更及びその他の窓口に従事し

ていた職員の退職により窓口業務に変更となった。 

業務を覚えながら業務を行っていたところ、わずか数か月で業務自体が委託会社（ニチ

イ学館）に移管されることを、病院側が一方的に決めた。Ｏさんは、新たな事務作業に

従事する事となった。しかし、その業務変更についても、具体的な説明等がされず、不

安と職場及び上司に対する不信感から組合に加入した。 

 

現在の医療法人養心会国分病院に所属する組合員３名を取り巻く環境は、職場内におけ

る嫌がらせや上司からの執拗な監視、暴言などがあり、業務変更の必要性等についての団

体交渉を行っているところであります。医療法人養心会は、不誠実な対応を繰り返すばか

りである。団体交渉では、上司（課長補佐）からの暴言（人格否定等）については不適切

な発言があった事を認めながらも、謝罪や当該の上司に対する明確な指導、処分も行わな

い状況であります。 

そのような中、仲村書記長をはじめ、岡本執行委員、組合員の皆様のお力添えにより、

まずはＮとＹさんの未払い残業代が支払われました。 

まだまだ課題は山積しておりますが、不誠実な対応を繰り返す医療法人養心会国分病院

特集 闘争現場からの報告 



に対して、管理職ユニオン・関西の皆様のお力をお借りして、粘り強く交渉を継続してい

きます。 

 

そしてこれからの取り組みとしては、Ｎの組合加入以降、スムーズにとは言えませんが

上記のとおり組合員も一人から三人と３倍（笑！）に増えており、これは職場に対する経

営者への不信感や上司の嫌がらせなど、自分一人ではどうすることも出来ずに悩んでいる

人が組合加入することによって、少しでも職場の環境や雰囲気を改善していこうと決意し

たからです。 

まだまだ沢山、同様の職員がいるということだと思いますので、そのような人と力を合

わせて、潜在化している問題を顕在化させて、より良い職場作りができるように邁進しま

す。 

こらからも、管理職ユニオン･関西の皆様からのお力添えをどうぞよろしくお願い致しま

す。 

組合員 Ｎ 

                                         

 

