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都労委平成 30年不第 15号不当労働行為救済申立事件 
申立人	 	 東京南部労働者組合 
申立人	 	 松	 浦	 	 	 聡 
被申立人	 公益財団法人日本知的障害者福祉協会 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 

準備書面（1） 
 

2018年 5月 8日 
 

東京都労働委員会	 御中 
 

申立人	 	 東京南部労働者組合 
執行委員長	 	 池	 永	 真	 二	  □印 

 
申立人	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   松	 浦	 	 	 聡 	 ○印 
 
 
 

被申立人の 2018年 4月 3日付「答弁書」に反論します。 
	

	

第 1	 被申立人協会事務局長の団交出席拒否による不誠実団交についての答弁書へ

の反論	

 
第 1段落から第 3段落の 合理的理由が存在する 又は 合理的根拠を示している という

箇所については否認する。 
被申立人（以下、協会という）は第 3回団体交渉において、（被申立人協会末吉事務局長は）

所用で本日は欠席をします と述べた【甲 10号証】。 
申立人（以下、組合又は松浦組合員という）は 2013年 4月の就業規則変更の経緯及び同年

4 月 1 日の職員会議 事務局調整会議 で起こった末吉事務局長（当時は事務局次長）の申立

人松浦組合員への暴行・暴言・吊るし上げ行為等の事実確認を団交議題としていたことから、

組合は第 4 回の団体交渉開催要求書において、第 3回団体交渉を欠席した末吉事務局長の出席
を要求【甲 12号証】したが、太田常任理事からの回答メールでは 末吉事務局長は、当分の間、

協会として団交出席者に加えることを予定していません との回答だけで、その理由を明らか

にしなかった【甲 13号証】。 
第 4回団体交渉以降、協会が末吉事務局長を出席させない理由について、組合が問い質して

も、職場で起こった問題をあたかも松浦−末吉間の個人的な争いであるかのように矮小化したり、
団体交渉は個人を追及する場ではない、糾弾するような状況には臨ませられない【甲 31 号証】
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と回答するなど、正当な団体交渉権の行使を、独自解釈で身勝手な主張を行うばかりであった。

又、第 1 回団体交渉では次回団体交渉で、お互いの事実経過を文書で提出し合うこととし、第
2回団体交渉では当日に交わされた双方の事実経過文書【甲 4号証】【甲 5号証】について検討
するための時間が必要という当時の協会顧問弁護士の提案により、当該文書を基にした実質的

な話し合いは行われなかったにもかかわらず、両者の主張は平行線であるとも協会は主張した。

さらに、末吉事務局長を団体交渉に出席させないのは協会の結論であると根拠を示さず言い張

る【甲 16号証】など、協会の主張する理由や根拠は、組合を納得せしめるだけの合理性を有す
るものではない事は本より、真摯に説明を尽くそうという姿勢であるとは言い難いものであっ

た。 
 
第 4段落の太田常任理事が 当時のやりとりに関しては職員らから聞き取りを行うなどして

把握しており については不知。その余は否認する。 
組合が主に団交議題としている 2013 年の就業規則変更時には太田常任理事は協会に在籍し

ておらず、協会職員らからの又聞きではなく、当時その実務に携わり、団体交渉の場で的確に

回答できる人物として、組合は末吉事務局長の出席を求めてきた。協会の規程である 事務局

組織及び事務処理規程 【甲 15 号証】からも、常任理事はその任にはあらず、当時の事情を知
悉し、就業規則等について専決事項を有する事務局長が団体交渉に出席しなければならないこ

