
明治乳業大阪工場が一畳半ほどのプレハブ小屋に

若い女性社員を長期間隔離

志宝会に入っていないために差別を受けている

三谷秀治国会議員が明治乳業を国会で追及

第０９６回国会 予算委員会第三分科会 第１号

本分科会は昭和五十七年二月二十四日（水曜日）委員会において、設置することに決した。

二月二十五日 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。

上村千一郎君 海部 俊樹君

亀井 善之君 小宮山重四郎君

橋本龍太郎君 藤本 孝雄君

大原 亨君 野坂 浩賢君

草川 昭三君 木下敬之助君

瀬崎 博義君

二月二十五日 海部俊樹君が委員長の指名で、主査に選任された。

昭和五十七年二月二十六日（金曜日）

午後五時一分開議

出席分科員

主 査 海部 俊樹君

上村千一郎君 亀井 善之君

小宮山重四郎君 橋本龍太郎君

藤本 孝雄君 野坂 浩賢君

湯山 勇君 草川 昭三君

木下敬之助君 小林 政子君

瀬崎 博義君 藤原ひろ子君

三谷 秀治君

兼務 藤田 高敏君 兼務 岡本 富夫君

出席国務大臣

労 働 大 臣 初村滝一郎君

出席政府委員



労働大臣官房長 松井 達郎君

労働大臣官房会

計課長 高橋 伸治君

労働省労政局長 吉本 実君

労働省労働基準

局長 石井 甲二君

労働省労働基準

局賃金福祉部長 望月 三郎君

労働省婦人少年

局長 高橋 久子君

労働省職業安定

局長 関 英夫君

労働省職業安定

局失業対策部長 加藤 孝君

労働省職業訓練

局長 森 英良君

分科員外の出席者

法務省人権擁護

局調査課長 水流 正彦君

外務大臣官房外

務参事官 斎木 俊男君

大蔵省主計局主

計官 篠沢 恭助君

大蔵省銀行局総

務課長 足立 和基君

労働大臣官房審

議官 倉橋 義定君

労働省労政局労

働法規課長 齋藤 邦彦君

労働省労働基準

局監督課長 岡部 晃三君

労働省労働基準

局労災管理課長 小田切博文君

労働省労働基準

局補償課長 林 茂喜君

労働省労働基準



局安全衛生部長 林部 弘君

分科員の異動

二月二十六日

辞任 補欠選任

大原 亨君 湯山 勇君

木下敬之助君 横手 文雄君

瀬崎 博義君 藤原ひろ子君

同日

辞任 補欠選任

湯山 勇君 大原 亨君

横手 文雄君 木下敬之助君

藤原ひろ子君 三谷 秀治君

同日

辞任 補欠選任

三谷 秀治君 小林 政子君

同日

辞任 補欠選任

小林 政子君 瀬崎 博義君

同日

第四分科員藤田高敏君及び岡本富夫君が本分科兼務となった。

本日の会議に付した案件

昭和五十七年度一般会計予算

昭和五十七年度特別会計予算

昭和五十七年度政府関係機関予算

（労働省所管）

――――◇―――――

次に、三谷秀治君。

○三谷分科員 私は、大阪の明治乳業という事業所で起きました人権侵害と労働基準法違反の

問題についてお尋ねしたいと思います。

〔主査退席、亀井（善）主査代理着席〕

明治乳業の大阪工場におきまして、入社後十八年たちます松本寿子さんという三十四歳の婦人

労働者がおります。この人をこの明治乳業大阪工場では、下請企業であります、四キロほど離れて

おります港湾冷蔵という企業の冷凍冷気が吹き出す冷凍倉庫入口わきの畳一畳半ほどのプレハブ

小屋に隔離する、こういう前近代的な処置を行っております。この松本さんは、会社の差別的な嫌が

らせによりまして、十年前に他の労働者と切り離されて、この下請工場の一部に堀っ立て小屋をつく



って、そこで作業をやらされる。二年半ほど前からいまの一層狭隘な劣悪なプレハブ小屋に隔離され

たのでございます。

松本さんは、会社に対して改善を要求しますとともに、大阪法務局人権擁護部に対して昨年の十

二月五日にこの事実を訴えて救済を求めておりますが、法務省は、この人権侵害の事実について、

この事実関係の調査を行っていらっしゃるかどうか、お尋ねしたいと思います。

○水流説明員 御説明いたします。

御指摘のように、昨年十二月五日にただいまお尋ねのようなお話がございましたので、昨年の十二

月二十一日が第一回目でございますが、それから最近と、二回にわたりまして、大阪工場の担当課

長等を大阪法務局に呼びまして、事情聴取をいたしております。

そういう勤務状況になったいきさつ等についての調査は継続中でございますけれども、その調査の間

に、人権侵犯に当たるかどうかということは別としまして、現実にそういうふうにして泣いているといいます

か、訴えている人がおるということを強く申しまして、人権尊重の立場からしかるべき改善措置をとって