ＧＨＰ分会奮闘中！ 
 株式会社ＧＨＰとその関連会社での活動については、これまでも何度か報告してきまし

た。「天王寺リトルチャペルココナッツ」というホテルのパート社員Ｏさんが、未払い賃金

の問題やハラスメント的な職場環境の改善を求めて組合に加入したのは、2010年の年末。

Ｏさんの奮闘によって、そのホテルの従業員全員に対して未払い賃金を支払わせた他、い

つの間にか勝手になくされていた盆正月手当支給の復活、給料から天引きされていたスタ

ッフ会費の事実上の廃止、一定の賃金アップ、人員増員、有給休暇のほぼ

完全取得、パワハラ店長の追放等々数多くの成果をあげてきました。そし

て、その成果は、他の店舗にも拡大。ＧＨＰグループのホテルでは、１人

組合員が加入するだけで、「天王寺基準」が適用されるという状態になっ

たのです。 

（１）生玉ラブ 

その結果、「生玉ラブ」というホテルでも、未払い賃金の全従業員への

支払いや有給休暇の保障等は１回の団交で解決。もっとも、残念なことに、

その組合員がその後退職してしまったために、「生玉ラブ」での組合活動は継続できていま

せん。 

（２）茨木シャルルペローの白いチャペル 

その次が、「茨木シャルルペローの白いチャペル」というホテル。2015年 1月にＴさん

というパート社員が加入。即座に全従業員への未払い賃金の支払いや盆正月手当の支給と

いう成果をあげることが出来ました。 

ここで緊張が高まったのは、有給休暇の問題でした。会社はそれまでパート社員に対し

て有給休暇が使えることを周知しておらず、ようやく周知を行ったのが 2015年の 3月末頃。

このホテルでは、毎年 4月 1日より新たに有給休暇を付与することになっているのですが、



2015年 4月 1日になると 2013年度分の有給休暇が消えてしまう状況でした。組合は、会

社が周知していなかったことが原因で労働者が本来使えたはずの有給休暇が消滅するのは

おかしいとして交渉。その結果、会社はとりあえず 2013年度分の有給休暇を 2016年 3月

末までは使えるようにすると回答。しかし、問題はそれで解決しませんでした。このホテ

ルでは慢性的に人員不足が続いており、とても有給休暇を自由に取れるという状況ではな

かったのです。勤続年数がある程度長い人が、もし有給休暇を完全に取得しようとすれば、

2013年度分と 2014年度分を合わせて、2015年 4月 1日から 2016年 3月末までに 40日も

有給休暇を使わなければなりません。人員不足が続く中で、そんなことは不可能でした。

そこで、組合は 2013年 4月 1日に付与された有給休暇については、期限を取り払い、いつ

でも使用できるように要求しました。もちろん、会社は簡単には認めようとしません。そ

こで、2016年 3月、Ｔさんは他の従業員に一斉に有給休暇を申請するよう呼びかけました。

そして、この呼びかけに応じて、10数名の従業員が 2016年 3月末に一斉に有給休暇を申

請したのです。事実上のストライキ通告のようなものでした。ここに至って、会社はよう

やく降参し、2013年度分の有給休暇については期限を撤廃すると約束しました。 

もっとも、それでも問題はまだまだ残っています。慢性的な人員不足が続いている限り、

やはり有給休暇など使えません。本来 4人から 5人でやる仕事を、ひどい時には 2人から

3人でやらねばならないので、負担も大変なものです。そこで、組合は人員増員を求めて

交渉を始めました。会社も慢性的な人員不足は認めているのですが、「求人しているが応募

が少ない」等と言うばかりで、実際には人員不足は一向に解消しないのです。また、Ｔさ

んの時給はついこの間まで 858円でした。大阪府の最低賃金です。ところが、会社が時給

860円で求人を出していたのです。これを指摘したところ、会社はＴさんの時給を 2円だ

け上げて 860円にしました。他の従業員の時給は正確には分かりませんが、似たり寄った

りだと思います。 

組合は賃金アップを求めてきましたが、会社は頑として受け入れません。結局のところ、

慢性的な人員不足と最低賃金すれすれの賃金はセットの問題です。賃金が安すぎるから人

も集まらないのです。組合の賃金アップの要求に対して、会社は業績が悪いからとても賃

金アップはできないと言います。そこで、組合は過去 3年分の貸借対照表と損益計算書の

提供を求めました。会社はこれを拒否。そこで、組合は 6月 10日に不誠実団交で大阪府労

働委員会に救済申立てを行いました。現在係争中です。 

（３）日本橋リトルチャペルクリスマス 

 今年 6月 27日、「日本橋リトルチャペルクリスマス」で勤務しているＳさんが新たに組

合に加入しました。7月 15日が第 1回団体交渉。このホテルでは中国人の従業員がたくさ

んいます。Ｓさんの一番大きな関心は、ハラスメント的な職場環境の改善。全く身に覚え

のないことで怒鳴られたことに強い怒りを感じたのがきっかけでした。交渉では、まずあ

る社員のハラスメントについて追及し、事実関係の調査を求めました。また、「天王寺基準」

の適用を求め、盆正月手当を付けることも求めています。次回団体交渉は 8月 9日の予定。

まだ始まったばかりですが、何とか継続して組合活動に取り組んでいければと思います。 

 

 

 



2015 年 7 月 17 日からの闘いを終えて 
                                                   2016 年 7 月 23 日 

                                                   元アストラゼネカ社員      Ｓ．Ｓ 

 

私が管理職ユニオン･関西へ御相談、そして組合員に加えて頂き一年となりました。この
交渉も定年退職（2016 年 6 月 30 日）をもって終止符を打つことと成りました。 

さて、これまでの事の結論から申し上げますと、組合員となり団体交渉時に会社側に物
申すことが様々な好結果を生むことへと繋がっていきました。一個人として対応していた
流れと、180 度違う対等の立場になったのです。このことが追い詰められていた不安定な

精神状態から一変、対等の立場から安心と信頼という心の変化へと希望を持てる様になり
ました。一年間繰り返し行ってきた団体交渉の継続が納得のいく会社側からの回答に定年
退職を選択致しました。この選択が大きな意義あることと成りました。 

 今、振り返ってみると幾度となく交渉した労使間の話し合いの中で、ユニオンからの質
問に対して会社側からの回答は、結論の分からない的外れなことが多々あった。時には苛
立ちを覚え、時には怒りに満ちた時間でもありました。交渉議題は当初からぶれることな
く、①、不透明な評価制度の説明、②、それに伴う PIP（業務改善プログラム）業務命令。
密室で行われている様な評価と PIPの業務命令は不自然で納得がいかないと徹底して闘い
続けました。そうこうしていると、一方的に期中（7 月〜12 月が半期）の 10 月半ばに『懲
戒通知⇒戒告処分』が速達で自宅に届きました。 

 何の解決もしていない本題での交渉が遅々として進んでいない矢先の処分にすぐさま団

体交渉開催を強く要求、実施の運びとなりました。交渉時、仲村書記長から「この処分は
どういうことか」と強い口調で返答を求めました。PIP を実施しなかったのは、業務命令
違反だからとの返答。処分について説明もなく、納得出来ていない時の処分はおかしいこ
とを追求。このことで、次なる懲戒処分への拡大や進展しない歯止めとなったように思い
ます。また、この事がこれまでの団体交渉の大きなポイントであったと思います。 

 もう一つは、今年の 3 月初めの人事発令です。３月末に７月以降の再雇用の結果を伝え
るという前に、営業部の組織変更で神戸から富山へ転勤命令が出ました。正に嫌がらせ、
秤量攻めとして計画的に再雇用を諦めさせる手段でしかないことは誰が聞いても一目瞭
然！ 富山への転勤が近付いてくる中で仲村書記長と最善策を講じることに集中しました。
①７月からの再雇用で富山で働き続けるのか、②６月末で定年退職するのか、どちらがメ
リットが有るのか、十分検討して早い段階で定年退職を採択して富山から団体交渉に臨み

ました。 

 その結果、①退職金の上乗せさせた、②会社都合での退職を約束・明文化させた、③有
給休暇の完全消化と希望通りの取得、この三点を団体交渉で獲得に成功致しました。この
事が、後々の有給休暇を用いた富山での生活を満喫することに結びついていきました。石
川、福井、富山、北陸三県の観光三昧で十二分に堪能することができました。まるで、会
社から永年勤続の労いを貰ったような気分で謳歌させてもらいました。もう一つの観光は
北海道へ 2 泊 3 日の旅です。富山きときと空港は、ソウル、大連、上海、台北の国際線と
羽田、新千歳の国内線の発着便があります。この転勤で富山に来たご縁で搭乗することの
ない路線で旅をしようと選んだのが北海道でした。これぞ、『災い転じて福と為す！』の見
本だと最高の喜びと満足感に浸ることが出来ました。 

