
定期大会討論課題

２月１５日、新潟労働局に対して、①労働基準法第１

条をもとにした最低賃金は時給１、５００円の早期実現、

②ハローワーク求人票の問題とブラック求人の排除。③

労基署の相談・申告窓口における監督官の対応是正と指

導の強化。④職業訓練制度の改善と障がい者雇用の企業

指導の強化を求めて申し入れをしました。

これは、ユニオン春闘として毎年取り組んでいるもの

で、労働局側は職業対策課など６名の担当課長が出席し

ました。申し入れ事項のひとつ、ハローワークの求人票

の内容と採用時の労働条件が異なる問題では、「トラブ

ルが多いので雇用契約の明示を促すことで注意喚起をし

ている」と、本末転倒の主張で応えています。つまり、

ハローワークで受理した企業の求人条件が採用時と違っ

ていれば是正指導なり、不受理の措置ということになる

のですが、求職者が契約内容の明示を求めないのが問題

だと言っているのです。

また、丸山電機の横田さんの事例を具体的に説明をし

て労基署の窓口対応の改善を求めましたが、「法令に基

づいたことしかできない。」と釈明をしながら、「適切

な対処ということで改善を図っていきたい。」と述べる

にとどまりました。そして、障がい者雇用の問題では、

「障がい者雇用率の拡大に努力した結果、全国平均を上

回る雇用率を達成した。」と、自画自賛的に達成数字上

げて理解を求めました。

ユニオンの申入れで、すぐに労働政策が変わることで

はないのですが、労働者の行動なくして変えることはで

きません。日常活動の中でぶつかる問題を突き出しなが

ら取り組みを継続していくことにしています。

※翌１６日の新潟日報朝刊にえちごユニオンと報道され

ていました。

２月２４日、人材派遣企業（株）オープンループパー

トナーズ（本社・東京）闘争第２回団体交渉を行いまし

た。要求は、休業補償手当、未払い残業代、離職をめぐ

る損失補填、労災の補償ですが、当該のＡさんはすでに

退職し、現在、他の職場で就労している状況にあること

からも、金銭解決が争点になりました。会社側は、第１

回団交や書面でのやり取りの中で、其れなりの落ち度・

責はあったと認めていますが、組合の主張するほどの大

きな責はないという主張です。組合は、社会保険料逃れ

の短期間雇用契約、派遣先の業務レベルを考慮しない派
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２０１７年

４月１５日

4月26日(水) 丸山電機闘争 労働委員会
第一回調査

5月６日(土)執行委員会、
第10回定期大会(13:30-16:00)

(株)オープンループパートナーズ闘争

解決を図る！！ さあ、次の闘いへ！！
１７ユニオン春闘

新潟労働局へ雇用の安定と拡大を求めて

下記のとおり、第10回定期大会を開催します。

組合員皆さんの出席をお願いします。

また、支援者の皆さまにあっては、是非とも激励

を頂けたらさいわいです。なにとぞよろしくお願い

致します。

●と き：2017年５月６日(土)13時30分～18時頃

（懇親会含む）

●と こ ろ：関屋コミュニティハウス 〒951-8136

新潟市中央区関屋田町4丁目566番地1

電話：025-266-1348

●出欠報告：出欠報告 ４月２９日

※別送のハガキ、メール(書記長宛ショートメール可)

