
 

 

 



 

 



 

 

 

 5 月 27 日（日）午後 2 時から、関西ユニオンの第 15 回定期大会が開催されました。今年

の大会の最大の焦点は、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合問題でした。3 月頃から毎

週のように臨時執行委員会を開催し、執行部の中で統合方針を煮詰め、大会で運動方針案と

して提起し、賛成多数で決議されました。 

 今後は、11 月 18 日の関西ユニオン臨時大会開催と関西クラフト支部との統

合大会を開催、そして、統合実現に向けて動いていきます。 

 

１ 関西ユニオン第 15 回定期大会活動方針抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西ユニオン第 15 回定期大会報告 
 

活動総括案で述べた通り、大胆に新たな展開を見据えた活動方針を立て、実行してい

くことが是非とも必要だと考えます。その方針の骨格は、①駆け込み寺・個別労使紛争

解決型から集団的労使関係の構築のための努力、②集団的労使関係を個別企業内で構築

するのではなく、業種別職種別に構築していく努力です。そして、こうしたことの実現

は、個人の力では及びません。そのことは、関西ユニオンの十数年の経験からも、他の

コミュニティ・ユニオンの経験からも明らかであると考えます。実現のためにはそれな

りの組織的体制、オルグ団の形成が不可欠であると考えます。 

具体的には、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合を通じて、①専従 2 人体制の構

築、②団体交渉を担当できる執行委員の育成、③新入組合員学習会の複数回化と参加の

義務化、④新入組合員学習会において職場での組合活動の実践と複数化について学習し

てもらうこと、⑤団体交渉における要求事項に、組合員の労働条件だけでなく、職場で

の組合活動の権利（掲示板貸与や組合休暇等）も盛り込んでいくこと、⑥職場での組合

活動強化と分会結成の取組み、⑦分会化に成功したところについては分会員と執行部で

さらなる拡大を目指すための対策会議を開催すること、⑧業種別職種別会議を定期開催

すること、を実現していきます。 

こうした取組みを通じて、職場での複数化と拠点となる分会づくりに努め、3 年程度

で組合員数を倍増（300 人）し、財政基盤を確立するとともに、地域の労働運動として

展開していく力をつけていくことを目指します。 

 

（１）昨年の定期大会で決定された方針 

昨年の定期大会では、連帯ユニオン関西クラフト支部との協力関係強化について、以

下の通り方針を決定しました。 

現在のところ、専従候補となる若手はおらず、目途もないことから、当面世代交代は断念

せざるを得ない状況である。現状の延長線上で後数年維持することは不可能であり、組織

再編に取り組まなければならない。(中略) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、連帯労組関西クラフト支部との統合について、具体的に検討を始めたい。

駆け込み寺から集団的労使関係の構築へ、そして数年来方針として掲げている業種別職

種別組織化を進めるためにも、個別組合の枠を超えて団結していくことは不可欠だと考え

る。そのために、以下の取組みを行う。 

・関西クラフト支部との団交・争議の相互支援を積極的に行う。 

・お互いの執行委員会の傍聴を積極的に行う。 

・花見その他の交流会を行い、組合員同士顔の見える関係を作って行く。 

・2 か月に 1 回程度、三役が集まって合同に向けた具体的話し合い等を行う。 

（２）昨年度決定した方針の実施状況 

・関西クラフト支部との団交・争議支援等については活発に行ってきました。関西クラ

フト支部の元旦行動への関西ユニオンからの参加、管理職ユニオン・関西の光明池街

宣への関西クラフト支部の参加、介護福祉士試験参加者に向けた合同での情宣、春闘

御堂筋デモへの関西クラフト支部からの多数参加、関西クラフト支部の定期大会への

参加、合同でのメーデー前段行動実施等々です。 

・関西クラフト支部の執行委員会には、関西ユニオンから複数回傍聴させてもらいまし

た。関西ユニオンの執行委員会にも関西クラフト支部から傍聴に来てもらいました。

もっとも、双方の予定が中々合わず、それほど回数は多くはありません。3 月からは、

執行委員会という形式にはとらわれない形で、できるだけ互いの組合を理解できるよ

うに、話し合いの場を設けることとしました。 

・合同花見の開催、遊歩会への関西クラフト支部からの参加、映画会の共催など、組合

員同士顔の見える関係を作れる機会を設けてきました。 

・三役が集まって合同に向けた具体的話し合いを行う機会を昨年度は持てていません。

三役に限らず、できる限りそうした話し合いの機会を設けて行きたいと思います。 

 

