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第８回第８回第８回第８回    株主総会「事前質問書」への添付資料株主総会「事前質問書」への添付資料株主総会「事前質問書」への添付資料株主総会「事前質問書」への添付資料 

１．１．１．１．明治乳業中労委命令書 第５付言(全文) 

 

 本件の労使紛争及びこれに関連する事情等として、次の点を指摘することが

できる。 

 昭和４０年代において、会社の施策に賛同する当時の職制らが、市川工場事

件申立人らや本件申立人らに対し、同人らの信条や組合活動等を理由とする誹

謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行っていたことは既に認定したと

おりである。そして、会社は、信条や組合活動等を問うことなく、従業員を公

平・公正に取り扱うべき義務を負っていたにもかかわらず、少なくとも会社内

で責任ある地位にあった職制らの上記活動を抑制することはなかったという限

度においては、非難を免れ得ないところである。また、昭和４０年代から昭和

５０年代初頭における査定の結果とはいえ、市川工場事件申立人ら及び本件申

立人らとその他集団との間に職分格差（その帰結としての賃金格差）が存在し

ていたのは紛れもない事実である。さらに、昭和６０年に市川工場事件が申し

立てられ既に３０年余りが経過し、労使紛争が極めて長期化していることに加

え、前記第３の９で摘示した３９件もの関連する後続事件が都労委に係属する

など労使紛争が深刻化し、この間、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らの

うち１２名が死亡している状況にある。 

 

 上記で指摘した事情からすれば、本件の労使紛争による関係当事者の物心両

面の損失は大きいものといえ、また、今後も紛争の続くことによる負担やコス

トの増大も避け難いことは明白といえる。このように長期化し、深刻化した紛

争を早期に解決することが当事者双方に強く求められるところであるが、その

ためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面的解決を目指すべ

きことは自明の理である。当委員会は、当事者双方に対し、そのような解決に

向けた対応を求めるものであり、殊に会社に対して、より大局的見地に立った

判断が強く期待されていることを指摘しておくこととする。 
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２．２．２．２．明治明治明治明治((((旧明治乳業旧明治乳業旧明治乳業旧明治乳業))))の３大不祥事の３大不祥事の３大不祥事の３大不祥事の全容の全容の全容の全容    

[[[[    食品事食品事食品事食品事故３５件、死亡事故７件、労働故３５件、死亡事故７件、労働故３５件、死亡事故７件、労働故３５件、死亡事故７件、労働争議１争議１争議１争議１１１１１件件件件    ]]]]    

((((１１１１))))    食品事故３５件の全容食品事故３５件の全容食品事故３５件の全容食品事故３５件の全容((((２０００年以降２０００年以降２０００年以降２０００年以降)))) 

1) ２０００年９月＝明治乳業  チーズ製品の製造過程でゴム破片が混入 

 軽井沢工場チーズ製品の製造過程でゴム破片が混入したとして、当該のチー

ズ製品を回収する。 

 

2）２００１年６月＝明治乳業 塩素原液を大量河川に流失 

福岡工場塩素原液を大量(３、２トン)に工場近隣の河川に流失させ、鯉など

川魚を大量死させる。  

 

３）２００１年 全会員約１万人分のアドレスを一部会員に誤って送信 

 スポーツ栄養飲料のメールマガジンに登録した全会員約１万人分のアドレス

を一部会員に誤って送信した 2001 年（平成 13 年）、スポーツ栄養飲料のメー

ルマガジンに登録した全会員約１万人分のアドレスを一部会員に誤って送信し

た。このメールマガジンは、スポーツ栄養飲料「VAAM（ヴァーム）」と「コ

ルディア」の購入者向けのメールマガジンで、メールマガジンを発行した際、

記事の代わりに約 1万人分のアドレスをコピーして張り付け、送信してしまっ

た。 2013 年 10 月 07日 グリ辞書 | GREE より引用 

 

４）２００２年４月＝明治乳業 牛乳にイチゴ液が混入したまま製造 

 札幌工場学校給食用の牛乳にイチゴ液が混入したまま製造し、未確認のまま

学校に納品。学校からの苦情(通報)によって発覚。その後、学校牛乳の納品が

一時停止される。 

 

