
訴訟救助付与の申立を認められてひとつの課題を

クリアして臨んだ横田裁判闘争。 10月26日、第1回

公判が新潟地方裁判所高田支部で始まりました。傍

聴席で見守る小山委員長はじめ、組合員と地域の支

援者が駆けつけました。会社側は、丸山電機と東北

電力の代理人弁護士は被告席に着きましたが、ユア

テックは仙台本社から傍聴に出ていながら同じ仙台

に事務所を置く2名の代理人は姿を見せませんでし

た。

公判は、原告の身

元確認のあと、ユア

テックが求釈明で主

張する労災関係の資

料提出を原告に求め

てきました。

横田さんが同意したことで組合は、ユアテックの

事故報告書の提出と原告の資料提出はセットである

ことを11月6日付準備書面で主張しました。また裁

判官は、被告の主張を整理して提出することも求め

ました。そして今後のすすめ方について、口頭弁論

準備「電話会議」の形で行うことを提案してきまし

た。これは、会社側が遠方(仙台)云々の意見を受け

てのことですが、どのような形になるのか想定は難

しい中で、原告・被告の1名は同席できることや不

都合があれば公開に戻すと言われ、横田さんも特に

異議を申し出なかったことから次回は、非公開での

電話会議ということになり、組合としては、小山執

行委員長が横田さんに同席して対応することにして

います。

補足

弁論準備手続における「電話会議」
民事訴訟法

（弁論準備手続における訴訟行為等）

第170条 ～２ 省略

３ 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住していると

きその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴い

て、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所

及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話を

することができる方法によって、弁論準備手続の期

日における手続を行うことができる。ただし、当事

者の一方がその期日に出頭した場合に限る。

10月30日、第5回調査期日において、争点案「平

成28年10月18日から平成29年2月22日までの間、申

立人からの第4回団体交渉要求に対して、･･･中略･･

･不当労働行為は該当するか。」が示されました。

これに対し組合は、争点案の期間は、救済申立を

するあいだのもので、実際は今日まで団体交渉拒否

が続いている以上、それと整合をとるには期間を削

除するか「今日」までとするかの修正を求めました。

また、田中淳哉代理人が「えちごユニオン街宣活

動メモ」として出した証拠の昨年11月3日の備考欄

に「15：30頃、米山ＳＡ上り(新潟→上越)にて、ユ

ニオン5名(小山、横田含む)を丸山電機社員が偶然

目撃。」等と記載がありましたが、これについては、

憲法公布日の街宣行動(ユニオン使用の街宣車は、

新社会党のもの)を見誤ったもので、小山と横田は

乗車しておらず、報道された「三条新聞」の記事を

添付して準備書面で事実誤認を指摘しました。しか

し、田中代理人は、「会社が書いたものだから正確」

と強弁。組合は、田中代理人に対し、「弁護士とし

ての信用性はゼロで、資質を疑われて当然」と虚偽

主張に抗議しました。その後、新社会党からも当日

の乗員と小山・横田が同乗していないことの回答を

得て、それも証拠として提出しています。

いずれにしても、この事件の事実関係とその責任

を認めたくない会社の思いを忖度するあまり、弁護

士としてあるまじき態度を取り続ける田中代理人に

対し、労働委員会が不当労働行為の判断を早期に下

すように求めています。
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11月25日高校生平和大使帰国報告会上越市

12月02日第7回執行委員会･無料労働相談

12月08日12･8不戦を誓う市民の集い新潟市

01月06日第8回執行委員会･無料労働相談

01月23日平和運動センター憲法学習会新潟市

02月03日第9回執行委員会･18団結旗開き予定

丸山電機闘争

第1回公判始まる

－労働委員会闘争－

第5回労働委員会審査

新潟地裁高田支部(上越市)