（３）統合に向けた検討事項の整理 

●検討済みの事項。 

・連帯ユニオンを上部団体とする。 

・統合後の主たる組合事務所の所在地をユニオン会館（大阪市西区川口 2-4-28）に置く。

現在の事務所も継続して使用する。 

・新入組合員学習会を複数回化し、参加を義務付ける。また、新入組合員学習会では職

場での組合活動の実践と複数化について学習してもらう。 

・機関誌については統合後も毎月 1 回、組合員の協力を得て定期発行する。 

●今後の検討事項 

・統合後の組合の名称。 

・統合後の組合規約。 

・統合後の組合費、共済費等について。 

（４）統合に向けたスケジュールについて 

今年 11 月 18 日の関西クラフト支部の定期大会に合わせて、関西ユニオンの臨時大会

を開催し、それぞれ統合の決議を行った上で、統合大会を開催することを目指します。 



２ 統合に向けたスケジュール 

 定期大会後の執行委員会で以下のようなスケジュールを確認しました。 

●関西ユニオンと連帯ユニオン関西クラフト支部の三役が中心になって、7 月末までに統合

後の規約案、組合費案の原案作成。 

●8 月に関西ユニオン・連帯ユニオン関西クラフト支部のそれぞれの執行委員会において、

規約案、組合費案の原案を調整 

●8 月 19 日（日）午後 1 時から、関西ユニオンと連帯ユニオン関西クラフト支部との統合

執行委員会を開催し、規約案、組合費案、活動方針案を決定。 

●9 月以降、機関誌等を通じて、統合後の規約案、組合費案、活動方針案を周知。 

●11 月 18 日 関西ユニオンの臨時大会と、連帯ユニオン関西クラフト支部との統合大会を

開催。 

 

３ 共同の取組みを活発化 

（１）ハマキョウレックス最高裁判決を広げるための活動 

ハマキョウレックス事件は、連帯ユニオンのトラック支部が取り組んだ事件です。労働契

約法 20 条にかかる初めての最高裁判決として、マスコミ等でも大きく取り上げられました。

その内容は、極簡単に言えば、正社員に支給されている皆勤手当、無事故手当、作業手当、

給食手当を、契約社員に対して支給しないのは、不合理であると認めるものでした。また、

通勤手当について、正社員と契約社員に差を設けることも不合理であるとしました。 

関西ユニオンと連帯ユニオン関西クラフト支部は、この判決を最大限活用して、非正規労

働者の労働条件を少しでも改善する運動を展開していくことを確認しました。具体的には以

下の通りです。 

●非正規で働いている組合員に呼びかけ、諸手当の支給等を会社に対して要求していく。 

 関西ユニオンにはパートや契約社員、派遣等、非正規で働いている組合員が大勢います。

今回の機関誌にアンケート用紙を同封します。アンケートでは、①非正規か正社員か、②

非正規であるとすれば、パートか、契約社員か、派遣か、その他か、③正社員には支給さ

れているけれど、自分には支給されていない手当等があるか、またそれはどんな手当等か、

④自分も手当等の支給について会社に要求して以降と思うか、といった質問項目を記載し

ていますので、ご記入の上、組合までファックス・郵送・持参ください。 

●街頭宣伝の強化 

 ハマキョウレックス最高裁判決の内容を広く知ってもらうために、定期的に街頭宣伝を行

うことにしました。そのために、ティッシュを 1 万個注文した他、ビラも作成しました。今

後、月 1 回から 2 回のペースで街頭宣伝を行っていく予定です。 

≪第 1 回 街頭宣伝≫ 

7 月 4 日（水）午後 5 時半から 6 時半まで、南森町交差点で実施しました。関西ユニオン

と管理職ユニオン・関西からは 6 名、関西クラフト支部からは 8 名の組合員が参加し、総勢

14 名で大々的に行いました。 
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≪第 2 回 街頭宣伝≫ 

 7 月 23 日（月）18 時から、南森町交差点で実施予定です。組合員の皆さんは是非ご参加

お願いします。 

 

 

（２）団体交渉や抗議行動での共同の取組み 

 これまでも抗議行動等については、互いに協力して行ってきました。直近では、関西ユニ

オンが行った FGA ラボラトリーズへの抗議行動にも、関西クラフト支部から大勢応援に駆

け付けていただきました。一方、関西クラフト支部が行った元旦行動等には、関西ユニオン

からも駆けつけました。お互い小さな組合ですが、今後は力を合わせてより大きな運動を展

開していくつもりです。また、団体交渉についても、互いの組合員が参加する等して行くこ

とを考えています。 

 