５）２００２年６月＝  無認可の香料を、製品に使用 

「無認可の香料使用」で製品回収協和香料からの無認可の香料を、明治乳業

は５品目の製品に使用していた。無認可が発覚し、市場に出ていた５種類の製

品を回収。 

 

６）２００２年８月＝明治乳業    洗剤(６トン)を流出 

 京都工場ＣＩＰ(自動洗浄装置)の洗剤(６トン)を流出させ、半分以上が工場

外の河川に流失。 
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７）２００２年１２月＝明治乳業   破損した破片の製品混入 

 十勝工場製造中の機器破損によって、破損した破片の製品混入の可能性があ

り５万３千個を回収。 

 

８）２００３年２月＝明治乳業 飲んだ幼児が吐き出す事件 

 埼玉工場粉ミルク製品で、缶の表示と異なる中身を入れて販売し、飲んだ幼

児が吐き出す事件が発生。明治乳業が謝罪する。 

 

９）２００３年３月＝明治乳業   キリマンに、イチゴ液を混入 

 群馬工場ＬＬ(ロングライフ製品)コーヒー製品のキリマンに、イチゴ液を混

入して製造し未確認のまま市場に出荷。消費者からの苦情(通報)により店頭に

残っていた製品を回収。 

 

１０）２００３年６月＝明治乳業 関東工場 ガッセリー菌無添加 

 ＬＧ２１ヨーグルトの製造で、この製品の生命であるガッセリー菌が添加さ

れないトラブルが発生。会社はトラブルの警報を無視して製造を続行させ、菌

が正常に添加されない状態のまま最後まで製造。現場からの「菌が添加されて

いない」という報告を無視し、そのまま出荷して販売。争議団が買い取って遺

伝子分析機関に依頼し分析したが、当然ながら結果は「菌の含有量は他の検体

の１／１００以下」との判定。 

 

１１）２００３年７月＝明治乳業 北陸事業所 産地偽装 

 コープ北陸事業連合との契約商品「コープ３・６牛乳」で、「北海道産原乳

と地元産原乳をブレンド」との契約に違反して、長期間に亘って北海道産では

なく近場の原乳を使用していたことが、コープ連合の工場立ち入り調査で発覚。 

大きな問題となったが、明治乳業としての消費者への謝罪はなく、コープと

の示談で事件を処理し一切の情報開示を拒否。生協組合員を中心に、明治乳業

の不正隠しを追求する会社への申入れ行動などの運動が組織された。 

 

１２）２００４年６月＝明治乳業稚内工場での「大腸菌群に汚染された脱脂粉 

乳の再利用」事件の発覚 

 大腸菌群に汚染された原料として、倉庫に保管していた脱脂粉乳を、一年後

に持ち出して再利用していた事件。稚内保健所、道衛生局の査察で発覚し、食

品衛生法違反の疑いで指導され「食用流通停止」となった。明治乳業は、「再

加熱すれば使用可能と考えていた」等と釈明。北海道新聞など各紙が「雪印の
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教訓はどこへ」等と厳しく批判した。 明治乳業争議団は、厚生労働省に質問

書を提出し真相解明と再発防止の行政指導を求めた。 

 

１３）２００４年１２月＝明治乳業 静岡工場  柔らかい製品が製造 

 ダイエー向けのホイップクリームの製造で、機械の変更に伴い通常より柔ら

かい製品が製造され、納品先より「柔らか過ぎる」との苦情と共に大量に返品

された。通常、－１５℃で保管される回収冷凍製品を、常温の５℃の冷蔵庫に

保管。その後、解凍して脂肪が分離した状態の回収品も含め、一か月余に及ん

で再利用が行われた。 

 この事実を、０７年６月の明治乳業株主総会で静岡工場の現場労働者(株主)

が告発し、「食の安全」に対する経営陣の姿勢を厳しく追及。しかし、明治乳

業は株主総会の場で「不良品の発生も、回収の事実も、再利用の事実も無かっ

た」と一切を否定した。さらに追及の発言を求める告発した労働者を、警備員

を動員して総会会場から排除しようとした。議場からの抗議によって排除は断

念したが、それ以後は一切の回答を拒否して総会を終了させた。 

 

