
 

 

 



 

 

 

 

 

 

■ 共謀罪が動き出そうとしている 

 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」（以下「組対法」という。）

に「第６条の２」を加える法律改正が、６月１５日国会で可決され、７月１１日施行され

た。 

 組対法６条の２は、同法が定めるリストに記載された多数の罪（政府は２７７罪と言っ

ていたが、衆院事務局のカウントによれば３１６罪）のどれか一つの遂行を２人以上で計

画し、計画に加わったうちの誰か一人が準備行為をすれば処罰する、と定める。「２人以上

で計画」は「共謀」の言い換えだから、以下では、新設された犯罪を共謀罪と呼ぶ。 

 組対法６条の２は、法文上、「テロの準備」を取り締まる法律ではないから、テロ（等）

準備罪とは呼べない。７月１１日、日本政府が TOC 条約（越境組織犯罪防止条約）の受

諾書を国連事務総長に寄託しただけで同条約の締結手続は完了したから、共謀罪新設がな

ければ条約が締結できないという政府の主張は事実ではなく、共謀罪があろうとなかろう

と条約は締結できたことが明らかとなった。 

 ２００３年初めて国会に提出され、これまで３度廃案になった共謀罪は、今年２０１７

年デマにデマを重ねて、衆議院ではわずか３０時間、参議院ではさらに短い１８時間足ら

ずの審議で、しかも参議院法務委員会の採決を省略してまで強行採決され、動き出すこと

になる。 

■ 共謀罪で何が犯罪にされるか 

 政府は、共謀罪は「一般人には適用されない」と繰り返した。しかし、「テロ組織」や「暴

力団」の構成員であることは共謀罪の構成要件ではない。共謀罪は組織的犯罪集団を適用

対象とするものではない。共謀罪の構成要件は「2 人以上」が「（１項）組織的犯罪集団の

団体の活動として組織により行われるものの遂行」あるいは「（２項）組織的犯罪集団の不

正権益のための遂行」を「計画」することだ。法律が規定する犯罪の主体は「２人以上で

計画」した者であり、「計画する者」は団体の構成員に限らないし（6 月 1 日参院法務委・

林刑事局長）、団体が既存のものに限らない（2002 年 10 月 9 日法制審）のも当然だ。 

 さらに、共謀は黙示でも成立する。目配せだけでも成立する。ラインのスタンプや既読、

フェイスブックの「いいね」でも成立する。 

 政府は計画しただけでなく準備行為をしなければ逮捕されないというけれど、準備行為

はそれじたいが危険な行為である必要はない。計画を推進するためだと警察が判断すれば

ＡＴＭからの出金や地図を手にすることなどごく日常的な行為が準備行為にされてしまう。 

■ 共謀罪と労働運動  

 これまで、労働運動弾圧や社会運動弾圧のためにこじつけて利用されてきた犯罪には、

～特集～ 

共謀罪廃止の日まで、共謀罪反対の声を上げ続けよう！ 
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たとえば、威力業務妨害・信用毀損・逮捕監禁・詐欺（賃借権詐欺・会議室使用詐欺）・強