４ ユニオン運動を大きく発展させよう！ 

コミュニティ・ユニオン全国交流集会は 1989 年に始まりました。そこから約 30 年を経

てきたましが、実情としては個別労使紛争の解決から集団的労使関係構築へと進められてい

ません。そして、後継者難、資金難により、運営自体に困難を来たしているユニオンが少な

くありません。このままの延長線上に、労働運動の再生があるとは思えません。 

 関西ユニオンが直面している問題も、他の多くのコミュニティ・ユニオンと同じです。

2004 年にアルバイト・派遣・パート関西労働組合として出発してから早や 15 年弱になりま

すが、個別労使紛争の解決に終始しているのが実情であり、結局は労働組合の基盤を作るこ



とも、その基盤を元に労働運動として展開していくことも出来ないまま現在に至っています。

この延長線上では、近い将来には後継者難と資金難で縮小と消滅へと向かわざるを得ないの

は明白です。 

 こうした現状を踏まえるならば、まだ余力のある今、大胆に新たな展開を見据えた活動方

針を立て、実行していくことが是非とも必要だと考えます。その方針の骨格は、①駆け込み

寺・個別労使紛争解決型から集団的労使関係の構築のための努力、②集団的労使関係を個別

企業内で構築するのではなく、業種別職種別に構築していく努力です。そして、その実現は、

個人の力では及びません。そのことは、関西ユニオンの十数年の経験からも、他のコミュニ

ティ・ユニオンの経験からも明らかであると考えます。実現のためにはそれなりの組織的体

制、オルグ団の形成が不可欠であると考えます。 

そして、そのためにこそ、関西ユニオンは連帯ユニオン関西クラフト支部との連携強化を

進めてきました。具体的には、争議の相互支援・合同での映画上映会開催、合同での花見開

催、医療介護で働く組合員の交流会の開催、執行委員会への相互参加、定期大会への相互参

加等です。こうした取組みの末、先日の定期大会でついに統合方針の決定に至りました。こ

れからは 11 月 18 日の統合実現に向けて全力で邁進していきたいと考えています。 

もっとも、統合はゴールではなく、出発です。統合を通じて、どのように運動を展開して

いくのか、どのように組織拡大をしていくのかということこそが大切です。そのために、統

合を待たずにできることはどんどんやって行くつもりです。そうした取組みを通じて、統合

後の運動・組織のイメージを具体化していきたいと考えていますので、組合員の皆さんもど

んどんご参加いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●アンケートにご協力を！ 

 ハマキョウレックス最高裁判決を受け、非正規社員にかかる不合理な差別についての

アンケート調査を実施します。組合員の皆さん！ 是非ご協力を！ そして、自分の職

場での不合理な格差を改善していきましょう！ 

●街宣行動にご協力を！ 

 ハマキョウレックス最高裁判決を広げるため、毎月 1～2 回のペースで街頭宣伝を実

施します。組合員の皆さん！ 是非、ご協力を！ 

 第 2 回宣伝：7 月 23 日（月）18 時～ 南森町交差点にて 

 



 

 

 

 

6月 1日、物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と

待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が

１日、最高裁第二小法廷でありました。初の最高裁判決であり、労働契約法 20条をめぐる

今後の裁判等への影響は極めて大きい。以下、簡単に判決の内容を紹介する。 

 

  労働契約法 20条 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 判断の枠組み 

●労働契約法 20条の解釈 

同条は、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に相違があり得ることを前提

に、職務の内容、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、その相違

が不合理と認められるものであってはならないとするものであり、職務の内容等の違いに応

じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解される。 

●労働契約法 20条の効力 

 同条の規定は私法上の効力を有するものと解するのが相当であり、有期労働契約のうち同

条に違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるものと解される。／有期契約労働者

と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合であっても、同条の効力により

当該有期労働契約労働者の労働条件が比較対象である無期契約労働者の労働条件と同一の

ものとなるものではないと解するのが相当である。 

●「期間の定めがあることにより」の解釈 

 同条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との

労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解する

のが相当である。 

●「不合理と認められるもの」の解釈 

同条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働

条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相

当である。 

ハマキョウレックス事件 最高裁判決 

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定め

があることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働

契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の

業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、

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。 

 

http://www.asahi.com/topics/word/ハマキョウレックス.html
http://www.asahi.com/topics/word/契約社員.html
http://www.asahi.com/topics/word/労働契約法.html
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２ 最高裁の判断 

契約社員と正社員の手当の差異（最高裁で争われたものに限る） 

手当の種類 契約社員 正社員 最高裁判断 

通勤手当 3000円 5000円 不合理である ○ 

無事故手当 なし 10,000円 不合理である ○ 

作業手当 なし 10,000円 不合理である ○ 

給食手当 なし 3,500円 不合理である ○ 

皆勤手当 なし 10,000円 不合理である ○ 

住宅手当 なし 5,000円～20,000円 不合理でない × 

 

以上の通り、最高裁は通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当について、

契約社員と正社員の間に差をつけることは不合理であると判断する一方、住宅手当には差異

が合理的であると判断した。理由は以下の通りである。 

 

≪通勤手当≫ 

 通勤手当は、通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給されるもの。労働契約に期間の定

めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない。また、職務の内容及び配

置の変更の範囲が異なることは、通勤に要する費用の多寡とは直接関連するものではない。

→差異を設けることは不合理。 

 

≪無事故手当≫ 

 無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として

支給されるもの。本件においては契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、安全運

転及び事故防止の必要性については、契約社員と正社員の職務の内容によって両者に差異を

生じるものではない。また、その必要性については、当該労働者が将来転勤や出向をする可

能性や、登用される可能性の有無といった事情により異なるものでもない。→差異を設ける

ことは不合理。 

 