でお願いします。

第１０回ユニオン定期大会
－労働相談、ユニオン春闘の総括とNSE闘争の総括、
丸山電機闘争の中間総括から運動の前進を図ろう－



遣のあり方、派遣先企業の違法な労働時間単位と派遣元

の責任、離職時における失業保険給付手続き等の故意と

もいえる遅延の問題、労災防止対策・措置の放棄などの

問題で追及しました。結果、会社側も一定の譲歩を示し

たことで、合意を図ることにしました。

今回のユニオンの闘いから、会社が違法な会社経営労

務管理の改革に取り組むことの期待は出来ませんが、多

少の改善はあるものと望みながら、モグラ叩きのような

闘いも必ず大きな炎となって燃え広がることに確信をもっ

て、次の闘いを皆でつくっていきましょう。

東北電力とともに労災事故の連帯責任を負うユアテッ

クとの第２回団体交渉が３月１６日、上越市で仙台本社

から前回と同じ顔触れが出席して開催しました。

第１回団体交渉で会社側は、「高所作業の予定はなかっ

た。」「事故は自己責任」と頑なに主張し、平行線のま

ま時間切れという状態になっています。組合は改めて業

務上過失傷害の容疑で書類送検されたという事実のもと

に、会社側の法的責任と事故現場の具体的作業工程を整

理して追及しました。

書類送検のことでは、「事故があったので警察は調査

して書類を送っただけだ。」と、全く無責任な主張をし

て、警察への事故報告書の提出について「出していると

思う。」などと明確に答えません。また、「関係者の聞

き取りから皆が横田さんの主張する作業内容を否定して

いる。」「横田さんが勝手に他の場所に移った。」と、

繰り返し、現場監督者の当日の行動・責務についても

「全部を把握するのは無理だ。」「上に昇れと指示はし

ていない。」と、気色ばんで組合の主張を否定します。

そして、「見舞金」での幕引きを見え見えにして「前

向きに解決したいと提案してきた。」と、臆面もなく主

張します。双方でエキサイトする場面もありましたが、

今回も時間切れということになりました。

終了後、丸山電機周辺のビラ

入れ途中、役員とその娘？がカ

メラを手に飛び出してきました。

「肖像権侵害で訴えるぞ」の一

括に怯むことなく「ビラ１枚貰

えないか」と、なんと厚かまし

い親子？でしょう。

ミレ・日朝新春の集いが同実行委員会の主催で２月１

９日、新潟朝鮮初中学校の体育館に１６０人が参加して

開催されました。

第１部は、「民族教育の灯を消さないために」－高校

無償化闘争とサランの会の活動を通して－を題目に阿佐ヶ

谷朝鮮学校サランの会代表・長谷川和夫氏が会の活動で

得た経験を中心に講演しました。

サランの会は、朝鮮学校の教員、朝鮮学校を支える日

本人教員と市民、在日の学校関係者が中心となって、誰

でも参加できる会で、自由に意見を出し合いながら学校

で困っている問題などで活動しています。

１日給食の取り組み、日本人教員による朝鮮学校での

授業、区の図書館からの学校への図書貸し出しの取り組

み、在日一世の聞き取り記録の取り組み、行政への要請、

地域との交流会等々。そして、安倍政権によって「高校

無償化」から排除された朝鮮学校の即時適用と補助金カッ

ト反対の闘いです。

長谷川さんは、一緒に活動している国語教諭の内田先

生のことから、「最初は不安そうに授業を引き受けた彼

が、集中して授業を聞いてくれる子どもたちに感激し、

積極的に参加するようになった。」「自発的に行う子ど

もたちと行動するうちに『命を懸けて第九朝鮮学校の子

どもたちを守る』と言うまでに変わってきた。」と、サ

ランの活動の一端を紹介しながら報告し、日本社会に根

強くはびこる在日への蔑視・差別の思想は、「日本の世

論を変える近道はない。」「大集会も重要であるが、地

域から変える。」「変えなければならない。」と、熱く

語りかけました。

そして第２部、小６年の在校生のしっかりとした挨拶、

地元自治会長の乾杯で始まり、ニッコリ楽団のチウンダ

ン、茨城朝鮮学校高級部生徒による声楽、東京歌舞団の

感動のコンサート。そして、手づくりのごちそうの山盛

りという贅沢な交流が続きました。

厳しい学校運営

集いの前段で行われた「朝鮮学校を支援する新潟県民

の会」役員会では、来年の開校５０周年事業の取り組み、

財政問題、生徒の減少問題を議題に協議しました。いづ

れも現状のもとでは難しい問題で、明確な方向を出すと

いうことにはなりませんでしたが、「全同胞の全財産」

を守っていくことを確認しました。

№53 えちごユニオン通信 2017年4月15日 2

（有）丸山電機闘争
(株)ユアテック第2回団体交渉を開催

ミレ・日朝新春の集い
－民族教育の火を消さないために－



学習資料
特集 ユニオン運動の模索

「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」委員会事務局メンバー／

首都圏青年ユニオン書記長 河 添 誠

1.「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」

の活動

非正規雇用の拡大によって、最低賃金ギリギリ

で働く労働者が増えている。

また、労働組合とも接点をもてずに賃上げも困難

である長時間過密労働に就く低賃金労働者が増え

ている。

これらの実態に対して、最低賃金を大幅に引き

上げることの意義については、労働運動関係者に

とっては常識化になっていることなので、いまさ

ら強調するまでもない。

労働者の賃金の下支えとして、最低賃金の役割
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２月の労働相談

