
●【本部役選】全立候補者出そろう －（信任投票）開票は 19日に 

 市従本部役員を選ぶ役員選挙は６月 26日、全立候補者が出そろった。 

 同日正午、三役立候補者（執行委員長１人、副執行委員長４人、書記長１人）、執行委員立候

補者（定数 13人）、会計監査委員立候補者（定数３人）の受付を締め切った結果、定数を超え

る立候補者がなく、午後３時までに立候補辞退の届け出もなかったことから、選挙管理委員会

は役員選挙規則第 16条にもとづき信任投票を行うことを確認した。 

 信任投票は三役・執行委員・会計監査委員とも７月８日に投票を行い同 19日に開票する。 

市従本部役員選挙 三役・執行委員・会計監査委員立候補者 

 

●執行委員長立候補者 

 １．上谷 高正 56歳 環境事業支部 現市従本部執行委員長 

●副執行委員長立候補者（掲載は届出順） 

 １．吉田 隆一 54歳 環境事業支部 現市従本部副執行委員長 

 ２．藤本 初雄 50歳 市民生活支部 現市従本部副執行委員長 

 ３．大田 道雄 54歳 環境事業支部 現市従本部副執行委員長 

 ４．中原 康夫 54歳 環境事業支部 現市従本部副執行委員長 

●書記長立候補者 

 １．日吉 一彦 56歳 公園支部 現市従本部書記長 

●執行委員立候補者（掲載は届出順） 

 １．西川 徹二 52歳 公園支部 現市従本部執行委員 

 ２．栗本 正則 55歳 市民生活支部 現市従本部書記次長 

 ３．田中 清文 50歳 港湾支部 現市従本部執行委員 

 ４．木村 智也 42歳 港湾支部 現市従本部執行委員 

 ５．川口 美穂 40歳 区役所支部 現市従本部執行委員 

 ６．貫名  透 42歳 市民生活支部 現市従本部執行委員 

 ７．川口 篤志 45歳 環境事業支部 現大阪市労働組合連合会書記次長 

                   兼市従本部執行委員 

 ８．青野 敬治 45歳 市民生活支部 現市従本部執行委員 

 ９．西尾  淳 34歳 下水道支部 現市従本部執行委員 

 10．安藤 和男 45歳 下水道支部 現支部執行委員 

 11．吉村 秀則 35歳 土木支部 現市従本部執行委員 

 12．石子 雅章 58歳 直属支部 現自治労大阪府本部執行委員長 

 13．南部美智代 53歳 直属支部 現日本労働組合総連合会副事務局長 

●会計監査委員立候補者（掲載は届出順） 

 １．濱口 正則 39歳 区役所支部 現市従本部会計監査委員 

 ２．兼田 一茂 43歳 土木支部 現市従本部会計監査委員 

 ３．白石  誠 46歳 市民生活支部 現市従本部会計監査委員 

 



●【中労委】市の再審査申立を棄却（職員アンケート） 

 大阪府労働委員会（府労委）が職員アンケート事件で、大阪市に対し不当労働行為救済命令

を交付したことを不服として、市が中央労働委員会（中労委）に再審査申立（不服申立）をし

ていた問題で、中労委は６月 27日、府労委命令に引き続き市の不当労働行為を認め、市の再審

査申立を棄却する命令を交付した。 

 中労委命令内容の要旨は、①混合連合団体である大阪市労連の申立資格を認めた、②本件ア

ンケートの調査主体は大阪市である、③本件アンケート調査は支配介入である――。 

 同日、三者は命令に対し「大阪市の主張の基本は『本アンケートは第三者による調査で市は

責任を負わない』というものであったが、市長直筆の署名入りで懲戒処分をもって回答を強制

しておきながら、大阪市が行ったものではないという主張は理解困難なものであり、中労委が

これを退けたのは当然のこと。法令を遵守すべき地方自治体が労働組合法を無視し違反を重ね

ているが、本調査はその象徴だ」との見解を示すとともに「市は直ちに命令を履行すること、

労働組合法を遵守し、労働組合に対する敵視と不当労働行為を止め労使対等かつ正常な労使関

係に回復することを求める」との声明を発表した。 

                              2014年６月 27日 

 

大阪市職員アンケート不当労働行為救済申立事件中労委命令について(声明) 

 

