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２０１１年６月２９日

明治ホールディングス株式会社

代表取締役社長 佐藤 尚忠 殿

株主 永瀬 登

（明治乳業争議支援共闘会議事務局長）

株主 小関 守

（明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団団長）

第２回 明治ホールディングス株式会社株主総会に対する「事前質問書」

はじめに

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に被災された、多くの方々にお見舞いを申

し上げます。また、株式会社明治(以下、単に明治)の東北工場を始め、被災した明治ＨＤグループ

の事業所において、事業再開に向けてご奮闘された従業員及び関係者の労苦に感謝を申し上げます。

さて、明治ホールディングス株式会社(以下、単に明治 HD)の第２回株主総会に対し、健全な企

業としての発展を求める立場から、趣旨に賛同される株主の連名で質問書を提出いたします。

今年の株主総会は、未曾有の被害をもたらした戦後最大の国難というべき大震災から３ヵ月余、

最優先課題として国を挙げて取り組むべき緊急事態のもとで開催されます。

大震災と放射能汚染の深刻な広がりにより、日本の食糧倉庫といわれる東北地方の農業・畜産業・

漁業は深刻な事態に陥っています。救援・復興に向けて東京電力及び国が全面的に取り組むのは当

然のことですが、経済的体力のある財界・大企業の果たすべき役割も決定的に重要だと考えます。

このようなときだからこそ、会社疲弊の原因である労働争議を解決し、全社員が協力して安心・

安全な食品づくりに貢献することが必要なのではないでしょうか。他の大型労働争議は司法での争

いもありましたが、最後には話し合いで解決しているのです。私たちは、これらの諸情勢を踏まえ

以下の内容で「事前質問書」を提出し、６月２２日までに文書で回答されることを求めます。

第一は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に関する質問。

第二は、子会社「明治」で続いている長期労働争議の解決を求める立場からの質問。

第三は、事業再編及び経営施策から従業員の生活と労働諸条件を守る立場からの質問。

第四は、食の「安全・安心」に関わる不祥事などを根絶する立場からの質問。

第五は、国内酪農の維持振興及び健全な企業活動を求める立場からの質問。

記

１、東日本大震災及び福島第一原発事故に関する質問

明治ＨＤグループ企業においても操業停止を含む、様々な被害が発生したと聞きます。一方では、

食品大企業である明治ＨＤグループとして、この国民的難局をどのように受け止め、復興に向けて

社会的責任を担うべきなのか、正面から問われてもいます。 以下の質問への回答を求めます。

１) 明治ＨＤグループの被害状況についての報告

① 各地の事業所ごとの被害実態と製造開始など復旧までの状況について。

② 復旧に至る休業中の非正規職員を含む従業員らの雇用・勤怠・賃金などの取扱について。
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２) 生産の休止や部分製造による出荷制限などによる販売業者への影響