 最後に、管理職ユニオン・関西に御相談、加入させて貰ったことが、この様な好結果と

なりまして、非常に感謝、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

 これからも管理職ユニオン・関西様をはじめ関連の方々の益々の御活躍と御健康をお祈
り致します。 



コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 

 

第 4回ユニオンセミナー（報告） 
関西ユニオン 書記長 西村 

 

6 月 4 日（土）と 5 日（日）の 1 泊 2 日、西宮市の六甲保養荘で行われたユニオンセミ

ナーに参加してきました。全国ネットに所属する 17 組合 24 名の専従や当該組合員が参加

する有意義な行事でした。その内容と感想について報告したいと思います。 

講座①「希望としてのユニオン」 小西純一郎さん（武庫川ユニオン） 

小西さんがこれまでユニオン運動をしてきた中で、特に存在意義を感じた二つの闘争に

ついて話がありました。一つは、阪神淡路大震災のときの相談活動、もう一つは、尼崎市

政が民営化路線を歩んだ結果多発した「官製ワーキングプア」とも言うべき派遣労働者の

闘争。いずれも当事者に寄り添って素早く動けるのがユニオンの魅力だというお話でした。

講座②「要求書づくり」 

実際の相談事例をアレンジした 2 つの案件について、7、8 人のグループに分かれて話し

合い、要求書としてまとめるというワークをしました。 

講座③「組合づくり、つぶされない組織化」「リーダーづくり」 

鈴木一さん（札幌地域労組） 

組織化は弾の飛ばない戦争。最初の相談は 2 時間かけて当該のリーダー性を見極めるこ

と。組織化を始めたら他の活動を

休眠してでも、最優先事項として

張り付くべきこと。不当労働行為

については事前によく学習し、当

該に覚悟を決めさせて、反撃する

ことに喜びを覚えるぐらいに準

備するべきこと等、いくつかの成

功例を挙げながらの実践的なお

話でした。 

参加した感想 

9 月の全国交流集会よりも小規模で、夜は夕食や懇親会もあるため、ほとんど全部の参

加者と話せる良い機会でした。講演して下さった両名の闘争には感服し、グループワーク

では、同じ案件について各人で少しずつ違った考え方をするのが大変参考になりました。

来年は何人か組合員と一緒に参加したいと思います。 



 

 

 

 

 

 7 月 2 日、第 8 回「労働者・労働組合と大阪労働者弁護団 合同交流会」

が開催され、管理職ユニオンと関西ユニオンからも、4 名が参加しました。

交流会の内容は、①全体講演～「組合弾圧に立ち向かうために」（永嶋靖

久弁護士）、②分科会～「模擬団交で土ドンとレベルアップ」「○○ハラ撲

滅！ ディスカッション」、③特別報告～「日本はどこに向かっているの

か？」（中島光孝弁護士）、④懇親会、というもの。以下、全部の報告は難しいので、全体

講演についてだけ報告させていただきます。 

 

 最近組合弾圧事件が増えています。当組合に対しても、つい先日「エルライン争議」に

かかわり立ち入り禁止等の仮処分の申立てが行われました。大阪のコミュニティユニオン

も軒並み損害賠償請求をされたりしています。こうした中なので、「組合弾圧に立ち向かう

ために」との永嶋靖久弁護士の講演にはとても関心がありました。 

 

１ 最近の弾圧事例 

講演では、永嶋弁護士はまず最近の弾圧事例をいくつか紹介されました。 

 

（１）2016 年 5 月 19 日エルおおさか会議室使用詐欺弾圧 

 これは、Ｘバンドレーダー設置等に反対している実行委員会が、その実行委員会に入っ

ている労働組合にエルおおさかの会議室を借りてもらったことが詐欺に当たるとして、数

名が逮捕され、数か所に強制捜査が入った事件です。 

ご存知のように、エルおおさかの会議室は、登録している労働組合が借りた場合、料金

が半額になります。労働組合が協力・参加している多くの市民団体等は会議をする際、こ

れを活用して半額でエルおおさかの会議室を借りています。もちろん、その会議には労働

組合も一員として参加していますし、労働組合活動の一環としてやっていることですから、

問題はないと思います。ところが、今回はこれが詐欺に当たるとされたのです。もしこん

な弾圧がまかり通るなら、大阪の多くの労働組合が軒並み弾圧の対象になってしまいます。 

 

（２）2015 年 6 月 4 日道路運送法弾圧 

 これは、ある市民団体が労働組合の所有しているバスを借りて現地行動に取り組んだの

ですが、その際バスの往復料金として参加者から 3500 円を集めたことが、いわゆる「白

バス」に当たるとして、弾圧を受けた事例でした。 

 私たちも、多少遠方にある会社などに抗議行動等に行く時に、友好関係にある労働組合

からバスを借りることもあるでしょう。当然ガソリン代もかかるし、高速料金もかかりま

す。また、バスを貸してくれた労働組合にも一定のお礼をすべきでしょう。その時、参加

者から参加費を集めれば、「白バス」として弾圧されかねません。 

（３）雇用保険仮給付弾圧 

 これは、ある会社が倒産したため解雇された従業員が、組合分会で一部事業の自主管理

を行いながら、雇用保険の求職者給付の仮給付を受けたことが、詐欺に当たるとされ、弾

圧を受けた事例です。 

～報告～労働者・労働組合と大阪労働者弁護団 合同交流会 

全体講演「組合弾圧に立ち向かうために」（永嶋靖久弁護士） 



 こうした事例を見ていると、本当にどんなことでも弾圧の口実にされかねないというこ

とを実感させられます。 

 