ほしいということを強く啓発したわけでございます。それで先生も御承知のとおり、会社側は三月の八

日付でもとの工場に戻すということを決定したというふうに表明しておる次第でございまして、そういう調

査の状況でございます。

○三谷分科員 十二月五日に申告をしまして、こういう深刻な事態、これが改善をされないままで

経過したわけですが、十九日ごろでありますか私どもが調査に乗り出しましてから会社の方で帰すと

いうことになったわけでありますが、このような非人間的な差別扱いを従業員に対して行ってきたこと、

この社会的な責任というふうなものも明らかにしなくてはいけません。問題になったからただ帰す、理由

も明らかにしないままでこういうところに隔離をする、理由もわからぬままでそれじゃ帰そうというような処

置をとっているわけでありまして、その間の会社側の処置というものは決して首肯できるものではないの

であります。

どういうところで作業をしておったか、これは基準局長にもごらんいただきたいと思いますが、こういう場

所でありまして、畳一枚半の狭いプレハブ小屋であります。夏は西日が差しまして大変な暑さになっ

てくる、冬になりますと冷凍庫の入り口でありますから冷凍の冷気がそこに入り込んでくるというような

状況になっておったわけでありますが、法務省としましてはまだこの具体の事態については十分におつ

かみになっていないのかどうか。その場所等についてもお調べになったのかどうか、お調べになっておれば

それについては一体どのような所感をお持ちになっているか、お聞きしたいと思います。

○水流説明員 会社の関係者等からいろいろお話を聞いて説明を受けたということで、現実に現場

を見たかどうかまでは私ちょっと確認いたしておらないのでございますが、先日報告を受けました際にち

ゃんと現場も見るようにと申しておきましたのであるいはもう見ておるかもしれませんが、それについて具

体的にいまここで感想を申し上げる状況にないのでございますが……。



○三谷分科員 ただ、会社がいまになって帰すと言ってきたからそれでいいという性質のものじゃありま

すまい。こういう人権侵害事件につきましては説示という制度もありますし、勧告という制度もあるよう

でありますが、これは単にこの松本君だけではありませんですよ。なお四十五名の労働者がいろいろ

差別扱いを受けておるわけであって、そういうことをきわめて一般的に行っている工場でありますから、

十分な調査を行って人権についての十分な教育、指導等を行う必要があると思いますが、この点は

どうお考えでしょうか。

○水流説明員 先ほども申しましたように、ただいま私どもといたしましては事情聴取をやっている最

中でございますので、今後どういう形で進展するか予測がつきませんが、さらに事情聴取しまして、労

働基準局その他の関係当局とも十分御相談しながら、啓発の必要があればそれも当然考えていき

たい、こういうふうに考えております。

○三谷分科員 この差別の原因というのは、いまからすでに十数年前になりますが、会社側が労働

組合を御用化するという意図を持ちまして会社側の意図するような組織、志宝会と言っておりますが、

これをつくったわけでありますけれども、これに参加しなかった労働者、二百名中四十五名ほどおりま

す。それが恐らく一つの原因であろうと思う。もう一つは、松本さんが作業着の洗いがえを要求した。

松本さんだけじゃありませんが、婦人の方が要求したわけですが、松本さんが先に立って言った。これ

しか理由がないわけです。

この志宝会に参加していない四十数名は、それぞれ賃金等におきましても差別を受けております。

作業の上でも極端な差別を受けております。いまは少し近代化されましたけれども、何といいましても

こういう冷凍関係の事業でありますから、硬化室といいまして零下三十度の冷凍室があるわけであり

ますが、そこに入る作業などは、この志宝会に加わらなかった労働者を次々と頻度を非常にふやして

入れるというようなことも行っております。それから、高い技術を有しております労働者でも牛乳瓶が壊

れているかどうかチェックする単純な作業、これは牛乳瓶を入れる箱でありますが、そういう作業につか

せるという例も数多く出ております。

そして、こういういろいろな差割の一つの集約点として松本さんに対する隔離が行われたわけであり

ます。松本さんはいまそこで出品伝票の整理を行っておりますが、これは大阪工場における伝票であ

りますから、これをわざわざ大阪工場から四キロ離れました下請のプレハブの小屋にボール箱に入れて

運んできて、そして隔離部屋で作業させております。しかし、仕事も十分にはありませんから、いわゆる