安倍・小池が狙う「働き方改革」一括法案が9月

の労働政策審議会で「おおむね妥当」と了承され、

法案として国会に提出する道筋がつくられました。

その中身は、①労働基準法、② じん肺法、③雇用

対策法、④労働安全法、⑤労働者派遣法、⑥労働時

間に関する特別措置法、⑦短時間労働者の雇用管理

に関する法律、⑧労働契約法の各一部を一括して法

律改正を行うということです。

現行法の雇用対策法の基本方針は、「労働者の職

業の安定」「社会的地位の向上」「完全雇用」であ

り、建前であったとしても「労働者保護」を謳って

います。一括法案では、初めて法の目的に「生産性

の向上の促進」が加えられ、労働者の保護ではなく、

資本による労働と搾取の強化を法の原理・目的にす

ることが公然と掲げられました。改革案でいうとこ

ろの「同一労働同一賃金」とは、正規と非正規の待

遇に差があるのは当然とする前提のもとに、「不合

理な待遇」でなければよいとする「均衡待遇」、つ

まり、低いほうの賃金と比べて均衡していればよい

とするとんでもない同一論です。

また、「多様な就業形態の普及」とは、労働者の

団結権、団体交渉権、スト権、労働安全配慮義務、

労災補償を葬り去って、労働者は資本との「対等な

商取引の相手」とみなす個人請負の関係に変えてい

くもので、究極の労働組合絶滅の攻撃であり、労働

法制の根幹を破壊する180度逆の法律に変えようと

しています。

労働条件は、「労働者が人たるに値する生活を営

むための必要を充たすべきもの」という労働基準法

第一条の原則をしっかりと抑えて、絶対反対で闘い

ましょう。

新社会党ＨＰより(若干の手直しあり)

「格差をなくせ！最賃をドカンと引き上げよう！

最賃を一気に引き上げた韓国から学ぼう」最低賃金

大幅引き上げキャンペーン2017東京集会が10月28日、

東京港区の三田いきいきプラザで開かれました。

集会は、常葉大学准教授の安周永（あん・じゅよん）

さんの講演「韓国の最低賃金の大幅引き上げ実現

の運動的背景」のあと、若干の質

疑を行いました。

その後、各地の闘いの報告を受

け、最後に、河添誠さんが「最賃

大幅引き上げのために声を上げ続

けよう」と結びました。

【講演要旨】

韓国の最低賃金は全国一律で、その推移を見ると

確かに、今年は16.4％の引き上げが決まった。この

間の2006年から見ると、07年を除くと一桁であるこ

とから高率といえるが、文在寅政権の成立もあり、

長年の民主化運動の成果とも言える。短期の成果で

はない。最賃制度は1987年の民主化運動で導入され、

金泳三・金大中政権など進歩派政権の影響があり、

保守政権下の引き上げは国際比較の視点が大事だ。

韓国の最賃委員会は、労働代表、使用者代表、公

益代表がそれぞれ9人選出され、過半数による議決

で決まる。公益代表は雇用労働部長官の視線、大統

領の任命で政権の意向が反映されやすく、労働代

表は民主労総、韓国労総からの推薦で構成されて

いる。

大統領選挙では各党が期限の差こそあれ、最賃

の１万ウォンまで引き上げる世論の合意形成はで

きている。

企業別労働組合にアウトサイダー戦略があり、

社会勢力、非組合員を巻き込み世論を形成する運

動があり、17年６月30日には、最低賃金１万ウォ

ン、非正規雇用撤廃、労組活動の権利を掲げて社

会的全面ストライキが行われた。

韓国の運動から得られる示唆には次のようなこ

とが考えられる。①労働組合としての連携戦略、

②最賃連帯の役割として、社会の課題としての争

点化、③政党へのアクセスだけではなく、社会ムー

ドの形成の重要性、④共闘や連携のあり方につい

ての検討。
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安倍政権の「働き方改革」

絶対反対で闘おう
最賃大幅引上げキャンペーン東京集会に学ぶ
賃金引き上げの世論形成を

安周永准教授



学習コーナー ー百万人署名運動全国通信からー

労働運動の力で９条改憲阻止を

西山直洋さん(全日本建設運輸連帯労組・近
畿地方本部書記長、関西地区生コン支部執
行委員)