① 出荷制限の場合、多企業の製品を扱う量販店と、専売店化している牛乳販売店では、その

影響は大きく異なります。限られた出荷量の配分を決める基準についての説明を求めます。

② 販売店への出荷制限下で、「量販店の店舗(神奈川)などで特売チラシが配布された」との情

報がありました。牛乳販売店をないがしろにする重大問題ではないのでしょうか。

③ 出荷制限による損害補償問題が発生していると聞きますが、事実関係の報告を求めます。

３) 東電福島第一原発事故による酪農経営の危機的状況

① 震災・原発事故発生前後の東北６県及び茨城県からの原乳入荷量の推移について。

② 放射能汚染原乳の廃棄や避難区域の拡大など、乳業メーカーのパートナーである酪農が危

機的状況にあります。この深刻な事態を経営陣はどのように受けとめていますか。

③ 放射能汚染に関する報道への不信・不安が強まるなか、牛乳の安全・安心を保障するため

にも、専門機関でのメーカー独自の検査が必要との指摘がありますがどう対応しますか。

４) 明治ＨＤとしての対応について

①大手企業を中心に節電の様々な努力・工夫が報じられています。明治ＨＤグループの節電

計画はどのように検討されていますか。具体的な計画内容の報告を求めます。

② 明治ＨＤが行った義援金(１憶円)や救援物資に敬意を表します。しかし、個人で数億円単位

の義援金や、企業においても役員報酬の一部を義援金とするなどの例もあります。

内部留保の活用など企業としての最大限の支援と同時に、経営陣には高額所得者に相応

しい姿勢も問われています。明治ＨＤ経営陣はどのように対応しているのでしょうか。

２、子会社「明治」で続いている長期労働争議を解決させる立場からの質問

明治の異常企業体質の象徴は、1960年代から切れ目なく続いている労働争議にあります。

私たちは、明治ＨＤが目指す「食と健康」企業グループのイメージと、差別・人権侵害が容認

される企業体質は絶対に相容れないものであり、避けては通れない緊急課題だと考えています。

早期全面解決を求める立場から、以下の質問への回答を求めます。

１) 市川工場事件(千葉県32名)の司法判断を踏まえての質問

① 市川工場事件への東京高裁判決事実認定は、(１)申立人らの集団性、(２)集団間の「有意な

格差」、(３)不当労働行為意思について「妥当すると見る余地はある」と判示しました。

企業にとっても重い事実認定だと考えますが、経営陣はどのように受け止めていますか。

② 東京高裁判決の結論は「控訴棄却」ですが、経営陣は判決の結論で罰せられなければ、事

実認定で違法行為が明確にされても免罪されると考えているのでしょうか。

２) 全国事件(９事業所３２名)に関する質問

① 都労委での結論を待つまでもなく、市川工場事件の高裁判決で明確にされた、「格差の存在」

及び１９６０年代からの異常な従業員管理などを、旧明治乳業時代の歴史的事実として経営

陣が真摯に受け止め、一括して全面解決を行うべき局面だと思いますがどうでしょうか。

② 大震災・原発事故など日本経済や企業活動をめぐる厳しい状況下で、「労働争議を抱えてい

る場合ではない」などの指摘もあります。経営陣はどのように受け止めているのですか。
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３)明治と「全労連地域労組こうとう」及び「食品関連一般労働組合」との団体交渉に関する質問

