
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 安倍内閣が設置した「働き方改革実現会議」は、昨年 12 月 20 日に「同一労働同一賃金

ガイドライン案」（以下、ガイドライン案という）を発表した。「働き方改革会議」は今年

3 月までに行動計画を取りまとめ、関連法案を国会に提出するとしている。以下、ガイド

ライン案を見て行きたい。 

 

１ ガイドライン案の概要 

 ガイドライン案は、「１．前文」、「２．有期雇用労働者及びパートタイム労働者」、「３．

派遣労働者」の 3 章からなっている。 

 

（１）「前文」について 

 前文は、ガイドライン案の目的について「正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不

合理な待遇差の解消を目指すもの」としている。もっとも、「不合理な待遇差の解消を目指

す」ということだけで言えば、すでに労働契約法第 20 条において「労働条件の相違は、労

働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲

その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」とされており、

何ら目新しいものはない。問題はその中身である。 

 

（２）「有期雇用労働者及びパートタイム労働者」について 

 ガイドライン案では、（ⅰ）基本給について、（ⅱ）手当について、（ⅲ）福利厚生につい

て、（ⅳ）その他について、それぞれ基本的な考え方を示したうえで、待遇の差が「問題と

ならない例」と「問題となる例」を例示している。 

 

（ⅰ）基本給について 

 ガイドライン案は、基本給について、①労働者の職業経験・能力に応じて支給しようと

する場合、②労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、③労働者の勤続年数に

応じて支給しようとする場合、④勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合に

類別し、以下のように基本的な考え方を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

～特集～ 

「同一労働同一賃金ガイドライン案」を読む 

 基本給について、労働者の職業経験・能力（業績・成果ｏｒ勤続年数ｏｒ勤続による

職業能力の向上）に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の

職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、職業経験・

能力（業績・成果ｏｒ勤続年数ｏｒ勤続による職業能力の向上）に応じた部分につき、

同一の支給をしなければならない。また、蓄積している職業経験・能力（業績・成果ｏ

ｒ勤続年数ｏｒ勤続による職業能力の向上）に一定の違いがある場合においては、その

相違に応じた支給をしなければならない。 



 

 行政文書なので分かりにくいが、同一労働同一賃金と言いつつ、厳しい条件を付けるこ

とでほとんど実効性のないものになっていると思われる。実際にガイドライン案を使って

団交を行う場合には以下のような困難が想定される。 

 

★「労働者の職業経験・能力」、「業績・成果」、「勤続年数」、「勤続による職業能力の向上」

（以下、それぞれ○○○○という）の同一性や相違の程度を証明することは簡単ではな

い。この内、実際上証明できるのは、「勤続年数」くらいのものであって、後は会社が何

とでも言い逃れできる。 

 

★基本給がどのようなシステムで決定されているかが明確でなければ使えない。例えば基

本給 18 万円の正社員がいるとする。この 18 万円の内、幾らが「職業能力・経験に応じ

て支給されるもの」であり、幾らが「業績・成果に応じて支給されるもの」であり、幾

らが「勤続年数に応じて支給されるもの」であり、幾らが「勤続による職業能力の向上

に応じて支給されるもの」であるか明確でなければ、○○○○に応じた部分につき同一

の支給を求めることや、○○○○の相違に応じた支給を求めることは困難である。しか

し、そもそもこうしたことを明確化している会社はほとんどない。 

以上、基本給についてガイドライン案が示している基本的な考え方にあっては、労働契

約法第 20 条の規定を上回る内容はほとんどない。もっともらしい文言を並べているが、ほ

とんど何の実効性もないものと断じて差支えない。 

 

なお、ガイドライン案は「問題とならない例」と「問題となる例」を例示しており、「問

題とならない例」を 7 例、「問題となる例」を 3 例挙げている。端的に言えば、「このよう

にすれば正社員と非正規社員の待遇に格差をつけても問題にならない」と懇切丁寧に会社

に教示しているかのようである。 

ちなみに、「問題となる例」として取り上げているものを一つ紹介すると以下のようなも

のである。 

 

 

 

 

 

 

 さて、この例示は使い道があるであろうか？ この例示を実際に適用するためには、以

下の条件が必要である。 

 第一に、基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給している会社でなけれ

ばならない。しかし、基本給を労働者の職業経験・能力だけに応じて支給している会社な

どほとんどない。会社は、配置転換の可能性や管理職への登用の期待等様々な要素を総合

考慮して基本給を決めている等と言うに決まっている。その場合、結局諸々の考慮要素の

中で職業経験・能力の占める割合が明確でなければ意味がないことになるが、会社は都合

基本給について労働者の職業経験・能力に応じて支給しているＥ社において、無期雇用

フルタイム労働者であるＸが有期雇用労働者であるＹに比べて多くの職業経験を有する

ことを理由として、Ｘに対して、Ｙよりも多額の支給をしているが、Ｘのこれまでの職

業経験はＸの現在の業務に関連性を持たない。 



 

の良いように言い逃れするだろう。結局、この例示にぴったり当てはまる会社など皆無と

言って良い。 

 第二に、正社員のこれまでの職業経験が現在の業務に関連性を持たないということを証

明しなければならない。しかし、その証明は事実上不可能である。一つの会社の諸部門は

一定の有機的つながりを持っている。全く関係のない部署等というのは考えられない。例

えば、製造と営業では関連性を持たないと言えるか？ 製造が分かっているから営業でき

ると言おうと思えば言える。結局会社が関連があると言えば関連があることにされる。 

 つまるところ、こうした例示は何の役にも立たない。ガイドライン案が問題になるとし

て挙げている他の 2 例も同様のものであって、現実にはほとんど実効性をもたない例示と

なっている。 

 