２ 暴力行為等処罰法 

 これは、暴行、脅迫、器物損壊、傷害など、刑法に定められている犯罪について、これ

を団体で行った場合には、刑を加重するという内容だそうです。また、ここで言う団体と

は、「共同目的を有する多人数の継続的な結合体」であって、「成立・組織・目的が正当な

団体も含まれる」ということだそうです。ですので、もちろん、労働組合も、暴力行為等

処罰法の対象になります。実際、1926 年に「浜松日本楽器（現在のヤマハ）争議」という

激しい争議があったそうですが、これが暴力行為等処罰法が適用された最初の事件だった

ということです。 

 なお、この法律は今も生きています。最近でも大阪のある労働組合が、団体交渉におい

て「解雇は殺人だ！ 撤回せよ！」と言ったことが脅迫行為に当たるとされ、暴力行為等

処罰法を根拠に逮捕されたという話を聞きました。 

 

３ 労働運動弾圧に用いられる典型的な犯罪 

 労働運動弾圧に用いられる典型的な犯罪としては、暴行・傷害、威力業務妨害、逮捕監

禁、公務執行妨害、恐喝があるということです。 

 例えば、会社前でビラまき等をしている際に、会社側の人間が出てきて妨害し、揉み合

いなどになれば、「暴行・傷害」とされる可能性があります。実際に相手が怪我などしてい

なくても、でっち上げられる可能性があります。また、紛争状態にある会社の前や、その

会社の取引先の前などで、抗議行動を行うなどすれば、「威力業務妨害」とされる可能性が

あります。また、団体交渉の際に、会社側出席者が勝手に退出しようとするのを止めよう

としたら、「逮捕監禁」、解決金の支払いを要求したら「恐喝」とされる可能性もあるでし

ょう。 

 もちろん、労働組合法では、「刑法第三十五条の規定（法令又は正当な業務による行為は、

罰しない）は、労働組合の団体交渉その他の行為であって・・・正当なものについて適用

があるものとする（1 条 2 項）」（刑事免責）、「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であ

って正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し

賠償を請求することができない（8 条）」（民事免責）と定めているので、何でもかんでも

弾圧されるというわけではありません。 

 ただ、労働運動の弱体化を背景として、裁判例などでも労働組合に不利な判例が積み重

ねられるようになり、近年ますます労働組合法による保護の範囲が切り縮められてきてい

るのは間違いないでしょう。 

 

４ 2016 年盗聴法改正、2016 年司法取引制度導入、共謀罪を巡る動き 

 

（１）2016 年盗聴法改正 

 2016 年の改正によって、盗聴法は飛躍的に使い勝手が良くなったということです。具体

的に言えば、一つは盗聴法対象犯罪の拡大です。従来は、「銃器・薬物・組織的殺人・集団

密航」にかかる捜査に関してのみ盗聴が許されていたのに、「傷害、逮捕監禁、詐欺、恐喝

等々」の捜査の際にも盗聴できるとしました。先に紹介しましたが、「傷害、逮捕監禁、詐

欺、恐喝」等はこれまで組合弾圧に頻繁に用いられてきたものです。ですので、まともな

活動をしている労働組合ならば、軒並み盗聴の対象にされかねません。 

もう一つは、盗聴手続きの簡易化です。従来は捜査官が通信業者の所に出向いて、事業

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%6c%81%5a%96%40%8e%6c%8c%dc&REF_NAME=%8c%59%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=


者の立会いの下でスポットで盗聴することしか許されていませんでした。ところが、この

改正で、通信業者が盗聴実施中の全通信をいったん記録し、それを捜査機関に伝送すると

いう形になったということです。労働組合の電話やメールなどが、そっくり捜査機関に伝

送されることもありうるようになったわけです。 

 

（２）2016 年司法取引の導入 

 これは、●検察官が必要と認めるときに、被疑者・被告人と協議を行い、●被疑者・被

告人が他人の刑事事件について、①取調べで供述する、②他人の刑事事件の公判で証人と

して供述する、③他人の刑事事件に関する証拠の提出その他必要な協力をする、ことと引

き換えに、不起訴、公訴取り消し、より軽い罪での起訴、より軽い求刑などを行うという

取引を、制度として認める、というものです。アメリカで実施されている制度ですが、冤

罪の温床と言われています。 

 さて、労働組合にとってどんなことが考えられるでしょうか？ 例えば、組合がある会

社の前で抗議行動を行ったことに対して、その会社が威力業務妨害だとして警察に告発し

たとします。当然公安警察が乗り出してくるでしょう。そして、組合員に対して片っ端か

ら電話を架け、任意出頭を求めてくるでしょう。威力業務妨害の捜査なら、盗聴も可能で

すから、組合の電話やメールは盗聴されます。組合の抗議行動ですから、暴力行為等処罰

法の適用対象にもなるでしょう。ある程度捜査が進んだ段階で、検察官が被疑者とされた

組合員に対して、「誰が抗議行動の責任者か、また誰がマイクでしゃべっていたか、誰がビ

ラをまいていたか、全部しゃべれば、あなたのことは起訴しない」等と言ってくることも

考えられます。労働組合の団結はバラバラに解体されてしまうかもしれません。 

 