≪作業手当≫ 

 作業手当は、特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭

的に評価して支給される性質の賃金。契約社員と正社員の職務内容は異ならない。また、職

務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって、行った作業に対する金銭的評価が異

なることになるものでもない。→差異を設けることは不合理。 

≪給食手当≫ 

 給食手当は、従業員の食事に係る補助として支給されるものであるから、勤務時間中に食

事を取ることを要する労働者に対して支給することがその趣旨にかなうものである。契約社

員と正社員の職務の内容が異ならない上、勤務形態に違いがあるなどといった事情はうかが

われない。また、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、勤務時間中に食事を取

ることの必要性やその程度とは関係がない。→差異を設けることは不合理。 



≪皆勤手当≫ 

 皆勤手当は、運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保す

る必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるもの。契約社員と正社員の職務の

内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によっ

て両者の間に差異が生じるものではない。また、その必要性については、当該労働者が将来

転勤や出向をする可能性や、登用される可能性の有無といった事情により異なるものでもな

い。→差異を設けることは不合理。 

≪住宅手当≫ 

 住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるもの。契約社員につ

いては就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が

予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。→差異をも

うけることは不合理でない。 

 

 

 

 

 

 

ハマキョーレックス事件最高裁判決と同じ日に、長澤運輸事件の最高裁判決も出た。この

事件は、横浜市の運送会社「長澤運輸」で働く嘱託社員 3人が、定年後の再雇用で賃金を減

らされたのは労働契約法が禁じる「不合理な格差」に当たるとして、正規社員との賃金差額

を支払うよう求めたものである。以下、簡単に判決の内容を紹介する。 

１ 判断の枠組み 

●労働契約法 20条の解釈 

同条は、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件に相違があり得ることを前提

に、職務の内容、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、その相違

が不合理と認められるものであってはならないとするものであり、職務の内容等の違いに応

じた均衡のとれた処遇を求める規定であると解される。 

●「期間の定めがあることにより」の解釈 

 同条にいう「期間の定めがあることにより」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との

労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものと解する

のが相当である。 

●「不合理と認められるもの」の解釈 

同条にいう「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働

条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいうと解するのが相

当である。 

有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものである

か否かを判断する際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びに

長澤運輸事件 最高裁判決 



これらに関連する事情に限定されるものではなく、「その他の事情」として、雇用及び人事

に関する経営判断、団体交渉等による労使自治などを総合考慮。 

有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期

契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かの判断において、労

働契約法 20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たると解する

のが相当である。 

●不合理性の判断については、賃金項目を個別に考慮 

 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と

認められるものであるか否かを判断するにあたっては、両者の賃金総額を比較することのみ

によるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきものと解するのが相当である。 

 

２ 最高裁の判断 

 最高裁は、全営業日に出勤した正社員に支給される月額 5,000円の「精勤手当」について、

嘱託社員に支給されない点を「不合理」と判断したが、その他の手当や賞与については、定

年後の再雇用であり近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」と

して請求を退けた。 

 

≪精勤手当≫ 

 精勤手当は、従業員に対して休日以外は 1 日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で

支給されるもの。嘱託乗務員と正社員との職務の内容が同一である以上、両者の間で、その

皆勤を奨励する必要性に相違はないというべき。→差異を設けることは不合理。 

≪住宅手当、家族手当≫ 

 住宅手当は、従業員の住宅費の負担に対する補助。家族手当は、従業員の家族を扶養する

ための生活費に対する補助。これらは、労働者の提供する労務を金銭的に評価して支給され

るものではなく、従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で支給。使用者は、労働者の

生活に関する諸事情を考慮して支給を決定。正社員は、幅広い世代の労働者が存在しうると

ころ、そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補填することに

は相応の理由がある。嘱託乗務員は、定年退職した者であり、老齢厚生年金の支給を受ける

ことが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは調整給を支給されることにな

っている。→差異を設けることは不合理でない。 

 

≪賞与≫ 

 賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金であり、労務の対価の後払い、功労報償、生

活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含みうるもの。嘱託乗務員は、定年

退職後に再雇用された者であり、定年退職に当たり退職金の支給を受けるほか、老齢厚生年

金の支給を受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは調整給を支

給されることになっている。また、嘱託乗務員の賃金（年収）は、定年退職前の 79％程度

となることが想定されている。→差異を設けることは不合理でない。 

 



