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千葉県労働委員会は、千歳会
労働組合の社会福祉法人千歳会
による不当労働行為に対する救
済申立に対し、７月 日付で救
済命令を発出しました。
内容は左記のとおり、① 年
秋闘要求に対し「要求根拠を示
さなければ団交を受けない」等
としていた法人の姿勢、②給与
明細書に理事長名で職員と千歳
会労組を分断する文書を封入し
たこと、③不当懲戒解雇処分撤
回を求める団体交渉に、首都圏
青年ユニオン連合会・竹田義弘
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（実名、武田善城）書記長を引
き入れ妨害させたこと、は不当
労働 行為 で ある と断 罪 しま し た 。
そして、千葉県労働委員会か
ら不当労働行為を行ったと断罪
されたこと、再び不当労働行為
を行 わな い 旨を 記し た 掲示 物 を 、
すべての施設に７日間貼り出す
ことを求める、ポストノーチス
命令が出されました。今日時点
で、ちとせ小町とケアハウス生
谷に掲示されていることは確認
しています。
この命令を受け、左理事長に

対し、千歳会労組に対し謝罪す
ること、そして今後は千歳会労
組潰しは止め、真摯に向き合い
職場改善と介護の充実・発展に
向け議論を尽くすことを強く求
めます。
左理事長は、残念ながら千葉
県労働員会調査・審問にも一度
も姿を見せませんでした。団交
にも当初２回参加し「こういう
場は大事」等と発言しましたが、
それ以降は姿を見せません。
千歳会労組に自ら謝罪し、向
き合うことを重ねて求めます。

社 会福祉法 人千歳会 は、首都圏 青年
ユニ オン連合 会と緊密 に関係する 社労
士と 結託し、 救済申立 以降も異常 なま
での不当労働行為を重ねています。
内 山委員長 に対する 不当降格、 秋本
副委 員長に対 する不当 な役職はく 奪、
団体 交渉を交 渉予定時 間直前に一 方的
に流 す等、悪 質な不当 労働行為を 続け
ています。
今 年６月に は、東京 都労働委員 会で
も救 済申立に 伴い調査 が開始され てい
ます 。ここに 出された きた法人の 答弁
書・ 準備書面 は、主張 と思われる 部分
は根 拠希薄な 一方的主 張と中傷が 羅列
され 、それ以 外は「Ⅰ 組合員は、 漫然
と千 歳会労組 に組合費 を徴収され てい
る被 搾取者の 立場にあ るが、本人 は納
得し ているの か」等の 愚にもつか ない
質問を繰り返すものになっています。
何 より許せ ないのは 、千歳会労 組を
「反社会的勢力類似の団体」と規定し、
パワ ハラ・不 当労働行 為を受けた 組合
員に 対し「自 らの子供 に対し虐待 行為
を 行い」 等と 事実 無根の 本来 まっ たく 関係 ない
名誉棄損、侮辱を行っていることです。
こうした事実無根の主張、徹底的な名誉棄損・
侮 辱、愚 にも つか ない質 問の 羅列 とい う特 異な
特 徴を持 つ文 書を 作成し 公表 でき る異 常さ を持
ち 合わせ てい る人 物はそ う多 くは 存在 せず 、首
都 圏青年 ユニ オン 連合会 と緊 密に 関係 する 社労
士によるものと判断し間違いありません。
そして 、こ の社 労士に 作成 させ た、 自ら の法
人 の職員 がつ くっ た労働 組合 と、 日々 働い てい
る 職員に 対す る誹 謗中傷 ・侮 辱が 羅列 され てい
る 文書に 、自 らの 印を押 し平 然と 公文 書と して
提 出して くる 左理 事長の 認識 ・姿 勢に も大 いに
問題があります。
この社 労士 は、 宮城県 労働 委員 会で も某 社の
社 長と結 託し 、首 都圏青 年ユ ニオ ン連 合会 を利
用 して労 働組 合潰 しを行 い、 不当 労働 行為 の片
棒 を担い だと 断罪 された 曰く 付き の人 物で す。
早急に手を切り、法人の正常化を求めます。