（ⅱ）手当について 

 上記のように、ガイドライン案は基本給についてはほとんど意味がないと考える。そし

て、手当についても諸々の条件が付されていることから、どれほど有効に使えるかは疑問

である。しかし、基本給に比べて業務内容との対応がある程度明確であるだけに、一定活

用できることはあると思われる。 

ガイドライン案は、①賞与、②役職手当、③業務の危険度又は作業環境に応じて支給さ

れる特殊作業手当、④交代制勤務など勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当、⑤精皆

勤手当、⑥時間外労働手当、深夜・休日労働手当、⑧通勤手当・出張旅費、⑨食事手当、

⑩単身赴任手当、⑪地域手当について、それぞれ基本的な考え方を示したうえで、待遇の

差が問題となるケースと問題とならないケースを例示している。以下、ガイドライン案の

基本的な考え方を紹介したうえで、使い道を考えたい。 

①賞与 

 

 

 

 

 ここでも、多くの条件が付されていることから、使いづらいものになっている。ただ、

「問題となる例」として、「賞与について、Ｄ社においては、無期雇用フルタイム労働者に

は職務内容や貢献等にかかわらず全員に支給しているが、有期雇用労働者又はパートタイ

ム労働者には支給していない」というものを挙げている。こうした会社は少なからずある

と思われるので、このガイドライン案を有効に活用すべきだと考える。 

②役職手当 

 

 

 

 

賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイ

ム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた

部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合にお

いては、その相違に応じた支給をしなければならない。 

役職手当について、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給をしようとする場合、無

期雇用フルタイム労働者と同一の役職・責任に就く有期雇用労働者又はパートタイム労働

者には、同一の支給をしなければならない。また、役職の内容、責任に一定の違いがある

場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。 



 

 アルバイト店長やパート店長等というものが横行している昨今にあっては、一定有効に

活用できる可能性がある。 

 

③業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊作業手当 

 

 

 

④交代制勤務など勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当 

 

 

 

 ガイドライン案は、「問題とならない例」として、「Ａ社においては、無期雇用フルタイ

ム労働者・有期雇用労働者・パートタイム労働者の別を問わず、勤務曜日・時間を特定し

て勤務する労働者については、採用が難しい曜日（土日祝祭日）や時間帯（早朝・深夜）

の時給を上乗せして支給するが、それ以外の労働者にはそのような上乗せ支給はしない。」

との例を挙げている。 

この例はあくまで勤務形態にかかる手当であるため少しずれた話にはなるが、同様の考

え方で行けば、郵便外務の正社員に対しては年末年始の手当が付くのに、非正規社員には

手当がつかないというのは「問題となる例」に当たる可能性もある。 

 

⑤精皆勤手当 

 

 

 

 ガイドライン案は、「問題とならない例」として「Ａ社においては、考課上、欠勤につい

てマイナス査定を行い、かつ、処遇反映を行っている無期雇用フルタイム労働者であるＸ

には、一定の日数以上出勤した場合に精皆勤手当を支給するが、考課上、欠勤について査

定を行っていない有期雇用労働者であるＹには、マイナス査定を行っていないこととの見

合いの範囲内で、精皆勤手当を支給していない。」との例を挙げている。 

ところで、およそ正社員であれば、欠勤についてマイナス査定がないということは考え

がたい。一方、非正規社員の場合、査定そのものがない場合も多い。そのことだけをもっ

て、この例示が適正とするならば、ほとんど活用はできないとも思われる。しかし、非正

規社員の場合、欠勤が多ければ契約の不更新ということになる可能性がある。理屈で言え

ば、欠勤が多いことを理由に雇止めにすることがあるということであれば、形式上査定制

度はないとしても、事実上査定が行われており、マイナス査定の結果、雇止めという結果

となりうるわけであるから、精皆勤手当は支払わねばならないとも解釈できよう。 

 

⑥時間外労働手当 

 

無期雇用フルタイム労働者と同一の危険度又は作業環境の業務に当たる有期雇用労働者

又はパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の勤務形態で業務に当たる有期雇用労働者又はパート

タイム労働者には同一の支給をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と業務内容が同一の有期雇用労働者又はパートタイム労働者

には同一の支給をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った有期雇用

労働者又はパートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者の所定時間を超えた時間

につき、同一の割増率等で支給をしなければならない。 



 

⑦深夜・休日労働手当 

 

 

 

⑧通勤手当・出張旅費 

 

 

非正規社員には通勤費を支給していないか、上限を決めるなどして正社員と差別してい

る会社は少なくない。大いに活用すべきである。 

⑨食事手当 

 

 

 

⑩単身赴任手当 

 

 

 

⑪地域手当 

 

 

 

 

（ⅲ）福利厚生 

ガイドライン案は、①福利厚生施設（食堂休憩室、更衣室）、②転勤者用社宅、③慶弔休

暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障、④病気休職、⑤法定外年休・休暇について、そ

れぞれ基本的な考え方を示したうえで、待遇の差が問題となるケースと問題とならないケ

ースを例示している。この内、③、④、⑤については差別的扱いが当たり前のように行わ

れていることから、ガイドライン案を大いに活用すべきだと考える。 

①福利厚生施設 

 

 

 

②転勤者用社宅 

 

 

 

 

無期雇用フルタイム労小津社と同一の深夜・休日労働を行った有期雇用労働者又はパート

タイム労働者には、同一の割増率等で支給しなければならない。 

有期雇用労働者とパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をし

なければならない。 

有期雇用労働者とパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をし

なければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の支給要件を満たす有期雇用労働者又はパートタイム

労働者には、同一の支給をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の地域で働く有期雇用労働者又はパートタイム労働者

には、同一の支給をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の事業場で働く有期雇用労働者又はパートタイム労働

者には、同一の利用を認めなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の支給要件（転勤の有無、扶養家族の有無、住宅の賃貸、

収入の額など）を満たす有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の利用を認め

なければならない。 



 

③慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障 

 

 

 

 大いに活用すべきである。 

④病気休職 

 

