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定期大会へのカウントダウンと社会の現状 
書記長  寺尾 そのみ 

  

管理職ユニオン・関西を持続させていくために 
既に日程をご案内しているように、本年１１月２７日（日）午

後に管理職ユニオン・関西（ＭＵ関西）の第２７回定期大会を開

催します。正式な開催通知は改めて来月以降に出します。 

ＭＵ関西は現在代議員制をとっていませんので、正組合員で資格停止等になっていない

人は全員参加と議決の資格があります。労働組合法と規約に定められた重要なものですか

ら、万障繰り合わせて参加してください。 

大会では今年度の活動方針と決算報告を振り返り、来年度の活動方針案と予算案を検討

します。役員・執行委員の選挙/信任と、そして何よりも労働組合にとって大切な年間スト

ライキ権確立の投票もします。 
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昨年の大会で仲村執行委員長、寺尾書記長の新体制となり、ＭＵ関西の

次世代を見据えた歩みがスタートしました。組織を持続させていくために

は、これまでのように『管理職ユニオン・関西』の看板だけでは通用しま

せん。現組合員は高齢化していきます。「管理職」というポジション自体

が消滅傾向にあり、加入者が倍々ゲームで増えるということは望めず、高

額カンパにつながるような大型争議の解決は、当面ありません。 

となると、従来からＭＵ関西が組織化の対象とするべき層でまだリーチできていない主

として中高年正社員管理職（男性）労働者を、より深掘りしていくと共に、そこに存在す

る女性/性的少数者・高齢者・障碍者・外国籍労働者に対して、敷居の低い組合として活動

するにはどうすれば良いか…。看板頼みではなく、地域や活動テーマの近い友好労組との

連携を強めていくためにどのような取組みができるか…。検討課題はたくさんあります。 

さらに、組合員の皆さんの貴重な組合費が収入の柱ですから、財政を点検して無駄な支

出を抑え、効率の良いお金の使い方を意識していかなければなりません。ただしそこは、

市場原理主義・利益至上主義の企業マインドとは違う、労働組合の相互支援・連帯の関係

性を大切にしながら…ということになりますが。 

そういう方向性を決める重要な大会となりますので、ご参加をよろしくお願いします。 

   