学習会  矢部宏治著 講談社現代新書 

「知ってはいけない 隠された日本支配の構造」終 

第９章 アメリカは「国」ではなく、「国連」である。 

軍事面からみた「戦後」日本の歴史は、米軍が朝鮮戦争のさなかに書いた安保条約の原案

が、多くの密約によって実現されてきたと、著者は言っています。 

その米軍が書いた旧安保条約の原案（1950年 10月 27日）の基地権条項は、以下の通りで

す。 

○日本全土が防衛上の軍事行動のための潜在的地域とみなされる。 

○米軍司令官は必要があれば、日本政府に通告したあと、軍の戦略的配備を行う無制限の権

限を持つ。 

○軍の配備における根本的で重大な変更は、日本政府との協議なしには行わないが、戦争の

危険がある場合はその例外とする。 

○平時において米軍は、日本政府に通告したあと、日本の国土と沿岸部で軍事演習を行う権

利を持つ。 

著者曰く、｢米軍自身が書いた旧安保条約の原案｣＝｢戦後の正式な条約や協定｣＋｢密約｣

ということになります。 

ＮＡＴＯと「日米同盟」の違い 

アメリカにとって集団的自衛権にもとづく安全保障条約を結んだのは、重要な意味を持つ

中南米（米州機構）とヨーロッパ（ＥＵ）の多国間の条約に限られたもので、それ以外の「相

互防衛条約」は、個別的自衛権にもとづいて協力しあう関係でしかありません。 

 ＮＡＴＯ（北大西洋条約）の条文には、ある加盟国が攻撃を受けた場合、それを全加盟国

に対する攻撃と認識して、「個別的または集団的自衛権を行使し、兵力の使用を含んだ必要

な行動をただちにとる」（第５条）と決められています。 

 日米安保条約では、「自国の安全を危うくするものであることを認め」「自国の憲法の規定

と手続きにしたがって、共通の危険に対処すると書かれており」、必ず相手国を守るために

戦うとは約束されていません。 

アメリカの持つ最大の武器 

 著者は『アメリカの公文書を読んでいていつも感じる、「戦後世界の歴史は、法的支配の

歴史である」と指摘しています。大統領から国務省の官僚までつねに「法的正当性」につい

て議論し、国際法の名の下に、相手国にどこまで自分たちに都合のいい取り決めや政策を強

要できるか、またそれがどれだけ国際社会の反発を招くかを議論しながら政策決定をすると

のことです。 

ジョン･フォスター･ダレスの使った法的トリック 

 国連憲章 43条というのは実現しなかった「正規の国連軍」についての重要な条文です。

国連加盟国が、安保理とそれぞれ独自の「特別協定」を結んで、国連軍に兵力や基地を提供

し、戦争協力を行う義務を持つことが定められています。また、106条で、国連軍が実際に



出来るまでの間、安保理の五大国は、必要な軍事行動を国連に変わって行ってもいいという

「暫定条項」です。現在でも残っています。 

 このふたつの条文を組合わせて解釈し、占領終結後も米軍が日

本に駐留し続けることは可能としてマッカーサーに提案し、それ

を実行に移したのです。 

 その結果、日本政府のコントロールが及ばないかたちで「国連

軍の変わりに米軍」が日本全土に駐留するという、日米安保の基

本コンセプトが誕生したのです。現在の日米関係は、異常で従属

的な関係の根底には、この「アメリカ＝国連」「米軍＝国連軍」と

いう法的トリックがある。

このトリックを受け入れて

しまった結果、基地などの

「便益」だけでなく、「兵力」

や「援助」の提供も義務づ

けられるので、アメリカは

日本に対して、あらゆる軍

事的支援や兵力を提供させ

て、それを米軍の指揮のも

とに使う法的権利をとって

いるということになります。 

 著者は、ダレスがマカー

サーに進言した「国連憲章

43条と 106条を使ってクリ

アする」（ダレスの「6･30

メモ」）を見つけ、謎解きが出来たと言っています。

『突然の朝鮮戦争によって生まれた、「占領下での米

軍への戦争協力体制」が、ダレスの法的トリックによ

って、その後、60年以上も固定し続けてしまった』

ということです。 

著者の意見、「日本と世界のために出きること」 

 ブッシュ政権の国務長官だったライスさんは回想録で「太平洋軍司令官は昔から植民地総

督のような存在で（略）外交政策と軍事政策の境界線を曖昧にしてしまい、最悪の場合は両

方の政策をぶち壊しにしてしまう傾向があった。誰が司令官になろうが、それは変わらなか

った。これは太平洋軍司令官という役職にずっとつきまとっている問題だろう」と述べてい

ます。 

 アメリカの大統領や国務長官に対して、「現在の日米関係は、朝鮮戦争の混乱の中ででき

た、あきらかに違法な条約や協定にもとづくものです。こうした極端な不平等条約だけは、

さすがに改正させてほしい」といって交渉をすればいいだけですとしています。そして「日

本人が、このゆがんだ従属関係であるサンフランコ･システムから脱却することは、日本は

もちろん世界の歴史にとっても、非常に大きなプラスをもたらすことになるのです」と結ん

でいます。                              仲村実 



 

 

 

6月 16日(土)14時より JR三ノ宮駅近くの

勤労会館にて行われました。今年 1 月に開催

された前回から 5 ヶ月。交流会の魅力を知っ

てもらおうと事前に呼びかけを行い、KU 大

久保執行委員の他 2 名の初参加者を含めて

12 名の組合員が参加され、交流会はスター

トしました。今回の学習会のテーマは「終活」

についてです。 

終活という言葉は、ここ何年か聞かれるよう

になりました。普段、変わらない日常生活を送る私達にとって無縁のように感じられますが、

いずれはやって来る道です。自分や家族を含め、その時に何をすべきかを考えておかなけれ

ばなりません。とは言うものの何をやれば良いのかが分からない人が多いのが現状だと思わ

れます。 

具体的な内容については前回の年金と同様に広野執行委員に解説を

いただきました「終活の教科書」を資料に話は進められ、内容は「終

活って何？」の基本的な部分から「財産・モノの整理」「介護」「供養

スタイル」等の本格的な部分までを網羅しています。    

学習して特に気になったのが「モノの整理」「財産の整理」について

です。具体的には以下の内容が記載されています。 

 