制執行妨害・強要・恐喝・建造物損壊（ステハリ・落書き等）、電磁的公正証書原本不実記

録（住民票の住所に住んでいない等）、有印私文書偽造・同行使（ホテル宿泊時の本名不使

用等）などがあった。 

 これらは、共謀しただけで犯罪となるリストの中に含まれているから、今後は、これら

の犯罪を実行しなくても、その共謀があり、誰かが何かを準備したとされれば、逮捕起訴

される可能性がある。 

 例えば、これまでは席を立とうとする管理職を押し止めてカンヅメ団交を行えば監禁罪

で逮捕起訴される可能性があった。これからは執行委員会で「満額回答まで団交貫徹」と

意思一致して、団交への参加を呼びかける機関紙を印刷する準備をするだけ組織的監禁の

共謀罪で逮捕起訴される可能性が出てくる。あるいは、これまでは基地建設の資材搬入道

路にコンクリートブロックを積み上げれば威力業務妨害罪で逮捕起訴される可能性があっ

たが、これからは仲間と「基地建設をなんとしても阻止しよう」と相談して、現地に行く

準備をするだけで組織的威力業務妨害の共謀罪で逮捕起訴される可能性が出てくる。 

■ 安倍政府は共謀罪で社会をどう変えようとしているか 

 これまでは、悪いことをしたら犯罪になるけれど、悪いことをしなければ何を喋っても

何を考えても自由で、何が悪いことかは法律でキチンと決めてある。少なくともそれが建

前だった。共謀罪は、悪いことを相談したら、あるいは相談を見たり聞いたりしたら犯罪

になる。けれど、何が悪いことかよく分からないし、どんな相談が犯罪にされるかもわか

らない。しかも、組対法６条の２は、実行前に自首した者は刑が減免されると規定してい

る。共謀罪で逮捕されたくなければ、政府や大企業の批判を口に出すな、考えるな、政府

や大企業の批判をする人には近づくな、助かりたければ誰よりも先に警察に駆け込め、そ

れが政府の狙いだろう。 

 さらに、これまでと違って犯罪を実行する前の計画を犯罪にするのだから、盗聴などの

監視が日常的に必要となる。すでに昨年２０１６年盗聴法が改悪され、盗聴が許される犯

罪の種類が大幅に増え（これまで認められていなかった窃盗や詐欺でも盗聴が可能になっ

た）、盗聴方法の効率化（通信事業者内で通信事業者立会の盗聴から立会なしの警察内での

盗聴へ）が認められるようになっている。今後、さらに盗聴が許される犯罪の種類が増え、

電話盗聴だけでなく会話盗聴（屋内に盗聴器を仕掛けるなど）の合法化も狙われている。 

 安倍政府は、２０１３年に日本版 NSC を設置し秘密保護法を成立させ、２０１４年に

武器輸出を解禁し、２０１５年に戦争法を成立させ、２０１６年に盗聴法を改悪した。今

年２０１７年には共謀罪を成立させ、労働基準法をさらに改悪し、改憲（9 条・緊急事態）

を目指している。 

 政府は市民がどこでどんな話をしているか、とにかく監視をしたい。戦争に、基地に、

原発に、差別に、搾取に、政治の私物化に反対すること等々、政府の気に入らないことは

なんでも、それが実行に移される前に取り締まってしまいたい。政府のすること、しよう

とすることを批判する人間は放っておけない。それが共謀罪を作った本音だろう。 

■ 共謀罪とどう闘うか 



 「自由より安全が大事」「安全のためには自由の制限も仕方ない」と言う人もいるけれど、

共謀罪のある社会が安全だろうか。政府を批判すると警察がやってくるかもしれないとビ

クビクしないといけない社会。労働運動も社会運動も沈黙を強いられる社会。市民の言動

は徹底的に監視されるが、政府は何の監視もなしに好き放題をする社会。政府の好き放題

を誰も止められない社会。そんな社会が安全だろうか。共謀罪が守る安全は権力者の安全

で、共謀罪が制限する自由は市民の自由だ。 

 法律は国会を通ってしまったけれど、実際に政府の狙い通りになるかどうかは、これか

らの市民の行動にかかっている。誰もが今まで通りの活動を、委縮しないで続けることが

大切だ。「共謀罪」に特効薬も対策もない。運動の正当性に対する確信と仲間に対する信頼

だけが弾圧をはね返せるのは「共謀罪」でも同じだ。共謀罪を廃止する日まで、共謀罪の

反対と適用を許さない声を上げ続けることが大切だ。そして、安倍政府が推し進める戦争

準備と治安管理強化の流れを止めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正当な労働運動を破壊する「共謀罪」創設に反対する声明 

2017 年 3 月 22 日 

日本労働弁護団幹事長 棗一郎 

政府は、2017 年 3 月 21 日、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

等の一部を改正する法律案」（共謀罪法案）を閣議決定し、衆議院に提出した。この法案は

過去 3 度にわたり国会に提出されたものの世論の批判を受け廃案となった共謀罪法案とそ

の本質において同一のものである。共謀罪の本質は、犯罪の謀議の段階で処罰しようとする

ものであり、まさに「思想や内心の自由」を取り締まり、国家権力による思想・言論統制や弾

圧に利用される危険が極めて高いものである。 

日本労働弁護団は、労働者・労働組合の正当な活動を制約するおそれの高い共謀罪の

創設に対して、強く反対する。 

現在政府が提出しようとしている法案は、長期４年以上の懲役又は禁固の刑を定める一

定の犯罪について、組織的犯罪集団の団体活動として、当該行為の遂行を二人以上で計画

した者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の

準備行為を行ったときは、５年又は２年以下の懲役又は禁固に処するとしている。すなわち、

二人以上で一定の犯罪の「共謀」（犯罪の合意）をし、何らかの「準備行為」を行っただけで犯

罪として処罰することを容認するものである。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府は、「組織的犯罪集団」に対象を限定すると説明するが、恒常的にテロ等の犯罪を標榜