とは明らかであることを抗議文【甲 14号証】の中で根拠として示している。又、組合は太田常
任理事が団体交渉に出席すること自体は忌避していない。 

 
第 5段落から第 6段落は否認する。理由は前段での反論趣旨と同様である。 
末吉事務局長の松浦組合員に対する暴行・暴言等のハラスメントは、就業規則の違法な変更

に端を発した労働問題であり、このようなハラスメント問題を集団的労使関係として労働組合

が協議事項として団体交渉を申し入れることは当然のことであり、労働組合からの要求に応じ

て使用者は誠実に交渉に当たらなければならないことは言うまでもない。 
 
なお、答弁書では触れられていないが、協会は末吉事務局長を団体交渉に出席させない理由

として、第 5 団体交渉において 会長にも諮って、相談、ご指示を仰いでおりますので、出す

意思はございません と太田常任理事は回答しており【甲 22号証】、組合は第 6回団体交渉で
そのような決定が為された検討経緯を明らかにするように回答を求めた【甲 34号証】。しかし、
協会からの回答（メール）では当該要求の回答を拒否し【甲 35号証】、第 7回団体交渉におい
ても、太田常任理事は （当時に）さかのぼって確認をする意図はない どこに義務があるん

ですか、組織としてそう判断をしたということをお伝えしているんですけれども 調べる意思

はございません との拒否回答を繰り返すばかりであった【甲 36号証】。 
協会は自己の主張が正当なものであり、事実であるとするならば、組合の要求や主張に対す

る回答や自己の主張の論拠を具体的に説明し、その事実を示す必要な資料を提示するなどの努

力をすべき義務があるにもかかわらず、それを拒否したことは誠実な交渉努力により合意達成

を模索する団体交渉の在り方にもとる誠実交渉義務違反であり、職員の人事労務に関する専決

事項を有する末吉事務局長の団交出席拒否と相俟って、不誠実団交と言わざるを得ないもので
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ある。 
	

	

第 2	 被申立人協会事業課課長代理の組合への支配介入、並びに組合員への不利益

取扱いについての答弁書への反論	

 
第 1段落は否認する。被申立人協会■■事業課係長としての評価は別にしても、申立書に記載

したように被申立人協会水内事業課課長代理が発した言動は、その内容から組合嫌悪・組合敵

視及び不当介入と言えるものであった。 
 
第 2段落について、第 2回団体交渉の期日に関しては協会の指摘は正しく、第 2回団体交渉
は 2016 年 6月 2 日であり、別途訂正する。第 2 回団体交渉の後に協会が水内事業課課長代理
の組合敵視言動についてどのような対応を行ったのかについては不知。 

 
第 3 段落は否認する。起案文書破棄と業務担当外しについては後述し、その余について反論
する。 
担当部署の業務上の打ち合わせ・業務連絡は松浦組合員を排し、■■事業課係長とのみ行って
いることは事実である。その内容は■■事業課係長から伝えられることもあれば、松浦組合員が
聞き出さなければわからないこともある。業務連絡は■■氏を通じて行っており、伝えないとい
うこともない ならば、松浦組合員は■■事業課係長に回答・報告するしかなく、又、松浦組合
員に水内事業課課長代理が直接業務連絡や指示、命令、依頼等がなければ、水内事業課課長代

理に報告する必要はない。一方で 一切報告がなされない 何度も口頭で注意している など

と記されているが、事実の歪曲であり、本段落の協会自身の主張と矛盾するものである。 
不当労働行為救済申立を行った翌週の 2月 26日（月）、松浦組合員が退勤時に、申立を行っ
たことに対してと思われるが、水内事業課課長代理が怒りの感情を露わにそのような趣旨のこ

とを突然言い出したことは認識している【2018年 3月 12日付不当労働行為救済申立書（補充
書）2018年 2月 26日の項】。しかし、水内事業課課長代理が松浦組合員を業務上の打ち合わせ・
業務連絡から排除している中で、どこの上司に何を報告しなければならないのか理解に苦しむ。

これまでも主任である松浦組合員は係長である■■事業課係長に常に報告・連絡・相談を行い、
共に機関誌・書籍編集及び購読者管理、出版流通に関する担当業務を遂行してきた。協会のい

