
県労働委員会の審問を終えて

申立人 － 江渡績

７月22日の第６回審問で、全ての審問が

終了しました。それに先立って７月15日締

切りの最終意見陳述も私と補佐人、代理人

の４人で分担して書き上げ、提出しました。

申立て以来９カ月余り。ようやく一区切り

つき、ひとまずほっとしているところです。

私が申し立てた本事案は大きな反響を呼

び、多くの方々の注目と支援が集まりまし

た。近畿各地から郵政職場を中心に立場や

グループをこえて毎回２０名を超える傍聴

者が駆けつけてくれ、東京からも４・２８

被免職者で職場復帰を勝ち取った神矢さん

が２回も来てくれました。５回の審問での

延べ参加者数は１２０名を超えています。

またカンパも多く寄せられ、労働委員会

闘争を力強く支えて頂きました。多くの皆

さんのご支援に、心よりお礼申しあげます。

ワンフロアー突破の不当労働行為

周知のように本件事案は、07年10月の郵

政民営化を挟んで加古川局で行なわれた、

建屋１階２階に分かれていた集配課を１階

部分に集約するワンフロアー化問題を背景

に行なわれた、梅澤支店長（当時）の不当

労働行為を断罪する闘いとして闘われまし

た。

07年９月13日の窓口説明、19日の局労使

推進委員会での質疑では当局は、「各班の

面積や通路幅がどれくらい狭くなるのか」

という質問にまともに答えられませんでし

た。当初窓での「せいぜいタイル１枚分30

センチの減少」は少し検討すればたちまち

嘘がばれる、いい加減な説明でした。私は

この時から当局は強行の意志を持っていた

と思っています。

改めて総面積の比と各班毎の面積を図面

で提示する約束となりました。そして10月

１日の民営化の大混乱に突入し、その混乱

のさなかに役員は年繁要求の提出準備に取

りかかりました。

何時までたっても総面積の数字を書いた

図面が提示されない中、12月12日には年繁

明けのワンフロアー化を前提としたレイア

ウト変更が行なわれるに至ります。役員は

急きょワンフロアー化問題の要求書を作り、

18日に提出。22日昼休みに異例の早さでこ
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郵政職場から労働運動の再生を！