する組織に限定されているわけではない。適法に結成された労働組合であっても、一定の犯

罪の「共謀」が存在したと捜査機関が判断すれば「組織的犯罪集団」と認めることが可能な概

念となっている。また、「準備行為」という概念も、何をもって準備とするかが曖昧で、捜査機

関の判断によって犯罪と無関係な行為も「準備行為」に当たると判断され、捜査の対象となり

得る。 

とりわけ、当弁護団が危惧するのは、この法案が成立した場合に使用者や政府がこれを

悪用し、労働組合のあらゆる活動が捜査や弾圧の対象となりうることである。 

例えば、労働組合が不当解雇撤回などを求める企業門前での抗議行動を計画してチラシ

を作成することや労働組合がストライキを計画して組合員への連絡文書を作成すること、労

働組合が「ブラック企業」の製造する商品の不買運動を計画して記者会見の資料を作成する

こと、労働組合が団体交渉で要求を貫き何らかの妥結ができるまで交渉に応じるよう使用者

に要求し続けることを組合内部の会議で確認すること、政府の労働法制改悪反対の行動を

企画することなど、これらはいずれも正当な労働組合の活動にかかわる行為である。 

しかし、これらの正当な組合活動についても、ひとたび共謀罪が創設されれば、「組織的な

威力業務妨害」「組織的な信用毀損・業務妨害」「組織的な強要・組織的な逮捕監禁」「組織

的な恐喝」などの「共謀」および「準備行為」をしたものとでっち上げられて捜査され、組合員

が逮捕されたり組合事務所が捜索・差押えされたりする危険がある。過去にも、捜査機関に

より労働組合員が犯罪をでっち上げられて逮捕されるという刑事弾圧事件は枚挙にいとまが

無く、歴史的にみれば労働運動の弾圧に共謀罪が利用される可能性は極めて高い。一旦共

謀罪が悪用されると、結果的に共謀罪を根拠に立件された事件について裁判所が無罪判決

を出したとしても、正当な組合活動に対する萎縮効果が生じ、労働組合が壊滅的な打撃を受

けるのは必定である。 

また、「共謀」を立証するためという口実で、捜査機関が日常的に労働組合や企業内部に

スパイを送りこみ、電話の盗聴やメールを監視するという捜査手法が正当化され一般化して

しまうおそれがある。現在は表現の自由のもと、労働組合内部であらゆる議論をすることが

可能であるが、ひとたび共謀罪が成立すれば、共謀罪での摘発の危険をおそれ萎縮し、労

働者が労働組合に入ることを躊躇するようになりかねない。労働組合の団結自体が危機に

陥ることになってしまう。 

このように、共謀罪は労働者・労働組合の正当な活動に対し国家権力が日常的に介入す

ることを可能にするものであって、憲法で保障された労働基本権を骨抜きにするものである。 

日本労働弁護団は、憲法で保障された労働者及び労働組合の権利を擁護する立場から、

共謀罪の創設に断固として反対する。                              以上 

 



資料 2017年 6月 23日 警察庁通達（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の 

一部を改正する法律の制定について（通達） 

 

～改正法の要点等～ 

１ テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰

（改正法第１条による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成11

年法律第136号。以下「法」という。）第６条の２） 

(1)一又は二に掲げる罪（以下「対象犯罪」という。）に当たる行為で、テロリズム集団その他の組

織的犯罪集団（団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が法別表第三に掲げる罪を

実行することにあるものをいう。）の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により

行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に

基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為

が行われたときは、それぞれ一又は二に定める刑に処するものとされた。ただし、実行に着手す

る前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除することとされた。（法第６条の２第１項） 

ア「組織的犯罪集団」とは、団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が法別表第三に

掲げる罪を実行することにあるものをいうが、具体的には、テロリズム集団、暴力団、薬物密売

組織及び振り込め詐欺集団等がこれに当たり得るものとされている。なお、「団体」とは、共同

の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一

部が組織（指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行

動する人の結合体をいう。）により反復して行われるものをいい（法第２条第１項）、「団体の

活動」とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に

帰属するものをいう（法第３条第１項）。 

イ「計画」とは、組織的犯罪集団の構成員等が、その指揮命令に基づいて、あらかじめ定められた

任務の分担に従って特定の犯罪を実行することについて、具体的かつ現実的に合意をすることを

いう。 

ウ「実行準備行為」とは、計画行為とは別の行為であって、計画に基づいて行われ、計画が実行に

向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるものをいう。 

(2)対象犯罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテ

ロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるも

のの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金

又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた

ときは、(1)と同様とすることとされた。（法第６条の２第２項） 

なお、「不正権益」とは、団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当

該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を

得ることを容易にすべきものをいう（法第３条第２項）。 

 