 

 

 

大いに活用すべきである。 

⑤法定外年休・休暇（慶弔休暇を除く）について、勤務期間に応じて認めている場合 

 

 

 

 「勤続期間に応じて認めている場合」との条件が付いているのが懸念される。法定外年

休・休暇の付与の理由付けが違えば、差別が合理化されるとも考えられる。実際、夏季休

暇等については、勤続期間に応じてではなく、正社員には一律付与し、非正規には一律付

与しないというケースは少なくない。もっとも、解釈の問題であることから、これはこれ

で活用の方法を考えるべきだと思う。 

 

（ⅳ）その他 

ガイドライン案は、その他として、①教育訓練について、現在の職務に必要な技能・知

識を習得するために実施しようとする場合、②安全管理に関する措置・給付について、基

本的な考え方を示している。以下、紹介だけしておく。 

①教育訓練について、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとする

場合 

 

 

 

 

②安全管理に関する措置 

 

 

（ 

有期雇用労働者とパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をし

なければならない。 

無期雇用パートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をしなければ

ならない。また、有期雇用労働者にも、労働契約の残存期間を踏まえて、付与をしなけれ

ばならない。 

法定外年休・休暇（慶弔休暇を除く）について、勤続期間に応じて認めている場合、無期

雇用フルタイム労働者と同一の勤続期間である有期雇用労働者又はパートタイム労働者

には、同一の付与をしなければならない。なお、有期労働契約を更新している場合には、

当初の契約期間から通算した期間を勤続期間として算定することを要する。 

 

教育訓練について、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとする場

合、無期雇用フルタイム労働者と同一の職務内容である有期雇用労働者又はパートタイム

労働者には、同一の実施をしなければならない。また、職務の内容、責任に一定の違いが

ある場合においては、その相違に応じた実施をしなければならない。 

無期雇用フルタイム労働者と同一の業務環境に置かれている有期雇用労働者又はパート

タイム労働者には、同一の支給をしなければならない。 



 

３）派遣労働者について 

「有期雇用労働者及びパートタイム労働者」の項目と違い、ここでは基本的な考え方を

示しているだけで、例示も全くない。ともあれ、基本的な考え方を紹介しておく。 

 

 

 

 

 

 

 労働者派遣法では、「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の

業務に従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労 

働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者 

の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金

を決定するように配慮しなければならない。」（第 30条の 3）とされている。均衡（均等で

はない）待遇の配慮義務である。これに比べれば、ガイドライン案は一歩前身であるかの

ように見える。しかし、「派遣先労働者と職務内容、職務内容・配置転換の変更の範囲、そ

の他の事情が同一である派遣労働者」というのは現実には皆無といえる。したがって、こ

の文言だけでは全く無意味だとしか言いようがない。 

 

２ ガイドライン案の問題 

このガイドライン案は名前の通り「案」であって、確定したものではない。したがって、

現在のところ何の効力もない。問題は、ガイドラインが正式に策定・施行されたとしても、

法的拘束力を持たないということだ。もう一つの大きな問題は、待遇差の合理性の立証責

任について、待遇に差をつける際の合理性の立証責任について、会社側に義務づけること

を盛り込まない方針であることだ。こうした点からも、ガイドラインがあるから非正規労

働者の待遇が改善される等ということは考えられない。結局は労働組合の交渉力や圧力が

あってこそ、一定の活用が可能であると言える。 

 

３ 全体の動きの中で 

 このガイドライン案は、労働法制の大改悪の動きの中で出てきたものである。その意味

では、労働時間規制の緩和（裁量労働制の適用拡大、ホワイトカラーエグゼンプションの

導入）、解雇規制の緩和（解雇の金銭解決制度の導入）、労働者派遣の原則自由化等の動き

と軌を一にしている。要は従来型正社員（終身雇用・年功序列賃金）の解体と雇用の流動

化促進という政策の一環に他ならない。その意味では、このガイドライン案だけを取り出

して評価することは問題である。 

 とは言え、昔に戻れという運動が有効だとは思わない。資本が従来の労働関係を破壊し、

再編しようとしている中で、労働運動の側がどのような労働関係の構築を目指すのかが問

われている。そして、その軸となるのは、やはり同一（価値）労働同一賃金しかないと考

える。 

 

派遣元事業者は、派遣先労働者と職務内容、職務内容・配置転換の変更の範囲、その他の

事情が同一である派遣労働者に対し、その派遣先の労働者と同一賃金の支給、福利厚生、

教育訓練を実施しなければならない。また、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲、そ

の他の事情に一定の違いがある場合において、その相違に応じた賃金の支給、福利厚生、

教育訓練の実施をしなければならない。 



 

 

 

 

 

 

＜春闘とは？＞ 

 「聞いたことがない」「何それ？」という人もいるかもしれない。極簡単に言え「春季

に行う賃上げ闘争」ということである。 

春闘は、企業内組合の弱点を克服するために個別企業の枠を超えて産業別統一交渉を行

うという形で始まった。1955年に私鉄総連、炭労、電産、合化労連、紙パ、全国金属、化

学同盟、電機労連の8単産が共闘して春季賃上げ闘争を行ったのが始まりと言われている。 

その後、高度経済成長を背景としながら、春闘が定着・発展した61年から75年までの間

の15年間にわたり、63年のただ1回を除いて、2ケタの大幅賃上げ率を勝ちとってきた。オ

イルショックを境に、賃上げ率は1ケタに落ちて行くが、91年までは5％前後のコンスタン

トな賃上げを実現してきたのである。 

 もっとも、その後は事実上賃上げ率も下がり、春闘○○連敗と言われる状況が続いてい

る。そして、ここ数年は安倍政権にテコ入れしてもらってようやく幾ばくかの賃上げをし

てもらっているという体たらくではある。 

 