１４）２００５年３月＝明治乳業守谷工場 賞味期限切れ製品を出荷 

守谷工場から、賞味期限切れ(製造日：０５年２月１９日～賞味期限：同年３

月１５日)の「明治ブルガリヤヨーグルト」が、０５年３月２２日に出荷され保

育園などに納品された。あまりの異常さに、争議団は茨城県竜ケ崎保健所に詳

細の調査と厳しい指導を求めた。 

 

１５） 遺伝子組換え細菌培養液の土壌流出事故 

 遺伝子組換え細菌培養液の土壌流出事故後の措置について、明治製菓を厳重

注意 明治製菓（株）微生物資源研究所（神奈川県小田原市）の敷地内土壌に、

遺伝子組換え細菌培養液が流出した件で、文部科学省と環境省は平成１７年１

１月１日、事故後の措置の一部が適切でなかったと、明治製菓を改めて厳重注

意した。明治製菓微生物資源研究所では１７年６月に、培養実験施設内で培養

液約４００リットルが噴きこぼれ、うち約３００リットルが実験室床面、約１

００リットルが研究所の敷地に流出。【環境省】 2005/11/01 -  
 

１６） ２００５年１２月＝明治乳業 「微細なガラス粉」が製品に混入 

 岡山工場の「美星 星の香牛乳(１０００ｍｌ、紙容器)」製造ラインにおいて、

製造工程上の部品が破損し、「微細なガラス粉」が製品に混入した疑いが明ら

かになった。明治乳業は、市場に出ていた同製品の回収を行った(05 年 12 月 26
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日、同社ＨＰにも記載)。 

 

１７）２００６年４月＝明治乳業 ウーロン茶に次亜塩素酸ソーダ混入 

 九州工場(福岡県八女市)紙パック製品のウーロン茶(２８，１４４本)に、次

亜塩素酸ソーダを含む殺菌水が混入した製品が、未確認のまま市場に出荷され

た。消費者から、「薬のような臭いがあった」との苦情(通報)をうけ、検査の

結果混入が判明した。商品名「さわやか茶坊 烏龍茶」「烏龍茶」の２種類を市

場から回収した。毎日新聞、朝日新聞など各紙が報道(４月３０日) 

 

１８） ２００７年４月＝明治乳業  賞味期限切れ販売 

「明治クリームフロマージュ」のおまけ商品同製品へのおまけ商品としてセ

ットされている、クラッカーの賞味期限(３月末)が、本体のチーズ製品「明治

クリームフロマージュ」の賞味期限(４月８日～５月１日)よりも、先に切れる

ものが添付されて販売される。消費者からの苦情(通報)で発覚し、自主回収(９

２，２８０個)を行った。 読売新聞(０７年４月１０日)など各紙が報道。 

 

１９）２００７年７月＝千葉明治牛乳 大腸菌群が検出 

 (明治乳業子会社)マクドナルドに納品の「ミルク２２０ｍｌ」から、食品衛

生法で検出されてはならない種類の大腸菌群が検出。工場のバルブのゴム製パ

ッキンが割れていたため、細菌が混入した疑い。7 月 16日に製造され１７日に

１１都県４４店舗で販売されていたが、17日午前に大腸菌群での汚染が検査の

結果判明した。1 万３５００本余りを店頭から撤去したが、４４店舗ですでに

146 本が販売されていた。明治乳業の浅野社長は、発表が１８日に遅れたこと

に対し、「原因の究明に時間がかかった」等と釈明。原因の究明前に直ちに公

表し、「店頭販売停止」の緊急手配が先決、との厳しい批判が集中した。７月

１９日、読売など各紙が報道。 

 

２０）２００８年４月＝明治乳業 「明治牛乳」に、赤サビが沈殿 

関西工場壜容器入りの「明治牛乳」(２００ｍｌ)に、赤サビが沈殿していた

ことが確認されずに出荷された。製造工程で壜の洗浄水を貯めておくタンク内

の赤サビが混入したものという。これにより５商品(１５９万本)を市場から回

収。０８年４月２６日、読売新聞など各紙が報道。 

 