国葬と穀倉、そこで労働組合は…  

元首相の「国葬」が９月２７日に強行される見通しであることを巡り、各地でさまざま

な反対運動が取り組まれています。ＭＵ関西は「各組合員の政治信条は自由」としていま

すので、団体として意思表明はしていませんが、これが人の内面に踏み込んで弔意の表明

を強いる惧れがあること、総額いくらになるかもわからない費用を、法的な根拠も無いの

に税金から支出することについては、労働組合として甚だ疑問に思います。会社で言えば、

引退した元会長の社葬に無給で強制参加させ、その費用を勝手に、バイト・パートであろ

うと給料から天引きするに等しい行為ですから。 

 もう１つは世界の穀倉地帯であるウクライナ情勢です。ロシアとの戦争が長期化し、市

民の犠牲が増え続けています。農産物の価格は高騰、これまでカツカツで輸入していたア

フリカの貧困国にも深刻な影響が出ています。日本でも食料品は軒並み値上げ（サイズダ

ウンを含む）となり、やはり非正規・不安定雇用の低賃金労働者の家計を圧迫しています。 

 いくら富裕層が高級食材を使いまくって豪華な食事をしたとしても、毎回三升メシは食

べられません。人間が日々必要とするカロリー・栄養には限度があります。が、その最低

限に事欠く人や家庭が増え続けているのです。 

労働組合という大きな枠では、一方で大企業高級取り飽食状態にある正社員が組織され

る組合と、生活保護申請や炊き出しが活動の中心にならざるを得ない小さなユニオンとの

格差は、残念ながら歴然とありますし、同じ組合の中でさえ貧富の差が分断を生む原因と

なり得ます。組合の仲間同士がお互いの状況・環境に想いを致してこそ、本当の団結・連

帯が可能になるはず。そのような視点も持ちながら、共に来期のＭＵ関西の方向性を探っ

ていこうではありませんか。 
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仲間の職場では…   
 

◆株式会社アミューズ２４〈Ｍ･Ａ さん〉 

 兵庫県の介護施設に管理職として入社しましたが、一方的にパワハラ加害者とされて降

格・減給・配転。８月１９日（金）に姫路の奥のほうの会社事務所で団体交渉をしました。 

 近頃ＳＮＳでトレンド入りした与党国会議員のポスターが壁に貼られた会議室に通さ

れ、程無く会社側として代表取締役の安積進氏の他に取締役と社労士が出てきました。 

管理職ユニオン・関西では、原則的に社労士が団体交渉に同席して会社側に助言/指導等

をすることは認めていますが、交渉相手とは見做していません。それを巡ってひと悶着。 

勝手に発言する社労士は、団交が始まって間も無いうちから、裁判するしか無いという

ようなことを言い出す始末。交渉で協議を尽くしてお互いに歩み寄り、解決策を見出すの

が団交なのに、最初から何ということを言い出すのやら!? 社長はさすがに経営者の見地

からその発言について「勇み足」とリカバーに努めましたが、団交の終盤にもまた社労士

が、組合のホームページ記載の WEB機関誌のアミューズ２４社とは無関係な他の組合員（と

その会社）についてゴチャゴチャ言い始め…。これは労組法の不当労働行為（支配介入）

にあたります。 

 とにかく整理するべき事が山積のケースですが、Ｍさんの体調に配慮しながら交渉を進

めていきたいと思います。 

※なお前号の『新加入の仲間』のコーナーで、「加入通知送付後に社長から直接Ｍさん宛

に文書が発せられる…」と記載しましたが、Ｆａｘの誤送信等もあり、会社が加入通知受

領後に直接本人に文書を送付することは時系列的に不可能であったことが判明しました

ので、お詫びして訂正します（３０４号のＷＥＢ機関誌は該当箇所を削除しました）。 

 

 

新加入の仲間 

 

Ｋ･Ｍ さん  株式会社プラチナリンク 

 ハローワークの紹介状で『ＣＳプロフィットマネジメント』という会社へ

面接に行き何度も面接を受けたにも拘らず、そこでは採用しないということ

になり、新大阪のビルの同一フロアにある別の会社で働くことに。業務内容

も役員構成もほぼカブっているのに「取引先」と言い張る不思議…。 

 就労先のプラチナリンク社では紹介状に書かれた必要な配慮を拒否され、適性や経験に

合致した職種ではなく製造現場へ派遣されたりした挙句、「来月以降の就労先を探せ」と命

じられ、ギリギリのタイミングで組合加入となりました。９月第２週に団体交渉を予定し
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ていますが、プラチナリンク社は「雇用の終了が団交の前提」と、ワケのわからないこと

を言ってきています。労働局への申入れも絡めて、組合活動を展開します。 

 

Ｙ･Ｙ さん  株式会社ヒューマン・ブレーン 

 全国展開している中堅どころの学習塾です。定年退職を目前に、会社規定の再雇用制度

ではなく異なる形態での就労継続を希望していたＹさんですが、会社がそれを受け容れず、

このままでは８月末日を以て雇用関係が無くなってしまうという危機に。ギリギリ８月２

９日（月）に団体交渉をすることができました。 

 経営者との長年の軋轢に由来するお互いの感情的なものや、職場で慣習的に行なわれて

きたこと等、団交の冒頭は腹の探り合いみたいな感じでしたが、会社代理人の弁護士のサ

クサクした進行もあって、どのような形態にせよ９月以降も雇用するという方向を確認し

ました。今後は労働条件を詰める交渉をします。 

 

塾/予備校の業界からは相談が相次いでおり、非公然（会社に対して組合加入を通知して

いない段階）のメンバーや、大きな仕掛けを構想中のメンバーもいます。これからの活動に注

目してください。 

管理職ユニオン・関西 YouTube も、委員長仲村さんによる『塾業界』三連発です。 
 

https://www.youtube.com/channel/UCK6Z6gqwudOLnj5J625eOjQ 
 

是非ご覧ください。                             

 

 

Facebook も随時更新しています。併せてよろしくお願いいたします。 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083080971406 

 

 

 

  

● 大阪労働者弁護団の書籍紹介 ● 

 労働組合法第７条に規定された不当労働行為（不利

益取扱い・団交拒否（不誠実団交）・支配介入）が行

なわれたとき、組合は労働委員会への救済申立をす

ることができます。現在大阪府労委→中労委と闘っ

ている日本フッ素工業の仲間をはじめ、ＭＵ関西で

もこの制度を活用してきました。この制度の使い方

について書かれたガイドブックを、先日の交流会で

入手しました（しかも補遺付き）！ 

組合事務所に置いてありますので、必要な人・興味

のある人は活用してください。 

個人的に購入したい方は弁護団の H/P をご参照く

ださい。 
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ＮＥＷ 悪口雑言罵詈讒謗    第１１号  

ジェンダーギャップ指数  

副執行委員長  稲岡 宣男 
   

  

