
2018年度全日本放送受信料労働組合関西地方協議会  
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１ はじめに  

1 改憲問題・働き方改革について 

 安倍首相は、今年も 5 月 3 日に日本会議の集会にビデオメッセージで参加し、憲法に自

衛隊を明記する自民党改憲案を押しすすめる姿勢を改めて示しました。 

 自民党は、3 月 25 日に行われた党大会で、自衛隊の明記、緊急事態条項、合区解消、教

育の無償化の 4 つのテーマについて議論を重ねてきたことを踏まえ、各党各会派からの提

案を真剣に検討すると方針案に明記した。 

 憲法をめぐる情勢は、改憲支持や反対などの世論は拮抗している、ＮＨＫが 4 月 13 日か

ら 15 日に実施した「憲法に関する意識調査」では、改正の必要があるが 29％、必要がない

が 26.8％となっています。 

 ＮＨＫは戦前・戦中に国の広報機関として、多くの国民の生命財産を奪うことに協力した

ことを反省し、戦後、公共放送として再出発した。 

 その意味でも、ＮＨＫが果たす責任は特別なものであり、公共放送として「国民の生命と

財産を守り、健全な民主主義の発達のために全力をささげなければならない。 

 国民世論の意見が分かれるものについては、多くの意見を番組制作に反映すべきである。 

 

 働き方改革法案が、衆議院ではわずか 30 時間で採決され、参議院に送られた、（成立・廃

案・継続審議）この法案は、衆議院の審議において前提となる労働時間データに改ざんが見

2018年スローガン 

公共放送の社会的使命を自覚し、不偏不党・自主自立を支える受信料制度の維

持のため、地域スタッフの労働環境の改善を行う。 

委託請負制度ではなく、人間らしく生きるため正規雇用を求める 

地域スタッフ削減に反対し、不当解雇は許さない。 

行動提起 

1. 要求実現を目指し広く連帯し、加盟団体・個人の団結を確認する。 

2. 社会情勢に着目した活動をおこない、民主的市民運動との共同歩調を合わせる。 

3. 受信料契約収納業務に関係する全労働者の組織化。 

4. スタッフ本人が同意しない解雇者を誰一人として出さないよう行動を行う。 

 



つかり、そもそもの前提が崩れていた。本来ならば審議会に差戻し、一から議論をやり直す

べきだ。 

 働き方改革一括法案は、8 本もの法律をまとめて審議している、この手法は 2015 年の「戦

争法」・安全保障法においてとられた方法だ。 

 一括で審議するのは、審議時間が短縮され十分な議論をできない状況を作り上げてしま

う、さらに「モリカケ問題」についての政府による説明に多くに不明瞭な部分があり国会審

議が停滞した中での十分な審議がされたとは言えない 

 「モリカケ問題」の説明責任は、一義的に政府にあり安倍首相の説明は論点のする替えや

ごまかしに終始し、野党からの証人申請も政府与党はかたくなに拒否し真相究明の努力を

怠ったことにある。 

 主権者である国民を愚弄し、民主主義の根幹を踏みにじる安倍政権には退場を迫る更な

る運動が必要だ。 

  