う 一切報告がなされない 何度も口頭で注意している ことによって、協会に不利益や損失

を生じさせた事実はない。 
本段落における協会の答弁は松浦組合員に対する悪意の印象操作と矛盾に満ちたものである

と言わざるを得ない。 
 
第 4段落については 別途対応を考える については概ね認めるが、その余は否認する。 
第 6回団体交渉において、松浦組合員は協会に口頭で調査を求めている【甲 32号証】。別途
対応を考える旨の発言の趣旨は、水内事業課課長代理によるその他の反組合的な態度を含めて、

今後どう対処するのかを組合として検討しているという意味である。 
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第 5段落は否認する。 
2016年 3月 28日の組合加入通知以降の水内事業課課長代理の松浦組合員への敵対的態度は
目に余るものがあり、都度団体交渉で抗議と改善の申し入れを行っている。 
就業規則の違法な変更手続きと三六協定未締結の問題は組合との団交で初めて明らかになっ

たものである。2016年 11月 29日の職員会議 事務局調整会議 の際に末吉事務局長から協会

職員への説明では、協会顧問弁護士（当時）からの指摘というだけで、組合との団体交渉の過

程において判明した事実に一切言及しなかった【2018年 3月 12日付不当労働行為救済申立書
（補充書）2016 年 11 月 29 日の項参照】。それについて組合は要求・抗議書面を送付【甲 16
号証】し、松浦組委員は意見書で抗議している【甲 20号証】。又、第 5回団体交渉においても、
この問題を取り上げ、職員への説明が不十分であり、組合活動の意図的な隠秘ではないかとの

問いに、太田常任理事は どこの出典かっていうのは、必要ないということで対応してきまし

たので。またちょっと検討させていただきます と、協会職員に隠秘していることを自覚した

上で組合に回答している【甲 45号証】。 
団交会場を協会事務所内の会議室とせず、外部の貸会議室を使用している件については、組

合から団交でも度々協会会議室での開催を要求している。団交会場について実定法上の規定は

存在しないが、団交会場は組合員の就業場所等、当該組合と使用者の労使関係が展開している

場所が基本である。これまでも答弁書にあるように他の職員への影響云々との理由を述べてい

たが、協会事務所内の会議室で団体交渉を行うことが協会職員らにどのような影響を及ぼすの

かについての合理的理由は示されず、組合は協会の無駄な経費の支出、団結権擁護の観点から

協会事務所内の会議室での開催の利点を説明し、要求を行ってきた。 
組合掲示板の設置要求は労働組合に対する便宜供与の一形態であり、拒むも拒まないも施設

管理権を有する使用者側の裁量次第であることは認める。第 3 回団体交渉において、組合掲示
板の設置を要求し、第 4 回団体交渉において協会は、協会事務所は公益活動を行うことが目的
で、個人が外部の組合に入って掲示板を設置することは認められないと回答している【甲 46号
証】。しかしながら、公益法人といえどもそこに労使関係がある限り、当然に労働者の権利が発

生し、労働組合が結成されたならば、職場の労働環境の改善を要求し労働者に周知することは、

正当な組合活動である。公益活動を行うことが目的という理由は当を得ない理由である。又、

協会の 個人が組合に加入されて 云々の発言については、地域単位での組合加入を基本とす

る地域合同労働組合への無理解がうかがえる。 
第 3 回団体交渉で、初めて課長代理 3 名が書記として出席したが、その際の太田常任理事は
協会内の幹部、準幹部ということで、課長代理職でして、この間の事情もよく知っておりま

すので と述べ、書記といえども使用者側団交団の正式な構成員であると認識させる説明であ

った【甲 10号証】。しかし、第 8回団体交渉では末吉事務局長のみならず、水内事業課課長代
理の団交出席を求めているにもかかわらず、 ここは業務ではないので、要請があったとしても

対応できない との回答と答えたため、では書記として参加している被申立人協会古屋総務課

課長代理（当時）は業務ではないのかとの質問に ボランティア と答えた【甲 42 号証】。水
内事業課課長代理を団体交渉に出席させないための欺瞞に加え、組合との団体交渉を正当な労

