
５月６日の土曜日、労働相談の拡充と組織・執行

体制の強化を大会課題にして、委任状を含む３７名

が関屋コミュニティハウスに結集し、第１０回定期

大会を開催しました。

大会議長に選出された岡村組合員は冒頭に、「ア

ベ政権のもとで労働者の状況は厳しくなっている。

それだけに、地域に根の張った労働組合の一層の強

化と拡大が求められている。討論を深めてほしい。」

と呼びかけました。そして、小山委員長はあいさつ

で「ユニオンはこの間、駆け込み寺的な形で様々な

闘いを取り組んできた。労働者が人間らしく生きて

いくことが、どれだけ大変な社会になっていること

が改めて認識された。会社側の悪徳弁護士と正面か

らぶっつかり合う中で学び鍛えられたが、次を担う

組合員とユニオン分会づくりという大きな課題を抱

えている。本気になって取り組んでいかなければな

らない。」と訴えました。

討論の後、全国一般東京東部労組の個人タクシー

協同組合新東京職

員支部の闘いを記

録した映写学習を

行い、その後、第

２部として持ち寄

りで懇親交流を行

いました。

来賓の挨拶・メッセージ

挨拶 新社会党県本部副委員長 相田邦夫 様

要約

今の日本の政治は大局的見地もなく、目先のこと

で動いている。共謀罪法が公然と出ていることは、

戦争国家になっていることであり、大きな歴史の分

岐点に立っている。いつか来た道を許せば、権力に

生活も命も根こそぎ奪い取られる。声を上げて行動

していこう。

メッセージ

・上越市議会議員 牧田正樹 様

・トップ工業労働組合 執行委員長 大竹 弘 様

・権利問題研究会常任幹事会 様

大会発言
Ｃ オープンループパートナースの闘いで思ったこ

とは、労働者は一人では闘えないということだ。人

材派遣企業の経営形態と労務管理は全くデタラメだ。

生きた人間を道具として扱っている。労働契約法も

問題である。

Ｂ ハローワークで７０歳まで働けるということで

就職したが、いとも簡単に雇止めにされた。相談し

た労基署の対応も腹立たしい。ユニオンと一緒の闘

いで、団結した闘う労働組合の必要性を実感してい

る。(神宮学院の相談から加入したＢさん)

Ｗ 職場では、事業統合という名の合理化が進行し

ている。社員の配置問題について、JP労組は会社側

の言いなりで混乱している。郵政ユニオンとして相

談・対応しているが厳しい。えちごユニオンと連携

する方向で議論をしている、が。

前澤 今回、執行委員に選出された。まだ現役でい

つでも自由にとはいかないが頑張ってやる。

２０１７年度役員体制(執行部のみ)
-- 宜しくお願いします。--

執行委員長 小山 一郎 再任

副執行委員長 海津 直人 再任

副執行委員長 佐藤 朝雄 再任

書記長 髙島 悟 再任

会 計 羽下 正明 再任

執行委員 小田 廣平 再任

執行委員 高田 勝弘 再任

執行委員 前澤 勉 新任

執行委員 森口 四郎 再任
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№54
２０１７年

５月２５日

6月３日(土)執行委員会・定例無料労働相談
(9:00-12:00,13:00-18:30)