＜春闘の復権を？＞ 

 私も今更春闘の復権等と言うつもりはない。企業内組合が圧倒的な割合を占め、かつそ

れらがほとんど闘わないという状況の中で、労働市場に規定力を持った産業別統一交渉を

行うなど夢のまた夢である。しかし、腐っても鯛という言葉もある。春闘は形骸化してし

まったとは言え、まだ消滅したわけではない。かろうじて形があるうちに活用しない手は

ない。 

 

＜労働組合は「駆け込み寺」ではない＞ 

 ＭＵにしても、ＫＵにしても、職場でトラブルに直面して、個人ではどうしようもなく

なって相談に来る人が圧倒的に多い。「職場で労働組合を作って労働条件を改善したい」

という相談もないことはないが、1年に1～2件あるかないかだろう。 

 そういう意味では、入り口はまさに「駆け込み寺」であるに違いない。それはそれでよ

い。また、そうした駆け込み相談に丁寧に対応してきたのがＭＵとＫＵの強みでもある。

しかし、そこに留まっていては、労働運動にはならない。自虐的に言うならば、労基署の

下請け、安上がりの社労士業務・弁護士業務のようなものでしかない。 

 問題は、そこから先に踏み出せるかどうかである。一人の相談内容の中には、その職場

の普遍的問題が存在していることも少なくない。ある個人の解雇や雇止めの問題は、雇用

を守るという責任感を持たず簡単に人を切って行く会社の姿勢の問題でもある。パワハラ

やセクハラも、そうしたことを容認・推奨する職場環境の問題でもある。さらに言えば、

会社が圧倒的に強く、労働者がほとんど無権利の状態に置かれていることが、およそ現在

の労働問題の背景にはある。 

春闘に取り組もう！ 



 

 それゆえ、駆け込み相談であっても、退職を前提とした金銭和解等のケースを除けば、

一人では解決できない。会社に雇用を守らせる、セクハラやパワハラを許さない職場環境

を作る、ひいては労働者の無権利状態を改善する、こうしたことは一人から複数化し、職

場で分会を作り、会社との力関係を変えていく中でしか実現できない。 

 ＭＵやＫＵにも、もちろん職場に踏みとどまっている組合員はたくさんいる。その中に

は会社がしょうもない手出しをしなくなった人もいる。また、会社から冷遇され続けても、

生活のため家族のために耐え忍んでいる人もいる。しかし、それが労働組合の終着点では

ないだろう。それではあまりに悲しい。納得のいく働き方、納得のいく労働条件を実現す

ること、その道のりは厳しいと思うが、そこまで行かなければ労働組合としての価値がな

い。 

 

＜まずは春闘要求をまとめ、会社に突きつけることから！＞ 

 複数の組合員がいる職場はもちろん、一人であっても、春闘要求をまとめ、会社に突き

つけて行くべきだと思う。要求内容は職場によって様々だろう。スタンダードな賃上げ要

求もあるだろうし、長時間労働の是正の問題もあるかもしれない。自分や職場の人が今一

番改善を求める内容をまとめて、会社に団交申入れをする。昨年もいくつかの会社で賃上

げ交渉を行った。もちろん、成果が上がらなかったケースもあるが、何某かの賃上げ等を

実現したケースもある。まずは、ダメで元々、成果が上がれば儲けものというくらいの気

持ちで良いのでやってみてはどうだろうか。 

 そして、その過程で、組合の仲間に応援を呼びかけ、横のつながりを作って行ってもら

いたい。そして、同時に職場で一人でも二人でも一緒に動いてくれる人を見つけて行って

もらいたい。 

春闘交渉は大歓迎。会社に春闘要求をしようと思う人は組合までご連絡を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エルライン不当労働行為事件＝第 1号(不利益扱い)、2号(不誠実団交) 

 

春闘御堂筋デモにご参加を！ 

3月 12日（日）13:00～ （デモ出発 14時） 

場所：中之島公園女神像広場集合 

デモ：大阪市役所前～御堂筋南下～難波解散 

※終了後、組合事務所にて持ち寄り交流会 

（まだデモ申請が終わっていないので、上記は予定です） 



 

エルライン不当労働行為事件＝第 1号(不利益扱い)、2号(不誠実団交) 

2月 3



 