使交渉として認めていないことの表れとしか思えない対応であり、協会の組合嫌悪・組合敵視



-	5	-	

姿勢をさらに強く裏付けるものである。 
 
第 6段落については否認する。 
上述の理由により、水内事業課課長代理の反組合的言動と松浦組合員の業務遂行妨害、嫌が

らせ行為は不当労働行為の要件を備えており、又、協会の組合嫌悪・組合敵視姿勢については

疑念の余地がないものである。 
	

	

第 3	 被申立人協会の主張への反論	

1 について 

以下、反論する。 
 

2 の①について 

第 1段落は不知。 
 
第 2段落の末吉事務局長が 感情的な発言を行った ことは認め、その余は否認する。 
末吉事務局長の暴行・暴言等パワーハラスメントに関する聞き取り調査は第 2 回団体交渉で

協会顧問弁護士（当時）が提案したことで、組合が要求したものではない。末吉事務局長の団

体交渉の出席拒否及び協会の不誠実団交により、この事件の解明が進展しないため、第 5 回団
体交渉において、やむなく関係者への聞き取り調査を受け入れ【甲 47 号証】、実施にあたって
暴行・暴言等パワーハラスメント行為事案に関する聞き取り調査実施についての要望書 【甲

48号証】で要望を行ったものである。 
当該アンケート回答【甲 44号証】には、末吉事務局長（当時は事務局次長）が 肩に手をか

けたように思う 末吉氏が胸を張った姿勢で上方から脱みながら顎をしゃくり上げたり引いた

りしており、相手を威嚇する態度をしていた。また、その態度とともに松浦氏に対し、非難す

るような言葉をかけていたように記憶している との証言もあり、松浦組合員の記録とも合致

する内容である。協会は 事実は確認できなかった とあるが、この証言をどのように評価し

たら、 事実は確認できなかった と言えるのか疑問である。 
暴行とは人の身体に対し不法に有形力を行使する行為をいい、それによって傷害を負うこと

までを意味しない。松浦組合員（当時は組合未加入）は末吉事務局次長（当時）に両手で肩に

掴みかかられたが負傷するほどのものではなく、当然のことながら、病院に通院しなければな

らないような事態でもなかった。ましてや、職場での不当な行為や労働問題で警察に被害届を

出し、刑事事件化するなど一片たりとも頭を過ることはなかった。逆に言えば、職場において

病院に通院したり警察に被害を訴えたりする 程度に至るまでの 暴行 とは、どの程度を

想定しているのか。組合は何らの誇張や粉飾的表現をすることなく事実を申立書及び松浦組合

員の事実経過記録【甲 4 号証】に記載しており、協会の答弁は申立書等の記載を踏まえた反論
であるとは思えない。 病院に通院したり警察に被害を訴えたりする行動を一切取っていない

ことで、 暴行暴言がなかった などという協会の主張はただの詭弁である。 
但し、当時、就業規則の違法な変更・周知義務違反と合わせて、これは労働問題として取り
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扱うべきであることを 優先に考えた松浦組合員は、直後に弁護士や一般合同労働組合に相談

に赴いた事実はあった【2018 年 3 月 12 日付不当労働行為救済申立書（補充書）2013 年 4 月
10日・11日の項】。 

 
第 3段落・第 4段落は不知。 
第 1 回あっせんの場でも協会としての結論は出ているとのことであったし、前段で暴行・暴
言の事実はなかったと考えていると述べているのに、今後も事実関係の確認に協力していくつ

もり とはどういう意味なのか理解不能である。 
 
第 5段落は否認する。 
第 1回・第 2回の団体交渉では 2013年 4月 1日の末吉事務局次長（当時）の暴行・暴言等
について本人に直接問い質したが、組合は 責任を取れ！ という発言は行っていない。 
第 1 回団体交渉ではその事実を告げ、お互いの記録や記憶を頼りに何があったのかを冷静に
話し合い、第 2 回団体交渉では、暴行・暴言等を受けた松浦組合員は当時のその不当な対応に
ついて謝罪を求めると共に、職場でパワーハラスメントが起こらないような措置を講じて欲し