【モノの整理】・・・故人が生前、大切にしていた品、写真・布団・本・コレ

クション・衣類の処分は遺族にとって困惑するケースが多く、不要なモノかそ

うではないモノかを見極めるのに苦労する実情を感じました。 

【財産の整理】・・・故人が所有していた財産の全て、預貯金・株式・土地建

物の整理については一覧表を作成して明らかにして計算して価額を算出する

事により相続等の手続きがスムーズに行えることの大切さを感じました。 

モノ・財産を中心に述べましたが、その他にもエンディングノート・介護・お墓等の故人

の供養についても話が及びました。少しずつでも準備を行い、いざという時に焦らないよう

にしておく事。若い人にとっても大いに勉強になる内容だったと思われます。広野さん、前

回の年金に続いてのご解説ありがとうございました。 

 

 第 14 回は暑気払いの会合を兵庫県で持とうと思います。学習会のテーマは仲村書記長よ

り労働委員会の書類作成についてです。日程は 8 月 18 日（土）を予定しています。交流会

も 5 年目に入り、更に充実した内容になるよう進めて行きたいと思います。多くの参加者を

お待ちしています。 

 

第 13 回兵庫県組合員交流会報告 
MU 執行委員 Ｔ．Ｋ 

 



 

 

 

 

1938 年（昭和 13 年）、満州国の建国大学に辻政信がひとりの

青年を連れてくるところから物語が始まります。建国大学は、石

原莞爾の五族協和の理念のもと、新京に設立された大学です。レ

フ・トロツキー、パール・バック、ガンジーを講師に招く構想が

あったと言われています。 

多彩な登場人物を紹介してみましょう。 

『夕陽将軍』石原莞爾・・・板垣征四郎と組んで満州事変を起

こし、愛新覚羅溥儀を皇帝に据えて満州国を造った。世界の見て

いる前で堂々と大泥棒をやりとげた、という評価もある。東条英

機との確執のおかげで敗戦時に戦犯指定を免れる。 

『潜行三千里』辻政信・・・1936 年関東軍参謀部付となり、

石原莞爾を崇拝するようになる。敗戦をバンコクで迎え、僧侶に

変装して潜伏、後 1950 年戦犯指定から逃れて浮上。逃走潜伏中

の記録が「潜行三千里」 

『主義者殺し』甘粕正彦・・・大杉栄・伊藤野枝殺害の首謀者として終生にわたり「主義

者殺し」の汚名を背負う。1930 年満州に渡り、関東軍特務機関の工作員として満州におけ

る謀略工作に従事する。天津に幽閉されていた愛新覚羅溥儀を脱出させ、満州国皇帝擁立の

際に活躍した。その後、満州映画協会の理事長となる。 

『合気道の開祖』植芝盛平・・・1924 年出口王仁三郎とともに渡満。満州国武道顧問、

建国大学武道顧問。飛んでくる銃弾を視認して避けた、という伝説の持ち主。 

『東洋のマタ・ハリ』川島芳子・・・男装の麗人、本名は愛新覺羅顯㺭、れっきとした清

朝の王女の血筋である。川島浪速の養女となり川島芳子と名乗る。満州だけでなく中国大陸

の広域に渡って活躍する。 

他に、松岡洋右、岸信介、李香蘭（山口淑子）等々が登場します。 

お話はミステリー仕立てになっていて、題名にも示唆されているように、石原莞爾が腹心

の某人物を使ってトロツキーと接触を図った、というのがやがて見えてくる本筋です。トロ

ツキーはロシア革命の後、失脚して 1928 年頃はカザフスタンのアルマアタに流刑されてい

て、石原莞爾は関東軍参謀として 1928 年に満州に赴任していますから設定としては辻褄は

合います。 

◎松岡正剛氏絶賛・松岡正剛千夜千冊の第 430 夜に「虹色のトロツキー」が取り上げられ

ています。（https://1000ya.isis.ne.jp/0430.html） 

『どうやってこの傑作の興奮を案内しようかとおもっている。・・・昭和史といっても最も

矛盾に満ちた季節を扱っていて、満州事変、上海事変、二・二六事件、国際連盟脱退などが

連続的に勃発した直後からノモンハン交戦までの１、２年に絞られる。そこに、とんでもな

い人物たちの、とんでもない物語が展開する。』 

◎佐野眞一氏絶賛・「甘粕正彦、乱心の曠野」より。 

『満州の建国大学を舞台にした安彦良和の「虹色のトロツキー」では、甘粕はこの傑作マン

ガに欠かすことのできない特異なキャラクターとして異彩を放っている・・・』 

「虹色のトロツキー」 全８冊  組合事務所の書架にあります。 

 

～名著紹介～ 

「虹色のトロツキー」安彦良和 中公文庫 全８冊 
 



 

 

 

 

前回 32 回でマイレージサービスの 3 つのアライアンスの一覧が紙面編集の関係で削除され
ていましたので、下記に載せておきます。ご自身のよく使われる航空会社を確認していただ
けると思います。 

 