１０月２５日集会 神戸市勤労会館 13時

09.2.24第４回審問

総括集会で発言する神谷さん

しも、反動決定なら中労委において断固闘

う」と提起されました。

支援に駆けつけた郵政労働者からは「長

田局の非正規労働者の組合が二度目の労働

委員会提訴を行っています。是非この皆さ

んと連帯をしてほしい。統一戦線の拡大を

図ってもらいたい。郵政労働運動の再生へ

可視化を図ってもらいたい」「強制配転に

反対する会が呼びかける闘争にきちんと参

加して行こう。」「中労委へはぜひ提訴し

てほしい」との意見がありました。

さらに元郵政労働者からは、「この闘い

は現場労働者に依拠したことに意義がある。

労働委員会報告集会を現場労働者から声が

上がってくるような集会として是非設定し

てもらいたい」と発言がありました。

関西合同労組の石田委員長からは、「中

小の労働組合にとっては、労働委員会はき

わめて重要な闘い。

解雇撤回や不当労働

行為の救済に、労働

委員会の闘いが不可

欠なものです。ここ

にこだわりたい」と

労働委員会を勝利し

ていく重要性が述べ

られました。（M・T）
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集会呼びかけ人

申立人 江渡 績 （前ＪＰＵ加古川分会長 ）

代理人 北川 敏雄 （元東灘郵便局解放研）

補佐人 浦田 裕文 （郵便事業会社加古川支店）

補佐人 力士 和也 （郵便事業会社加古川支店）

補佐人 本多 敏美 （郵便事業会社長田支店）

補佐人 力石 俊次 （「人事交流に反対する会」）

補佐人 小倉 崇男 （郵政労働者ユニオン灘分会）

補佐人 辻本 靖紀 (関西合同労組 関トラ分会）

補佐人 宮崎庸人

（関西合同労組）

加古川郵政事業事件と西谷労働法の意義につ

いて

今回補佐人を引き受けて、組合掲示版や組

合事務所などのいわゆる便宜供与問題をめぐ

る不当労働行為事件の論点や判例を調べてみ

ました。 そこで郵政職場を巡る、便宜供与

の多くの事例にぶつかりました。

昭和郵便局（６７年）新宿局損害賠償事件

（７９年）国分寺郵便局（６７年）仙台局

（６２年）静岡郵便局などなどです。

（甲３０号の西谷労組法からの抜粋引用に

事件名の紹介があります）

この便宜供与をめぐる闘いは、全逓が職場

支配権を巡って当局や第二組合攻撃と闘った

歴史としても浮き上がってきました。

こうした全逓はじめ戦闘的労働運動(多くは

民間)を背景に西谷敏労働法理論は便宜供与を

国有財産を侵害する「無名契約」、労働組合

の「占有権」「利用権という私権の発生」と

まで押し広げ、「使用者の受忍義務」論をさ

らに拡張し労働組合の権利をたかめたのです。

今回の加古川事件は民営化後全国でおそら

く最初の県労働委員会でしょう。

この最初の労働委員会で、くしくも、全逓

の闘いの歴史でもあった便宜供与問題を再び

争うことになり、この中で西谷理論を復権し

て本格的に争った意義は、意義深いものでし

た。09.6.2第４回審問総括集会

で発言する酒井さん



の要求書への「回答」がありました。

延期を求める力士正窓に中嶋総務課長は

言下に拒否し、「予定通りの年繁明けワン

フロアー化を行なう」と宣言、窓は決裂し

ました。

役員や機関紙へ処分攻撃がおそいかかる

この窓決裂以降、支部と分会の役員に相

次いで挑発的な処分攻撃が襲いかかります

そして梅澤支店長のやり方を批判した「躍

動」への禁圧攻撃がエスカレートしていき

ました。窓決裂以降３回出された「躍動」

にたいして、「これ以上会社批判、支店長

批判をするなら、組合掲示板と組合事務室

の便宜供与を中止する」との最後通告が２

月21日の窓でなされました。便宜供与中止

の恫喝で分会の路線転換をあからさまに要

求してきたのです。典型的な支配・介入の

不当労働行為そのものでした。

08年５月、安全衛生委員の高住さんに

「右手拳を振り上げ支店長を威嚇した」と

デッチあげの理由で戒告処分が出されまし

た。私は高住処分を見て「何とかして梅澤

支店長の横暴に歯止めを掛けねば」と労働

委員会申立てを決意し、分会内での討論を

組織しました。しかし私の提案は少数の意

見にとどまり、やむなく個人申立てとなり

ました。

渾身の最終意見陳述提出

前置きが長くなりました。15日に提出し

た最終意見陳述は４章構成で、第１章は主

に審問で明らかとなった事実の列挙で村田

さんが担当。第２章－１は「躍動」への支

配介入の不当性について私が担当。第２章

－２は処分の不当性で北川さんが担当。江

渡が少し加筆しました。第３章は理論面の

補強で補佐人の宮崎さんが担当。そして最

後の４章は労働委員会審問のあり方への批

判を江渡が書きました。「最終審問の時に、

是非審問のあり方への抗議を表明するべき」

と代理人の北川さんからの要望があり、そ

れが唐突にならないように陳述に書き加え

たものです。

私が書いた部分についてすこし説明しま

す。ワンフロアー化をめぐる当局の不誠実

な対応と嘘を、当局書証（乙号証）を使っ

て暴露しました。ワンフロアー化によって

総面積比が60％となることも、乙号証の図

面を使って解明しました。この「６割化」

を徹底して誤魔化すことが当局の当初から

の狙いであることを断罪しました。

北川さんは高住・永井・江渡３役員への

処分の不当性を怒りを込めて断罪しました。

特に白眉は高住さんへの処分が梅澤支店

長の挑発とでっち上げであることを、本田

１集課長の陳述書を詳細に比較して明らか

にしたことです。ちなみに正直にありのま

まの事実を書いた本田課長は姫路のＪＰＥ

Ｘに飛ばされました。ひどい仕打ちではあ

ります。

宮崎さんは労働法学者・西谷敏（近畿大

法科大学院）教授の書いた労働法理論をも

とに２月に準備書面４を書いてくれました

が、今回の第３章では審問を通して明かと
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１階に集約され、ガランドーのママ