いという、今後の職場の労働環境の改善に向けた要求を行ったに過ぎない【甲 4号証】【甲 6号
証】。又、当時の協会顧問弁護士（当時）は当該団体交渉の場で提出し合ったお互いの事実経過

を検討する時間や聞き取り調査が必要であることも述べ、組合・協会双方がそれに概ね同意し、

聞き取り調査について意見交換し、前向きに検討を行い【甲 6号証】、第 3回団体交渉に向けて
日程調整を行ったのである。 
答弁書にはあたかも組合が強硬頑迷な主張を繰り返して、乱暴な発言をし、正常な団体交渉

が不可能になったかのような記述があるが、唖然とするような事実の歪曲であり、虚偽である。

しかも、第 3 回団体交渉では末吉事務局長欠席の理由を、太田常任理事は 末吉については、

所用で本日は欠席をします と回答をしており、第 3 回以降の団体交渉に末吉を団交に出席さ
せることは適切ではないと判断したことなど、組合には全く説明がなかった。【甲 10号証】 
末吉氏が事務局長という職責にある者として団体交渉に出席しなければならない理由は、申

立書においても、本準備書面においても示してきた通りである。しかしながら、協会のいう末

吉事務局長を団体交渉に出席させない 合理的理由 や 合理的根拠 なるものは、前述のよ

うに事実無根の虚偽に基づいた主張であり、合理的な理由があるなどとは到底言えるものでは

ない。 
 
第 6段落については 現在は、主として被申立人の理事、代理人弁護士が団体交渉に出席し

団体交渉を継続しているところである は認め、 誠実に の文言は否認する。 
先に述べたように協会が誠実に団体交渉を行っていないため、組合及び松浦組合員により本

申立に至ったからである。 
	

3 の②のアについて 

第 1段落は認める。 
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第 2段落は否認する。 
■■事業課係長に松浦組合員が電話やテキストチャットによって聞いたところ、水内事業課課
長代理が （松浦は）いつかこういうことをやると思っていた 組合のこと、他の人どのくら

い知っているんだ A さん（協会職員名）も知っているんだろう B 君（協会職員名）はど
こまで知っているんだろう 会長にも末吉にも迷惑をかけて、私は怒り心頭だ などと話して

いたとのことだった。その際に、今日の松浦組合員の態度は許せないという発言があったこと

も確かに聞いているが、昨日第 1 回団体交渉を行ったことから、当日朝から水内事業課課長代
理が露骨に険悪な態度で松浦組合員に接してきたこと、嫌悪を露わにして挑発的に 時間だか

ら早く帰ってください などと、他の協会職員らに接する態度とは全く違う態度で松浦組合員

に接してきたため、さすがに松浦組合員も不快さを隠し切れずに対応したことへの憤りもあっ

たようである。 
しかし、これらの言葉からは、松浦組合員の組合加入や団体交渉など一連の組合活動が協会

に迷惑をかけているとして怒りを表明し、非難しているのは明らかであり、職場において課長

代理職が下位の係長に対して発した反組合的言動であったことに間違いはない。管理職相当の

地位にある者のそのような行為や発言が労働者に反組合的威嚇効果、組合運営、団結権へ多大

な影響を及ぼすことは必至であり、明らかに労働組合への支配介入と言うべきである。 
 
第 3段落は認めるが、 意図的に組合敵視に関連づけられていること については否認する 
松浦組合員が■■事業課係長に詳細に事情を聞いた結果、看過できない発言であったため、組
合を通して抗議することを考えている旨を伝えたことから、■■事業課係長は途中から事の重大
さに気づき、組合活動に怒っている訳ではないと言い、鎮静化を図ろうとしたことは事実であ

