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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（2） 
 

2018年 11月 5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 9月 28日付「回答書」並びに 2018年 7月 13日付「団体交
渉のルール（協会事務局案）」及び 2018年 7月 31日付「職員相互のコミュニケー
ションについて（協会事務局案）」について、申立人の反論と見解、要望を以下に記

します。 

第 1 被申立人協会回答書への反論

1 第 1 の 1について 

2016年 6月 2日の第 2回団体交渉において、申立人（以下、組合又は松浦組合員という）は、
被申立人（以下、協会という）の回答書にあるような 2013年 4月 1日の件に関する末吉事務
局長個人への追及と謝罪要求に終始して はいないし、 末吉事務局長への個人攻撃 をした事

実もない。これについては、組合提出の 2018年 5月 8日付の準備書面（1）の 第 3 被申立

人協会の主張への反論 2 の①について の 6頁目の 9 行目から 21 行目で記した通りである。
第 2回団体交渉での 2013年 4月 1日の件 及び関連する事項を議題にした協議の時間は、第

2回団体交渉全体の時間、約 1時間 37分の内、約 20分程であり、その約 20分の内の半分は、
当時の協会顧問弁護士の平松氏から本件の調査についての提案であった。労使双方その提案を

受け入れて調査の具体化に向けた協議を行い、その態様も穏やかなものだった【甲 49号証】。 
このような団交経過にもかかわらず、事実を歪曲し、 団体交渉の体をなしていない という

協会顧問弁護士（当時）の不当かつ恣意的な見解により、当事者であり、事務局の人事労務管

理責任者である末吉事務局長を出席させないように誘導された当時の協会会長の判断は、妥当
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な判断とはとても言えないものである。 
回答書によれば、この協会会長（当時）の判断に関わった人物は物故され、または既に退任

しているため、第 1 回・第 2 回団体交渉に出席し、当時を知る現職の協会側の人間はもはや末
吉事務局長ただ一人である。今後の労働委員会の審査並びに団体交渉を円滑に進めるにあたり、

ますます出席が必要不可欠な人物になったと言えよう。 
なお、本件不当労働行為救済申立に至る具体的事実を構成する事項の一つであるにもかかわ

らず、回答書には、なぜ協会が 2017年 10月 2日のメールでの回答【甲 35号証】及び同年 10
月 4日の第 7回団体交渉【甲 36号証】で説明を拒否したのかが記されていない。記されてしか
るべきである。 

 
2 第 1 の 2について 

組合提出の準備書面（1）の「第 1 被申⽴⼈協会事務局⻑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」で記した通りである。
2017年 7⽉ 19⽇の第 6回団体交渉を受けて、9⽉ 14⽇付「第 6回団体交渉において協議さ

れた事項に関する要求書」【甲 34 号証】で末吉の団交出席拒否の会⻑指⽰の経緯について質問
したところ、10⽉ 2⽇、協会からの回答メール【甲 35号証】で「当協会内の出席者の決定に関
する照会については、答える義務はない」と協会は回答した。10⽉ 7⽇の第 7回団体交渉でも、
末吉事務局⻑の団交拒否は会⻑の判断に基づくものであるが、メールでの回答と同様に答える
義務はないとの拒否回答を繰り返した【甲 36号証】。協会が経緯説明を拒否し、誠実な回答を
行わなかったこと、また、当事者・責任者が不在のまま、これまでも虚偽や曖昧な回答を繰り

返してきたことは不誠実団交以外の何物でもない。

団体交渉は労使両当事者が直接面談するという事実行為を意味する。当事者性においても、

2013年の違法な就業規則変更や松浦組合員（当時は組合未加入）への暴行暴言パワーハラスメ
ント行為の事実を知る者は末吉事務局長しかおらず、使用者性においても、事務局規程上【甲
15号証】、人事労務管理の専決事項を有するのは末吉事務局長である。たとえ協会常任理事そ
の他協会管理職ら、協会顧問弁護士が団体交渉に出席していたとしても、実質的な交渉権限の

乏しい者を団体交渉に出席させ、実のある交渉を阻害し、交渉をいたずらに引き延ばしたこと

は誠実交渉義務に悖るものである。 
事実、2016年 4月 18日の第 1回団体交渉からの議題であった三六協定未締結や 2013年の

違法な就業規則変更経緯【甲 1号証】【甲 50号証】が明らかになったのは、同年 10月 6日の
第 4回団体交渉【甲 51号証】から翌 2017年 2月 7日の第 5回団体交渉を受けての 3月 10日
のメールでの回答【甲 52号証】まで約 6ヶ月から 1年もの時間を費やした。末吉事務局長の団
交出席拒否、不誠実団交の結果、協会における労働問題解決に無用な長期化をもたらしている。 
組合からの論拠を提示した再三再四の要求にもかかわらず、当事者性と使用者性の両方を兼