第１０回ユニオン定期大会開催
－本気になって、次を担う組合員と
ユニオン分会を作ろう－



丸山電機闘争は１年と３ヶ月を経過しました。

これまで｢早期解決の意向｣を双方で確認してきま

したが、昨年の１０月に開催した第３回団体交渉

以降、組合の再三の団交申し入れを拒否する不当

な態度を会社は取りつづけています。

３回の団交において組合は、要求根拠、損害賠

償の考え方を丁寧に説明して回答を求めてきまし

たが、会社は全く答えていません。そして、事故

の事実関係の解明には、辻褄の合わないデタラメ

な主張で逃げながら、労災治療中の退職強要の事

実を頑なに否定して不誠実交渉に終始してきまし

た。団交拒否と不誠実交渉というダブルの不当労

働行為の釈明を会社は、｢解決金の算定に必要とす

る損害資料(医療費)の提出を組合が拒んでいる。」

と､本末転倒の主張を繰り返しています。

第１回労働委員会調査

明白な労働組合法第７条違反の不当労働行為に

対して３月３日、県労働委員会に救済命令を求め

て申立てをしました。４月２８日、第１回調査が

行われ、体調に不安のある中で補佐人として出席

した横田組合員は、桜井審査委員長の質問に答え

る形で、就労もできない体調と困難な治療の状況、

生活保護申請も受理されない生活の状態を訴えて、

一刻も早い解決へ、迅速な審査を求めました。

組合は、労働委員会審査と併行して。労使紛争

は労使の自主交渉で解決するという基本のもとに、

ユアテック現場代理人が安全配慮義務違反の業務

上過失傷害、丸山電機役員が有印私文書偽造・同

行使で書類送検された新たな事実の上で、解決へ

向けて全力で追及していきます。全組合員の結集

をお願いします。
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４月の労働相談

「恐喝行為で損害賠償の請求をされた！」

医療訪問マッサージ業を全国展開する「KEIROW」

のフランチャイズ店として営業する「新潟中央ス

テーション（オーナー 井上栄一・新潟市中央区花

園）」。

相談者Ａさんは、目の不自由なマッサージ師の

訪問施術の送迎を主にするセールスドライバーと

して、３年前の会社設立時から働いてきました。

会社といってもマッサージ師２名とドライバー４

人で、その実態は、仕事があるときだけ呼び出さ

れて日当賃金が支払われるというものです。

相談は、オーナー(雇い主)からの指示連絡の不

徹底から訪問施術時間などに間違いがあり、家族

の苦情等があって会社は損害を受けたということ

で、損害賠償を請求してきたということ。金額は

示さなかったが、オーナーは「サラ金から借りる

気持ちで払え。」「死ぬまでどこまでも追い込ん

でやるからな。」と、Ａさんの退職願いも聞き入

れず、恐喝行為で責め立ててきているとのこと。

Ａさんは、どうしたらよいのか、夜も眠れないほ

ど心配で、心配でと、連れ立って相談に訪れた奥

さんとともに、訴えました。

労働者の損害賠償責任は、民事責任論のもとに、

信義則を根拠にするのが一般的ですが。社会的原

則として企業は、「利益も損害も俺の物」という

リスクを前提の経営が基本です。井上オーナーは

「利益は俺の物、損害はお前の物」という話であ

り、しかも、Ａさんのミスは会社の指示不徹底か

ら起きたものです。

オーナーの恐喝でＡさん夫妻は少し腰が引けて

いますが、話し合いの結果、労働組合として団体

交渉で決着をつけること

で納得しました。４月３

０日付で損害賠償要求の

撤回と恐喝行為による精

神的苦痛に対する慰謝料

の要求で団交申し入れを

しました。付言すればＡ

さんは組合結成時からの

組合員です。

※５月２０日現在も闘争継続中です。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

(労働相談の行方)

学校法人神宮学院闘争・解決へ

学校法人神宮学院が経営する親松幼稚園の車司

として働いてきたＢさんの雇止め事件。ユニオン

とともに雇止め撤回と不当解雇に対する慰謝料を

要求して団体交渉の申入れ以降、１回の団体交渉

と個別協議を経て、４月２８日、和解合意に至り

ました。合意内容は、円満退職の確認と要求した

慰謝料の満額の支払いという

形です。

この闘いも雇止め撤回には

なりませんでしたが、相談者

の意向に添ってということで

決着を図りました。

(有)丸山電機闘争

県労働委員会へ不当労働行為救済申立て



亀田横越地区(新潟市江南区旧亀田町・横越町)