る。そして、この件で自分が話したことにより、事を荒立てるようなことはしないで欲しい旨

のことを強く言われた。ショックを受けているとの弁はこのような経緯があったからである。■■
事業課係長の労働組合や不当労働行為についての理解不足、職場の人間関係、特に水内事業課

課長代理と■■事業課係長との立場の違いも考え、やむを得ないと判断し、組合は文書での抗議
申し入れを断念し、その後、この事件については■■事業課係長の名前を出さずに、どのような
経緯で水内事業課課長代理の不当労働行為発言がなされたのかは詳らかにはせず、第 2 回団体
交渉で取り上げることになった【甲 7号証】。 
水内事業課課長代理の当該発言は明白な反組合的な内容を含むものであったことは前述の通

りであり、松浦組合員が意図的に組合敵視に関連付けたものではない。 
 
なお、この事件については詳細な報告を協会には求めなかったが、大まかにこのような事実

があったのではないかという程度にとどめ、水内事業課課長代理の組合敵視を改めるように団

体交渉で度々取り上げてきた。協会が■■事業課長に事情聴取を行っていたことは組合として初
めて知った事実であり、いつ、どのような経緯で、誰が事情聴取を行ったのかについて示され

てしかるべきである。 
	

3 の②のイについて 

第 1段落①から⑤までは認める。 
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第 2段落は否認する。 
起案作成者が作成したものを、係長ないし課長代理が修正し、起案作成者の押印がない状

態で上席者に提出されることも多々あることである などということは聞いたことがないし、

これまで経験したこともない。 
 
第 3段落は否認する。 
作成者・起案者が松浦組合員でなく、松浦組合員が一切関与せずに同起案文書が作成された

のであれば、それでも問題はないが、松浦組合員が作成・起案し決裁を受けるために押印した

文書を水内事業課課長代理が無断で破棄したことを問題にしているのであり、論点のすり替え

である。 
 
第 4段落は否認する。 
組合及び松浦組合員は作成・起案し決裁を受けるために押印した文書を、上職者が確認し修

正することに異議を唱えているのではない。それは管理職の当然の職務であり通常の業務範囲

内の行為であろう。しかし、水内事業課課長代理はコメント欄を加筆したというだけで、松浦

組合員が作成した起案文書を無断で破棄し（ゴミ箱に捨て）、松浦組合員の作成した起案文書と

全く同一内容の起案文書で決裁処理を行ったのである。しかも、第 8 回団体交渉では、コメン
トのどこを書き換えたのかも覚えていないとのことであった【甲 43 号証】。答弁書は問題の本
質を意図的に隠蔽している。 

 
第 5 段落は否認する。第 6段落の 今後はそのような誤解が生じないよう、職員間における

コミュニケーションが円滑に行われるよう、改善に努めるつもりである は不知、その余は否

認する。 
起案文書の上職者による修正は起案文書に朱筆を入れられて訂正する様に指示されることは

これまでもあったことだが、20数年間勤務していて、松浦組合員が作成・起案し決裁を受ける
ために押印した文書が無断に破棄され、上職者が同一文書を作成し直し決裁を得るなどという

ことはこれまで一度たりとも行われたことはなく、そのような暴挙を行ったのは水内事業課課

長代理が初めてである。起案者に無断で文書破棄を行ってもよいなどという業務処理方法が協

会に存在するならば、具体的にどのような事例があるのか、又、その基となる根拠規程が示さ

れるべきである。おそらくほとんどの職員はそのような業務処理方法が存在することを 熟知

していないだろう。松浦組合員が職務に忠実に通常業務を遂行したことに対する妨害行為が水

内事業課課長代理によって行われたのは紛れもない事実である。 
すなわち、その間松浦組合員が職務を遂行しなかった（できなかった）ことになり、これま

での水内事業課課長代理の組合敵視言動から考えて、このような嫌がらせ行為は組合員である

が故の松浦に対する差別的取扱い 不利益取扱いであることは論を俟たない。 
コミュニケーション云々などという前に、不法行為である協会の組合敵視姿勢や組合員への

不利益取扱いなどの不当労働行為がまずは改められなければならない。 
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第 4	 答弁書を受けての申立人組合及び松浦組合員の主張	