ね備えた者を団体交渉に出席させず、後で当事者に確認する・当事者に確認したから報告する

等を繰り返す伝言ゲームのような団体交渉は不誠実団交そのものである。 
 

3 第 1 の 3について 

回答書の 過去の件 とは、2013年 4月 1日に起こった末吉事務局長による松浦組合員への
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暴行暴言パワーハラスメント行為を含意するものである。すなわち、当該行為を団交議題にす

るならば、末吉事務局長は団体交渉に出席させないと言っているに等しい。当該行為について

関係者への聞き取り調査【甲 44号証】まで行った、これまでの団体交渉の労使双方の合意と事
実の究明への努力をも無に帰する回答であり、組合としては到底受け入れることはできない。 
協会の不祥事隠蔽や責任者隠しにより、またしても不誠実団交を繰り返そうとする協会の姿

勢は 今後の事務局の環境等をよりよくする団交議題 という一見前向きな言辞とは裏腹に、

組合はおろか公的な審査機関である労働委員会をも瞞着するものである。 
 

4 第 2 の 1について 

組合提出の準備書面（1）の 第 3 被申立人協会の主張への反論 3の②のイについて で

記した通りである。 
繰り返しになるが、 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、起案者の押

印がない状態で上席者に提出される事も多々ある は意味不明である。2017年 2月 24日の松
浦組合員の起案文書（ 平成 29 年度 研究会員ご加入のおすすめ パンフレット案）は通常業

務における決裁手順に従い起案したものである。水内事業課課長代理は松浦組合員が作成し、

決裁処理押印欄に松浦組合員の印章を押印した起案文書を起案者当人に無断で破棄し、手書き

コメント欄を修正したというだけで（しかもどこを書き換えたのかも覚えていないとのこと）、

松浦組合員の作成した起案文書と全く同一内容のものを、わざわざ起案者の押印のない起案文

書を偽造して決裁処理を行ったのである。仮に協会が一般的な企業や団体の常識とはかけ離れ

た特殊なワークフローを採用する組織であったとしても、松浦組合員は長年勤務している中で、

職場の慣行として 多々ある ことなどこれまで見聞きしたことがなく、協会の主張は後付け

の言い訳に過ぎない。 
また、松浦組合員が通常の決裁手順により起案した行為が、なぜ 双方のコミュニケーショ

ンが不足していた ことになるのか、全く理解できない。協会の回答は論点のすり替えである。

水内事業課長代理が当該行為に及んだ理由は、コミュニケーション云々ではなく、水内事業課

課長代理の組合嫌悪・組合敵視、松浦組合員の職場からの排除を意図した、悪意によるもので

あることは明らかである。 
 

5 第 2 の 2について 

組合提出の準備書面（1）の 第 3 被申立人協会の主張への反論 3の②のアについて で

記した通りである。 
これも繰り返しになるが、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、すなわち、当該職員の組合加入及び組合活動に対する嫌悪・敵視を煽り、組合組織に対す

る不当な支配介入に繋がるものであったことに間違いない。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、明白な労働組合への支配介入である。 
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第 2 被申立人協会「団体交渉のルール（協会事務局案）」への申立人組合及び松浦

組合員の見解

 
2018 年 7 月 13 日に受領した 団体交渉のルール（協会事務局案） は、団交人員の制限、

団交告知や団交記録、団交報告の禁止等々、団結権・団体交渉権・団体行動権に基づく組合活

動に不当に介入する内容で、検討するに値しないものである。 
2016年 7月 20日の第 3回団体交渉において、団交議題により当然出席すべき立場にある末

吉事務局長を団交に出席させず、その理由も誤魔化し、 書記 と称して課長代理職 3名を団交
に出席させる【甲 10号証】など、第 1回・第 2回団体交渉で労使合意・確認の上、行われてき
た団交ルールを、団交開催⽇当⽇に突如として⼀⽅的に破ったのは協会である。 
第 1回団体交渉は、組合からの 団体交渉開催要求書 【甲 1号証】、それを受けての協会