明治の従業員らが江東区の個人加盟労働組合「全労連地域労組こうとう」に加盟し、明治に団体

交渉を申し入れ本社において開催されています。また、同従業員らは個人加盟の「食品関連一般労

働組合」(略称：食品一般ユニオン)にも加盟しており、同ユニオンも明治に団体交渉を申し入れて

います。食品一般ユニオンには、明治乳業争議団の労働者らも多数加盟しており、団体交渉の当事

者でもあります。以下の質問への回答を求めます。

① 「全労連地域労組こうとう」との団体交渉の概要報告を求めます。

② 「食品一般ユニオン」の団体交渉要求項目には、旧明治乳業に在籍していた時代に組合員が受

けた差別など、未解決のまま定年退職となっている課題も含まれています。

誠実に団体交渉に応じて協議することで解決すべきだと考えますが、経営陣は食品一般ユニオ

ンの団体交渉申し入れを、どのように受け止めて対応しているのですか。

３、事業再編及び経営施策から、従業員の生活と諸権利を守る立場からの質問

明治ＨＤは今年４月に事業会社の再編を行い、２０２０年度に連結売上高を０９年度比４割増強

の、１兆５０００億円とする経営ビジョンを発表しています。しかし、この間、原料の円高差益に

よる収益改善は見られたものの、厳しい経営環境にある主力事業の市乳部門や菓子部門の推移では、

経営ビジョンへの道筋が見えてきません。むしろ、「９０年以上も続いた社名の変更は大きな決断」、

「それぞれの分野のトップ企業を一体化させるのは荒業」などのマスコミ報道も含め、厳しい経営

環境の中での施策の強行として、経営陣の判断が鋭く問われる状況にあります。

1）「貧困と格差」の広がりなどに対する企業の社会的責任を求める立場からの質問

非正規従業員比率の高い明治製菓と明治乳業の事業再編の中で、事業効率化などを理由とした「雇

用破壊」や、労働諸条件の低下があってはならないことです。 以下の質問への回答を求めます。

① 明治及びＭeijiＳeikaファルマ(以下、ファルマ)の、正規従業員と非正規従業員の比率（平成２

３年３月末日時点）と、明治HDグループ全体の非正規従業員の人数報告を求めます。

② 明治ＨＤグループからワーキングプアを無くすためにも、雇用形態に関らず「時給１０００

円以上」に改善することを提案し、経営陣の見解を求めます。

2) 事業再編による雇用破壊、労働諸条件の低下を許さない立場からの質問

事業再編の４月を契機に、賃金水準など労働条件の異なる明治製菓・明治乳業の一体化が行われ

ました。極めて重大な労働条件の変更が含まれます。 以下の質問への回答を求めます。

① 今後、「類似重複業務の集約、一元化、標準化による効率化」など、施策の具体化が本格化しま

すが、全国７支社化に伴う営業関係の集約・一元化など、具体的な内容説明を求めます。

② 賃金水準の異なる両社の一体化では、移行措置として「調整給」や「激甚緩和措置」が実施さ

れましたが、今後、高水準にある従業員の足踏み状態や後退が心配されますがどうでしょうか。

③ 今後、明治及びファルマの従業員には、関連子会社(約１００社)への出向などが危惧されますが、

非正規従業員も含む雇用や労働条件の維持に関する経営陣の明確な見解を求めます。

④ 明治の新しい取締役・執行役員は４０名と大規模ですが、二つの角度から質問します。

○ 大手企業では、迅速な意思決定と責任を明確にするために、取締役を削減する傾向にありま
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す。ユニット体制としても、４０名は多過ぎるとの批判もありますがどうでしょうか。