ＫＵ争議報告 

「雇い止め解雇」を協議事項とする団交拒否事件、大阪府労委で和解！ 

関西ユニオンがゲオホールディングスを訴えた、損賠請求裁判継続中！ 
 

２０１３年に始まった伊集院さんのアルバイト勤務日数減の団交拒否事件で、大阪府労

委での勝利命令を２０１４年１月に勝ち取った。ゲオホールディングスは中労委へ再審査

申立、中労委の勝利命令。東京地裁の行政訴訟、高裁控訴、最高裁の棄却までの最終確定

まで４年半に及びました。この件は、労組法違反（団体交渉権、団結権侵害）による不法

行為として、有形無形の損害賠償請求訴訟を行ない、現在闘いを継続中です。 

 今回の和解の事案は、今年の３月末で組合員のＩさんが「雇い止め解雇」の団交拒否事

件です。当初は、強気のゲオとゲオホールディングスは、Ｉさんの「雇用契約不存在の裁

判を起こす」としていましたが、途中から「和解をしたい」、それも損害賠償裁判も含めて

ということでした。組合としては、①過去の事件の損賠と、今年申立てた不当労働行為事

件とは別とすること、②社会的制裁としてそれなりのペナルティ、③和解であれ判決であ

れ内容の公表を条件としました。 

 今回の「雇い止め」団交拒否事件も、当然のごとくこの方針で臨みました。 

 以下、当該のＩさんの報告と、和解協定書（本年８月１０日調印）の成果として、２項

と非公開条項を入れさせなかったことの掲載です。 

         仲村 実 

 

私とゲオとの争いは終わりましたが、喜びなどなく、 

もっと力が欲しいと、悔しさで一杯です         Ｊ・Ｉ 

2013 年 2 月に、団体交渉拒否に対して行った不当労働行為救済申立から 4 年半が経った

2017 年 8 月、私とゲオとの争いは和解をもって終わりました。まずは、この長い間、一緒

に闘ってくれた方々、応援してくれた方々に深く感謝の気持ちを伝えたいと思います。本

当にありがとうございました。 

 極端にシフトを削られたことに関して、「本社の人と話し合いがしたい」と思い要求した

団体交渉が拒否された事件は、機関紙や管理職ユニオンのホームページでも度々紹介して

いただいたとおり、最高裁でようやく私たちの勝利が確定しました。 

 「争いを長引かせている内に辞職するだろう」と会社側は考えたのでしょうが、最高裁

にまでもつれてもなお私が辞めないでいたので、会社側は私の持病や勤務態度などを理由

に、「2017 年 3 月 31 日以降、雇用契約を更新しない」と言い、私は退職させられました。 

 この実質の不当解雇についても団体交渉を申し入れましたが拒否されたため、大阪府労

働委員会に救済を申し立てました。上記した『和解』とは、この不当解雇に対する和解の

ことで、内容は「団交を拒否したことについて遺憾の意を表する」ことと、90 万円を支払

うというものです。私は「謝罪を公にする」ことにこだわり続けましたが、それは叶いま

せんでした。この『謝罪』とは、不当解雇に対するものではなく、4 年間、団交を拒否し



続けたことが最高裁で不当労働行為であると判決されたことに対するものです。 

最高裁で判決が出た後、私たちは会社側と団交を行うことができました。その冒頭で会

社側は私たちに謝罪しましたが、「その謝罪の意をどういう形で示してくれるのか」という

私たちの問いに対する答えを用意しておらず、終いには、「謝罪はしない」と、冒頭の謝罪

の言葉も撤回させられました。 

 『２ちゃんねる』という、インターネット上の掲示板の集合体があります。その掲示板

の 1 つに、ゲオでバイトをしている人たちが書き込んでいる掲示板があります。現在でも

毎日数十件の書き込みがあり、その多くが本社に対する怒りです。4 年半にも及ぶ私たち

の戦いは、結局は会社を変えることはできませんでした。私とゲオとの争いは終わりまし

たが、喜びなどなく、もっと力が欲しいと、悔しさで一杯です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