関生は産業別労働組合
今は組合の専従ですが、ミキサー車の運転手をし

ていました。関西生コン支部は1965年に180人でス

タートしました。当時は高度経済成長の時代で景気

は良かったのですが、建設・生コン・港湾・トラッ

ク関係は他産業と比べて奴隷的な労働条件で、主要

な現場にはヤクザも介在していました。警察の弾圧

もすごく、不当労働行為のデパートと言われるよう

なひどい状況でした。

われわれの組合の特徴は地域の生コン産業全体を

視野に入れた産業別組合です。企業別組合ではない。

企業別の労働者支配、分断攻撃と対決するには個人

加盟を原則とした産業別組合の方が闘えると最初か

ら考えてつくりました。

産業別の闘いの原理原則は簡単ですわ。会社は違

うけど、おんなじ仕事をしているのに働いている労

働者の賃金がなんで違うのか、賃金は一緒にしよう

となる、これは、労働者同士の分断攻撃をなくす役

割と、企業ごとの団結も深める役割があり、それが

できた段階で初めて、会社同士での生コンの価格の

違いも一緒にするべきだとなります。経営者は競争

して自分のところのものがいっぱい売れる仕組みを

つくろうとしますが、

絶対にそういう競争

はさせない。

組合の強さは闘い

で、そのことを会社

の経営者に認識させ

たらできるんです。

今は関生の組合員

は約1800名で、全自建運輸連帯労組の近畿地本には

関西クラフト支部、近畿地区トラック支部などがあ

ります。業種別に支部をつくっていて加盟者は2,50

0名くらいです。

労働者側は産業別労働組合として、交渉すべき内

容を事前に組合員から出してもらい支部が決定権を

持ち交渉します。例えば、生コンの価格をダンピン

グさせないということも政策的要求として交渉対象

ですわ。生コン業者の経営側は「大阪兵庫生コン経

営者会」をつくっていて共同交渉をします。生コン

業界も労働組合などと一定の関係を図り生き残って

いこうということです。「一面共闘、一面闘争」で

す。

正規・非正規を越えて
関生支部での正規職、非正規職の比率・関係です

が、業界では半分は非正規の状態になっています。

われわれは非正規を社員化する闘いをしますし、正

社員と非正規を分けるという考え方をしないですか

ら、正社員が１万円賃上げしたとなったら、非正規

の、日々雇用の労働者の日額賃金に換算して、500

円の賃上げをする。それを経営者にも認めさせる。

それを実施せいへんかったらストライキとなる。ス

トライキは労働者の最大の武器です。組合員と非組

合員を区別することもないです。なぜなら、非組は

賃上げしないとなったら、非組も組合に入るとなり

ますわ。そういう闘いはうちらだけではなく６団体

（連帯労組、生コン産労、全港湾、近圧労、建交労、

ＵＡゼンセン）統一要求と経営者会との共同交渉で

行っています。こういう産別組合は、いまは関西生

コン業界くらいでしょう。

うちの場合は賃上げの問題

も非正規の問題も下請け業

者の問題も全部交渉の中で

やります。

ストライキで闘う
いま、和歌山で攻防が起こっています。簡単にい

うと、ヤクザと関係する人物が生コン経営者として

業界に参入し、生コン価格のダンピング、安売り合

戦を仕掛けて、安定している和歌山県の生コン業界

を牛耳ろうとしています。彼らは労働組合に支配さ

れたら経営は生き残れないよとか言って、関生つぶ

しをやってきています。また、盆明けに組合を結成

した生コン工場に介入してきて傷害事件をデッチあ

げ、県警本部が組合事務所の家宅捜索や尾行をやっ

てきている。しかし、われわれは負けずに毎日50人

～100人の組合員が仕事を休んで支援行動を展開し

ています。

関工では「組合活動休暇」という内規を経営者側

と結んでいて、組合員が組合活動で休んだ場合は有

給休暇と同じ扱いにすることをだいたい確立してい

ます。組合活動保障は普通なら会社は「認められな

い」となるのだろうけど、われわれとの労使関係の

あり方やわれわれの行う産業政策活動を理解したか

らこそ認めているわけです。認めないところはスト
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ライキです。労働者と中小企業の敵は巨大資本で、