新潟地域で幾つかの幼稚園や専門学校を経営する学

校法人神宮学院（栂坂昌言理事長・新潟市中央区西大

畑町）。

相談者Ｂさんは、２０１６年４月１日から１年有期雇

用で親松幼稚園の園児送迎と園舎管理の業務で働いて

きました。更新前の２月１日、口頭による雇止め通告、

そして、１０日の雇止め通知書の理由では、「勤務態

度が充分でないと判断したため」としています。Ｂさ

んと園長のやり取りから想定すると、有給休暇取得の

問題があるようです。

Ｂさんは、「雇止めを撤回させて職場に戻るか」。

「戻ってもうまくやれるか不安」。「慰謝料のような

ものを取って辞める」と揺れていましたが、話し合い

の結果、雇止め撤回の方向でユニオンとともに闘う決

意をしました。

第１回団体交渉へ！
３月２９日、①雇止め撤回、

②園長の誹謗言動の謝罪と雇止

め通告で受けた精神的苦痛に対

する慰謝料、③互助会規約の療

養見舞金の支給を要求して第１

回団体交渉を行いました。

争点である「勤務態度が不十分」という抽象的な雇

止め理由について組合は、労働契約法と就業規則の規

定をもとに追及し、不当な雇止めであることを突き付

けました。学園側の「バス運転中にラジオを聞いてい

た。」「園外保育の際に園児の世話をしなかった。」

など、トンチンカンの主張に対してＢさんは、「交通

情報は運転手の当然の業務」と、反論して押しこめま

した。

こうしたやり取りを経て、退職前提で学院側は、謝

罪（遺憾）、解決金、離職

は学院側の理由を主張し、

具体的な中身の検討を約し

て合意を求めてきました。

Ｂさんも合意したことから、

残念なことですが退職とい

う形で近日中に解決を図る

ことになりました。

労働者が声を上げて行動しなければ！
Ａさんより投稿

オープンループパートナーズの闘いは、２回の団交

を経て解決を図ることができました。会社側が遺憾の

意を表明したことや解決金も要求の全額ということに

なりませんでしたが、一定の金額を引き出すことがで

きました。これは、労働組合として団体交渉を取り組

んだ結果であり、小山委員長をはじめユニオンの皆さ

んの努力に心から感謝しています。

現在、市内の警備会社（株）サンプラスで就労して

いますが、この会社も残業代の不払いや虚偽求人など

の違法・不当が行われています。皆さんと相談しなが

ら今後の取り組み方向を考えていきたいと思っていま

す。

いずれにしても、ブラック企業が大手を振って横行

する現状の中で、政治の問題も含めて、労働者が声を

上げて行動していかなければと思っています。今後と

も宜しくお願いします。

「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」と

「新しい質をもった労働運動」の構築と

「反貧困運動の再起動」



は以前よりも圧倒的に大きくなってきているわけ

だが、それに対抗する労働運動は残念ながら構築

できているとはいえない。労働運動にとって、非

正規労働者の労働条件の改善は長らくスローガン

として掲げられているが、その実践はきわめて弱

い。同様に、最低賃金の引き上げは、スローガン

としては掲げられてきたし、各ナショナルセンター

の運動もあるわけだが大幅引き上げを獲得するた

めにはきわめて弱かった。

最低賃金

の引き上げ

に熱心では

なかった最

大の理由は、

言うまでも

なく最低賃

金に近い水

準で働く低賃金労働者（多くは非正規雇用労働者）

を組織化できていないことにある。「組織化して

いないから取り組まない」「熱心に取り組まない

から組織化が進まない」という悪循環が成立して

しまっているように思われる。

また､最低賃金の決定方式が審議会方式であり、

その中でのやりとりだけに最低賃金を引き上げる

運動が限定されてしまっていることも大きな問題

がある。多くの低賃金労働者が主体的に参加でき

ない枠組みで最低賃金が決定されてしまっている。

こうした状況の下で、労働組合が草の根でつな

がって｢最低賃金大幅引き上げキャンペーン｣を201

6年2月に開始した。

呼びかけ文を以下に転載する。

｢最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会｣

(仮称)への参加のよびかけ

2016年2月15日

｢最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会｣

(仮称)準備会

全国で労働者の権利向上のためにたたかう労働

組合のみなさんに呼びかけます。

非正規労働者は、労働者の40%にもなろうとして

おり、年収200万円以下の貧困状態にある労働者が

1200万人にもなろうとしています。

非正規労働者が主な稼ぎ手の世帯を対象とした

調査では、生活苦で2割が食事回数を減らさざるを

得なかったという結果が報告されています。

｢フツーに働いてもまともに暮らせない｣状況は、

これ以上、放置できません。

｢フツーに働いて、まともに暮らせる社会｣。こ

れを求めることは当然のことではないでしょうか。

働いている人たちの「生活の底上げ」が必要で

す。

まずは、非正規労働者の賃金の引き上げをなん

としても実現する必要があります。

本格的に非正規労働者の賃金を引き上げるため

には、非正規労働者自身が労働組合に加入して声

を上げることが必要なのはいうまでもありません。

全国の労働組合が非正規労働者の賃金を上げる

ことを正面から掲げることが今こそ求められてい

ます。

そのためにも、「最低賃金の大幅引き上げ」を

求めていく大きなキャンペーンを展開したいと考

えました。

最低賃金の大幅引き上げで労働者の生活を底上

げして行くことを強力に訴えることが必要です。

最低賃金の引き上げ闘争は、これまでも、ナショ

ナルセンターやさまざまな労働組合によって担わ

れてきました。このキャンペーンでは、これまで

の運動をネットワークすることによって、大きく

訴えることをめざしたいと考えます。

ここにきて、安倍首相ですら「最賃引き上げ」

を言い出しました。しかしながら、それは「経済

成長を実現したら」とい

う、あてにならない口約

束でしかありません。ま

た、安倍首相は国会答弁

でパート労働者が「月収2

5万円」を得られるかのよ

うな非常識な認識を示し

ました。こんな首相の言
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うことを真に受けるわけにはいきません。