田辺三菱製薬で復職を勝ち取りました！ 
「第２・第３の私を防ぐために、引き起こした関係者の責任、 

健康管理の教育への在り方を会社に提起していきたい」 

                                   組合員 Ｔ 

<復職までの経緯> 

・常務理事、事務局長からのいじめが原因でうつ状態になり、２０１７年４月１４日から

私傷病欠勤（収入ダウン） 

・上司からのいじめや、仕事を与えられず勤務時間（８時間）を何もせず過ごすストレス

から解放され、同年５月２日に主治医より緩解の診断を受ける 

・同年５月８日に復職を申請するも、会社より色々理由を付けられ、産業医面談を受けさ

せてもらえず 

・同年５月１０日、産業医面談を受けに会社に出向いたが追い返される 

・同年５月１１日、管理職ユニオン・関西に相談 

・同年５月１２日、管理職ユニオン・関西に加入、直ちに団体交渉申し入れ 

・同年５月２９日、第１回団体交渉、早期の復職を要請 

・同年６月 １日、団体交渉の影響で、会社は通常ではありえない他事業所の産業医面談

を準備し、産業医は人事部にリハビリ就労を指示 

・同年６月１２日、なかなかリハビリ就労開始日程が決まらないので、団体交渉申し入れ 

・同年６月２１日、リハビリ就労（１か月間）を開始 

（団交申し入れの効果） 

・同年６月２６日、会社側の先延ばしにより、第２回 

団体交渉 復職先は私のスキルが 

生かせる部署と強く要請 

・同年６月２９日、産業医面談 

・同年７月 ６日、産業医面談 

・同年７月２０日、産業医面談、復職可能と判定され 

         てリハビリ就労終了、復職判定委 

員会（同日におこなわれることは 

前例なし） 

・同年７月２１日、復職 

・同年８月 １日、私のスキルが生かせる新しい部署 

         に配属 

 

 会社が規則通りに手続きをしていれば、６月中旬に 

は復職できたはずですが、緩解の診断を受けてから新 

しい職場に配属されるまで約３カ月を要しました。 

 管理職ユニオン・関西に加入し、団体交渉で仲村書 

日付 休業 出来事

4/14 欠勤開始

5/2 緩解診断

6/21 ﾘﾊﾋﾞﾘ就労
開始

7/13

7/20 ﾘﾊﾋﾞﾘ就労
終了

7/21 復職

8/1 配属

退職

会社のしくみ

私
傷
病
欠
勤

最
長
３
カ
月

休
職

最
長
３
３
カ
月

1
カ
月



記長、Ｏ執行委員や他の組合員のみなさまが団体交渉で会社にきちんと要請してくださっ

たおかげで、違う部署での復職が叶いました。 

 就業規則では、「原則、元の職場に復職」と定められているので、団体交渉がなければ、

もっと先延ばしされていたことでしょう。 

 

ストレスチェックで最悪の結果が出て、メンタル不調が簡単に予想される状態なのに、

適切な対応をしなかった産業医・健康管理スタッフ。うつ状態で欠勤中は、一度も連絡し

てこなかった直属上司。復職を先延ばしした人事部。 

 また、私と同じように他の公益財団に出向し、メンタル不調に陥り、今でも休職してい

る人、出向先で他の人より業績を上げているのに査定を悪くされている人がいます。 

 管理職ユニオン・関西に加入する前に相談した弁護士の話では、会社は私を退職に追い

込もうとしているとのことでした。 

 

一方、会社では、 

 ２０１６年４月、「健康方針」、「健康管理規則」、「健康管理基準」、「ストレスチェック運

用細則」等を制定 

 ２０１７年２月、「健康経営優良法人２０１７（ホワイト５００）」に認定 

２０１７年４月、人事部内に健康推進グループを新設、メンタルヘルス対応強化を重点施

策に設定 

 このように、表向きは良いことを発表していますが、実情は「健康管理規則」が制定さ

れたことすら知らない管理職がいます。（少なくとも私の上司二人は知りませんでした。） 

 また、管理職を指導する立場の産業医、健康管理担当者（看護師）も同規則の内容を正

しく理解していませんでした。 

 

このような状況で、私はなるべくしてメンタル不調に陥りました。 

規則に違反している前述の人たちは、この原稿を執筆している時点では、何の罰則も与

えられていません。 

それどころか、メンタル不調に陥った私に対して上司は自分の行いは棚に上げて、２０

１６年１０月～２０１７年３月の査定を悪くしました。査定を悪くされたのは、会社に入

って初めてのことです。 

 

 このような会社の体制では、第２・第３の私が現れても、おかしくありません。 

 それを防ぐために、私は今回の欠勤を引き起こした関係者の責任の追及、および健康管

理関係者に対しての教育への在り方を会社に対して提起していきたいと考えています。 

 現在の勤め先で私と同じような目にあっている人の参考になるような事例を作りたいと

考えていますので、組合のみなさまのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 8 月 19 日、中井雅人弁護士に来ていただき、「弁護士による労働契約法 18 条、19 条、