2 統一地方選の体制について 

主権者である、私たちは選挙によって自らが望む政治体制の構築が可能だ。 

6 月に行われた新潟県知事選は、与党の自民公明が推す花角英世氏が当選しました、市民

と野党の共同候補の池田千賀子氏は５０万票以上を獲得しましたが及びませんでした。 

東京電力柏崎刈羽原発再稼働の是非が問われた選挙でしたが、与党候補は争点を隠して

の選挙戦を強いられた。市民と野党の共同が対決型選挙での大きな成果となった。 

11 月に行われる沖縄県知事選も、私たち国民が望む国の形が問われている選挙である、

私たち働くものは自らの生活を守り、家族と幸せに暮らすために働いている。 

 安心して暮らせる社会を実現するためには、政治が果たす役割は重要である、特に地方政

治は人口減少の中、地域切り捨ての政策が行われ格差が拡大している。 

 政府が推し進める「アベノミクス」は富裕層・大企業が儲かれば、いずれ労働者にも還元

されるとうたわれていた。 

 しかし、アベノミクスの 6 年間は、格差が拡大し、可処分所得はマイナスとなり、私たち

の暮らしは一向に良くなる実感はない。 

 労働力人口の減少で、失業率は低下し、求人倍率は改善しているが雇用のミスマッチが顕

著となり企業が求める労働者は、低賃金、期間雇用の非正規が中心で安定的な仕事とは言え

ない。 

 私たちは、このような現状を改善するために、全国一律の最低賃金制度を求め、今すぐ

1000 円に引き上げることで、地域間格差をなくし、さらに 1500 円に引き上げることで暮ら

していける最低限の賃金を実現するために署名活動をおこなっている。 

 最低賃金の引き上げは、直接地域スタッフの事務費改善にはつながらないが、社会を構成

する一員としてかかわることが重要である。地域間での所得格差をなくし地域経済の活性

化を生み出すことは大切な取り組みである。 



 来年 4 月に行われる、統一地方選挙では、自らの要求をもとに地方から政治を変える機会

としたい。労働組合が政治にかかわることは必然的なことだ、政党支持の自由を確保し自由

な意見で社会をよくすることは組合員としての使命でもある。 

 

１- ２ 地域スタッフの現状  

 受信料収入が毎年過去最高を更新し、受信料契約の増加には受信料制度を「合憲」とした

昨年 12 月の最高裁判決が大きく影響し、自主的に契約を申し出た人も多く、前年同期と比

べて 10 万件も増えています。 

 しかし、地域スタッフの事務費に関しては、NHK が提示する事務費モデルと実行値には、

大きな乖離があり、年々厳しさを増している状況です。 

 法人に加え、様々な業者による取次や、ポスティングなどの訪問によらない取次が増えて

います。ポスティングによる返送率は 4.8％もあるそうで、恐るべしです。 

その上、法人によるクレームは増え、NHK は「要員管理システム」なるものをつくり、ク

レーム処理する様ですが、この事で直ちにクレームが減るとも考えられません。 

クレームにより一番迷惑を被っているのは、地域スタッフです。 

 先に３カ年計画が発表されました。その中で最も重要なのが地域スタッフの雇用に関す

る事です。それによると、約 300 人の地域スタッフの削減を計画しています。 

地域スタッフの生活権・人権を認めない NHK の本質が見えます。長年受信料制度の根幹を

担ってきた地域スタッフを、いとも簡単に切り捨てようとしています。 

 NHK は、平成 30 年下半期以降、新しい地域スタッフ体制にて、「特別スタッフ」を新設

し、運営基本額を無くし、取次事務費を大幅にアップすると言っています。 

訪問対策票収納業務も可能となり、メイトの領域まで侵食することになります。 

しかし、一旦特別スタッフになると、再び、総合、開発、再開スタッフには戻れず、取次数

が減少すると、解約に追い込まれていく事が想像できます。 

 メイトには、新しく総数・衛星・支払再開の取次業務を委任し、これは地域スタッフの領

域を侵食してきます。 

メイトの業務を増やすことにより、地域スタッフからメイトに移行させようと考えている

のは明らかです。 

 この体制変更は、政府が推し進めようとしている「同一労働、同一賃金」とは逆行し、差

別的な環境にスタッフが置かれようとしています。  

スタッフとその家族が、安定した生活を送る為にも NHK の言動にはこれからも注視する必

要があります。 

 

１- ３ 労組法の活用 

 1 月 25 日に東京高裁でＮＨＫ地域スタッフの労組法適用が認められ、ＮＨＫの控訴

を棄却する判決がだされた。 



 労契法・労基法の適用は、困難な状況となっているが労組法が適用されることで、Ｎ

ＨＫとの間で労働協約の締結権を得ることができる。 

 労働契約は、委託契約書、実施要領より上位に位置するものである、このことを活用

し地域スタッフに対する特別指導、契約更新などの労働環境を改善していくことができ

る。 

 そのためにも、各々の組合員が労働運動の取り組みを強めていくことが重要になる。 

 団結を強め組合集会への積極的な参加を行い、宣伝行動などにも参加を強めていきま

しょう。 

 