○ 厳しい経営環境の中で、４０名もの役員に対する人件費(報酬)は軽視できない問題です。

経営上、「必要な範囲を超えるムダ」との指摘もありますが、経営陣の考えを問います。

３)当面する経営施策に関する質問

国内の経営環境が厳しさを増すなか、業界各社は国内での事業所閉鎖・生産集中などの大型設備

投資を行いながら、一方では海外での事業展開を競い合っています。

明治ＨＤも、２０１３年をメドに中国の「牛乳・乳製品」市場に参入すると発表しました。上海

市近郊に約３０憶円を投資して生産子会社(従業員２００名程度)を建設し、紙パック牛乳やブルガ

リアヨーグルトなどチルド(冷蔵)製品を販売といいます。 以下の質問への回答を求めます。

① 経済発展の著しい中国市場ですが、尖閣諸島事件が政治・経済問題に発展したことを契機に、

経団連などが「中国リスク」の回避に向け生産拠点を東南アジア等に移す方向を示しましたが、

経営陣は中国市場をめぐるこれらの情勢をどのように受け止めているのですか。

② 中国では食品関連でも多国籍企業大手のネスレやダノンが事業を展開し、アサヒビールと伊藤

忠商事の共同出資会社も、チルド牛乳の製造・販売を０８年から開始している等、現地の乳業大

手企業も含め競争の激化が報道されています。

明治ＨＤは、これからの参入で勝算はあるのですか。決断に至った経緯の報告を求めます。

③ 中国では常温での長期保存が可能な、「ロングライフ牛乳」が主流と聞きますが、チルド製品で

の進出とした理由はどこにあるのですか。販売市場の見通しも含めた回答を求めます。

④ 厳しい経営環境の中、失敗の許されない中国進出ですが経営陣の責任と決意を求めます。

４)繰り返される死亡災害発生の教訓に関する質問

昨年２月に、子会社(明治ロジテック)で５１歳の女性労働者の死亡災害が発生し、また、同年５

月９日には、明治の旧関東工場で２１歳の臨時女性従業員が死亡災害の犠牲となりました。

私たちは、昨年の株主総会でも続発する死亡災害の教訓を示して質問しました。特に、「入社間も

ない未熟練労働者の犠牲が多いこと」、「 一人作業での災害が繰り返されていること」などです。

これらの教訓がどのように生かされているのか。改めて、以下の質問への回答を求めます。

① 昨年２月、物流子会社「明治ロジテック」で発生した死亡災害について。

・事故原因と発生状況、 ・遺族補償の内容 ・事故後の再発防止策の具体的取り組み状況。

② 昨年５月９日、明治の旧関東工場で発生した死亡災害について。

・事故原因と発生状況、 ・遺族補償の内容 ・事故後の再発防止対策の具体的な取り組み状況。

③ 事故後、戸田工場(旧関東工場)では「保全・メンテナンス事前報告書」が作成され、作業前に

「作業項目・実施時間・作業人数」などの報告を書面で上司・管理室に提出し、安全確認を行う

ようになったと聞きます。このような作業手順に改善するに至った経緯の報告を求めます。

５) 低迷する明治ＨＤ株価に関する質問

同業他社等と比較しても明治ＨＤ株価の低迷は深刻です。 以下の質問への回答を求めます。

① 長期下落の深刻な状況にある株価の推移と原因を、経営陣はどのように分析しているのですか。

② 株価及び業績低迷への経営陣の責任は避けられませんが、どのように受け止めているのですか。
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③ 企業業績の推移と役員報酬の関係を明確にするためにも、役員報酬の個別開示を求めます。