20 条の解説・活用法」と題する学習会を開催しました。当日は 15 名程の組合員が参加。

中井弁護士の巧みな話術もあって、面白く話を聞かせていただきました。以下、内容を簡

単に紹介させていただきます。 

 

＜労働契約法 19 条＞～「雇止め法理」の法定化 

 この条項は、雇止めを制限した従来の判例を法定化したもので、二つのパターンがあり

ます。 

①更新手続き形骸化型（東芝柳町工場事件型） 

更新手続きが行われていない等、期間の定めのない契約と社会通念上同視できる場合。 

②期待権保護型（日立メディコ事件型） 

  採用時の約束等により、契約更新についての期待に合理的理由が認められる場合。 

 こうしたケースでは、労働者が契約更新を希望すれば、会社は従前と同一の労働条件で

契約更新を承諾したものとみなされます。 

 

 もっとも、会社は、労働契約法 19 条を熟知した上で、脱法行為を行ってくることもあり

ます。その代表的なものが不更新条項です。これは、次回の契約更新はないという契約書

にサインを求めてくるやり方です。例えば 3 か月の有期契約の更新を繰り返してきたケー

スでは、労働者は契約書にサインせずに直ちに雇止めされるのか、それともサインして 3

か月後に雇止めされるのか、二者択一を迫られることになります。 

こうした場合の対処法として、中井弁護士は 2 つ提案しています。 

①団交等で、会社の脱法行為の証拠を集めること。 

②不更新条項のある労働契約書に署名捺印しない。あるいは、不更新条項を削除して労働

契約書に署名捺印する。 

 

＜労働契約法 18 条＞～無期労働契約への転換 

 この条項は労働契約法改正で新設されたものであり、要件は以下の通りです。 

①同一の使用者の下で 5年以上継続して働いていること 

②労働者が無期労働契約締結の申込みをすること。 

 こうしたケースでは、労働者が「無期契約にしてください」と申し出れば、会社はその

申し出を承諾したものとみなされます。つまり、労働者が希望すれば、会社は拒否できな

～報告～ 

弁護士による労働契約法 18条、19条、

20条の解説・活用法 



いのです。 

もっとも、無期契約になっても、労働条件が変わらなければ面白くはありません。最低

賃金すれすれの時給で、契約だけ無期になっても何ほどのことがあるでしょう。しかし、

労働契約法 18 条は、無期雇用になった後の労働条件は、「従前と同一の労働条件」として

います。正社員と同一の労働条件にしなければならないとはしていないのです。ですので、

少なくとも現状では、無期契約になって後の労働条件向上は、やはり労働組合が交渉で勝

ち取るしかないものだと考えます。 

 

＜労働契約法 20条＞～期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 

 この条項も労働契約法改正で新設されたもので、要件は以下の通りです。 

①有期契約労働者と無期契約労働者の労働条件に相違があり、その相違が期間の定めがあることに

より生じていること。 

②その相違が不合理と認められるものであること。 

 この条項については、文言自体が抽象的で、判例の蓄積もないことから、解釈が分かれ

ています。中井弁護士は、「不合理と認められるものであってはならない」との文言につい

て、大まかに分けて二つの解釈が存在していると説明されました。 

①「不公正に低いものであってはならない」とする説（菅野等） 

②「何らかの形で労働条相違の合理性を求めたもの」（多数） 

このように整理されても、まだ分かりにくいと思うので、噛み砕いて言うと、①はかな

り極端なケースを除けば、合理的な理由がなくても、労働条件に差があってもＯＫという

もの、②は労働条件に差をつけるならば、それなりの合理的理由が必要というもの。つま

り、②の方が有期契約の労働者にとっては有利な解釈になります。 

判例は今のところ裁判官によってマチマチで、①の解釈に立つものもあれば、②の解釈

に立つものもあるという状況だそうです。今、労働契約法 20条にかかわる裁判が続々と最

高裁に上がっていますので、いずれ最高裁判決が出るものと思われますが、それまでは錯

綜した状況が続くのではないかと思います。 

 中井弁護士の話のメインは、こうした法律の説明ではなく、それを踏まえた「活用法」

だったのですが、私の力ではそこまでの説明はできませんでした。組合には中井弁護士の

レジュメがありますので、関心がある方は是非申し出てください。 

 中井弁護士には 1 時間ほどで一通りの説明をしていただき、後は質疑応答。そして、お

待ちかねの懇親会。近くのスーパーでビールとあてを買い込み 1 時間ほど歓談しました。

中井弁護士は、元々は東京で弁護士をやっていて、その頃は労働問題はもちろんですが、

難民問題や日本の出入国管理に関わる問題、研修生問題等に取り組んできたとのこと。ま

だ若いけれど、大変頼りになりそうな弁護士です。今後とも、交流を続けて行きたいと考

えています。 

（大橋） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 佐藤栄佐久、元福島県知事である。1988 年から 5 期 18