１- ４ 大阪営業推進交渉 

関西共闘では、各局やセンターで解決できない問題やＮＨＫの営業局への質問・要望を

くみ上げ大阪営業推進に対して団体交渉を申し入れています。 

 ２０１７年度は二度の交渉を申し入れしました。 

 ２０１７年８月２２日の団体交渉では、新役員の通告を行ったあと地域スタッフの業

務に関する改善要望書について、ＮＨＫとしての検討状況の確認を行いました。団体交

渉後にクレーム数・委託法人の運用等・営業局やセンターでの目標数について事務折衝

を行いました。 

２０１８年３月２２日の団体交渉では、昨年の地域スタッフ業務改善要望書を基本に

した新たな改善要望事項を伝え、次回の交渉で回答を頂くことになりました。また「Ｎ

ＨＫグループ働き方改革宣言」の中に地域スタッフ・メイト・委託法人社員が含まれる

のかを問いました。団体交渉後に職員による受信料着服・ポスティング対策・営業局や

センターでの目標数について事務折衝を行いました。 

 

２ 上田新会長の就任について 

 ２０１７年１月２４日に３年間の任期を終えた籾井前会長の後を受けて、ＮＨＫ経営委

員監査役の上田良一氏が会長に就任した。 

 これで、２００８年の福地茂雄氏以降、１０年４代にわたり民間出身の方がＮＨＫ会長職

を務めたことになる。この１０年間はＮＨＫが政治利用された汚点の残る１０年間となっ

た。 

 ２０１２年に登場した、第二次安倍政権はメディアの政治利用を政権維持の重点に置き、

さまざまな手段を用いて圧力をかけてきた。 

 ＮＨＫには、経営委員の国会同意人事を利用し自らの意向を反映できる人物を送り込ん

だ。その結果が多くの国民から批判を浴びた籾井前会長の誕生につながる。 

 そのあとを受けた上田会長の任期は２０２０年１月までだ、新たな３か年計画では「公共

放送」から「公共メディア」へを掲げている。 

 今年末の４Ｋ・８Ｋ放送の開始、２０１９年のネットへの同時配信などＮＨＫの放送が大



きく変わろうとしている。  

 一方営業の現場は、この環境変化を受け入れて今後の方向性を示すことはまったくなか

った。このままでは営業の現場は取り残されてしまう。 

 このことは地域スタッフ制度への終焉へと向かっていることを私たちは自覚しなければ

ならない。 

 今年のＮＨＫ予算審議での答弁において、委託法人で働く社員や地域スタッフの直接雇

用を完全に否定したことに怒りを覚え強く抗議し、使用者としての責任を果たさせるよう

に運動を強めていきことが必要である。 

 

２-２ 「ＮＨＫグループ働き方改革」宣言 

  ２０１７年１２月７日にＮＨＫは「ＮＨＫ働き方改革宣言」を上田会長名で公表した。 

 この宣言では、長時間労働に頼らない組織風土をつくる、業務の改善、効率的な働き方を

追求などが掲げられています。 

 具体的取り組みとして、「健康確保休暇の付与」があげられていますが、１８年度処遇改

善交渉では、組合要求の有給休暇制度については受け入れられないと回答がありました。 

 ３月に行った、大阪営業推進との交渉で「ＮＨＫ働き方改革宣言」は地域スタッフはもち

ろんＮＨＫメイト、委託業務に先の社員などＮＨＫに関連するすべての労働者が対象だと

の回答を得ています。 

 しかし、委託総局の回答は、この考えを根底から覆すもので、その理由が委託制度には休

暇との考えはそぐわないと述べています。 

 ならば、会長の考え方は矛盾を抱えたものだといえます。今後はこの矛盾について追及し

ていくことで「健康確保休暇の付与」を実現していきましょう。 

 