＊参考 各アライアンスの加盟航空会社（抜粋）です。 

 スターアライアンス 全２８社 エアカナダ、エアチ
ャイナ、エアニュージーランド、ANA、アシアナ航空、
オーストラリアン航空、ルフトハンザ、シンガポール航

空、タイ航空、トルコ航空、ユナイテッド他 

 スカイチーム 全２０社  エアフランス、アリタリ
ア、チャイナイースタン、チャイナサザーン、KML、
大韓航空、デルタ他 

 ワンワールド 全１５社  アメリカン航空、フィン
エア、カタール航空、ブリティッシュエア、マレーシア
航空、キャセイパシフィック、カンタス他 

アライアンス非加盟    エミレーツ航空 

 

さて今回は同じ飛行機でも旅客機ではありません。ブルーインパルスが来るとの触れ込み
の阪急トラピクスのツアーで朝７時に神戸三ノ宮を出発。鳥取県境港市にある米子鬼太郎

空港に隣接する航空自衛隊美保基地に 11 時に着きました。一般の観光客は駐車場から長い
距離を歩きますが、観光バスなら美保基地のボイラー門まで楽々進めます。 

自衛隊基地に入るのは初めてです。グッズ売り場では自衛隊のキャラクターグッズや T シ
ャツが売られています。9 時から始まっている飛行展示では、私たちが到着したときは F１
５戦闘機（第５航空団）が爆音を上げて飛んでいました。滑
走路前の航空機地上展示会場は多くの見学者でいっぱいで
す。長い列に並んで川崎重工製の輸送機などの機内見学をし
ました。外では陸上自衛隊の CH-47J 輸送ヘリコプターが飛
び立っていました。 

テレビで災害救助の場面で見たことがありそうです。お昼過
ぎには海上保安庁の AW139 ヘリコプターによる救援演習で

す。滑走路内に立つ人を降下して引きあげます。テレビで見
る海難事故の現場を再現しています。続いて C-2 輸送機の巨
体が急旋回する飛行展示。普段は見ることのない場面です。
航空祭ならではですね。 

ミリタリー飯（写真）のお土産をもらったあと、渋滞を回避
するため早めの 3 時過ぎの出発で基地をあとにしまた。今回
の基地訪問で感じたのは、基地のなかで皆さんの喫煙マナー
が良いことです。いかにも右寄り風のおっさんもマイルドヤ
ンキー風の若者たちにも、ところかまわず吸っているひとを
みかけませんでした。きちんと挨拶ができて、はきはきと折
り目正しく応対する自衛官たちの姿が印象的でした。またメ

タボの隊員をみることはありませんでした。 

 

Mr.K のあれこれエッセイ第 33 回 

航空自衛隊美保基地 航空祭２０１８ 
 



 

 

 

 

 

6 月 10 日、京阪神宮丸太町から御所にある迎賓館をメインに 6 人、洛中を歩く。荒神橋

の街灯にトンビが止まった。しばし観察、この間 A さんの「ヒュウーヒョロロ」と鳴きま

ねが入り、皆の受けも良くご満悦で橋を渡る。O さんが、「わだつみの声」の話をされ、お

茶らけていた一行も表情が変わり静聴する。「わだつみの象は、紆余曲折ここから立命館大

学国際平和ミュージアムに移されました。」 

あと数分で迎賓館に着くのだが、一つ角を曲がって寄

道、O さん学生時代の下宿を巡る。古い日本建築で品の

ある豪邸、表札は昔のまま。数分遅れて迎賓館に到着、

人も荷物も金属探知機に通され、カメラと携帯だけ持込

み OK、その他はロッカーに。鉄筋コンクリートの骨格

を和で装い池を中心に回廊になっている。動画撮影は

NG。撮影 OK の合図から T さんのバズ―カーが唸る。

全てがメイドインジャパン。ガードマンが美しく見える角度を教えてくれたり、セキュリテ

ィ上答えられない質問をしたり、防犯カメラの多さに驚いたり、次は迎賓として来ると未来

を語りながら猿が辻の鬼門に向かった。木彫りの猿の顔

に札が彫ってあり I さん「キョンシー」と可愛く一言。 

ここから直ぐの護王神社は狛犬が狛猪で膝痛を癒し

てくれる。銅貨一枚、全身が癒される事を願った。次は

一条戻橋、京のお人は葬式、結婚式には戻橋を渡らない

、「私も渡った事が無かったのに」と自虐ﾈﾀを一発、皆

スルー。 

そして晴明神社、ここに先代の戻橋がある。晴明の紋

、桔梗が凛と咲く中、自虐ﾈﾀも一緒に悪しき過去を祓う。お腹も限界、地元の方に近くのラ

ーメン屋「是空」を教えて頂く。唐揚げのでかさに驚き味もなかなかメタボ対策はご和算で

店を出る。 

是空そばの西陣織会館で着物のファッションショーを外国人観光客と楽しむ。しめは由緒

正しい学問の神、総本社北野天満宮だが、ここでも牛の膝はどこ？腰はどこ？と皆で触りた

くり願をかける。迂闊にも一願成就のお牛さんは忘れてしまった。境内のもみじ苑、時間切

れだった受付は空、しめしめと O・A・N さん、と私が中へ、前から受付の方が現れ、踵を

返す。 

小雨の中男 3 人女 3 人色気まったく無しの 1 万 5 千歩、笑いながら、おしゃべりしなが

ら、時には神妙に、心地よい疲れが安眠となった。初参加の私は遊歩会の楽しさを皆さんに

味わって頂きたいと願う。色々とお疲れの皆さん、気取らない遊歩会にご参加下さい。ご利

益ありますよ。 

 