憲法９条を守る会は５月５日、連続憲法講座第３

回を亀田駅地域交流センターで開催しました。

今回は、３月にオスプレーを投入した日米共同

軍事訓練が関山演習場で実施されたことから、

「新潟の空をオスプレーで汚すな｣のテーマで、関

根征士新潟大学名誉教授の講演と意見交流を行い

ました。

講演は、①アジアから中東まで強襲攻撃作戦を

任務とするアメリカ第３海兵遠征軍が参加した訓

練は、明らかに積雪時の朝鮮半島を想定している。

②オスプレーの欠陥は構造的なもので。これまで

の事故原因は全く解明されていない。③自国の米

国では考えられない住宅、学校、病院が密集する

上を我が物顔で飛び回っている。④ダウン・ブロー

(下降気流)による環境破壊をしている。⑤安倍第

１次～３次内閣の戦争願望は、アメリカに媚びへ

つらい米軍と一体で軍備増強が急速だ。等々、軍

事大国の現状を詳細に解説し、安倍政権を糾弾し

ました。

質疑、意見交流では、予定時間をオーバーする

議論になり、６月の大集会への大結集を確認しま

した。

定期大会でのＷ報告配布資料

文書報告職場は今
…ネットワーク再編に多々問題あり(その２)

２月団結旗開きでWさんが報告した郵政「新潟郵便局」

の動き(通信No.52)のその後の経過です。

これまでの経過

１月(２０１７年)に入っても労組による残留希

望者への「説得」を含めた、組合員への「意向確

認」が続けられた。会社による非正規社員への対

応としては、多かった残留希望者へは「新潟中央

局契約社員募集一覧表」に基づいての説明会と再

度の意向調査（提出期限：１月３０日）が、新局

希望者へ

は支社担

当者が来

て直接の

「意向確

認・説明」

が行われ

た。

２月中

旬以降、

それらに

基づいて

正社員全

員と非正

規社員の

新局希望

者 へ は

「内定通知書」が交付されたが、それでも多かっ

た残留希望の非正規社員へは、「募集人員より希

望者超過の勤務はシェア勤務に。現勤務者が優先。

新局希望。退職希望など」の条件説明付きの「再々

意向調査」が実施され、３月１７日にその結果が

アレンジヤーに配布された。また、３月に入り正

社員へは「新局」者と「残留」者にそれぞれの勤

務形態などの「説明」業研が行われた。

それらの中で、問題点をいくつか挙げてみる。

昨年１２月から始まった労組の「意向確認・調

整」（説得）は年を越えて１月下旬まで続いた。

中には三回行った人も。

高速代支給条件『通勤距離６０キロ以上、高速

利用で３０分以上の通勤時間短縮』に満たない新
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労働組合と労働者の権利主張を知り得て
Ｂさんの投稿より