年に渡って福島県知事を務めたが、2006 年 9 月、「収賄疑

惑」で突然失脚させられた。 

 佐藤知事は、「改革派知事」、「闘う知事」として、「地方

分権・地域主権」の旗印の下、数々の国策に真っ向から異

議を唱えた。中でも、原発については国や東京電力と厳し

く対峙していた。佐藤は、元々自民党の国会議員を経て、

福島県知事に立候補した人物である。当初は、原発は安全

だと信じており、推進の立場であった。ところが、福島県

知事に就任後、度重なる原発トラブルの度に東京電力の杜

撰な安全管理や隠ぺい体質を目の当たりにし、「このままで

は県民の安全を守れない」と批判を強めて行ったのである。そして、プルサーマル実施を

拒否する等厳格な安全管理を求め続けていた。 

その最中に、降ってわいたような「収賄事件」がマスコミで大々的に報道される。問題

とされたのは、佐藤知事が、福島県の「木戸ダム工事」の受注について水谷建設に便宜を

図る見返りとして、実弟の経営する会社の土地を清水建設に高額で買い取らせたというも

のである。この問題で、佐藤知事は突然の辞任においこまれ、その後東京地検特捜部に逮

捕された。 

 東京地検特捜部は、佐藤の身近な関係者や支援者に過酷な事情聴取を繰り返し、佐藤を

追い込んでいった。佐藤の実弟は、取り調べの中で、担当検事から「知事は日本にとって

よろしくない。いずれ抹殺する」と告げられた。関係者に自殺未遂をして植物状態となる

者まで出てくる中で、ついに佐藤の心も折れ、「自分一人が罪をかぶって支持者が助かるな

ら」と虚偽の自白に追い込まれていった。ちなみに、担当検事の一人が、後に郵便不正事

件のフロッピーディスク証拠改竄事件で実刑判決を受けた前田恒彦だった。 

裁判の中で、東京地検特捜部の描いたストーリーは次々と崩れて行ったが、東京高裁の

判決は、「（佐藤には）利益を得る認識がない」「収賄額 0 円」としながら、「換金の利益」

があったとして、収賄罪の成立を認めた。この異様な判決を最高裁も支持し、上告棄却。

佐藤は政治生命を絶たれたのである。 

 

 このドキュメンタリーは、佐藤や関係者の証言を中心に構成されている。淡々とした佐

～映画評～ 

ドキュメンタリー映画「知事抹殺」の真実 
監督／撮影／編集 安孫子 亘 



藤の語り口に、誠実な人柄がにじみ出ている。 

佐藤知事の辞任から 5 年後、東日本大震災で福島原発がメルトダウンを起し、甚大な被

害をもたらした。佐藤は、「想定外ではなかった」と言い切る。そして、「佐藤栄佐久氏が

もう 1 期、知事を続けていたら、この福島の悲劇はなかったかもしれない」という県民の

声を紹介する。 

 

 何が真実なのか、分からない。このドキュメンタリーは結論を出しているわけではない。

ただ、原発に関わる巨大な権力の闇、検察、裁判所、マスコミを巡る諸々の問題など、日

頃私たちが目をつぶって見ないようにしているものを、改めて突き付けてくる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

① とことん追及！ 森友学園問題 市民集会（8月4日19時～アクア文化ホール） 

７月３１日に籠池夫妻が逮捕されて、森

友問題が大きく動いた直後でした。５００

人収容のホールをはるかに越える人々が集

結している気配で、私の整理番号は４８９、

入れるかどうかのぎりぎりでした。 

パネラーというかゲストが管野保氏（著

述家）、福島瑞穂氏（社民党）、杉尾秀哉氏

（民進党）、宮本岳志氏（共産党）、コーデ

ィネーター豊中市議木村氏の進行で熱気の

こもった議論が行われました。 

さてここで、管野完氏は「日本会議の研究」という著作があり、『日本会議』について考

えてみました。 

労働組合・労働運動と「日本会議」は、どのような位置関係にあるのか。 

「何？ 賃金アップの要求だと？ 身のほども知らずに賃金アップを要求する輩どもは野

放しにしておけん！ 下々の民草は、おかみの言うとおりに従ってればいいのだ」 

私のイメージでは、こんな感じです。 

森友学園問題には、背後には安倍首相、そして「日本会議」と称する巨大勢力の暗躍が見

え隠れしています。 

 