４、食の「安全・安心」に関わる不祥事などを根絶する立場からの質問

１) 旧明治乳業の「とろけるチーズ」の大量回収事故に関する質問

２０１０年８月、旧明治乳業で「『明治ピッツァミックスチーズお徳用300 ｸﾞﾗﾑ』など約23万

の商品を自主回収」を行っています。原因は、添加物である粉末状のセルロースにステンレスの

破片が混入したものといいます。 以下の質問への回答を求めます。

① 事故発生の経過、及び、今後の輸入原材料に対する安全対策について報告を求めます。

② 実際に回収された商品数、及び、損害額についての報告を求めます。

２) 旧明治乳業のアイス、「帰ってきた えりまきトカゲ」の商品回収事故に関する質問

２０１０年６月、沖縄明治乳業(株)で販売したスティックアイス「帰ってきた えりまきトカゲ

90ｍｌ」を自主回収しています。原因は、製品原材料の表示にアレルギー物質の「落花生」の記

載漏れが発覚したためです。 以下の質問への回答を求めます。

① 「原材料表示の欠落」という初歩的ミスの発生原因は、管理体制のどこにあったのですか。

② 表示なしの商品製造量はどれくらいですか。 実際の回収量はどれくらいなのですか。

③ この不祥事による損害額はいくらですか。

３）旧明治乳業のマーガリンなどへの「トランス脂肪酸」含有に関する質問

「トランス脂肪酸」は、過剰摂取による動脈硬化などが指摘され、規制先進国のデンマークを

始め、米国や韓国でも含有表示が義務付けられています。日本の現状は任意での含有量表示です

が義務化の方針です。デンマーク基準に照らした場合、「明治コーンソフト」のトランス脂肪酸含

有量は基準を超えるとの報道です。 以下の質問への回答を求めます。

① 明治では、マーガリンの他に菓子類など「トランス脂肪酸」を含有する商品はないのですか。

② 消費者庁では本年２月、任意で含有量を表示する際の指針をまとめていますが、明治は法令

で義務化されるまで表示をしない方針なのでしょうか。

４)旧明治製菓のレトルトカレー「銀座キーマカリー」自主回収事故に関する質問

２０１０年７月、「銀座キーマカリー」商品にプラスチック破片が混入したとして、６万８７０

０個の対象商品の自主回収を発表しました。 以下の質問への回答を求めます。

① 岡山県内の工場での事故ですが、原因と再発防止の施策について報告を求めます。

② 実際に回収された商品数について。また、損害額の報告を求めます。

５)明治ＨＤが使用している「遺伝子組み換え」原料の実態に関する質問

遺伝子組み換え原料は、その安全性が確認されているとは言い難い状況です。

ＥＵでは全ての原料表示が義務化されていますが、ＥＵ基準で遺伝子組み換え原料使用の企業

をランキングしたら、おやつの「カール」や「明治ミルクチョコレート」等に使用している、明

治ＨＤが「ワースト１」だったとする報道もあります。 以下の質問への回答を求めます。

① 明治ＨＤグループで「遺伝子組み換え」原料を使用している商品群の説明を求めます。

② 「遺伝子組み換え」原材料の安全性についての経営陣の見解を求めます。
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③ キリンビールは「遺伝子組み換えトウモロコシ」を使用しない(2000年6月3日日本経済新聞)

ことで、年間３０憶円のコストをかけている等の報道もありますが、明治ＨＤの今後の「遺伝

子組み換え」原料使用についての、考え方について回答を求めます。

６)製品の安全に関する「危機管理体制」の現状についての質問

不良製品が出荷されるなどの不祥事が後を絶ちませんが、製造工場での品質チェック等の「危

機管理体制」に問題はないのでしょうか。また、明治は現在審査中の労働委員会において、格差

の「合理的理由」として申立人らの「作業ミス事例」を提出し、消費者に不良品が届いた不祥事

まで製造現場の申立人らの責任だと主張しています。しかし、若林農林水産大臣は一連の食品不

祥事での記者会見で、現場に責任を転嫁する経営者の姿勢に対し、「責任を免れるということは絶

対にない」と指摘しています(Ｈ１９年１２月２８日)。 以下の質問への回答を求めます。

① 牛乳や乳飲料などの製造の場合、「仕込み → 殺菌 → 充填(製品化)」など、各段階で行う品

質管理上のチェック体制の説明を求めます。また、品質管理などの専門職場(試験室)での検査は、

製造工程のどの段階で行われているのですか。

② 品質検査に必要な統一された検査手順マニュアルは全工場に備わっているのですか。

③ 製造工場からの出荷前に、品質などの最終的な判断を行う責任部署はどこなのですか。

④ 製品の品質検査の結果が判明する前に、工場から製品出荷が行われることもあるのですか。

５、国内酪農の維持振興及び健全な企業活動を求める立場からの質問

国内畜産・酪農経営は一貫して危機的状況が続いてきましたが、現状は以前にも増して緊急事態

に相応しい救援策が求められています。 以下の質問への回答を求めます。

① 大震災・原発事故による放射能汚染に苦しむ東北地方などの酪農家・酪農地帯の復興に向け、

乳業業界としての復興支援金など特別の救援策が必要と考えますがどうでしょうか。

② 少なくても、「生産費がまかなえる水準の乳価」を保障することが、安全・安心な乳製品を国民

に提供するメーカーの社会的責任だと考えます。苦境にある酪農家の乳価要求を真摯に受け止め

るべきと考えますが、経営陣の認識はどうでしょうか。

③ 国内酪農の維持発展のためにも、輸入原材料の脱脂粉乳・バター・チーズ等に頼る経済効率優

先の企業活動は、行政・業界全体で見直す時期と思いますが経営陣はどのように考えていますか。

◎ 上記、「事前質問書」に賛同されている株主は、下記の方々であることを付記いたします。

永瀬登 篠崎力 田畑文男 戸塚章介 渡辺博 小西眞 田村広史

中村慶子 吉兼重雄 荒木田肇 沖和子 根岸武雄 岡田稔 堀江幸男

安藤節子 長岡良春 荒谷文子 野島行子 足立昇 唐笠治夫 高松美智子

加賀谷保子 二瓶忠義 桜井隆夫 中村利博 大井百合子 高橋克己 古小高弘則

小関守 中島栄夫 佐々木洋治 久保政宣 杉山年男 矢口正明 斉藤忠義

福島則寛 沢山宏 大井十九一 岩崎弘 福井康良 松下秀孝 村山東男

加藤繁敏 神崎和義 後藤春士 酒井俊二 井村隼啓 伊藤武治 大井修

門脇紀久 広中正治 二口道子 加藤和彦 高坂美之留

以上