仕事を干されるという状態があるわけであります。

二度と再びこういう差別があってはならぬことは言うまでもないわけでありまして、松本さんはこれまで

の屈辱、そして人権侵害に対して謝罪文を掲示しろということを要求しておるのであります。これに対

して、長期にわたりまして――十年以上でありますから、こういう非人間的な扱いをしてきて、理由も

まだ明らかにしていない、そしてもとに復帰させるというだけでは、了解できないのは当然であります。

私は、人権擁護局が本来の使命を果たすために、こういう場合にはもう少し迅速、的確に実態を

把握する活動をしてほしいと思うのです。きわめてマンマンデーであって、いわば職務の怠慢に等しい



状態があると私は思っておるわけでありますが、そのことをお願いしたいのであります。

それから、労働省は大阪労基局を通じまして事件の概略は御承知だと思います。労働基準局も

やってまいりまして小屋の寸法などをはかって帰っておるようでありますから御承知だと思います。これは

労基法の三条に明白に違反していると私は思っておりますが、これについての労基局の見解をお尋

ねしたいと思うのです。

○岡部説明員 先生が大阪局に見えられまして監督課長と面談された模様等々につきましては、

現地から報告を受けているところでございます。

本件、松本さんの件でございますが、私どもの観点からいたしますと、作業環境等労働条件確保

の面で関係法令に抵触することがあってはならないという観点から、所轄の署から実地に実態を調査

いたしたわけでございます。その詳細につきましてはまだこちらに上がってきておりませんけれども、先生

お尋ねの労働基準法の差別問題と申しますかそういう点につきましては、つまり三条の差別に当たる

かどうかという点につきましては、非常に判断がむずかしいのが一般でございます。

本件につきまして私ども聞き及びますところによりますと、これは現在三条に当たるかどうかということ

で民事訴訟中であるというふうに聞いているわけでございます。その訴状なども私ども見たわけでござ

いますが、そのように現在裁判所において係属している事案につきまして、ここで監督署が、それが三

条に触れるかどうかという点につきましては申し上げることは差し控えたいというふうに考えております。

○三谷分科員 確かに四人ほどの労働者の方が裁判所に提訴されておるということは私も聞いてお

りますが、差別を受けておりますのは四十五名に上るわけでありますから、大多数の人が裁判所の救

済はまだ求めてはいないのでございます。ですから、裁判所の救済を求めていらっしゃる方はいまおっし

ゃる点があるとしましても、大多数の方がそういう状況にはないわけでありますから、基準局としては独

自の活動と判断でこの真相について当然調査をされるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

○岡部説明員 現在四十五名の志宝会に入っておられない方のうち四名についての民事訴訟とい

うふうに聞いておりますが、その残りの方々の問題につきましても、これは性質といたしまして法的な意

味合いは同じ観点からなされるべきものであろうというふうに考えるわけでございます。したがいまして、

その点につきましても、その民事訴訟の結果を見て措置いたしたいというふうに考えておるところでござ

います。

○三谷分科員 四名の方は四十五名を代表して提訴されたわけではないのであって、これは四名

の方が四名の任意の意思で提訴されております。事柄の内容につきましては類似している点もありま

す。個別に条件の違う点もあります。それはそもそもここに勤務しました条件等から差があるわけであ

りますから、これは全部同一のものではないのでございます。

そういう点からしますと、裁判中のものについては基準局としては三条についての認否の決定はしな

いというのもおかしいことであって、裁判に出している人は裁判に出している人、出してない人は出して



ない人として独自の調査をされる必要がある、私はそれが本当だと思いますけれども、その点はいか

がでしょうか。

○岡部説明員 先生御指摘の点は、これはやはりケースによっていろいろ私どもの対処の仕方が異

なってまいるわけでございます。本件につきましては、やはりこの志宝会に入るか入らないかということに

基づきまして発生しております事案でございます。そこが問題の本質であろうかと思います。したがいま

して、その事案の中核的な部分は同質であるというふうに私ども判断をいたしておるわけでございま

す。

○三谷分科員 志宝会に入っていないために差別を受けてきている、その差別にはいろいろな形態