生コンの場合はゼネコンとセメントメーカーです。

労働者は搾取され、中小企業は収奪されるこの構図

は変わりないからこそできる構図であり闘いです。

組合活動で弾圧された

り、刑事事件によって懲

戒解雇があったりしたら

ストライキです。組合が

闘うということの意味や

意義を学習して自分たち

の闘いが正しいことをつ

かんでいくわけです。

組合は結成時から、搾取しやすい賃金体系（成果

配分、出来高払い、能率給等）ではなく、資格給、

住宅給、家族給、交通費手当などの賃金体系を闘い

取ってきました。賃金は闘いによって決めるべきと

いう考えで年功序列賃金は認めませんでした。1万

円賃上げしたら20歳の労働者も60歳の労働者も一律

1万円です。

私たちの「基本3本闘争」
うちの場合、基本３本闘争というのがあって、①

職場の経済闘争、②政治的な闘争、③思想闘争（教

育・学習）をやっています、そうして組合員の意思

が一致したときは当然ストライキを含む闘争方針を

決めて闘います。

武委員長は組合結成後、1966年に、アメリカのベ

トナム侵略戦争が激化していくのに抗議して、職場

で２時間のストライキをして解雇処分を受けました。

３年後に処分を撤回させて闘争を再建したという歴

史があって、政治的な闘争を一貫してやってきまし

た。今年の５月19日には関西生コン関連労働組合連

合会（6団体）は共謀罪の廃案を求めて時限ストラ

イキを決行しました。労働組合は政治闘争をしない

とあかんのですわ。韓国の闘い、民主労総の闘いを

みても労働組合がパククネ打倒やサード配備反対を

闘っています。

組合活動にとっても、弾圧との闘いに勝ち抜くこ

とにとっても、「学習」と「情勢分析能力」が力を

持ちます、組合では執行委員会だけでなく、各地域、

分会（職場）レベルで学習会をやるし労働学校もあ

る、労働組合の活動も直感や発想だけで対処できる

ものでは、ありませんし、今の社会情勢の激しい動

きにマッチした問題も学習しないといけない。ＴＶ

とか新聞とかを信用して行動したらとんでもないこ

とになりますから。

朝鮮半島情勢のとらえ方
安倍は今度の選挙で「北朝鮮の核・ミサイルの脅

威」を第一に掲げました。

マスコミもそのことを煽り立てていますが、われ

われは「『北朝鮮』と一切呼ぶな、そういう国はな

い」と言って、フルネームで呼ぶようにしています。

「共和国」という言い方もしています。僕はピョン

ヤンに３回行っていますし、韓国にも組合派遣で１

年半留学しました。朝鮮問題についての議論も学習

会でやっています。現地を見て判断するべきで、Ｔ

Ｖなどで流される一方的な情報で、あの国はこんな

国なんだとか言うのは議論すべき入口が間違ってい

ます。

「共和国」は社会主義の国で、資本主義国の目線

で資本主義の国と比較すること自体間違いだと思い

ます。国家の体制が全くちがう、金正恩は核やミサ

イルは自国の防衛のためと言っていますし、アメリ

カの核保有・核戦争自体が問題なのですし、米日韓

の強大な軍事演習こそが問題でしょう。朝鮮戦争以

来、アメリカは韓国にいまだに駐留したまま、どん

な敵視攻撃をしかけているかを知らずにまた、日本

政府がいまだに朝鮮植民地侵略の賠償責任を果たし

てないのを知らずに何で共和国を悪と決めつけて戦

争を煽る必要性があるんや。

朝鮮半島の「平和的統一」にとっても、民主労総

のすごい闘いがカギを握っていると思いますし、日

韓の労働者が連帯して階級的団結をつくって、朝鮮

半島の戦争の危機に立ち向かっていくことが大事だ

と思っています。

うちらは沖縄の基地撤去にも取り組んでいます。

組合で名護市内にマンションを借りて常駐者を置い

て沖縄闘争を闘っています。現地闘争団として「い

ま沖縄で起きていること」という表題で記事や写真

を組合のホームページに載せています。5.15闘争な

どで沖縄に行けば、誰しも沖縄のことを自分の身体

で感じ、沖縄の人たちの「沖縄には憲法はない。９

条はない」という切なる実感を共有して辺野古新基

地建設反対を闘う。その積み重ねが沖縄と連帯する

道だと思います。

以下略
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