男女格差の解消が経済発展に寄与されるとされているグローバル・ジェンダーギャッ

プ・リポート(世界男女格差報告書)の２０２２年版が世界経済フォーラムから発表された。 

 ２０２２年版では、本邦のジェンダーギャップ指数(ＧＧＧＩ)は、１４６カ国中１１６

位となっている。さらに底辺の日本は、数値に出ない多くの差別も存在している。 

 Ｇ７のドイツは１０位、フランスは１５位、イギリスは２２位、カナダは２５位、アメリカ合衆国は２７

位、イタリアは６３位で、日本は主要７カ国で最下位である。 

 ジェンダーギャップ指数は、「経済的参加と機会」「教育達成」「健康と生存」「政治的エ

ンパワーメント」の指標で成り立っている。 

 本邦では「政治的エンパワーメント」(１３９位)、「経済への参加と機会」(１２１位)が

大きく遅れている。世界の全体的な傾向は、産業界リーダーシップは３６．９パーセント

へと着実に増加している。政治のリーダーシップにおいても、１６．１パーセントと倍増

している。 

 同じく、議会における女性の世界平均シェアの２２．９パーセントに上昇している。日

本の衆議院では女性比率は９．７パーセントにとどまっている。 

 さらに、コロナ禍の影響もあり、世界全体の傾向で、労働力参加におけるジェンダー平

等は２０年以降悪化している。 

 ２０２２年には、労働力の男女平等は６２．９パーセントであり、指数は最低のレベル

となっている。女性の労働への参加を阻む大きな原因はケア(無償で行われる子育て、介護、

介助、家事)の女性へ偏りである。世界の生産年齢人口の５４パーセントを占める３３カ国

の２０１９年のデーター分析では、全労働の中でも無給労働に費やされる時間の割合は、

男性の場合は１９パーセントだが、女性の場合は５５パーセントであった。 

 しかし、ジェンダーギャップ指数のような指標や順位だけに注目してはならない、数値

に表れにくい差別や抑圧に関心を持つことが重要である。故安倍晋三・元総理大臣は、ジ

ェンダー研究や女性運動、制教育へのバッシング(バックラッシュ)の先頭に立つ政治家で

あったが、他方では「女性活躍」の推進を声高に唱えていた。数値目標ばかりに目が行く

と、女性を都合よく経済利用することと「格差の解消」が混同されてしまう恐れがある。 

格差の解消は、指標や順位へのこだわりだけではなく、女性たちの差別や抑圧の抗する声

が響き、その声が聞こえる社会を築いてこそ達成されるのである。実効性のある差別解消

に向けた法律制度などの実現が重要である。 
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 組合員交流会/ 

映画上映会  

映画を観よう！ 

「タクシー運転手～約束は海を越えて～」 
（原題: 택시운전사） 

 

日時：９月１６日(金) 午後７時～２時間程度  

場所：管理職ユニオン事務所 

 

〈解説・あらすじ〉 

 第９０回米アカデミー賞外国語映画賞韓国代表作。韓国で２０１７年ナンバ

ー１大ヒット作であり、動員１，２００万人突破している。韓国現代史上、最

大の悲劇となった１９８０年の光州事件の実話に基づく映画で、戒厳令下にも

関わらず事件を取材に来たひとりのドイツ人記者と彼を乗せたタクシー運転手

の物語。市民による光州民主化運動に対し、戒厳軍は武力を行使、１５４人が

亡くなった。映画では、ソウルのタクシー運転手キム・マンソプは、通行禁止

時間までに光州に行ったら１０万ウォン払うと聞き、ただ高額な運賃を得るた

め、英語も分からぬままドイツ人記者のピーターを乗せ光州を目指す。そして、

時間ぎりぎりでキム・マンソプは機転を利かし、検問を潜り抜けて光州へと入

ることに成功する。そこでピーターは軍による暴虐を目撃し、その事実を全世

界に発信するため撮影記録を持ち帰ることを使命として決意する。キム・マン

ソプも、光州での人々との出会い、そして凄惨にも次々に死んで行く彼らを見

るうち、次第にピーターの使命に共感するようになる。後半、キム・マンソプ

は、ピーターのカメラを没収しようとたくらむ政府の差し向けた追手とカーチ

ェイスを繰り広げながら、ピーターを国外脱出させるためソウルへと向かう。  

 

製作：２０１７年〈韓国〉１３７分、監督：チャン・フン、脚本：オム・ユナ 

配給：クロックワークス 

 
ＱＲコードを読み取って頂きますと、この映画の予告編をご覧になれます。➡  
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「ＩＲ・カジノ」問題を 来春「統一選」の争点としよう！ 