この度、神宮学院の闘いでユニオンの皆さん

には大変お世話になりました。２月に雇止めに

されたとき、なぜ私がという思いと先の生活の

ことで悩み、相談した労基署ではタライ回し的

な対応をされて途方に暮れていたところ、日報

の記事でユニオンの労働相談を目にしました。

相談では、執行委員の皆さんの真剣な話と泣

寝入りはしたくない思いでユニオンと一緒に闘

う腹を決めました。第１回交渉では議論が平行

線のようになり。少し不安を感じながらも、小

山委員長の励ましで取り組んだ結果、納得でき

る内容で解決をすることが出来ました。労働組

合として闘うことの重要性と労働者の権利主張

について知り得ました。

ユニオンの皆さんには本当に

感謝しています。

これからは、気持ちを入れ替

えて、前向きに頑張っていくつ

もりです。宜しくお願いします。

意
向
調
査
（
説
得
？
）
の
用
紙

亀横地区９条の会・連続憲法講座第３回
｢新潟の空をオスプレーで汚すな｣



潟市西区在住の残留希望者が多く、ＪＲ利用では、

新潟駅までは駐車場を借りて車か、越後線で逆行

し、信越線に乗り換えて新局最寄りの見附駅へ約

２時間。自家用車でも下道でラッシュ時には約２

時間。「高速代が出ないのなら通勤困難！」の理

由付けになっていた。

「新局」「残留」決定基準は？

１回目では「高速代は出ます」と「説得」され

た組合員だが、年明けに「規定通りで、出ません」

となり２回目の「説得」が中断。『なんで出ると

言えたんだ!?』の疑心と呆れた声々。その後の会

社との具体的合意内容は公表されていないが、最

終的には「（今回限りの特例で？）通勤距離４０

キロ以上で？出る、出ない」となり、３回目で残

留希望者は渋々「説得」される結果に。

同じ残留希望者でも、労組が「新局」と「残留」

に、どういう基準に沿って決めたのかは明らかに

されていない。

「説得」の内容と交付された「内定通知書」の

結果から判ることは、女性・持病を持っている人

は「残留」。同じ役職者や一般職でもＪＰ未加入

者は「新局」ということだけ。しかし、持病を持っ

ている人や夜間勤務を制限されている人でも新局

希望者は「新局」となっていることは問題で前回

記述の通りだ。

労組役員に同じ残留希望者でも最初から、「あ

なたは新局へ行くリストに載っている」と「説得」

された人がいれば、「説得」はされず「確認」の

みで終わっている人もいることから、「意向確認」

の前には「残留者」が既に決まっていて、労組は

兎に角「説得」優先で動いたのでは、と推測され

る。

職場では、会社側には作成者本人の話から「○

○リスト」があることが分かっていた。決定基準

が不明確なため、『なぜ彼が残留なのか？』とい

う事例にも『リストに載っていなかったのでは？

作成者に嫌われていた？』との噂が流れるほどで、

少なからず「リスト」の影響があったのではない

かと思われる。

労組よりも準備室が動く？

非正規社員の人員が予定数よりも集まらない現

状と「経験者」がいないとうまく回らない現実か

ら、新局へ行ける条件（賃金面、通勤方法など）

を良くしようと奮闘したのは、「説得」に力を注

いでいた労組役員よりも責任感の強い準備室の職

員だったようだ。

先ずは「賃金単価」を上げることが一番手っ取

り早いが、会社担当者の「執拗な抵抗？＝責任逃

れ」で出来なかったようだ。通勤方法などでは、

主体の夜間業務に欠かせない深夜勤勤務者のため

のシャトルバス運行を確実にし、帰りに夜勤者を

新潟駅まで送ることに。ＪＲ見附駅～新局間は

「コミュニティバス利用は混雑時には迷惑。夜は

運行されていない」ことから、局独自に運行して

各勤務に対応。より通勤しやすくするための始終

業時間設定（日勤、８時３０分～。夜勤、午後９

時３０分終業。深夜勤終業は９時と１０時に）。

辞める非正規職員＝生活が…

３回の「意向確認」でも残留希望者が多い勤務

は「シェア」することに。それをやむなく了解し

た上での例として、８Ｈ勤務では週３日となる。

ぎりぎり社会保険が適用される労働時間数だ。

『週３日では生活できないし、かと言って集配

業務は無理だ』と、昨年から休日は職探しに奔走

している人もいる。新しい職が決まったのか、そ

れとも見切りをつけてなのか、特に深夜勤従事者

が辞めていく状況が続いている。

３月から深夜の機械担務に新しく女性２人が６

月１８日までの事情を知った上で入ったとのこと。

では誰が辞めたのか、年休消化に入ったのかの周

知がされたのかどうか、数日休むと分からない。

職場全体が希薄になってきている。

先日も急に、到着ケースおろしと作成ケース積

込み搬送担務の人が、『４月からの就職先が決まっ

たので、すみませんが年休消化に入りたいのでも

う来ません』と。夜間業務に影響が出てきている。

３月に入り「新局」正社員への業研で新局の施

設レイアウトが示された。休憩室スペースで畳の

数は１、２枚と決まっている？とのこと。現状あ

る仮眠室も無く、『夜は横になるなと云うことか！』

『長椅子も横になるには数が足りないんじゃない

の？』と不満の声。現状でも深夜勤務者の休憩ス

ペースが足りずに食堂で休んでいる。果たして新

局では、夜間従事者数からして食堂を利用しても

足りるのだろうかと…。

不安は消えない自動車通勤

『新局から車で２０分程の日帰り温泉施設があ

るんよ』と「新局」組の気の合う仲間が教えてく

れた。『そこなら深夜明けで体調や天候の状況で、

無理して家に帰らずに休んでいられるか？』と、

すかさず車通勤者に教えて回った。

前回でも指摘したが、深夜明けや冬季・積雪時

の車での長距離、高速通勤は「自己責任」であり

大変危ない。事故は相手もあることで命にもかか
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わる。何かあったらくれぐれも無理はしないこと