1 不誠実団交ついて 

組合は主に 始末書（報告書） の提出の撤回と 2013年 4月のような違法な就業規則変更が
再び行われないよう、就業規則の適正な変更手続きと事前協議を求めて、協会に組合加入通知

と団体交渉を申し入れた【甲 1号証】。その中の一つの出来事として 2013年 4月 1日に起こっ
た末吉事務局次長（当時）の松浦組合員への暴行・暴言・吊るし上げ等パワーハラスメント行

為の不当な対応について釈明を求めた。当初、第 1回団体交渉・第 2 回団体交渉に末吉事務局
長は出席していたが、それは事務局長として当然の職責と認識していたからに他ならない。 
ところが、第 2 回団体交渉においてパワーハラスメント行為の詳細な事実経過記録が松浦組
合員から提出されたことや違法な就業規則変更を明らかにしなければならないことから、組合

との対面での交渉の場で自身の責任を追及されることを恐れ、又、協会も責任の所在をうやむ

やにしたいがために、 糾弾するような状況には臨ませられない などという強弁で無理筋に末

吉事務局長の団体交渉出席拒否を正当化しているのだろうということは推察された。案の定、

あたかも組合が団体交渉で乱暴な言動で団体交渉に臨み、個人を糾弾して正常な団体交渉が不

可能になったかのような事実無根の虚偽理由から、末吉事務局長の団交出席拒否を正当化して

いたことが答弁書で明らかになった。さらに、後の団体交渉で協会が末吉事務局長を団体交渉

に出席させない理由を 会長の判断 と言い募っていたため、その判断がいつ・どこで・誰が・

どのような経緯をもってなされたものなのか開示するように要求しても、 答える義務はない

調べる義務はない などと報告や資料の提出を拒否した。 
末吉事務局長による松浦組合員への暴行・暴言等パワーハラスメント行為に関して言えば、

2016年 4月 18日の第 1回団体交渉から 2017年 12月 6日の第 8回団体交渉に至るも解決どこ
ろか、まともに協議すら行われていない。協議すら行われていない中、暴行・暴言等があった

という証言【甲 44号証】があるにもかかわらず、又、当時、松浦組合員が警察や病院に行かな
かったから暴行・暴言等はなかったという珍説を展開してまで、暴行・暴言等はなかったなど

と協会は主張している。 
この間、組合は協会の不誠実団交に抗議しつつも、その他喫緊の課題であった協会の労働法

令遵守と就業環境の改善に向けて、粘り強く交渉を行い、三六協定締結や適正な就業規則等の

変更を実施させてきた。組合は、協会顧問弁護士（当時）が提案した暴行・暴言等パワーハラ

スメント行為の事実についての聞き取り調査の公平公正性に懸念があったことと、暴行・暴言

等パワーハラスメント行為と水内事業課課長代理の不当労働行為言動を混同していたため【甲 8
号証】、まずは当事者同士の話し合いを先行し、聞き取り調査の即時の実施は一旦保留としたい

ことを回答した【甲 9号証】。しかし、その後末吉事務局長が団交に出席せず、本件の問題解決
の進展が図られないために、組合も一定妥協して聞き取り調査を受け入れた【甲 47 号証】【甲
48 号証】。このように、組合は組合・協会双方の合意達成を目指して柔軟に対応してきたので
ある。 
それに対して協会は、虚偽の理由によって末吉事務局長の団交出席拒否を正当化するばかり