労働者が求める最低賃金の引き上げは、そのよ

うなものではありません。

いまこそ、労働運動には、安倍政権と対決しな

がら最低賃金の大幅引き上げを実現して行くこと

が求められています。

労働組合がネットワークをつくって組織する

「キャンペーン委員会」がキャンペーンを呼びか

け、未組織の非正規労働者とつながることによっ

て、「最低賃金を大幅に引き上げよう」「生活で

きる賃金を」という真っ当な要求を社会的に盛り

上げていくことが可能になると考えています。

労働組合がナショナルセンターや潮流を超えて

「最低賃金の大幅引き上げ」を求めるキャンペー

ン行動を展開することは、大きな意義があると考

え、みなさんの参加を呼び掛けるものです。

ナショナルセンターを超えた労働組合に広く参

加して頂くことをめざしたいと考えます。参加を

お願いいたします。なお、ナショナルセンターを

超えた労働組合の広い参加を実現するために、原

則として単位組合での参加をお願いしたいと思い

ます。

<合意事項>

1.共通スローガンは「最低賃金時給1500円をめざ

して。いますぐどこでも1000円に。」とします。

2.キャンペーン委員会への呼びかけに可能な限り

参加して頂くこと。

3.キャンペーンは、当面、2016年10月末までの期

間とする。

4.キャンペーン委員会への参加は、原則として単

位労働組合とする。

5.キャンペーンにかかった費用については、参加

労働組合で応分に負担することとする。

6.キャンペーン委員会の連絡先は、下町ユニオン

と首都圏青年ユニオンと全国一般労働組合東京

南部とする。

労働組合の運動潮流を超えた運動をつくる際に

は、特にていねいな合意づくりが必要となるため、

合意項目はシンブルなものとした。

単位労働組合による参加としたのは、ナショナ

ルセンターなど運動潮流を超えた運動をつくるた

めに障害とならない水平的な関係をつくるためで

ある。

非正規労働者の権利拡充のために奮闘する全国

の労働組合は多数あり、最低賃金大幅引き上げに

ついての関心も高い。しかし、これまでは横にネッ

トワークしていくということがなかった。最低賃

金をめぐって初めてナショナルセンターを草の根

で横断するネットワーク型のキャンペーンが2016

年2月から始まった。

2016年2月27日（土）には、東京･JR新宿駅東口

前でアピール行動をおこなった。15労組・団体、

約70名が参加して、にぎやかにアピール行動をお

こなった。労働組合が最低賃金問題でナショナル

センターを超えて行動したのは、これが最初だろ

う。これに呼応して全国でもアピール行動が取り

組まれた。

続いて、2016年4月15日

（金）には、アメリカの

最低賃金時給15ドルをめ

ざす運動などが呼びかけ

ている「ファストフード

労働者の国際連帯行動」

として、東京・渋谷セン

ター街でアピール行動を

おこなった。これは、201

4年から年1回、国際的に

呼びかけられている行動

で、日本でも呼応して下町ユニオンや全国一般東

京東部労組、首都圏青年ユニオンなどの労組や個

人が一緒に実行委員会をつくって渋谷でアピール

行動をおこなってきた。

今年は、「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」

として、このアピール行動をおこなった。渋谷セ

ンター街を練り歩き、マクドナルドの前ではシュ

プレヒコールと低賃金労働者からの訴えをおこなっ

た。渋谷ハチ公前でも横断幕を広げてアピールし、

低賃金労働者の当事者が発言した。当日は、当夜

祭も渋谷の公共施設で開き、当日の映像などを上

映して交流した。