                              大阪市労働組合連合会 

                              自治労大阪府本部 

                              自治労・市労連弁護団 

 

 本日、2014年６月 27日、中央労働委員会は、平成 25年（不再）第 22・23・24号事件（ア

ンケート支配介入）について、大阪府労働委員会救済命令に引き続き、大阪市の不当労働行

為を認め、再審査申立（不服申立）を棄却する命令を交付しました。 

 事件の進行経過及び概要は別紙にまとめたとおりです。 

１ 中労委命令内容の要旨 

① 混合連合団体である大阪市労連の申立資格を認めた 

② 本件アンケートの調査主体は大阪市である 

③ 本件アンケート調査は支配介入である 

２ 中労委命令への見解 

 本件再審査命令の眼目は、大阪市が行ったアンケート強制が、労働組合法に反する支配介

入の違法行為であることが中央労働委員会でも認定されたことです。 

 大阪市の主張の基本は本アンケートは第三者による調査で市は責任を負わない、というも

のでした。市長直筆の署名入りで懲戒処分を以て回答を強制しておきながら、大阪市が行っ

たものではない、という主張は理解困難なものであり、中労委がこれを退けたのは当然のこ

とです。 

 労働組合は、労使対等の交渉を可能にするため、憲法と労働組合法で保護された社会の重



要なインフラであり、労働組合法７条は、使用者が労働組合の弱体化を図る支配介入などを

不当労働行為として禁止しています。 

 橋下市長就任以来２年６か月になりますが、これまでに行った職員と労働組合に対する相

次ぐ攻撃、すなわち、組合事務所問題団交拒否、組合事務所退去、チェックオフ打ち切り等

について労働委員会による救済命令が次のとおり発令されています。 

 2013年（平成 25年）９月 27日 事務所団交拒否事件 

 2014年（平成 26年）２月 20日 事務所退去事件 

 2014年（平成 26年）２月 20日 市従・学職労・学給労チェックオフ打切事件 

 2014年（平成 26年）２月 20日 水労チェックオフ打切事件 

 法令を遵守するべき地方自治体が労働組合法を無視し、違反を重ねているのですが、本ア

ンケート調査は、その象徴であります。 

 今回、中央労働委員会は、不当労働行為の成立を明確に認め、大阪市の再審査申立てを棄

却しました。 

 大阪市に対し、直ちに命令を履行すること、そして、労働組合法を遵守し、労働組合に対

する敵視と不当労働行為を止め、労使対等かつ正常な労使関係に回復することを求めます。 

以   上 

 