の２階の集配課 跡床

ワンフロアー化強行でおよそ半分に

狭められた集配課各班

なった事実に基づいて当局の支配介入の不

当性、悪質性を説得力豊かに展開していま

す。労働委員会闘争を打ち出した分会声明

を『躍動』485号（6月3日付）に掲載しまし

た。この485号に対する、６月11日の窓での

やりとりを書いた松本副窓のメモを元に、

これが当局の明白な不当労働行為意志を示

すものとして断罪しました。

支部統制を乗り越えて

旧ＪＰＵ東播支部は昨年の最後の執行委

員会で、加古川の労働委員会申立てについ

て反対する決定を行ないました。この８・

２２決定が分会内の討論を重く縛り、とう

とう私の個人申立てとならざるを得ません

でした。私には「分会ニュースの問題で労

働委員会に個人申立てを行なうことは組織

の私物化である」との批判がなされました。

傘下の分会が当局からこんな攻撃を受け

ているのなら、本来支部が責任を引き受け

て闘うべきではないでしょうか？

最低でも「支部としてはできないが、申

立てるなら陰ながら支援する」と対応すべ

きでしょう。闘おうという分会内の声に水

を掛けるとは本末転倒です。

私はワンフロアー化の時も、一連の処分

の時も分会長でした。支社の意を受けたワ

ンマン支店長にワンフロアー化を強行され、

処分を乱発され、なす術がありませんでし

た。せめて一矢を報いたいと必死の思いの

労働委員会闘争でした。

民営化の暴風雨を経てなお、郵政現場で

は闘いが続いています。控訴棄却に屈せず

労働運動の再生を訴える酒井さん、損賠裁

判を闘うヒゲ裁判の芝さん、長田の郵政非

正規ユニオンの闘い、そして郵政労働者ユ

ニオンの松田満矢さんの闘い等々。私も今

後、こうした方々とスクラムを組んで、と

もに労働運動の再生へと微力ながら進んで

いくことをお誓いして、お礼の言葉と致し

ます。 (了)

７月２２日労働委員会は、最終陳述を提

出し第６回審問を３０分で終えました。

命令は、１２月に予想されます。

最終審問で労働委員会に抗議

審問を終えるに当たって、代理人の北川

敏雄さんから、労働委員会の姿勢について

抗議の意見陳述を行いました。（陳述全文

は「躍動」501号に掲載）

形式的な平等は実質的不平等です。国家

機関の一翼をなしていて民営会社になった

郵政当局と、現場労働者では力関係が天と

地ほど違います。「現場労働者が必死に書

いた陳述書の証拠採用を勝ち取るために丸

一日の折衝を強要されたのは不当だ、会社

側の唯一の証人である梅澤への反対尋問の

時間が主尋問と同じであるというのは、反

対尋問の権利を奪う不平等だ」と主張しま

した。

国家公務員だった時代の人事院公平委員

会審査の時には主尋問の２,３倍の時間が認

められていた。もしも主尋問が「書証のと

おり」として０分で終わったら、反対尋問

の機会が奪われることになる。このような

不平等は許せないと一同は抗議を行い審問

最後の意見としました。

労働委員はきわめて事務的に議事を進め、

一体申立人の意見を聞いているのかと怒り

を覚えます。書証の文言の訂正などを行っ

た後、労働委員会が審問を終結すると宣言

して終わりました。

審問会場で総括集会

審問終了後、そのまま総括集会が行われ

ました。

江渡さんや北川さんから総括的提起があ

りました。「労働委員会の労働者救済機関

としてのありように疑問がある。組合機関

紙の変節を要求した明白な支配・介入事件

であり、勝利命令でなければならない。も
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