か、組合からのその根拠提示要求を拒否するという団体交渉の誠実交渉義務に反する対応を行

った。協会は今後団体交渉には応じるとしているものの、これまでと同じ団交対応であるなら
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ば、それは形式的な団交応諾に過ぎず、誠実なものとは到底言えないものである。 
組合は、第 1 回団体交渉・第 2 回団体交渉がそうであったように、当事者・責任者として末
吉事務局長が団体交渉に出席する本来の団体交渉の在り方への原状回復を求め、第 3 回団体交
渉以降の不誠実団交 不当労働行為救済を申し立てるものである。 

 
2 支配介入及び不利益取扱いについて 

松浦組合員の組合加入以降、水内事業課課長代理の松浦組合員への敵対的態度は目に余るも

のがあり、その たるものが 2016年 4月 19日の組合敵視言動と 2017年 2月 24日の松浦組合
員の起案文書破棄という嫌がらせ・業務遂行妨害行為であった。 
その他、不当労働行為救済申立書（補充書）にあるように、松浦組合員が■■事業課係長と同
様の業務を行っているにもかかわらず、■■事業課係長のみと別室で打ち合わせを行う、松浦組
合員に理由を告げずに正当な理由なく機関誌編集の取材からも排除する、松浦組合員が登録申

請から長年、管理者として管理してきた ISBNコード・書籍 JANコード管理の担当から外そう
とするなど、業務担当外しを企図しているとしか思えない嫌がらせ行為、又、編集委員会の会

議においても、会議の休憩時間に松浦組合員が個別に編集委員と打ち合わせをしている 中で

も、わざと他の編集委員に聞こえるように高圧的にお茶汲みの指示をするなど、20数年間機関
誌・書籍編集業務を担ってきた松浦組合員の実績を意図的に軽視し、不当で過小な評価・業務

指示を行っている。松浦組合員はこれまで 20数年間協会に勤務してきたが、このような行為を
行ったのは水内事業課課長代理が初めてである。その他、睨みつける、松浦組合員だけには挨

拶をせずに無視するなど、有形無形の敵対的態度は枚挙にいとまがないが、逐一抗議するのも

馬鹿馬鹿しい幼稚な嫌がらせ行為のため、松浦組合員は不快に感じつつも、他の職員に不快な

思いをさせないように、極力我慢し衝突しないようにしてきた。 
しかし、松浦組合員が正当な組合活動として団体交渉を行っていることに他の組合員の存在

の不当な探りや見当違いの怒りを表明するなどという反組合的言動は、■■事業課係長が組合活
動について怒っているわけではなかったと評価しようと、労働者の団結権・団体交渉権への侵

害と言わざるを得ず、看過できないものであった。しかも、職場（会議室）で、管理監督する

立場にある課長代理職がこのような言動を下位の係長職に行ったことは、協会の職場での労働

者の団結権に多大な影響を与えることは本準備書面において申し述べたとおりである。 
水内事業課課長代理による松浦組合員の起案文書破棄について、協会のいう起案文書の業務

処理方法はただの苦し紛れの後付けの言い訳に過ぎず、論ずるに値しないものであるが、再度

申し述べると、松浦組合員はこれまで 20数年間協会に勤務していてそのような起案文書の業務
処理方法があるなど聞いたこともなく、そのような処理をされたこともなかった。あらためて

述べるが、起案者に無断で起案文書を破棄し、破棄されたものと同一の文書で決裁を得るなど

という暴挙を行ったのは水内事業課課長代理が初めてである。 
これら全ては、松浦組合員が組合加入し組合活動を始めた以降に発生した出来事である。そ

の背景には水内事業課課長代理の組合嫌悪・組合敵視があることは明白であり、それを放置し、

擁護している協会の責任は重大なものと言える。 
今後、協会が労働組合に対する反組合的な支配介入行為を行わず、松浦組合員が被った嫌が

らせ行為・業務遂行妨害 不利益取扱いについて謝罪するとともに、不当労働行為という個別
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具体的な問題を職員間のコミュニケーションという一般的な問題に転嫁せずに、真摯に反省を

促すために不当労働行為救済を申し立てるものである。 
以上 