（３）共謀罪をめぐる経過 

 共謀罪とは、「特定の犯罪を実行する目的で、二人以上の者が謀議をする」ことを罰する

ものです。行われた犯罪を罰するというのが原則ですが、行われていなくても「謀議」す

れば処罰できるようにするというのです。永嶋弁護士は労働組合弾圧に使われる可能性が

ある例として、以下のようなものを挙げていました。 

①要求に誠実に対応するまで団交を継続しようと決議したら、組織的逮捕監禁共謀罪 

②親会社・持株会社や取引先、金融機関等に要請行動を行い面会を求めることを決議した

ら、組織的な強要共謀罪 

③労働組合や争議団がビラまきや街頭宣伝を行うことを決定したら、組織的な信用棄損・

業務妨害共謀罪 

④退職金の上積みや解決金の支払いを要求することを決定したら、組織的な恐喝共謀罪 

⑤労働債権や雇用確保のために事業場を占拠したり、会社資産の散逸防止に一時的に組合

管理におくことを決議すると、組織的な威力業務妨害共謀罪 

 まだ、共謀罪は創設されていません。しかし、「テロ対策」を口実に、共謀罪創設の動き

がますます強まっているとのことです。「心配しすぎじゃないの？」と思われるかもしれま

せん。しかし、今やエルおおさかの会議室を労働組合名で借りただけで逮捕されたり、強

制捜査されるというご時世でもあるのです。永嶋弁護士の挙げた例が杞憂に留まるという

保証はどこにもありません。 

 

 以上、雑駁ですが、全体講演「組合弾圧に立ち向かうために」を聞いた私の報告と感想

を書かせていただきました。私自身の知識と理解が不十分なため、不正確なところがある

かもしれませんが、ご容赦お願いします。 



第８回 LaLa合同交流会に行ってきました！ 
～第２分科会「○○ハラ撲滅！ディスカッション」参加報告～ 

報告者：ＫＵ執行委員 Ｓ 

 

７月２日（土）にエル大阪にて第８回（！）となる LaLa 合同交流会へ久々の参加をさ

せていただきました。以下、私が思った事、感じたことを書きたいと思います。 

 分科会の内容は、実際の話をモデルにしたケースが異なる２つのハラスメントをテーマ

に、1 グループに７人の参加組合員と労弁の先生１名で討論をして、最後に発表を行い、

テーマ毎の担当弁護士が締めで、その案件について解説を行う、という流れでした。 

 文字数の関係で、２つあるテーマの内の１つしか紹介できませんが、ご容赦ください。 

 ２つ目のテーマは、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニティーハラ

スメントなどなど、いくつかの「ハラスメント」が混ざった案件でした。以下、簡単に内

容を説明します。当該は、２０代後半の女性で、建築関係の事務員をされています。そこ

の社長が昼休みやプライベートで頻繁に当該を食事に誘い、会社では彼女の容姿や服装に

ついて口出しをしてくる、などのセクハラを行います。それに困った当該が、先輩で女性

の事務員さんに相談しますが、「女性なんだから、これくらい聞き流せなかったら困る！」

と逆に怒られる始末。しかも定職についていない彼との間に子どもを授かります。社内は

喫煙ＯＫなので副流煙を気にした当該が社長に分煙を求めると、一旦は社員と相談する事

を約束してくれたのですが、結局分煙されず、妊娠していることで煙たがられ、「うちは産

休もないから早く会社をやめろ」とどんどん当該に対して風当たりがきつくなっていきま

す。精神的にも疲れ果て、困った当該は、会社を辞めることを考えますが、彼氏はまだ職

が見つかっていないし、子どもを無事に出産して育てる自信が持てずに、「産む」事自体を

悩みだします。 

 私のグループで討論している時に、男性の組合員の方が、「食事についていく女の方にも

問題がある」、「労働組合員だから、こんな事は言ってはいけないのだろうが、先輩のおば

ちゃんが言ってる事が正しい」とハラスメント発言してくるのを、黙って聞くことができ

なかった私は、「セクハラに男も女もないっ！あなた一体、何言ってるんですか！」とぶち

ぎれてしまいました。祝！レーザービームを発した日。自分の怒りを上手に伝えきれずに、

怒りで頭がボーッとなっている所へ、職のない彼氏との間に子どもを作ってしまうなんて、

当該は「見通しが甘い」と報告をして、会場笑いを誘っているではありませんか。事務所

で、初めて相談される方や駆け込んでくる方をたくさん見ている

私には、そんな言葉はかけられません。労働組合員だからこそ、

日常のささいなモラルハラスメントに気をつけていきたいし、気

をつけてほしいと思います。 

 

 



連載 管理職ユニオン・関西の２０年（３） 
                                  書記長  仲村 実 

 