メタボ解消！ 遊歩会 

京都迎賓館・西陣織会館に行く！ 



新入組合員学習会 
入門編では、労働者はどんな権利を持っているのか？ 労働組合はどんな権利を持ってい

て、何ができるのか？ 団体交渉の進め方など、さしあたりすぐに知っておいた方が良いこ

とを中心にレクチャーします。応用編では、職場での組合活動、労働条件改善、不当労働行

為などについてレクチャーする予定です。新入組合員の皆さんはもちろん、そうでない方も

どんどんご参加ください！ 

新入組合員学習会（入門編） 7月 14日（土）14時～ ＠組合事務所 

新入組合員学習会（中級編） 7月 20（金）19時～ ＠組合事務所 

 

 

労働契約法 20 条緊急学習会 
～ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件の最高裁判決を踏まえて～ 

日時：7月 9日（月）18時 30分～20時 30分 

場所：エルおおさか 606号室 

開設：ハマキョウレックス事件弁護団 

参加費：1000円 

 労働契約法 20条に関する二つの事件で、6月 1日に最高裁判決が出ました。これらの最

高裁判決は、非正規労働者の待遇改善につながる大きな可能性を秘めた内容が含まれていま

す。判決がこれからの労働運動に何をもたらすのでしょうか。今後、どのような点に注意し

て、労働運動を展開していくべきなのでしょうか。是非、ご参加を！ 

 

映画を観よう！（連帯ユニオンクラフト支部との合同企画） 

○上映会〈ＳＷＡＮＹ，日本遠征闘争の記録〉（連帯ユニオン主催） 

1989年、日本から韓国に進出していた手袋製造会社「アジアスワニー」が、突然工場を

閉鎖し、労働者を全員解雇しました。工場で労働組合が結成されたため、工場まるごと潰し

てしまったのです。その年の 12月末、5人のアジアスワニー労組闘争団が来日。「この世に

労働者として生まれたことを恥じていた時代は終わった。韓国の労働者を牛馬のようにこき

使い、ぼろ紙を捨てるように不法投棄した悪辣な資本家三好鋭郎に踏みにじられた韓民族の

自尊心を取り戻すために歴史的な大闘争を繰り広げる。」との決議文通り、90日に及ぶ闘争

を繰り広げたのです。大阪の多くの労働組合も支援に駆けつけ、現在の日韓労働運動交流の

嚆矢となったのです。この時の記録映画が韓国で制作されたことから、日本でも各地で上映

されることになりました。是非、ご覧ください。 

7月 21日（土）14時～ 学働館 



ハマキョウレックス最高裁判決組合内学習会＆街宣 
●ハマキョウレックス街宣にご参加を！ 

日時：7月 23日（月）18時～19時 ＠南森町交差点にて 

これから毎月 1～2回のペースでハマキョウレックス最高裁判決にかかる街宣を実施して

いく予定です。前回、7月 4日には総勢 14名で大々的に行いました。今回もできるだけ大

勢で行いたいと思います。組合員に皆さん！ 是非、ご協力を！ 

●ハマキョウレックス最高裁判決組合内学習会 

 日時：7月 28日（土）16時～ ＠組合事務所にて 

 この判決は今後の非正規労働者の待遇改善に大きな影響を及ぼすと思われます。また、組

合でも、この判決を活かして、今後組合員の待遇改善を会社に求める運動を展開していくつ

もりです。是非、ご参加を！ 

 

LA-LA 労働者・労働組合と大坂労働者弁護団の合同交流会 
日時：8月 4日（土）12：30～19：00 場所：大阪弁護士会館 

記念講演：産別労働組合の今～ドイツの労働組合活動から考える 

     講師：岩佐卓也さん（神戸大学准教授） 

第 1分科会：STOP!!! SLAPP～会社からの嫌がらせに立ち向かうために 

第 2分科会：過労死を防ぐための働き方を共に考えよう 

 参加費：懇親会参加 5500円、懇親会なし 1000円※事前予約が必要です。参加を希

望される方は、7月 21日までに組合までご連絡を！ 

 

兵庫県組合員交流会 
 日時：8 月 18 日（土）14 時～  場所：三宮勤労会館 

内容：不当労働行為申立書作成実務編(１) 講師 仲村書記長 

終了後、交流会あり 

 

コミュニティ・ユニオン全国交流集会 in 盛岡 
日時：10月 6日（土）13：30～10月 7日（日）12：00 

場所：岩手県盛岡市 つなぎ温泉 ホテル大観 
参加費：16000円程度交流集会は 10月、申し込み締め切りは 8月末で、まだ先ですが、連

休と重なっているため、交通機関の手配を早めに行う必要があります。 

関西からの交通手段としては、飛行機（伊丹－花巻）がベストかと思いますが、すでに先

行予約チケットに売り切れが出ている状態です。参加を希望される方は、早目に組合までご

連絡ください。 