だ。事故が起きないことを祈る。

５時早勤、１１時夜勤

「残留」者業研では、６月１９日から普通局と

なり深夜勤廃止、夜間窓も廃止。早勤は５時始ま

り。夜勤は午後１０時まで。窓口は「ゆうゆう窓

口」午後１０時まで開くので午後１１時までの説

明。細部は今後検討課題。『窓の夜間利用者の現

状から、果たして午後１０時に閉められるのか？』

に、『事前の全戸配布と増員も考える』と。万全

な準備が必要だ。

合理化での異動は「去るも地獄。残るも地獄」

と教えられて４０年近い。実態はより厳しくなっ

ているが、そう感じられるかは…。

（新潟 Ｗ）

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
〔No.53からのつづき〕

3.新しい質の労働運動「反貧困労働

運動」と「反貧困運動の再起動」

そして、それは、別の側面からみると、「反貧

困運動の再起動」とも関わっていると書くと唐突

な印象をもたれるかもしれない。しかし、これは

実は深く結びついている。

反貧困運動の短い歴史を振り返ってみよう。

2006年頃、若い非正規労働者の拡大にともなっ

て、それに対抗する若い世代を中心とした個人加

盟ユニオンの活発な活動が注目された。これは特

に東京で活発だった。首都圏青年ユニオンが牛丼

チェーン「すき家」のパートアルバイト1万人以上

に残業代を払わせるなどの成果をあげ、フリーター

労組が「自由と生存のためのメーデー」などを開

始した時期である。

2007年3月には、反貧困ネットワーク準備会が初

めての集会を開催した。

ここには、貧困状態にある当事者を組織してい

る諸団体・労組が横断的に集まった。また、この

ネットワークには、連合、全労連、全労協の関係

者も参加していたことも重要だった。反貧困ネッ

トワークは、個人参加を原則としているが、貧困

問題に取り組む諸団体の集まりであったと同時に、

労働組合のナショナルセンターもゆるく結びつけ

るネットワークとしても存在していた。 2007年秋

には、反貧困ネットワークが正式に発足した。代

表は宇都宮健児弁護士、事務局長は湯浅誠氏であっ

た。

反貧困ネットワークは、日本には「存在しない」

とされてきた貧困を「見える」ようにした。さま

ざまな集会で貧困状態にある当事者が発言し、貧

困問題を社会的に解決すべきものと鋭く告発する

ことに成功した。反貧困運動の登場である。

2008年には、リーマンショックがあり、大量の

有期雇用労働者／派遣労働者が解雇された。特に、

製造業において解雇された労働者が寮からも追い

出されてホームレス状態になるという深刻な事態

が大量発生したために大きな社会問題となった。

労働組合運動は、労

働者派遣法の抜本改正

をめざす運動を継続し

ており、リーマンショッ

クを機に運動潮流を超

えた運動ネットワーク

が強化された。

2008年暮れにかけて

の「派遣切り」の横行

の中で、派遣法抜本改正の要求と運動は大きく盛

り上がって行った。

2008年12月の日比谷野音では緊迫した集会が開

かれた。そして、2008年年末から2009年初頭に

「年越し派遣村」が開催された。「年越し派遣村」

実行委員会は、派遣法の抜本改正をめざす労働組

合のネットワークと反貧困運動の活動家との合体

で構成された。派遣村は、労働組合運動と反貧困

運動との両方がなければ不可能な運動だった。派

遣村のその後の展開についてもどこかで書かなけ

ればならないが、ここでは横道に入ってしまうの

でやめておく。派遣法の抜本改正運動は、その後

も継続し、当時の民主党は選挙公約に掲げて政権

交代を実現し、鳩山政権が成立した。

細かい経緯は省くが、残念ながら派遣法の抜本改
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正は民主党政権下で挫折することになってしまう。