管理職ユニオン・関西 結成宣言 

 私たちは、本日ここに管理職ユニオン・

関西を正式に結成しました。 

 「正式に」とことわったのは、実質的な

活動はすでに始まっているからです。専従

者と事務所を確保するや、次々と新たな相

談を受け、新規の組合員が加入し、すでに

団体交渉や裁判、街頭行動もおこなってい

ます。 

 管理職ユニオン･関西は、東京管理職ユニ

オンの運動をとおして誕生しました。まだ

生まれたばかりですから、当面「支部」と

して活動します。 

 管理職ユニオン･関西には、自殺寸前まで

追い込まれた人から不当な扱いの前兆に備

えている人まで、とにかく不安と会社への

怒りと不信を胸に、組合員は加入していま

す。 

 管理職ユニオン･関西は、「指導」「救済」

など組織権威主義的なことはしません。す

べて当事者主導の活動スタイルです。本人が動かなければ、何も動かない組織です。ただ

し、本人が動く限り、多くの仲間が一緒に考え、ともに行動し、大きな成果を得ようと努

力します。つまり、組合員は競技場のスタンドにいる観客ではありません。全員がプレイ

ヤーです。 

 管理職ユニオン･関西は、個々の組合員の利害を徹底的に尊重します。従って異質な意見

を出し合い、徹底的に話し合います。異質なものがぶつかりあってできるカオス・混沌こ

そがエネルギーを生み出すと確信しているからです。 

管理職ユニオン･関西は、「癒し」の場です。今や日本のほとんどの職場は病んでいます。

多くの労働者、とりわけ管理職にあるものが人間としての誇りを傷つけられ、不当な処遇

を受け不安な日々を送っています。管理職ユニオン･関西は、そのような体験をしたものが

大半を占めています。同質の体験をした者は深く理解し共感します。それが「癒し」にな

るのです。 

それだけでなく、管理職ユニオン･関西は、今までの大なり小なりの「会社人間」から脱

皮し、一人の人間としての「自立」の場です。自らが、事を構えるか否かは別にして、会

社と一線を画して生きる道を歩むのです。すでにその道を歩んでいる先輩や、遅れて合流

した後輩との触れ合いは、置かれている厳しい環境や襲いかかる不安に立ち向かうエネル

朝日新聞 結成大会の記事 



ギーを与えてくれます。そして、実際に立ち向かえば、修羅場をくぐった新たな自分を見

だすのです。そしてそれは、生き方や過程にも変化を生み出します。 

こうして、「過去」にこだわらず、「未来」に向かうことができます。だから、「元気」で

「明るく」「笑顔」で「優しい」、そして「たくましい」集団になるのです。 

しかし、管理職ユニオン・関西は、生まれたばかりの力の弱い組合です。兄貴である東

京管理職ユニオンの力を拝借せざるをえません。兄貴だけでなく、多くの応援団にも支え

てもらわなければなりません。謙虚に、少しだけ厚かましく協力をお願いします。 

時代は管理職ユニオン･関西を必要としています。だから、管理職ユニオン･関西は誕生

しました。あなたも、参加しませんか？ 

        １９９７年５月２４日      管理職ユニオン･関西 結成大会 

  

初めての電話相談 「職場いじめ１１０番」  

 １９９７年６月６日～９日までの４日間で、１２０件の電話相談がありました。相談者

は、男性が５５人、女性が４８人、不明１７人、年代は１０台から６０代、解雇及び解雇

強要は１０人、退職勧奨１５人、メンタルヘルスの必要ありの方１０人、職場いじめ１６

人、セクハラ３人でした。協力者の川合潔さんが感想・意見を述べています。 

 協力者として２日と少々参加しました。関西としては最初の職場いじめ１１０番でした。

素直に言って「合格点」がつくものだと思います。その理由としては、①４日間午後１時

～６時の間、予定通り実行できたこと（何事も「言うは易し、行うは難し」ですから）。②

特に問題（例：失礼な態度など）がある様子は特になく、皆さん可能な限り誠実に対応さ

れていたこと。③電話相談を取組むことによって、組合員相互の交流が出来たこと。④早

速、事務所に来訪、組合加入される方もいらっしゃり、ユニオンの基盤づくりにも成果が

あったこと。今後の課題としては、①相談員で十分対応できない場合の紹介先等の整備が

必要だと思います。他の組合、相談カウンセリング所・病院・弁護士関係など。皆さん知

己・情報を提供し合いましょう。②相談員の確保、日曜日は２８件を４人で担当という事

で大変だったと思います。やはり専従の仲村さん＋電話１台につき３名くらいが望ましい

でしょう（１＋６＝７）。③初心者の方でもやれることが実証されましたので、気楽に参加

してもらいましょう。関西流に開催していけばいいと思います。 

 