がある、そして四名の方は訴訟を起こされて、他の方は基準局の救済を受けるという考え方でおるわ

けでありますから、それはそれなりに調査をされる必要があるのではないかと私は思っておりますが、どう

でしょうか。

○岡部説明員 その点につきましては、繰り返すようでございますけれども、事案全体を通じまして、

私どもも現地から報告を受けて検討したわけでございますが、この質を同じくする問題の処理というこ

とで、その四十一名の方について判断を下すということは、これはやはりその裁判を待ってからの方がい

いというふうに考えたわけでございます。

なお、本件につきましては、現地におきまして申告事案というふうな形ではなっておりませんで、私ど

ももこの事案を知りましたのがごく最近のことに属するわけでございます。したがいまして、私どもなおい

ろいろ状況を分析してまいりたいと思いますが、現在における判断というのは先ほど来申し上げている

ようなことでございます。

○三谷分科員 いまおっしゃったようにいろいろな状況を判断されて、そして少なくともその事態がどう

なっておるか、あるいは提訴していない労働者についてはどうなのかという点については、ぜひ調査をお

願いしたいと思います。基準局長さんどうでしょうか。

○石井（甲）政府委員 この事案につきましては、いま監督課長が申し上げたような状況でございま

すが、ただ労基法第三条に違反する事実が認められれば、具体的事実を付して、これを所轄の監

督署に申告をお願いしたいと思います。そういう形を通じてこの問題に対処していくという道があろうか

と思います。

○三谷分科員 そのおっしゃることはよくわかります。聞きますとどうもまだ基準局の方に具体の状況を

付した提訴をしていないようでありますから、これは早急にやってもらうことにしまして、それが出ました

場合にはそれに対して適正な対応をお願いしたいと思うのですが、その点いかがでしょうか。



○石井（甲）政府委員 十分に実態を把握して対処してまいりたいと思います。

○三谷分科員 それからいまの小屋の件ですね。あの小屋の件については基準局としては調査にな

ったと思いますが、これについてはどのような御見解でございましょうか。

○岡部説明員 この調査も実は昨日か一昨日というふうに聞いておりますが、したがいまして、その報

告がまだ上がってきておらないところでございます。十九日に先生がいらっしゃったときにも、現地の課

長から申し上げておりますとおり、安全衛生面から言いますと、たとえば一人当たりにつき気積の問題

がございます。そういうふうな安全衛生面の問題も含めまして総合的に監督をいたしたことと思っており

ます。

○三谷分科員 いたしたことと思っているというわけであって、それは課長さんの判断であって、実態は

どうされたかはまだわかっていないわけですか。

○岡部説明員 これは現地の判断が出れば、報告が来ることになっております。

○三谷分科員 いまおっしゃいますように、基準局がこの調査にかかられたのもつい最近でありますし、

それから人権擁護局がこの調査に入られたのも最近でありますから、いまお答えになっているような事

情は確かにあると思うのです。

そこでそれはそれとしまして、いま見ていただきました小屋ですね、大臣もごらんになったと思いますけ

れども、ああいうところで労働者というものを、まあ最近の速記録を見ますと、職場何というんですか忘

れましたけれども、職場から除外するやり方、何かこの表現があるようですが、前回の人権問題の質

疑を見ますと職場八分というんですか、そういうものだということを、当時のこれは人権擁護局長ですか、

おっしゃっておるようでありますが、まさに職場八分でありますから、これについてはなおよく実態を調べ

ていただいて、こういうことが許されてはならぬということ、この点を十分に警告していただきますとともに、

会社側がこういう処置をとってきましたことに対しても、申告をしますから、基準局としてよく調べていた

だいて、十分な指導をお願いしたいと思うのです。

それでこういう処置は、松本さん以外にもあります。やはり明治乳業の岡山工場の松田研之という

人がおりますが、この人は四年前に農耕をしておってけがをしまして、それ以後会社側の就労拒否に

遭いまして、一年ほど前から松本さんと同じような状態に置かれておるという事実もございます。これに

ついてもぜひ御調査をお願いしたいと思いますが、どうでございましょうか。

○水流説明員 ただいまのお話は初めて聞くことでございますので、現地に早速連絡いたしまして、

事案によりましてはしかるべき調査等を必要に応じてやっていきたい、こういうように思います。