３ 地域スタッフ削減反対  

 ３－１ 受信料制度を守るために地域スタッフの役割 

 昨年の最高裁の判決は、受信料制度は合憲と判断しましたが、 契約は双方の合意であり、

裁判所の判決確定をもって契約が成立することになりました。 

合憲との判断をうけて自主申告で契約手続きをする方が増えていますが、まだまだ契約

手続きをされない未契約者は数多くいます。その未契約者に対して委託法人社員は強引に

契約手続きをさせています。日本を代表する放送局がこのような営業を見て見ぬふりをし

ていて良いものでしょうか。放送は一流でも営業は三流以下です。 

 私たち地域スタッフは、お客様に対して誠実な対応を常に心がけているはずです。また個

人情報であるお客様リストへの正確な情報登録も行っているはずです。この行動は委託法

人との違いであり、受信料制度を守るための地域スタッフの役割でもあります。 

 

 



 ３－２ 法人化の流れの中で地域スタッフ制度を維持するために 

ＮＨＫの本音は、採算がとれる地域は全て法人化することです。なぜならクレームが多く

ても契約や解決をとってきてくれるからです。しかもクレームを減らすためにと、法人に対

して今年度は営業経費をかなり増やしています。クレームを減らすための具体的な方法は

不明ですが、クレームを減らすことに成功した場合は地域スタッフの必要性はなくなりま

す。契約や解決を数多くとりクレームが少ないとなればＮＨＫとして法人を選択すること

は当然でしょう。 

 この法人化の流れの中で、地域スタッフ制度を維持することは容易ではありません。地域

スタッフは個人事業主であり、労働基準法・労働契約法では守られません。地域スタッフを

守るために残されているのは労働組合法だけです。地域スタッフが労組法上の労働者であ

ることを最高裁で確定させ、全受労が労組法上の労働組合としてＮＨＫと交渉して地域ス

タッフを守れる労働協約を結ぶことが必要不可欠です。 

 地域スタッフ制度を維持するため最終的目標は、ＮＨＫとの雇用関係を勝ち取ることで

す。地域スタッフが安心して生活ができるように、労働者の権利獲得を目指しましょう。 

 

 ３－３ 地域スタッフのこれ以上の削減反対 

 ＮＨＫが法人化を進める中で、５７００名いた地域スタッフは１３００名まで削減され

ました。ＮＨＫはさらなる法人化を進めるために地域スタッフの削減を掲げています。私た

ち地域スタッフにも生活があり、これ以上の削減には断固反対です。 

 ＮＨＫは地域スタッフを削減するための手段として特別指導を悪用しています。本来特

別指導とは、業績を回復できるように職員が地域スタッフを指導することのはずです。しか

し職員自体に仕事に対しての能力がなく、地域スタッフを指導することなどできるはずが

ありません。特別指導になった地域スタッフを口頭であおるだけで、業績を回復させないよ

うにしているようにも感じ取れます。 

 法人化が進む中で、地域スタッフに交付される地域は年々契約の取りにくい地域になっ

ています。しかし目標は昨年同一時期の実績と比較すると２倍ほどになっているケースも

あります。目標の算出根拠の納得のできる説明がない状況で特別指導を進めることに断固

反対し、解雇を阻止しましょう。 

 