第２回定期大会  

結成から半年での第２回定期大会です。

１９９７年１１月１５日、ＰＬＰ会館で行

っています。 

活動報告に電話相談活動として結成後

の６月と、１０月２５～２７日（土、日、

月）に「リストラ、解雇、職場いじめ･困

りごと」が載っています。１０月は、相談

件数５１件、男性２９人、女性２０人、不

明２人。解雇・退職勧奨２６件、いじめ関

連１２件、メンタルヘルス関連２名でした。 

朝日新聞 結成大会 



活動日誌に、半年間での交渉相手の企業名があります。フジイサービス、第一仮設、リ

オス設計、紅雲工業、菱登木材、マルマン、日建学園、ボブ、大蔵運輸、浅井硝子、日本

ワークシステム、レイビ、ベンガル、遠山商事、モノ、テクノマツモト、ニッソー、新阪

神タクシー、リンガラマ、ムツミ堂、オリエンタルメタル、アコー電子、ＮＴＴ、ライブ、

プレオス西日本、ダイヤ自動車、ニホンゲンマ、北摂中央病院、兵庫県歯科医師会、済生

会兵庫県病院である。会計予算を決めスト権を確立し、１００名突破記念文集企画、１６

名の役員･執行委員が選出されている。執行委員長は横浜に出向となった安斎さんに代わっ

て、東京商工リサーチの現役部長の本田直明さんに、副委員長は家村美恵子になり、書記

長の私との三役体制が７年続くことになる。 

第 二 回 大 会 宣 言 

管理職ユニオン・関西は本日第二回定期大会を迎えた。 

つい先日の５月２４日、一人一人が「プレイヤー」になることを誓って管理職ユニオン・

関西は発足したばかりである。それまで孤立・孤在していたものが「顔の見える」関係と

なった。組織は若いが、それだけに生き生きと力強い活動を展開し、悩める労働者に自信

と人間性回復をもたらす舞台を提供した。組合員は短期間のうちに１００名を突破し、既

存の実績ある組織に辿り着く道標を見つけることが出来ない人達への指標となったことは

明らかである。 

バブル崩壊に対し、アメリカは倒産すべきものは倒産させ、労働者の解雇を団交、賃金

切り下げ等大リストラを行い、景気をいち早く回復させた。日本の経済政策は超低金利で

金融システムを維持し、企業経営を保護して景気建直しを図ったが、年金生活者等弱者に

シワ寄せしただけに終わり、すべての問題を先送りしてきた。しかし今やバブルのツケ一

切の精算が迫られており、大きな変革に着手しなければならなくなっている。日本版ビッ

グバンや規制緩和はこれから日本でも本格的に労働者に対し大リストラが進行することを

意味する。雇用不安が深刻化し、整理解雇の増加、職場内のいじめや嫌がらせによる退職

強要が多発すると予想される。また労働条件はより劣悪化に向かうだろう。かつて労働の

分配による労使一体性から、いかに分配をしないで済ませ得るかという経営の変化が職場

内の労働関係を変質させている。利益分配ができる日本経済は企業内労働組合を骨抜きに

し、労働者自身に労働組合を必要とする意識を低下させた。未組織労働者であるのが当た

り前になった今は、経営者のリストラ遂行が勝手にできる環境が整ったといえる。労働者

の権利主張も出来ないでいる人達に管理職ユニオン・関西の存在を知らしめ、人間として

の存在性を確認し得る土壌を提供することが私達の緊急・必要な任務と考える。 

  明るく、楽しく、「元気」を広げよう！これが管理職ユニオン・関西の発足の合言葉であ

った。これに沿って困難な時代に立ち向かっていこう。９８年５月には組合員１５０人を

達成して東京管理職ユニオンの保護から独立、自律の道を踏み出す決意を確認し、躍動的

運動を継続発展させていくことを誓うものである。 

    １９９７年１１月１５日  管理職ユニオン・関西第二回定期大会参加者一同 

 

 



組合員１００名突破記念文集の発行  

手作りの文集です。原稿のワープロ打ち

は木内美恵子さん、編集・校正は稲岡宣男

さんと私でやり、表紙と製本だけを業者に

頼みました。Ａ５判６８ぺージ、２２名の

組合員の文章で、発効日は１９９８年２月

２８日となっています。本田直明、稲岡宣

男、江島靖彦、野間肇、安斎賢二、田中雅

一、謝一忠、吉岡保、豊田英良、島田八千

代、上野孝雄、遠山隆森、牧野菜津美、伊

藤和雄、池上恵裕、豊島康幸さんが実名で

書いてくれています。 

“発行に当たって”を、書記長の私が書

いています。 

 発行に当たって 

関西でも徐々に知名度が出来てきたよう

である。１９９８年の１月の相談件数は２

４件、組合加入者は７名であった。労働省

の９７年「労働組合基礎調査」によれば、雇用者総数５４３５万人に対し、未組織は７７．

４％（組織労働者２２．６％）である。様々な労働組合が、一人で悩む労働者に間口をも

っと拡大する必要がある。 

 ６０年代後半から７０年代の戦後日本の脅威的な「高度経済成長」時期、８０年代の世

界的不況、石油ショックを立ち直らせた「日本的経営」論も色あせてきた。これまで労働

組合の組織対象でなかった管理職や中高年労働者は、バブル経済の崩壊以降、リストラ・

総人件費削減のターゲットにされてきた。「脱会社人間」を強制された人々は、異議申し立

ての機会を探し求めてきた。労働組合に協力を求め・活用し、「闘う意志表示」を決意する

ことによって、自らの人生観をかえ、仲間を見つけ協力・連帯する素晴らしさを味わう人々

が生み出されつつある。 

組合員１００名突破は、ユニオン運動の通過点に過ぎないし、未組織労働者のほんの一

握りが加盟したに過ぎない。「いじめ１１０番」相談活動を通して、管理職でない３０台、

４０台、女性労働者も加入してきた。管理職以外の人々、また倒産・リストラ攻撃を受け

た労働者に、もっと間口を広げたニューユニオンを東京管理職ユニオンは「ネットワーク

ユニオン東京」として旗揚げする。関西でもその準備に着手したい。 

この１００名突破記念文集は、管理職ユニオン・関西の扉をたたいた仲間の、闘った経

験や感想が書かれている。読んで元気を出してもらえれば、発行の目的は達成である。 



 
 

事務所を一新する必要性について 

1. 個人情報保護のため 

2. 清潔さと機能性を持たせ、余裕とくつろぎを感じる空間を確保し、 

3. 中高年男女だけでなく、ティーンや 20 代の男女や妊婦さん、 

お子さん連れでも来れるように 

4. セクハラ防止、マイノリティ（外国人や被差別問題）への配慮のため 

5. 身だしなみについての啓発から、さらには明るくオシャレな場所に 

 