農端氏は、私が労働基準監督署へ長時間労働強要の告発することを恐れ、その後、拘束時間を短縮

したと聞きました。 

15、2016年(平成 27年)1月 12日、2回目の団体交渉が行われました。1回目から協議事項として

いる運転手特化の客観的・合理的理由は具体的に述べず、更に誤魔化す発言を繰り返していました。

また、2月末までは運転業務を継続するとして交渉に応じない姿勢に対して、大阪府労働委員会に

救済の申立を行う旨予告しました。そして、2016年（平成 27年）2月 3日不当労働行為救済申立

を行いました。 

農端氏は、2度の団体交渉で繰り返し発言していた運転手特化の期限、「年度末の 2月末」を無視し、

同じ 2月末の枚方事業所の閉鎖が過ぎても何の説明も行わず、私をそのまま継続して運転業務のみ

をさせました。 

運転手特化の命令が行われた 2015年 11月 1日から、もうすぐ 1年となります。このように長期間

にわたって労働者の不利益扱いを継続させるという農端氏と会社側の行為は、私が組合に加入し、

団体交渉や抗議宣伝などを行うことを極度に嫌悪しているからです。更に会社側は組合嫌悪の態度

が明確であり、団体交渉に於いて再三申し入れを行っているにも拘らず私をラッキーグループの運

輸・業務部長に戻さないようにしていると思います。 

21、2016年(平成 27年)6月 10日、6回目の団体交渉が行われました。前回同様に谷口社長、中津

取締役の出席を要請したが、前回と同じく組合に対し連絡することなく欠席であった。今回から会

社側の出席者は変更された。Ｂ副部長は出席せず代わりに 2名の弁護士が同席していた。冒頭、組

合は農端氏によって行われているパワハラ行為について指摘した所、誤魔化す発言があった。この

ように 6回目の団交においても以前と変わらず不誠実な発言を行った。また、私をチルドセンター

の責任者とする提案を会社として柔軟に対応しているとして、組合の要望事項を受け入れない発言

があった。更に、農端氏自身が一旦預かるとしていた私の業務を「今は預かっていない」と発言し、

「Ａさんにやってもらっています」という誤魔化しの不誠実な発言もあり、会社側に解決姿勢は全

く伺えませんでした。 

23、私は今回この様な争議の経験は初めてですが、今になって考えると事前に録音しておいた会話

記録が無かったら明確な証拠を示す事が出来ず農端本部長の捏造に対しても偽証と証明する事が

難しかったと思います。また、私が着任してから半年が経過したミーティングの証拠、録音反訳が

無ければ、私が着任して以来、収支が悪化したという発言を覆す事は困難だったと思います。 

農端氏は団体交渉に於いても平然と嘘や誤魔化しの発言を繰り返しています。証拠があって立証で

きるから、絶対に負けることは無いと自分に言い聞かせて闘っています。 

私は、長期間の運転手特化の見せしめ、パワハラ行為に対し、組合に加入し団交をし、親会社大近

本社前の行動をしてくれる組合がなければ、すでに負けていたかも知れません。また、組合の人た

ちに仲間と呼んでいただいて、精神的にもすごく助けてもらっています。 

会社内では、私への運転業務特化の原因を知らされていない大半の社員は、間違った情報が噂とな

って私が問題を起こし、エルラインだけで無く親会社も混乱させていると思っている人もいるよう

です。何故なら以前はあいさつや世間話も自然にできていた人が私を避けたり、無視したり、あい

さつしても会釈だけや眼を逸らしたりする人も増えています。 

私は今、本当に孤立していて辛く、精神的にも大変な苦痛です。現在も部長と呼んでくれている人

もいますが、そう呼んでもらっているだけで部長としての役割の仕事はさせてもらえません。ただ

の運転部長で、本当に情けないです。 

中には部長の給料を持って帰る高給取りの運転手と思って、バカにしている人もいると思います。

そんなことを色々考えるようになって部長と書いた名札も付けられない精神状態です。私は最初に

部下に宣言した通り、農端氏の権力を行使したこの様な不当な行為に負けるわけにはいかないと思

い、泣き寝入りせずに闘っていますが、気の弱い人ならすでに退職していると思います。私は、今

後のエルラインの為にもこの様な前例を作ってはならないという思いもあり頑張っています。私は

今の状況を解決し、会社から謝罪をしてもらい、一刻も早く元のエルラインの職場・職責に戻って

安心して仕事がしたいです。                     以上 



 

連載 管理職ユニオン・関西の２０年（９） 
                                  書記長  仲村 実 

今は無き、二つの「無
むう

の家」のこと 

＜兵庫県篠山市の「無の家」と、西天満の居酒屋「無の家」＞ 

一つの「無の家」は、組合員のご両親から借りた兵庫県篠山市の借家・借地の畑のあっ

たところ。もう一つは、組合事務所から西へ徒歩１５分のところにあるビル地下の居酒屋

「無の家」である。当時は、管理職ユニオン･関西がからんでいたので、新聞やテレビで話

題になりました。 

名前の決まる経過から話します。借家、兵庫県篠山市糯が坪(もちがつぼ)「無の家」の常

駐者になったＫさん（当時 24才）が家の名前に「無」の文字を入れてほしいと言ったこと

によります。Ｋさんが、自然農法を唱え実践する福岡正信氏の「無」の哲学、自然農法に

信奉している事に由来します。呼び方が「むのいえ」ではとの声があり、最終的に「むう

のいえ」と呼ぼうということになりました。2001年の 1月のことです。「無の家」は、管

理職ユニオン・関西の執行委員会で確認のもとに商標登録され、管理職ユニオン“ブラン

ド”名となったわけです。 

＜丹波篠山「無の家」＞ 

自力の第一次産業と結ぶ仕事づくり運動ネットワーク 

 2000年 3月に兵庫県養父町で、帰農百姓で私の

友人のＯさん宅で管理職ユニオン･関西の執行部

有志の合宿を持ちました。15名が参加し「これか

らの労働運動」について語り合いました。私が提

起した『これからの労働運動について』（ＭＵ関

西ニュース 35～38号に掲載）の中で「自力の雇

用創出運動ネットワーク」の具体化を報告しまし

た。私がはじめようとする運動をみんなが「どう

ぞ」という軽い

タッチの了解である。呼びかけを発したのが、2000年 7

月のことです。 

この呼びかけにいち早く反応してくれたのが、当時、

地球百性ネットワーク事務局で「百姓天国 News」を編集

していたＭさんでした。Ｍさんは「農民連合」の活動家

で、兵庫県の丹波竹田（今では竹田城跡で有名）で、廃

家と畑を借りて自給生活と、「百姓天国 News」の編集、発行をしていたのです。 

この「自力の第一次産業と結ぶ仕事づくり運動ネットワーク」のことを、ＭＵ機関紙に

載せました。この記事を見た組合員のＳさんから、篠山市に両親所有の家と休耕田があり、



 