○三谷分科員 必要に応じというよりも、まず調べてもらわぬとわからぬわけですよ。必要がないから

調べなかったということでは困りますから、まず調べていただいて、結論をぜひ出していただきたい。

○水流説明員 そのように努力いたしたいと思います。

○三谷分科員 賃金差別の問題はいろいろあります。四十五名が賃金の差別を受けておりますが、

この松本寿子さんの場合は、勤続年数の同じ十八年の労働者と比較してみますと、一般の労働者

が十九万三千三百六十円の月収でありますが、松本さんという人は十三万六千円であります。です

から、勤続十八年の労働者が賃金に五万以上の差がついておる、こういう実態があるわけであります。

これは松本さんだけじゃありません。いま申しました志宝会に入らなかった労働者、たとえば二十一

年勤続の伊藤武治君という人がおりますが、この人は二十一年勤続しまして十二万五千八百八十

円であります。想像ができない。これに対して、同じ四十歳で勤続年数はなお非常に少ないわけであ

りますが、これで十七万六百五十円になっておる。非常な格差があります。ナカガユキオ君という人の

場合は、これは基本給が十三万五千五百七十円でありますが、これに対して同じ条件で志宝会の

会員の場合十七万二千二百八十円、こういう差別も出ておるわけであります。イトガヒサシ君という

人は、これは勤続二十年でありますが、この人も基本給が十一万五千四百二十円であります。そし

てこれに対して、二年前に入った志宝会の会員というのが九万五千円でありますから、勤続二十年

の労働者と入社二年の労働者の賃金がほぼ等しい、こういう差別が出ておるわけでございます。

ですから、こういう状態を見ますと、四十五名の労働者に対する差別賃金というもの、これは一人の

労働者が月四万の差があるとしまして、十年間で一億数千万円の差額が明らかに出るわけでありま

す。こういう実態については基準局としてもぜひ調べていただいて、なぜこういう差が出ておるのかという

点を明らかにして、これが思想や信条に基づくものであるならば、これは当然三条に違反をするという

ことになるわけでありますから、これについてもひとつ基準局としても本気に調査をしてほしいと思います

が、いかがでしょうか。

○倉橋説明員 賃金につきましては、単に勤続年数が同じだからといって、その者が平均賃金より

高い低いことがあったといたしましても、直ちに差別的取り扱いがなされたと即断することはできないと

思います。やはりその取り扱っております職務の内容、責任の度合い、能力その他のいろいろな関係

で賃金の差があるというのは、いかなる会社におきましてもあり得るわけでございます。したがいまして、

私どもそのような差が個々にあったといたしましても、直ちにそれをもって労働基準法に抵触するという

ような前提で調査をすることは、いささか無理があろうかと思います。

なお、先ほど局長からお話がありましたように、それらの事案、三条違反ということにつきまして具体

的に事実を指摘いたしまして、個々の労働者の方が申告をしていただきますれば、それに基づいて必

要な対応をいたしたいと思います。



○三谷分科員 労働者の職務上の責任だとか技能の差とか、そういうものによって賃金に差がある

なんということは、これはもうだれでもわかっていることです。

私が言いましたのは、志宝会に入っている人と入っていない人、技術の問題を比べてみても勤続年

数を比べてみても、二十年勤続なんてたくさんおるわけですから、比べてみましても、そのような大きな

差がつく根拠はどこにもない。あるのは、志宝会に入ったか入らなかったかというところですね、ここに大

きな根拠があるわけであります。

そして、その差別をどのようにやってきたかという問題につきましては、会社内部の資料も大分持って

おりますけれども、きょうは時間の関係でお尋ねはできませんが、いま局長がお答えになったように、こ

の問題についていろんな複雑な要件を絡めておりますから、ぜひ調査をいただいて、そして妥当な結

論と指導をお願いしたいと思いますが、ひとつ大臣の所見をおっしゃっていただきたいと思います。

○初村国務大臣 いま、志宝会に入っておる労働者と入っておらない方の差別が非常に賃金的に

もいろいろ出てきておるようでありますが、やはり私も中身を十分知らないと軽々な答弁もできません。

したがって、中身を十分調べた上で、私の方で勧告するところは勧告をし、さらにあっせんをしてやらな

ければならないところはあっせんして努力してまいりたい、かように考えます。

○三谷分科員 終わります。

○亀井（善）主査代理 これにて三谷秀治君の質疑は終了いたしました。