事務所の整理整頓については以前から組合員の方々の中で取り組まれてきたと思います。

私はさらにはっきりとしたポリシーを持って事務所を改善すべきと考えます。 

ケータイショップや旅行代理店を思い出していただければわかるように、住所、氏名、

年齢、職業、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報、免許証やパスポートの

写しのほか趣味や家族構成、知人の名前までわかってしまう情報を扱う店舗においては、

個人情報の記載された書類はすべてクローゼットやキャビネットに素早く収納して保護さ

れています。パンフレットやチラシ以外の書類は目につく場所にないことを確認できるは

ずです。労働組合の事務所においては会社との争いや、個人的な特段の事情など生々しい

情報が赤裸々に記載された書類が一般的な個人情報に加わります。ケータイショップや旅

行代理店よりさらに高度な個人情報保護の体制が必要です。事務所を訪れた相談者が安心

して相談できるようにするためには、実質的な機能面のほか見た目にも安心できる事務所

のレイアウトが必要です。 

 組合を訪れて自身の問題を解決した人が、そののち一切組合事務所を訪れないのは、ど

うしてでしょう？組合事務所がお洒落な場所ではないからです。パステルカラーのワンピ

ースを着たティーンや 20 代のお嬢さんが入ってきても違和感がない場所であれば、「あの

時はお世話になりました。近くに来る機会があったものですから」などと立ち寄ることも

あるはずです。金銭解決の事例などについては、ほとんど実費以下の費用で解決までいく

ことも多いのですから、常識のある人なら、それなりの親しみや恩義を感じても不思議で

はないはずです。解決したあと血色の良くなったかつての組合員が訪ねてくることほど私

たち残っている組合員にとって嬉しいことはありません。事務所を清潔で快適に訪問者を

迎えられる場所にすることは大切です。身だしなみも大事です。職場の問題で疲れ果てた

人がやっとの思いで勇気を振り絞り事務所を訪れたのに、ヨレヨレのシャツにテラテラで

穴の開いたズボンで応対されては「俺もこんな格好で応対される人間になり果てたか」と

落ち込むでしょう。カジュアルな服装で応対する場合、スーツで対応する以上にお洒落の

センスやこだわりを必要とするものです。富裕層相手の商売にはそういうセンスやこだわ

りを持つ金融や不動産関係の方もいらっしゃいますが、例外です。やはり労組ではアイロ

ンの効いたシャツとズボンで折り目正しく相談者に応対すべきです。 

 「老若を問わず異性の組合員が事務所以外の場所において二人きりで対

応するように話を持ち掛けることはございません。」このような文面を相

談コーナーに掲示しておくことで、悪意のあるセクハラ実行犯への牽制と、

20 代の相談者へ注意喚起や安心感を与えるなどの効果があると考えます

が如何でしょうか？ 

 

Mr.K のあれこれエッセイ第１１回 

事務所のあり方を考える 
 



 

 

 

 

 7 月 10 日（日）、叡山電鉄出町柳駅改札に集合し、そこから京都バスで、山あいを流れ

る高野川の清流と新緑の中を緩々と登って行くこと 30 分。終点で下車すると、京都の奥座

敷ともいえる大原。周辺には、三千院や寂光院などが建ち並ぶ。 

 当日は梅雨の合間で、曇り空の切れ目に青空がのぞき、淡い光が差し込んでくる。一行

10 名は、バス停からなだらかな石畳の登り道を辿って音無

滝へと向かった。代々の声明法師が、この滝に向かって声

明の練習をしたそうである。前日の大雨のためだろう、豊

かな水が岩肌をサラサラと流れ落ち、清涼な風が渓流から

吹き上がってくる。山の斜面には紅葉が青々と葉を広げて

いて、秋にはさぞ綺麗だろう。一行はここで弁当を広げ、

早目の昼食をとった。 

 音無滝から 10 分ほど下ると有名な三千院がある。比叡

山建立の際に、最澄がここに草庵を結んだのが始まりだそ

うだ。境内は広大で、あちこちの堂院に仏が鎮座し、庭園

には紫陽花が咲き誇って

いた。一行はここで自由行

動とし、各自 1 時間ほど散

策。初夏の夜、星明りの中

で、縁側にでも座って、山から下りてくる冷気を肌に感じ

ながら、一人瞑想にふけるなどしたら、さぞかし心が清め

られるだろうと思う。 

一行は、三千院を出た後、門前に建ち並ぶ土産物屋を冷かして、寂光院へと向かった。

寂光院は聖徳太子が建てたと言われる尼寺だが、平清盛の娘・建礼門院が、平家滅亡後隠

棲したことで有名である。途中の道脇に「朧の清水」がある。建礼門院が寂光院を訪れた

際、この清水のあたりで日が暮れて、自身の姿が月光によってこの水溜りにおぼろに映っ

たということだ。リーダーのＯ氏が「朧の清水」の前で騒いでいたが、Ｏ氏の姿が映らな

かったことを祈るばかりである。 

一行は、大原を堪能してバス停で解散。これといった醜聞もなく、筆をおきたいところ

だが、最後に一つだけ書いておかねばならないことがある。遊歩会内部の派閥抗争が激化

してきていることは前月も報告したが、ついに次期リーダーと目されているＨＲ氏が肋骨

を折る事態にまで発展してしまった。表向きはＨＲ氏が自転車で転倒したということにな

っているが、どうもリーダーＯ氏の力が働いているようなのである。Ｏ氏の自宅近くに釘

の刺さった人形が落ちていたとの証言もある。人形には髪の毛が付着していたそうである。

もっとも、ＨＲ氏が酔っぱらって転倒したに違いないという人もいる。その日、ＨＲ氏が

泥酔して大声で歌を謡いながらフラフラ自転車に乗っていたのを見たというのだ。ＨＲ氏

がこの事態を逆手にとって遊歩会をさぼり、あちこち飲み歩いているのを見ると、それな

りに説得力のある説である。真相は深い闇に包まれているが、二人の巨頭の果てしない権

力争いに、下々のメンバーはただ身をすくめるばかりである。 

メタボ解消！ 遊歩会ハイキング 

梅雨の合間に京都大原三千院 