年に母親と数度草刈に行っている。草刈をやってくれて畑にでもして使う気があれば、両

親に話してみるという申し出があった。 

その年の 10月 29日、私の車で篠山市糯が坪の目的地にＳさん、組合員のＹさん、私の

三人で見学に行きました。障子、ふすまなどの建具類は、どれも動かず。阪神淡路大震災

の影響もあり家自体も相当傾いていた。11月 12日、Ｓさんの両親宅を訪問し、借りたい

趣旨を説明し、また私の管理職ユニオン･関西の活動の書籍をプレゼントし説明をしました。

とんとん拍子で進み、私への信用貸しということ、家賃も不要ということになりました。

12月 10日の草刈を皮切りに、組合員のＴさん、Ｎさんらを中心に家の修繕を開始。2001

年 2月 4日の家財道具・ふとん、水屋、本箱などを運びました。 

常駐は、Ｍさんに紹介してもらった、25才のＫさん

に管理人になってもらいました。元水田は畑として活

用することにする。位置付け･活用として、①有機農業

の農作業体験の場、②メンタルな労働者の癒しの場、

③管理職ユニオン･関西や会員の合宿や憩いの場、④

「自力の第一次産業と結ぶ仕事づくり運動ネットワー

ク」の会議・交流の場とする。 

 こうした取り決めで、篠山「無の家」は、小宮さん

が中心の脱サラ百姓交流、知的障がい者のたまり場に

なったり、組合員の交流合宿（畑作業、焼肉パーティ、篠山散策、八上城址登り、味噌作

り、黒豆を食べる会など）、執行委員会合宿にも使いました。 

 閉鎖までの 6年間で、ご近所にも認知され、Ｋさんが町内会にも加入するまでになりま

した。当初のＳさんとの約束、両親からの返却申し入れがあれば、すぐ返す」ということ

で、2007年 6月 16日、篠山「無の家」にこれまでよく利用した組合員らが集まって、お

別れ会を行い、この「無の家」を閉鎖した。 

《篠山「無の家」お別れパーティ》の案内 
組合員のＳさんのご両親から借りていた家と畑、篠山市糯ヶ坪の（もちがつぼ）の「無の家」を

返却する事になりました。長い間、それも無料で、ご好意に甘えて組合員の農作業、レクレーショ

ンなどの場として使用させてもらいました。 

 また、管理人のユニークなＫさんにも大変お世話になりました。彼は、神戸大出身の山岳部、「無

の思想」を志す超自然農法派（ずぼら農法ともいう？）でした。雨水を風呂に使う。風呂は薪で炊

けるように改造する。太陽光発電パネルをもらってくる。せっかくもらってきた耕運機を使わない。

畑は草の中に麦や野菜が生えているという具合でした。 

 思えば、スタートは古家の修繕から始まった。大工仕事に、手作業によるコンクリートうち、Ｔ、

Ｎさんには大活躍をしてもらった。数え切れない焼肉パーティ、八上山登り、篠山城跡など見学、

ホタルも見に行った。執行委員会も一度行なったこともある。１０月のお祭りに出くわした事も。

私の友人やＫ君の友人も利用した。ここ４年は、毎年味噌仕込を続けてきた。積もる話も思い出と

なる。篠山「無の家」に思いがある方はぜひ、ない方も参加ください。 

 申し込みは、仲村まで、大阪、京都、姫路あたりから車で便乗ください。 

 お別れパーティは、篠山「無の家」現地で、６月１６日（土）夕方６時半くらい～ 

 費用は、実費２０００円程度の予定。ビール、焼酎、酒類の持ち込み大歓迎。 

            ＭＵ･関西ニュース１２２号（2007年 5月 12日発行）より 



 

＜居酒屋「無(むう)の家」＞ 

2001年 5月 24日、テレビ局の生放送を含む

マスコミで取り上げられるなか、組合がやる

（経営する？）居酒屋「無の家」がオープン

した。 

組合員にＯさんという人がいた。日商岩井

石油㈱の営業部長で、取締役会が岡さんの部

の解散決定を忠実に実行した人である。部下

の配転や転職の面倒を見てすべて終了したら、

今度は自分が退職勧奨を受け、ユニオンに相

談にきた当時 58歳の人である。そのＯさんと

同郷の方の旦那さんが経営していた店が「眉

山」という居酒屋であった。私もＯさんに誘

われて時々飲みにいっていた。組合大会やイ

ベント後の、二次会にも使わせてもらった。この店のご主人が、脳梗塞で倒れ、閉店にな

っていた。Ｏさんから誘いがあり、「仲村さん、この店、組合で引き継いでもらえませんか」

と話があった。私が、組合で“事業を考えよう”とよく“ほら”を吹いていたからである。

軽いタッチで「考えてみるわ」と答えたようである。 

 当時は、東京管理職ユニオンが失業者ユニオンを結成し、元気印「リストラン」という

昼食兼居酒屋を立ち上げマスコミでも取り上げられていた。 

執行委員会で提案し、資金は私が組合員や私の友人たちから集めることとして了解をも

らった。店長は、スーパー田中屋で鮮魚部門を担当していたが解雇されたＱさんに、「店長

やってみるか」と声をかけたら、「やりたい」との返事。「自分もいずれは店を持ちたいと

考えていた」と積極的に立候補した。そしてスタートする事となった。 

 

開店して 

組合員の協力は様々な形であった。スタート時点では、組

合員の女性陣、料理人もボランティアで手伝ってくれた。そ

うした中で店長やスタッフへの批判もあった。居酒屋経営の

経験の無い店長、組合で取り組んだ初の試みは、店長の経営

能力等の無さが指摘

された。私は、立ち

上げ資金を集めてき

たから“経営者”と

も言われた。手厳し

い批判者からは、私

の放漫経営だと言わ

れた。 



 

当時私は、店長・スタッフ批判をするより、「積極的に手伝うか、手伝う中で店長やスタ

ッフが変わっていくようにしてくれ」、「組合員同士で、友人たち、会社の人たちを客とし

て連れて売上に協力することをやってほしい」で通した。私自身も、他労組の方や仲間や

知合いの弁護士を、学習会の終了後の交流会に人一倍お客を連れて行った。 

私は、店長・スタッフへの批判については、管理職ユニオンスタイルで当事者主義を貫

こうとした。経験が無くとも、経験しながら経営を考え、批判者の意見を考えてみる。そ

して自らを変 

え変わっていく。店長の自立と自覚は、私としては時間をかけて付き合いながら、変化を

期待した。 

開店 1ヵ月後に、出資してくれた組合員や私の友人に、管理職ユニオン・関西事業部仲

村実名で、次のような文書を送った。 

 