４ ＮＨＫの不当労働行為・東京地裁支援 

 堺支部が大阪府労働委員会へ申立てた堺営業センターにおける不当労働行為事件は、大

阪府労働委員会で勝利し、中央労働委員会でもより細かく協会の不当労働行為を断罪する

判断が下されました。つまり、労組法上の労働組合においては団体交渉における組合側の交

渉委員は組合の自主性に委ねられるべきものであるという事です。 

 協会は堺市労連の坂元事務局長を交渉委員に加えた団体交渉を何度も拒否していました。

最初現場では「部外者の方はお断りします。」と拒否していました。ところが、大阪府労働



委員会では「部外者の方は交渉に入れない、交渉慣行があった。」と主張しましたが、大阪

府労働委員会は認めませんでした。 

 中央労働委員会へ申立てした協会は、今度は「全受労の組合立ち上げ時における協会との

事前交渉の中で協会が議論のたたき台として出した『事前了解（案）』が成立しており、そ

の中の交渉原則が活きていると主張を変遷させてきました。中央労働委員会は合意を裏付

ける文章は無いと協会の主張を否定し、協会の不当労働行為を認定し、協会の団交拒否があ

ったとして文書手交を命じる判断を下しました。 

 協会は中央労働委員会の判断を不服として東京地裁へ訴えました。つまり、協会は国を被

告とした行政訴訟を起こしていたのです。２０１７（平成２９年）４月 13 日東京地裁は、

いずれの争点についても全受労の主張を受け入れ、原告（日本放送協会）の請求を棄却しま

した。この結果、全受労が労働組合であって、原告側に不当労働行為が在ったことが認めら

れました。労組法上の労働者の認定の中で、協会が目標数（ノルマ）を通じて地域スタッフ

を管理している点については、「管理の態様は相当強度なものである」、「一般的な委任契約

や請負契約の形態とは一線を画す相当強度なものというべき」と認定しています。４月 26

日付けで、協会は東京高裁へ控訴しました。協会はここでも新たな主張を展開しました。地

域スタッフは雇用労働者ではないので中小企業者を守る法律で救済を求めるべきだ、Ｑビ

ットは営業に不可欠な資材ではなくて単なる便利グッズであり、貸与は協会が判断するも

ので、義務的団交事項に当たらないというものでした。東京高裁は２０１８（平成３０）年

１月２５日に判決を出しました。その内容は協会の主張を細かく、一つ一つ否定する内容で

協会が最高裁へ上告しても覆ることが無いであろうものです。 

 協会は反省することなく最高裁へ上告しました。労働委員会や裁判所での争いでも、協会

は主張を変遷させながら係争を長引かせて組合の弱体化を計る算段です。組合員には些細

な考え方の違いを乗り越えて、弱体化を防ぎ結集する行動が求められています。 

 名古屋駅前支部事件は２０１０（平成２２）年当時、中部地区の全受労の拡大を危惧して

いた協会が組合弱体化を画策した行動に端を発しています。平成 22年６月に名古屋駅前営

業センターに着任した荒木センター長は面識のあった清水さんに「70 歳以上は契約更新が

出来なくなった。」「川村君はあんなところで書記長をやっててどうするんだ。」、また別の日

には「清水さんは 30年来の付き合いで信用しているから言うけど、あんなところにおって

はどうにもならん。川村・城田を新会社に推薦できない。」などと言い、脱退した方がよい

と匂わせた。この件で、２０１１（平成２３）年２月に渋谷で勝木・中西・永瀬で協会委託

推進部と事務折衝を行った。 

 ４月には清水さん問題、荒木センター長の暴言問題で中央団交を行った。これらの内容を

協会は内部調査で否定したために、５月に勝木・中西が名古屋駅前で清水さんに聞き取り調

査に入る。協会に再調査を要請し、名古屋駅前支部は６月 21日付で団体交渉を文書で申し

入れた。団体交渉メンバーとして名古屋駅前役員のほか、中央本部より石田副委員長・勝木

書記長・中西書記次長・出口中執の参加を申し入れた。翌日に協会委託推進鈴木福部長より



勝木中央書記長に電話があり、「団体交渉のメンバーとして中央本部の４人は認められな

い。」と主張する内容で勝木書記長は反論し物別れとなった。７月１２日付で改めて名古屋

駅前の新役員通告団交の後の交渉を申し入れした。7 月１１日の名古屋駅前支部大会で勝

木・石田を支部特別執行委員へ選出した。7月１２日当日、新役員通告団交の後で交渉に移

ろうとすると、協会側は参加していた勝木・出口特別執行委員の出席を拒否した。理由とし

て、協会委託推進部の三宅副部長の指示であると明言。本部三宅副部長の指示を確認後に 11

月に東京地裁へ不当労働行為を申し立てした。 

 東京都労働委員会では１１回の調査・４回の審問を経て、２０１５（平成２７）年３月に