5月17日（火）には、「いますぐどこでも最低
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賃金時給1000円に！時給1500円をめざして」院内

集会を開催した。民進党、共産党、社民党、生活

の党から国会議員のあいさつを頂き、「野党共闘

で最低賃金大幅引き上げの実現を」とアピールで

きた。この集会には、全労連議長、全労協議長、

日本労働弁護団幹事長からもあいさついただいた。

さらに、6月14日（火）には、中央最低賃金審

議会に向けてのアピール行動を厚生労働省前でお

こなった。

この3回のアピール行動は、いずれも、低賃金

で働く労働者の訴えを前面に立てた行動として展

開した。

7月中には中央最低賃金審議会での目安が出て、

地方の審議会に議論は移って行く。そこでも大

幅引き上げの要請などの行動が各地で続く。そ

の運動を全国に広げるための集会を8月初頭に計

画中だ。

10月に新たな最低賃金が実施されるようになっ

たときには、そのチェック行動を呼びかけること

を考えている。

以上が、「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」

の概要である。

2.『最低賃金大幅引き上げ』の運動の

拡大と新しい質の労働運動

このキャンペーンは、最低賃金の大幅引き上げ

をめざして労働組合が草の根で運動潮流を超えた

初めての試みである。この運動は、キャンペーン

に限定したものだが、私見では、その射程は大き

なものがあると考えている。

以下に書くのは、『最低賃金大幅引き上げキャ

ンペーン』委員会で確認したことではなく、あく

までも私見である。

これまでの労働運動は、職場で組織された正社

員中心の労働組合運動であった。労働組合に加入

していない非正規労働者の要求を積極的に掲げる

ということは、やはり少なかった。本来は、ナショ

ナルセンターは、組織されていない低賃金労働者

のためにも最低賃金の大幅引き上げに最大限の奮

闘をすべきであるが、残念ながらそうはなってい

ないのが実熊だろう。

実際には、地城の労働市場のあり方に職場の労

働者の賃金も大きく影響を受けるので、地域の労

働市場の低賃金を放置しておけば職場の労働者の

賃上げもおぼつかない。職場での賃上げを実現し

て行くためにも、地域での最低賃金大幅引き上げ

はインパクトをもつはずなのだが。

労働組合に加入していない低賃金労働者にも呼

びかけて一緒に賃上げのための行動を展開して行

くことを組織された労働組合がやっていくことが

大切だろう。そうした運動を展開することが労働

組合運動にとってあたりまえになっていくことが

必要だ。

職場の賃上げのたたかいと地域の最低賃金引

き上げのたたかいとが、結合することによって

賃上げ闘争の新たな展開への契機となることが

展望できるし、それによって労働運動そのもの

の質も新たな段階に展開していく可能性をもつ

と考えている。

アメリカで最低賃金大幅引き上げを勝ち取って

いる「Fight for15」（時給15ドルのためのたた

かい）運動から日本の労働運動が学ぶとすれば、

それは職場の賃上げ闘争と最低賃金大幅引き上げ

を含む地域の低賃金労働者の賃上げ闘争とを結合

させることだ。「職場か、地域か」という不毛な

議論ではなく、「職場も、地域も」という運動の

展開を蓄積する必要があると考えられる。

それによって「新しい質」をもった労働運動が

発展していくことになるのではないか。

(次号に続く)
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