８・２６「カジノを止めよう討論集会」を開催 
 

８月２６日（金）１８時３０分より、天満橋「エル

おおさか」大会議室において、開催いたしました。コ

ロナ感染の高止まり、また、長期の「住民投票請求運

動」など大変お疲れの中でしたが、７０名の方がご参

加いただきました。ありがとうございました。 

集会は、桜田照雄さん（阪南大学教授）より、ＩＲ・

カジノを大阪に誘致させないために、どのような課題で運動を進めるかについて、法律論、

カジノ法に基づく事業者の諸問題、カジノ行為自体の違法性、事業者の求める採算性、融

資する銀行への対策、大阪府市の財政問題、立地「夢洲」の諸問題などについて問題提起

をいただきました。 

さらに港湾労働組合から国分仁昭さん（全港湾大阪支部副委員長）が大阪港で働く港湾

労働者は「カジノ」に反対して闘う、とのアピールも受けました。 

その後会場討論に入り、延べ１０名を超える方から貴重なご意見をいただきました。 

「カジノ」問題は大阪の未来を決める重大問題であり、大阪府全体の課題とし、来春の

統一選で知事・市長選や議員選の最大の争点とできるように、今から各地での運動の再構

築に向けて前進しようとの意志を共有できたと思います。議論の不十分な点は、今後の運

動の中で議論を深めて具体化を図る必要もあります。 

また、活動へのカンパも皆様から熱いご支援をいただきました。感謝いたします。以上、

とり急ぎのご報告といたします。 

                どないする大阪の未来ネット 事務局 馬場徳夫 
 

 

学習会 大阪カジノ計画に反対する     
 

上記で「夢洲カジノ誘致反対運動の政治経済的意義」について講演された馬場徳夫さん

を迎えての学習会を、管理職ユニオン・関西事務所にて開催します。 

カジノが大阪市財政を食いつぶし、港湾を運営する「港営事業特別会計」を破綻に追い

込み、国際貿易・商業港としての「大阪港」をつぶすばかりか、大阪経済をでたらめな博

打経済に変えてしまおうとする「維新の政策」を暴きます。そして意見交換をします。 

組合員の皆さん！ 学習し、維新政治に対抗するカジノ反対運動を広げましょう！   

お 話   馬場徳夫さん（どないする大阪の未来ネット） 

日 時   ２０２２年９月１７日（土）１４時～１６時 

場 所   管理職ユニオン・関西 事務所 
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   ９月 １０月 活動予定     

月 日 曜日 内    容 場 所 時間 

９ ３ 土 機関誌３０５号発行作業 協力ください ユニオン事務所 12:00 

 ３ 土 ＣＵ関西ネット東リ記念シンポ エル大阪 708 14:30 

 ８ 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 12 月 
大阪労働学校ｱｿｼｴ講座「社会運動と社会教育」 

第３回 戦後の京都人文学園 講師 奥村旅人 

協同会館＆ 

ＷＥＢ 
11:00 

 12 月 リソー教育･スクール Tomasと団体交渉 ※連絡ください 15:00 

 13 火 関生裁判＆反弾圧集会 大津地裁 13:00 

 16 金 映画会『タクシー運転手』 ユニオン事務所 19:00 

 17 土 執行委員会 ユニオン事務所 10:30 

 17 土 
学習会「大阪カジノを止めよう」 

お話 馬場徳夫さん（どないする大阪の未来ネット） 
ユニオン事務所 14:00 

 22 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

10 １ 土 機関誌３０６号発行作業 協力ください ユニオン事務所 12:00 

 4 火 山田コンサルティンググループ裁判 大阪地裁 WEB 13:30 

 ６ 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 13 木 関生裁判（武前委員長他） 京都地裁 10:00 

 14 金 日本フッソ工業中労委命令取消 行政訴訟 東京地裁 10:00 

  15 土 
執行委員会（※コミュニティユニオン全国ネッ

トワーク交流集会のため日時変更の可能性有） 
ユニオン事務所 10:30 

 15 土 新入組合員学習会 ユニオン事務所 14:00 
   ※団体交渉に参加できる組合員は連絡ください  

 

管理職ユニオン・関西の定期大会は11月２７日（日）午後です！ 

皆さん、今から予定を空けておいてください。 〈会場はＰＬＰ会館を予定〉 

 

 

福田村事件をご存じですか？      写真は朝日新聞より 

今号機関誌の発行日は９月３日、一昨日１日は関東大震災から９９

年目でした。デマによって多くの朝鮮人が惨殺されたことは、さまざ

まなかたちで記録されていますが、間違って殺された日本人の行商集

団がいたことを伝えるものはほとんど残っていません。 

千葉県の旧福田村で起こったこの悲劇を映画化する取組みが始ま

っています。来年の百周年に公開予定、監督は森達也さん（オウム事件後の信者を追った『Ａ』、

『Ａ２』、東京新聞の望月衣塑子記者に密着した『ｉ新聞記者ドキュメント』、ＴＶでは『放送禁止

歌』等）、田中麗奈さん・井浦新さんらが出演します。撮影は京都太秦、滋賀県でのロケが予定さ

れていて、脚本で参加している井上淳一さんが寺尾の知人ということもあり、エキストラ募集の協

力を依頼されました♪ ノーギャラで交通費も出ませんが、興味のある方はお知らせください。 



9 

 

 

  



10 

 

 