 前略  お元気のことと思います。 

居酒屋「無の家」を 5月 24日に開店してから１ヶ月が過ぎてしまいました。スタートは、

マスコミのおかげの騒ぎと、なれないことが重なって大変な日々でした。 

経営については、店長を始めスッタフが全員素人で、現時点では採算のメドは立ってい

ません。また店では、店内での各メンバーの動き、勤務シフト、長時間の働き、とにかく

なれない日々で大変のようでした。 

この頃では、昼食は約 50食と安定してきています。夜の居酒屋は、ビルの地下街の他店

に比べて客数は少し多いようです。とにかく、安さを売り物に頑張ってます。 

｢安くてうまいが、これでみんなの給与が出るのか｣、「魚中心のメニューで採算が合うの

か」、「あれでは、無理」と辛口の温かい応援団からの声もあります。 

私のわからない現場では、経験のない体験、責任分担、店内での矛盾も噴出しています

が、可能性を求めて居酒屋『無の家』は、なんとか頑張っていると報告できます。 

見通しについては、まだ確固としたものになっていませんが、いずれその展望を報告し

たいと考えています。引き続きご支援をお願い致します。 

 

そして閉店の記事です 

店長さんご苦労さまでした。居酒屋「無の家」2002年 3月末で閉店！ 

昨年 5月 24日オープンした居酒屋「無の家」、朝早くの仕入れから夜遅くの後片つけま

で頑張ってくれた店長さんでした。開店日、マスコミが生放送も含めて数局が大きく報道

してくれた。管理職ユニオン・関西の知名度を大いに広める貢献をした。結構話題性を持

ちながら、客数はビルの地下街では一番多かった。開店初期の店長・スッタフ間のトラブ

ルもあったが、何とか落ち着いてきた。 

今年に入ってから、経営状態､店長のスタイル、店長の意向などから今後の見通しを検討

することになった。その結果、3月末で一旦収束することになり、事業部会、執行委員会

で今後どうするかを検討し、事業部会で再スタートに向けての検討・準備を進める事とな

った。 

いずれにしても、解雇をした会社からの組合敵視・嫌がらせ・解雇攻撃と闘いながらの

店長の頑張りで「無の家」はここまで続いてきた。最終日の３月２９日は店も満員で、店

長さんの奥さんはじめ子供さんたちも顔を見せてくれた。組合からも花束を持って 10名程

が、店長さんの最後の料理を食べました。とにかく、苦労さまでしたということである。 

 



 

 

 

 

 

昨年 12 月 30 日から今年 1 月 3 日まで

関東から東北を旅しました。昨年はフィ

リピンで暑い中頑張って永住権を手に入

れましたので、年末はほっと一息で国内

旅行です。神戸市内の住吉駅を始発で出

発して一泊目は群馬県の高崎市。国定忠

治で有名な赤城山を車窓から眺めながら

新潟へと向かいます。東海林太郎の「赤

城の子守歌」を口ずさみたくなる気分です。越後湯沢はスキー場も多く、ブラジル人と思

われる団体や挙動不審の鉄道マニアのお兄さんたちだけが乗る車両のなかは、とてもロー

カルな雰囲気いっぱいです。 

新潟駅前で一泊して秋田まではモノトーンに近い日本海の単調な景色が続きます。車窓

からぼんやり日本海を眺めていると若かった頃の記憶が走馬灯のように去来します。冬の

日本海は遠い昔に私を引き戻します。八代亜紀や石川さゆりの歌が好きだった若い日を思

い出します。山形県酒田で乗り継ぎの時間待ちに街を散策したあとは秋田市までまた長い

海岸線。夕食は秋田駅前でハタハタのしょっつる鍋を食べました。しょっつるは秋田名産

の魚醤。地元産のハタハタから作られていてもちろんハタハタとの相性は言うまでもあり

ません。12 月のハタハタは卵をいっぱい抱えていて最高に美味。秋田に来たらぜひ！30

年ぶりに秋田市内をゆっくり散策して（川反は正月でほとんど店がしまっていて残念）く

つろぎました。 

 翌朝は秋田から横手や新庄を通って山形市へ雪景色のなかを列車は進みます。大好きだ

ったドラマ「おしん」のワンシーンを思い出します。乙羽信子扮する晩年のおしんが幼い

日を過ごし、今は荒れて雪に埋もれた廃屋を訪ねる場面です。雪深い車窓からの景色を眺

めながら初めてドラマを観たころの感動が蘇ります。ドラマ「おしん」は今でもキューバ

やトルコで人気だとか。私たちは勤勉、倹約、忍耐といった美徳を忘れていないでしょう

か。世界を見渡せば若い人たちにこれらの精神は受け継がれていることがわかります。 

 山形市内を歩いていてこの地方に来て初めての明るい陽射しと青空を見ました。正月で

街はひっそりしているので仙台まで足を延ばしてみることに。 

仙台駅前は再開発が進んで、すごいことになっています。まるで梅田のようです。老若

問わず楽しめそうです。でも列車の時刻が限られているので早々に山形市に引き上げます。

Mr.K のあれこれエッセイ第１６回 

青春１８きっぷとふるさと納税ピーチで行く東北 
 



 