結審。１０月に都労委命令が交付された。協会が主張した『組合立ち上げ時の事前了解の合

意。』は否定され、地域スタッフが労働組合法上の労働者である点も堺事件の判断同様に認

められた。東京都労働委員会は『団体交渉の組合側参加メンバーは組合が自主的の決める事

ができ、協会がこれを否定したことは不当労働行為に当たる。』と判断して協会の不当労働

行為を認定した。しかし、直接のきっかけとなった荒木センター長の一連の組合弱体化発言

については、当時の状況から合理性がない等として発言があったこと自体をすべて否定し

た。 

 ２０１５（平成２７）年１０月に協会・組合双方が中央労働委員会に再審査請求。３回の

調査を経て２０１６（平成２８）年１２月に協会・組合双方の再審査申し立てを棄却すると

のことで都労委の命令がそのまま維持された。 

 ２０１７（平成２９）年 1～３月にかけて協会・組合双方が東京地裁に提訴。３月の口頭

弁論と５回の弁論準備を経て２０１８（平成３０）年６月６日の第２回口頭弁論で結審し９

月２８日に判決が出されます。 

中央労働委員会の判断が覆ることは無いと考えますが、荒木センター長の一連の組合弱

体化発言は認めて欲しいと感じます。事の発端だったのですから。 

名古屋事件においても、協会は主張を変遷させながら係争を長引かせて組合の弱体化を

計る算段です。残念なことに協会の作戦は実現しつつあります。 

全受労組合員には労働組合としての自覚と知識と行動が求められています。今後、組合員

は各種の勉強会や相互の情報交換等を通じて自己認識を深め、協会と対峙することが必要

だと考えます。 

 

５ 組織拡大  

５－１ ＮＨＫメイトの組織化 

 ２０１７（平成２９）年４月１日現在 全国５８９人 予算４２億円で NHK メイトとし

て働く仲間には二つのグループがあります。 

 ひとつは、地域スタッフからの採用者と もう一つはＮＨＫメイトの新規採用者です。 

 特に今年は、地域スタッフからメイトに移行しやすくするために、メイトにも新規取次す

る場合に手厚く処遇改善しました。  



 しかし実際には新規取次が出来る環境が整備されず、移住者での転入だけで新規物件は

法人が対応するというものです。まったく矛盾した内容となっています。 

 メイトの平均年齢は６０歳を超えており収入が不安定な中で医療共済の勧めや、ナビタ

ン共済での保障等を中心に声掛けして仲間に広く呼びかけしていきましょう。 

 また、メイトの直接採用者は組合に対する関心度が低いので粘り強くアンケートや、健康

告知など共済会として、相談窓口を作り相談にものりましょう。 

 スタッフからメイトに採用された者は過去、組織に加入していたが現在は未加入者もい

るので共済会の加入を勧めていきましょう。 

 

一人でも多くの仲間を作り協会と対峙していきましょう。 

 

５－２ 委託法人社員の組織化 

 ２０１８（平成３０）年度ＮＨＫ予算において、契約収納費が２０１７（平成２９）年度

予算より４０億円弱増加しましたが、ＮＨＫ地域スタッフに対しての原資は１３億円減少

となっています。 

 それに比べて、法人委託手数料は３６億円の増額予算となり、約３５０社ある委託法人に

対して支払われる金額は約２５０億円にもなります。 

 委託法人で働くものの労働環境は、ＮＨＫは直接管理していないため労働法令を誠実に

守っているかは委託法人任せとなっています。 

 国会におけるＮＨＫ予算審議でも、日本共産党の本村参議院議員が労働時間などの実態

調査を行うよう迫りましたがＮＨＫは明確な答弁を行いませんでした。 

 労働者の働き方の実態は、現場で働く労働者自らが声をあげなければ、 使用者側に都合

の良い情報しか示されない可能性があります。 

 労働者の生な声を拾い上げるためにも早期に委託法人社員の組織化を始めなければなり

ません。 

 そのためにも、出局時に組織拡大のための声掛け、ビラ配布、アンケート調査、掲示板の

活用などを行いましょう。 

 

６ Ｎ問など市民団体との連携 

ＮＨＫ問題を考える会など、今や全国３０都道府県にまで増え NHK やメディアを考える

会として、組織化してきました。 

昨年１２月６日の最高裁の判決以降 新規契約の数は年明け以降４３８万件まで増加し、

また未払い者も減少の方向にあります。 

しかし 茨木の会など最高裁判決の対しては疑問視するところもありNHKに対しては受

信料の義務化は一方的だとの声がある中、ＮＨＫ の監視と激励を継続して視聴する市民団

体との連携は不可欠であると考えています。 



市民の声の代弁者としての役割を私達は協力してＮＨＫ に声をあげようではありませ

んか 

 

