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私 たちは原告 ら労働組合 に対す る組合潰 し、差別事件 を解決す るために結成
された建交労・ 京 工新労組 支援共闘会議 お よび原告単産地本・ 支部 です。
・
本事件 は中労委 が 2019年 7月 2日 に命令 を交付 し、組合 の求める昇給 昇
格等 に関す る差別是正 の 申立については、 これを棄却す るな どして退 けた こと
か ら提起 したものです。 きわめて不当な命令 であ り、その認定・判断 には重大な
誤 り、違 法 があ り取 り消 していただ きた く要請 します。 なお、中労委 は不 当労
働行為 と認 めて一部救済 を命 じ、 この一部救済 に対 しては会社 が取消訴訟 を提
起 し、す でに令和元年 (行 ウ)第 334号 事件 として御庁に係属 しています。
会社 は、昇給・ 昇進 について京工新労組合員 を電鉄労組 の組 合員 と差別 し、
その差別 を毎年積み重 ね拡大 させ てきま した。 電鉄労組 と京 工新労 それぞれ の
労働組合員 の賃金及 び格付 けを比較 した場合 に、京 工新労 の組合員全員 が明確
な差別 を受 けてお り、それ が所属組合 の違 い によるものである ことは一 目瞭然
であ ります。 しか も、組合員 らは、バ ス運転 士であ り、その仕 事、提供す る労
働 に質的な差 はないのであつて、差別を受ける理 由は存在 しません。
会社 が差別 の理 由 としてい る評価制度 は、そ の導入 自体 が新労弱体化 を狙 つ
たもので あ り、そ の仕 組み及 び運用 とも不合理なもので あるのみな らず、そも
そも労働者 に適用 し うる法的な根拠 ももたない ものです。

会社 は、 このよ うな差別 にも屈せず 、労働条件 の維持改善 を求 めて活発な活
動 を続 ける京 工新労 に対 して、定年 に達 した組合員 を雇用延長 しないで、職場
か ら排除 してきま した。 さらには、希望す る者 誰 でも継続雇用 しなければな く
なる法改定 が され るとバ ス運転 士の業務 に長年従事 してきた組合員 に対 して、
ひたす ら清掃業務 を命 じる扱 い を してバ ス運転業務 か らも排除 しています。
都労委 は、定年後 の雇用 につい て、電鉄労組 と協定 して 「任用者員制度」 を
導入 し、電鉄労組組合員 についてはバ ス運転士 として雇用 してい るのに対 して、
京 工新労 には、 この制度 の提案す らしてい ない ことについて、不当労働行為 と
して是正す るよ う救済命令 を出 しま した。 中労委 でも、 これが不当労働行為 で
あることについては基本的に維持 されたものの、都労委・中労委 とも、それ以外
の定年後 の雇用差別、長年 にわたる昇給・ 昇格等 につい て組合 が求める差別 の
是正 を認 めませんで した。
しか し、中労委 で明 らかに した会社 が本物 と認 める 「②小金井営業所引継 ぎ
事項」等 に記載 されてい る 「中央線 の線路 に突 き落 としてくだ さい」「毒抜き」
の文言等 か ら明確 に示 され る会社 の不当労働行為意思 は明 らかです。
この引継文書 自体 が査定を始め とした京 王新労 に対す る全面的な差別 の不当
労働行為性 を具体的に指示す る文書 です。 とりわけ京 工新労組合員 に対す る評
価 の差別 を具体的 に指示 してい る部分は、評価制度お よびその評価 の不合理性
を裏付 けるとともに、会社 の不当労働行為意思を明確 に示 してい ます。中労委
命令 はこのこ とを看過 してい るのです。
この 引継文書 には、査定それ 自体 を始 め とした様 々 な京 王新労 に対す る差
別・ 排除等 が記載 され てい るのです。 中労委命令 においては 「任用社員制度 J
を京 工新労 に提案 しなか つたことを不当労働行為 と判断 してい るのです か ら、
そ こに示 されてい る不当労働行為意思が賃金 の格付け、賞与、報奨金等、継続
社員制度、準継続社員制度及び継匠社員制度等 にかかる重大な差別において も、
また貫 かれてお り、それ らがいずれ も不当労働行為 であることは、容易 に認定
できるものです。
要す るに、本件 においては、一 貫 して明確 かつ強固な不当労働行為意思 (嫌
悪意思)が 会社 の根底 にあるか らこそ、会社 が京 工新労 に対 し任用社員制度 を
提案 しなか つたこと等 のみな らず、それ以前か ら連綿 と続 く重大な差別 につい
て も、それ ら全てが不当労働行為意思 (嫌 悪意思)が 顕在化 した不当労働行為
と認定すべ きものです。
よって御 庁 におかれま しては不 当労働行為を看過 した部分 の 中労委命令 を取
り消 していただきた く重 ねて要請す るものです。
以上