今話題になってる（南京大虐殺はなかったなどとかいた書籍の件）アパホテルに泊まりま

した。そんな書籍があるのはそのときは知りませんでした。経営者のサクセスストーリー

が漫画書籍になっていて一冊読み通しましたが、顧客に対する気配りやお金儲けに対する 

情熱に胸を打たれました。中国からのお客様に泊まっていただいているからこそたくさん

儲けているのに、中国からのお客様に配慮がないのは全くもって信じられません。どうし

てそんなことになってしまっているのでしょうか。 

 最終日は山形市から仙台、石巻市へと三陸の明るい

陽射しのなか、旅を楽しみました。 

 石ノ森章太郎のサイボーグ００９、仮面ライダーな

どの等身大キャラクターが街中に立ってい

ます。こじんまりした町を海岸近くまで散

策したあと、石巻特産の牡蠣をふんだんに

使った釜めしを食べました。全くもって畏

れ入る美味で至福の時を過ごしました。北

関東から北陸、東北は日本酒パラダイスで

あって、灘からきた私でさえ感動の日々で

した。地元料理と相性を合わせることが最

高の味わい方だそうです。（確かにそうやっ

たなあ！）ここにビール抜きで毎日飲み続

けた日本酒の銘柄を書き連ねると、ええ思

いしやがってと顰蹙を買うことは間違いあ

りません。なので書きません。 

 午後仙台駅前でウィンドウショッピング

を楽しんだあと仙台空港から 8 時過ぎのピ

ーチで関西空港へ飛び青春 18 きっぷで自宅へ向かいます。芦屋あたりで日付が変わりまし

たが追加料金なしで住吉駅を降り帰宅しました。初日の始発に乗り、5 日目にほぼ最終電

車まで 18 きっぷを使い倒した今回の交通費の詳細は、以下のとおりです。 

青春 18 きっぷ 11,850 円と ピーチ 12,890 円からふるさと納税でゲットした 5000 ポイン

トをマイナスして 7,890 円、仙台空港線最後の一駅分（JR とは別会社なので）420 円。こ

れらの合計で総額 20,160 円でした。ピーチポイントは泉佐野市に寄付（ふるさと納税）す

ると得られます。お正月にこの料金で東北旅行はあり得ないと思います。その分ホテルと

食事でちょっぴり贅沢しました。青春 18 きっぷでどこまで行けるのか。組合員の皆さんも

試されてはいかがでしょうか。 

 

写真は石巻で食べた牡蠣の釜め

し。具の量が半端ないっす 



 

 

 

 

 

 氷雨降る 1 月 8 日成人の日に、平均年齢 55 歳超の精鋭 15 名が、厚かましくも青春 18

切符を活用して讃岐うどん食べ放題の旅に出発した。内訳は、大阪乗車 10 名、三宮乗車 4

名、相生で 1 名合流。日頃の行いが幸いして、全員高松まで座って行くことができ、快適

な旅行だった。 

 高松駅で、市内の栗林公園散策組と金毘羅宮参拝組に分かれて行動することとなった。

以前から遊歩会内派閥対立の話はしているが、リーダーＯ氏に同調する堕落グループ（栗

林派）と、次期リーダーの噂の高いＨＲ氏を支持する精鋭グループ（金毘羅派）に分かれ

たのである。 

＜栗林派＞ 

 栗林派は、高松に着くなり駅前のセルフのうどん店に直行。食欲で頭が一杯になってい

る男性陣は早々にうどん 2 玉、狡猾な女性陣は後で店をハシゴすることを考えて 1 玉を平

らげたとのこと。そして、腹ごなしに高松名物大アーケードの丸亀通り商店街（心斎橋筋

よりはるかに立派）を散策の後、有名な竹清本店へ。竹清本店は 30 席くらいのセルフのう

どん店。ネギ、天かす、わかめ、おろし生姜が入って 1 玉 180 円。トッピングも竹輪の天

ぷらと半熟卵だけという簡素な店である。一人別行動で相生から合流したＫ氏などは、つ

いさっき 2 玉食べた上に、ここで 3 玉注文。満腹、満腹で一行は大満足であった。その後、

腹ごなしのために栗林公園を散策。もはや脳みそがうどん玉状態だったので、栗林公園の

記憶は残念ながら残っていない。ともあれ、本場で食べる讃岐うどんは、腰があり、その

上もちもち感がある。全員、大阪で食べるうどんとは全然違うことを＜金毘羅派＞ 

 金毘羅派は時間の制約もあったことから高松駅のうどん屋で軽く昼食。大阪の駅そばと

大差なく、これは失敗だった。それから約 1 時間かけてＪＲ琴平駅へ。駅を出ると門前町

が広がっていて、数百メートルも歩くと参道に出る。あちこちにうどん屋が点在している

が、金毘羅派は栗林派の堕落分子とは違う。一行は、うど

んには目もくれず、古き時代に思いを馳せながら、参道の

階段を一歩一歩踏みしめて登って行った。階段は本宮まで

で 786 段、奥社までだと 1365 段である。本宮までは一気

に登り切ったが、帰りの時間に間に合いそうになかったた

め、奥社まで足をのばすことは断念せざるを得なかった。

ともあれ、本宮前で記念撮影。そして、参道帰り道で有名

なうどん屋「金比羅うどん」に立ち寄り讃岐うどんを満喫し、高松へと向かった。高松で

は待ち合わせまで少々時間があったので、海の幸～アナゴの刺身を賞味し、ビールを一杯。 

 今回の旅は雨にたたられたが、リーダーのＯ氏は、「ＨＲ氏が節酒を投げ出し、当日持参

した日本酒や焼酎をラッパ飲みした報いだ」等と吹聴している。もっとも、その理屈で行

けば、リーダーのＯ氏がダイエットを放棄し、脂肪をため込んでいることも同罪となるだ

ろう。それはさておき、ＨＲ氏は連れ合いさんに作ってもらった数段組のお重を持参。帰

りの電車は例のごとく酒盛り状態だったが、一同その手料理をごちそうになった。人間食

べ物には弱い。このお重の段数だけ、ＨＲ氏は頂点への階段を上ったと言える。 

メタボ解消！ 遊歩会ハイキング 

新春 青春 18 切符の旅 讃岐うどん食べ放題 

金比羅派 