７ 学習活動への参加 

 ７－１ わくわく講座への取り組み 

 東京高裁でＮＨＫ地域スタッフは労組法上の労働者であるとの判決がでました。あとは

最高裁での勝利判決を待つだけとなりましたが、労組法上の労働者の地位獲得に反対して

いる地域スタッフが残念ながらいます。もしも地域スタッフが労働者でなかったら、全受労

は労働組合ではなくＮＨＫが言う通り事業者団体になってしまいます。労働組合でなけれ

ばＮＨＫが団体交渉を拒否したとしても不当労働行為になりませんし、団体交渉は受けて

くれてもＮＨＫに誠実交渉義務が発生しません。当然ながら全受労はＮＨＫと対等に交渉

することができません。また、発言や活動によっては刑事罰に問われる可能性があります。 

 地域スタッフ制度を維持するためには全受労が労組法上の労働組合としてＮＨＫと交渉

し、労働者の権利拡大につながる労働協約を結ぶ必要があります。是非ともわくわく講座に

参加して、労組法上の労働者の地位獲得の意義を理解して頂きたいです。 

 

 ７－２ 共済活動による第 2の賃上げを 

 関西共闘では、全労連共済を活用し組合員の生活向上を図ってきました。現在、組織共済

に１５名、自動車共済に 3 名が加入しています。昨年の共済金給付状況は、１１件 ２７

６，５００円となっています。 

 また、全受労兵庫共済会が行っている、地域スタッフ共済は、神戸支部が組織加入で４名、

個人加入は８名がナビタンなどの紛失時にそなえて加入をしています。 

 民間損保などに比べて掛金が安い共済に切り替えることにより年間数万円の削減効果が

期待されます。 

 今年の拡大キャンペーンは、季節ごとのキャンペーンではなく年間通しての活用となり

ました。この機会に共済加入者を増やしていただきたいとおもいます。 

  

８ 最後に 

協会の営業業務の法人委託への切り替えスピードは、苦情の多発を顧みることもなく早

まっています。そして、地域スタッフは効率の悪い地域ばかりを交付され、収入も低下し、

特別指導で解約へと追い込まれています。 

 神戸の福嶋委員長不当解約事件と堺支部の吉平委員長の不当解約事件での労働契約法上

の労働者を主張し、地位確認を求めた戦いはいずれも地裁では勝利するも高裁で地裁判断

を覆す不当な判断が出されました。また、最高裁で上告棄却・不受理となり、敗訴が確定し

ました。これは非常に遺憾な判断であり、我々地域スタッフの労働実態を省みない不当な内

容であったと思います。 



 

 しかし、労組法上の戦いである『堺支部の不当労働行為事件』は東京高裁に於いても勝利

しました。また、『名古屋駅前支部事件』は東京地裁で戦っておりますが、今回の東京高裁

判決に沿った判決が出ると信じております。労働組合としての権利の獲得はほぼ決定した

ものと考えます。今後、関西共闘の組合員には雇用の確保（解約の阻止）を最重要課題とし

て戦って行けるように知恵を結集し、行動する決意を持っていただくことを期待しており

ます。 

 

 労働委員会・地裁・高裁の戦いに於いても、協会は主張を変遷させながら係争を長引かせ

て組合の弱体化を謀る行動を徹底してきました。地域スタッフ・組合員の数は減少の一途を

たどっています。我われに残された時間は長くはありません。早期に全受労の戦いが勝利す

ることが必要です。支部に戻られたら、組合員と話し合い、一人でも仲間を増やして頂きた

いと思います。また、関共闘としても組織の在り方を含め、全員が結集できるように変わっ

ていく必要を感じています。関共闘がより強固な組織となるように組合員全員の実りのあ

る議論を期待しております。 

 

２０１８年 7 月１９日 

全日本放送受信料労働組合 

関西地方協議会 争議支援共闘 

第 12 回 定期大会 

 