からの 回答書 【甲 2号証】に基づいて開催された【甲 50号証】。また、第 2回団体交渉は、
書⾯でのやり取りこそなかったものの、第 1 回団体交渉時に論点整理を⾏い、次回団体交渉に
向けて労使双⽅の資料提出、次回団交⽇時の調整、組合からの団交会場についての要望を相互
に確認・検討し、開催された経緯がある。 団体交渉のルール（協会事務局案） は、このよう
な団交出席者や録⾳、その他の団交ルールについて、都度団体交渉において確認し、合意しな
がら進めてきた労使の信義則を根底から覆すものである。
まずは組合活動への不当な介入としか言いようのない 団体交渉のルール（協会事務局案）

を取り下げ、団体交渉の円滑な進行を妨げ、無用の長期化をもたらした協会の団交ルール破り

の自覚と反省がなければ、団交ルールの確立による和解は望むべくもない。 
 
 

第 3 被申立人協会「職員相互のコミュニケーションについて（協会事務局案）」へ

の申立人組合及び松浦組合員の見解

 
月例の職員会議 事務局調整会議 で全体の連絡調整を行っていることは認めるが、実態は

形式的で一方向的報告に過ぎず、業務改善・業務遂行のための職員相互の自由な意見交換や双

方向的コミュニケーションの場とは言えない。必要に応じて担当部署内で適宜打合わせを行っ

ている かどうかについては、疑問を呈さざるを得ない。松浦組合員が現認しているものだけ

でも、2018 年 3 月 12 日付 不当労働行為救済申立書（補充書） に記載した、本件申立以前

の 2017年 1月 25日、2月 16日、4月 3日、6月 15日、11月 7日、11月 27日の項の通り 担

当部署内で適宜打合わせを行っている とは言えず、それ以降の、2018年 8月 29日開催の編
集出版企画委員会（月刊誌『さぽーと』編集会議）の前日、2018年 8月 28日に行われた会議
資料等事前打ち合わせにおいても、担当部署の成員である松浦組合員を排除して、水内事業課

課長代理は■■事業課係長とだけで打ち合わせを行っているのが現状だからである。なお、水

内氏が事業課課長代理となる以前は、事業課担当部署間において、編集会議等の打ち合わせが

誰かを排除して行われたことなどなく、当然のことながら、松浦組合員も担当部署の成員とし

て参加し、業務遂行されていたのが通常であった。 
本件第 5回調査で申し述べた通り、総論として職場のコミュニケーションの改善・円滑化を
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図ることに異論を差しはさむものではない。しかし、 職員相互のコミュニケーションについて

（協会事務局案） に記されている各論について言えば、いくつか疑問や要望がある。例えば、

職員相互のコミュニケーションの改善・円滑化は 事業課 に限ったものではなく、職場全体

で取り組むべき事柄である。よって、総務課長の立会いの下に行われるのではなく、事務局長

が率先して行わなければならない。加えて、職場のコミュニケーション改善・円滑化は、職員

の労働環境にも密接に関わることであるため、使用者側に都合の良いおざなりなものではなく、

労使双方が納得のいくものであることが望ましい。従って、水内事業課課長代理の組合敵視に

より、職場で排除攻撃の下にある松浦組合員及び組合と協会との団体交渉による事前協議は不

可欠であるし、労働法令遵守や職員の人権啓発、 新の知見に基づいたコミュニケーション向

上技法を取り入れて企画・実施されるべきである。 
しかしながら、これも本件第 5回調査で申し述べた通り、本件申立書に記した不当労働行為

の具体的事実である水内事業課課長代理のこれまでの組合嫌悪・組合敵視言動、組合員の業務

遂行妨害は、職員相互のコミュニケーションとは質の異なる問題である。たとえ本件審査にか

かわらず、先行して職場のコミュニケーション改善向上が図られたとしても、不誠実団交や組

合への支配介入、組合員の不利益取扱い、これらを放置し擁護し続ける協会の姿勢等、協会の

労働基本権や集団的労使関係への無理解こそが正されなければ、本件申立における救済制度の

実効性は確保され得ない。 
 
 

第 4 貴労働委員会の本件審査についての要望

 
これまで貴労働委員会において 5 回の調査を重ねてきたところであるが、上述したように、

協会の和解条件案は組合及び松浦組合員にとって受け入れられないものであり、協会も同様と

思われる。本件審査において申立人被申立人双方の主張は平行線を辿っており、また、証拠も

出し尽くされ、現状では和解に至ることは考えがたい。これ以上前進が見込めない調査や和解

協議に時間を割くことは、申立人である組合及び松浦組合員が被る不利益を鑑みて、時間の経

過と共に好ましからざる事態を招来させかねない。よって、貴労働委員会には速やかに本件審

査の審問手続への移行を要望するものである。 
以上 