② 森友糾明 おおさか総がかり行動（８月１７日 １１時～ ） 

大阪地方裁判所南側広場～大阪府庁までのデモです。このデモの前に、森友学園問題情

報開示訴訟弁論が行われて、この訴訟が大きく動きました。「情報を開示するから、もう裁

判やめてよ」と国が言い出し、「今頃、何を勝手なこと言うとるんや（怒）」という展開に

なった直後のデモでした。 

 

③ 森友疑獄徹底究明デモ（８月２５日 １８時～ 豊中市野田中央公園） 

当初はデモ参加予定だったのですが、団体交渉の出席のため、残念ながら参加できませ

んでした。 

 

権力は見張っておかないと驕慢な姿勢で好き勝手にやりたい放題の横紙破りを平気で行 

います。この文の「権力」を「使用者」に入れ替えると、われわれの日々の組合活動と

オーバーラップします。 

 

『森友問題を追っかけ』 
関西ユニオン 大久保 猛 

 

 



 

 

 

 

管理職ユニオン関西（以下 MU）に加入している方で今まさに会社と激しく闘争中の方
は選択の余地がありませんが、会社の攻撃を跳ね返し小康を保っている方や、解決金をと
って退職した方にとって、組合に残る意味って何でしょうか？ 

会社に残っていれば今は小康を保っていてもいずれ攻撃は再開されます。会社はあなた
が組合を辞めるのを待っています。会社に残っている限り組合を辞めてはいけません。組
合費を保険料だとする考え方は正しいと思います。では解決して会社を去った人にとって
組合に残って組合費を払い続ける意味は何でしょう？ 

ズバリ授業料です。次の職場でも同じようなトラブルがおこる場合に備えてたゆまず闘
争を学んでおくべきです。他の組合員の団体交渉や抗議行動、裁判の傍聴などはかけがえ
のない経験になります。 

 組合事務所ではいろんな勉強会が持たれますし、勉強会のあとに懇親会がある場合もあ
ります。他の組合員との交流は多くのことを学ばせてくれます。気の合った組合員たちと
飲みに行くのは本当に楽しいものです。 

 えっ！？ なんですって、組合員には残念な人が多いですって！  それは当然です。 

そもそも会社や他の労組から「おまえはいらんよ」って言われた人たちばかり（私もそ
のうちの一人）が集まっているのですから。でも私は思うのです。 

自分の話しかしない人や、もう少しお上品に振る舞ったらいいのにと思われる人や、そ
の物の言い方なんとかならんのかといった気配りのない残念な人たちをもしっかりフォロ

ーして組合をちゃんと機能させているベテラン組合員たちがいます。彼らの気配りや人間
の大きさに触れることができただけでも、この組合に入って来て良かったなと思います。 

 組合活動を長く続けていると MU の外部にも素敵な出会いが訪れます。私の場合、日通
労働者連絡会で知り合った方 （々社員の遺族の方々も含みます）、日韓労働者連帯で知り合
った全港湾労組、関西生コン、港合同、自治労ほかの組合員の皆さん、韓国においては民
主労総の組合員とその家族、そして市民運動家の方々とその家族です。 

 長年のお付き合いで育んだ信頼関係や、家族ぐるみの交流の温かさがあります。 

 ところで、昨年私はフィリピンの永住権を取得し、不動産事業主としての仕事により注
力していくことになりました。MU の執行員も前回大会までで降板し、今は活動の軸足を
事業のほうに移し始めています。 

事業主や投資家の視点で考えてみると、しっかりした組合活動によって、会社員の給与

からなるキャッシュフローと会社員の地位身分（銀行から融資を引くときのいわゆる「属
性」となります）を確実に守ってこそ、初めて安定して投資や事業に打ち込めるという 

結論にいたります。組合活動はハイリターンの投資であると言えます。組合費が高いと
か安いとかいうより、組合員であることを如何に活用するかを考える方が先決です。 

そう、そう、それと、こんな笑える組合の活用もありますよ。 

私は品質が優れていて気に入ったのでネットワークビジネスの化粧品やサプリメントを
購入しているのですが、アップラインの人からネットワークビジネスへの執拗な勧誘があ
りません。組合活動について少し話しただけで勧誘が来なくなってしまったのです（笑）。 

私のことをどう思っているのかはちょっと不安ですが・・・σ(^_^;) 

世間的には良く思われていないのが日本の労働組合の現状のようですが、ご自身のビジ
ネスにしっかり位置づけできれば、素敵なことがいっぱいありますよ！ 

Why don’t you come and join us! 

 

 

Mr.Kのあれこれエッセイ第 23回 

組合費は保険料！？ 
 