●【フォーラム】統一自治体選挙は会員一丸で － 中野議員が勇退あいさつ 

 分権自治フォーラム大阪 21は６月 27日、

ヴィアーレ大阪で第９回総会を開き 120人が

参加した。 

 主催者あいさつに立った、河野忠司・会長

は「来年４月に施行される統一自治体選挙は

『最大の政治決戦』ともいうべき極めて重要

な取り組みだ。フォーラムとしても自治労・

自治労大阪府本部・大阪市従とともに会員一

丸となって取り組んでいかなければならない。

また、当面する８月の松原市議会議員選挙に

かかわっては、６期 24年にわたり市従組織内議員として活躍されてきた、中野のぼる・松原市

議会議員が勇退されることとなった。この間、ご尽力いただいてきたことについて厚く御礼申

し上げたい。取り巻く状況は厳しいが、会員一丸となって取り組みを進めていこう」と訴えた。 

 総会には来賓として、吉田隆一・市従本部副執行委員長、南部美智代・連合本部副事務局長、

石子雅章・自治労大阪府本部執行委員長、中野のぼる・松原市議会議員、おくの正美・大阪市

会議員（港区選出）が駆け付け連帯のあいさつを述べた。 

 今期で勇退する中野議員は「私が松原市の議員に初当選した当時は下水や道路などまだまだ

整備がされておらず、市議会の予算もかなりの額をそちらへ充てていた時代でした。それから

十数年後、今度は少子高齢化の波が押し寄せ、これまでやはり予算のおおかたを市民生活の安

定のために充ててきています。いま大阪では、市長や知事が『都構想』で市民生活の安定がは



かれると言っていますが、どうしたらそんな発想になるのか分からない。実際に暮らしている

住民の声を聞いたことが無いのだろうと思います。いずれにしても運動の継続は必要です。私

も、今後は後継の河本晋一（こうもとしんいち）さんにバトンタッチし、市従・自治労運動の

継続をはかっていきたいと思っています。24年間お支えいただいたことに心より感謝申し上げ

ます、本当にありがとうございました」と述べた。 

 その後、活動報告・会計決算報告・会計監査報告を確認、続けて第１号議案「2014年度活動

方針（案）」、第２号議案「2014年度役員体制（案）」を提案し、全体の拍手で確認した。 

 最後に、河野会長の団結がんばろうで総会を締めくくった。 

＜河本さんを推せん － 松原市議選＞ 

 市従は８月 17日告示・同 24日投票で施行される松原市議会議員選挙に、

今期で勇退する中野のぼるさんの後継の河本晋一（こうもとしんいち）さん

を推せん決定した。 

 民主党公認・自治労大阪府本部推せん・42 才。「街に元気を、人に元気

を！！」を合言葉に、中野さんの意志を引き継ぐことを決意。 

 松原市在住の家族・知人・友人へ支援の輪を。 

 河本 晋一 さん 

 

● おすすめＢＯＯＫ － 「天空の蜂」 東野 圭吾 著 

 東野圭吾さんのファンだ。彼の数ある作品のなかでいま読んで

欲しいのがこれ。1995年に書き下ろした原発を標的にしたサスペ

ンスだ。東日本大震災以降、原発の再稼働などの問題がいろいろ

議論されているとき本屋で見かけて一気に読んだ。 

 軍用の大型ヘリコプターがテロリストに奪われた。そのヘリコ

プターが無人で飛行した先は高速増殖炉の上空だった。そして犯

人が日本政府に要求したのは、すべての原発の停止。要求が聞き

入れられなければ爆弾を積み、ホバリングしているヘリコプター

を墜落させるという。さらにヘリコプターには子どもが乗ってい

ることも判明する。子どもと高速増殖炉どちらをとるか？ 

 映画化も決定。2015年に公開される予定だ。映画公開前に読んでいて損はない。 

 

● あふた～ざか～にばる 

 みんなの「不思議なハ・ナ・シ２」…イビキをかいている本人が眠っていられるのは不思議

…誕生日なのに誰も祝ってくれない…不思議です！最近食べてないのに太ります！不思議で

す！…何年たってもゴルフのスコア 100を切れない…先輩の髪がどんどん増えている…帽子を

かぶって車を運転しているおばちゃん…姫路動物園のマジックハウス…３階のあみどがかって

にひらきます。なぜでしょう？…自分でも分からないうちに歯が消失していた…ゲーハーでな

いと主任になれない？…集団的自衛権の閣議決定…怖い夢を見たとき夢のなかで階段を探して

上から飛び降りると目が覚めてくれる…（ＪＯＥ） 

 



● クロスワードパズル 

 

＜タテのカギ＞ 

１ ↑↓メンバーズコース 

２ ↑↓都市・都会 

３ ○○広大 

４ ○○より証拠 

５ 相撲で力士が土俵上で立合いの 

  身構えをすること 

６ 石炭の乾留によって生じる黒い油状物質 

７ 時間の単位。ミニッツ 

８ 音が鋭く強い金属楽器 

９ 乱れた世の中 

10 何かを行う時の構想や仕組みの大きさ 

11 ↑↓以上 

12 お金 

13 行進時に持ち歩く、柄のついた看板 

14 ウインドウ 

 

＜ヨコのカギ＞ 

１ 作動状態を表示する小型電球 

６ ↑↓両性花 

10 映画 

15 平凡でまずまず無事である状態 

16 連続興行。ロング○○ 

17 国語、算数、○○、社会 

18 虫めがね 

19 車 

20 養分・水分の通路となる植物の基本器官 

21 興奮の○○○と化す 

22 講演を行う人 

23 人の仕事を助けるために金銭や品物を渡すこと 

24 跳躍競技の踏み切り板 

 

＜８月 13日の消印有効、当選者の発表は８月 15日号で＞ 

 答えを 52円ハガキ に明記し、住所、名前、支部名、職場名、また「最近ハマっていること」

を記入して下記まで送って下さい。 

 〒550-0013 大阪市西区新町１－５－７ 四ツ橋ビルディング３Ｆ301号 

 大阪市従業員労働組合 組織局 宛 