民主党政権下では、長期失業への対応として「第

二のセーフティーネット」の法整備などの成果も

あったし、生活保護の運用の改善は広まった。し

かしながら、派遣法の抜本改正の挫折とともに、

反貧困運動から労働運動が離れて行くということ

が起こってしまった。いっぽうで、全国的には貧

困は深刻化する状況は広がっているため、全国各

地に反貧困ネットワークが結成され、地道な運動

は広がって行った。また、「子どもの貧困」や

「住まいの貧困」などの分野別の反貧困運動はさ

まざまな広がりをもって発展している。しかしな

がら、「本体」ともいえる反貧困運動は、労働運

動が派遣法抜本改正の挫折をきっかけに反貧困運

動から離れて行ったことにより停滞を余儀なくさ

れている。反貧困運動を担っている運動体はいず

れも組織は小さく財政にも乏しい。大きな運動に

取り組む組織的な力量はあまりない。なので、労

働組合運動が離れてしまうと、そのまま運動の一

時的な停滞が生まれやすい。

労働運動が反貧困運動から離れた要因として、

労働運動における貧困問題への取り組みについて

二つの問題点があったと考えている。ひとつは、

派遣法抜本改正などの非正規雇用の法改正に限定

されてしまっていたという問題である。二つは、

貧困問題解決の課題が生活保護法の運用改善や第

二のセーフティーネット構築など社会保障分野に

限定されてしまっていたという問題である。

労働運動が法改正に関わって運動が展開できる

局面というのは、きわめて一時的な「幸運な状況」

である。日常的には、そういう状況にはまったく

ない。派遣法抜本改正運動で自民党政権を攻める

ことができた時期は、そういう意味で「幸運な状

況」だったわけである。その時期を過ぎれば、労

働運動の課題としては見えなくなってしまった。

また、社会保障の構築の課題は、労働運動にとっ

ても重要な課題ではあるが、労働運動本体の中心

的課題と認識されることはやはり難しい。

貧困問題への労

働運動の関わり方

の課題が十分に整

理されないままに、

反貧困運動の盛り

上がり、年越し派

遣村、派遣法抜本

改正運動が展開さ

れたと考えている。

では、労働運動は貧困問題に対して、どのよう

な課題で接近すればいいのだろうか。私は、賃上

げ闘争だと考えている。

貧困状態にある人の内の最大多数は、1200万人

近くの低賃金労働者＝ワーキング・プアである。

この低賃金労働者の賃金を上げることが貧困状態

をなくすときに最大の効果を上げるはずだ。

ところが、これまで反貧困運動と低賃金労働者

の賃上げ闘争とは結びついてこなかった。これは、

前述したように、労働運動が最低賃金大幅引き上

げを含む低賃金労働者の賃上げ闘争を中心課題と

位置付けて来なかったことと、それを貧困問題の

解決と認識して位置づけることがなかったことに

よると考えられる。

逆に言えば、こうも言える。労働運動が最低賃

金の大幅引き上げ運動も含む地域の低賃金労働者

の賃上げ闘争を職場の賃上げ闘争とも結合させな

がら取り組むことが広がって行けば、それは反貧

困運動とも新しいかたちで再結合させることが可

能となる。一時的に停滞を余儀なくされている反

貧困運動も、その再結合によって「再起動」させ

ることが可能となる。「反貧困運動の再起動」と

「新しい質をもった労働運動」の展開とは、日本

社会を底辺から変革する鍵になるのではないかと

考えているが、まだまだ議

論も実践も不足している。

多くの方々との議論と実

践とを積み重ねて行きたい。

簡単ではないが希望はある

と考えている。
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