２１）２００８年 B 型肝炎ワクチン製造工場に行政査察が入り、改善命令受

け、製造終了。 
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 2008 年（平成 20 年）、B 型肝炎ワクチン製造工場に行政査察が入り、無菌

充填機の清浄度区分が 2006 年（平成 18 年）7 月に発信された無菌操作ガイド

ラインの基準を満たさないので、改善するように命令を受けた。明治乳業は、

ワクチンの安全性に問題はないものの改善が終了するまでの間、ワクチンの自

主回収を実施した。現在では、その改善終了後の行政査察で問題はなかったが、

事業性の観点から、ワクチン事業の終了を決定した。2013 年 10 月 07 日 グリ

辞書 | GREE より引用 
 

２２）２００９年９月＝乳等省令違反で摘発される 

 「牛乳」の規格で販売してはならない「明治おいしい低脂肪乳」を、「明治

おいしい低脂肪牛乳」、「明治おいしい無脂肪牛乳」という商品名で、「牛乳」

として販売をしていた。旭川保健所から「乳等省令違反」として摘発され、製

造・販売中止に追い込まれた。 

 

２３）２０１０年８月＝「とろけるチーズ」など大量の回収事故 

「明治北海道十勝とろけるチーズ」「明治ピッツァミックスチーズお徳用３

００ｇ」「明治サラダにかける細切りチーズ」などの、製造過程で添加される

粉末状のセルロース(ドイツからの輸入)に、ステンレスの破片が混入した疑い

により、市場から約２３万個の商品を回収する(１０年８月１９日朝日新聞など

各紙が報道)。 

 

２４) ２０１０年 6 月＝沖縄明治乳業(株)アレルギー物質「落花生」の記載 

漏れ 

 同社製造のステックアイス、「帰ってきた えりまきトカゲ９０ｍｌ」の原材

料表示に、アレルギー物質「落花生」の記載が漏れていたことが判明。落花生

アレルギーの方が食べた場合、アレルギー症状が発生する可能性があるため、

明治乳業は同商品を回収し返金すると報道した。(10 年 6 月 15日同社ＨＰにお

詫びと返金の記載)。 

 

２５) 2011 年 6 月＝明治乳業 神奈川工場 学校給食用牛乳から、放射性セシ

ウム 6ベクレル／㎏検出 

 同工場で製造していた東京都町田市の学校給食用牛乳から、放射性セシウム

134 と 137 が合計で 6 ベクレル／㎏検出。町田市市議会議員が専門検査機関に

検査を委託して発覚。しかし、明治乳業は「暫定基準値以下だから問題はない」

等として、自主検査の結果の開示をも拒否。「汚染の原因」「今後の安全対策」
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など、同市議からの質問状への不誠実な対応など、マスコミからも厳しく批判

される。特に、「週刊 東洋経済」誌は鋭く指摘している。 

 

２６) 2011 年 12 月 6日＝明治乳業 埼玉工場 放射性セシウム 30、8ベクレル

／㎏が検出 

 粉ミルク「明治ステップ８５０g」(賞味期限:2012 年 10 月 4日、同月 21日、

22日、24日の 4 製造日分)から、放射性セシウム 30、8ベクレル／㎏が検出。

乳幼児の主食、粉ミルクからのセシウム検出に衝撃が走った。 しかも、NPO

法人「チーム二本松」からの通報を、二週間も無視していた企業体質が厳しく

問われる。(テレビ各局、各紙など大きく報道)。 明治は、いち早く「外気か

らの空気汚染」の可能性を強調するが真相は未だに闇の中。 明治は「企業秘

密」として、空気をろ過するフィルターの種類、フィルター自体の汚染検査、

空気口周辺設備の汚染検査などを隠ぺいしています。 埼玉工場を管轄する春

日部保健所は、2 日間工場への立ち入り調査を行ったが、汚染原因の特定に必

要な、フィルターの種類は「企業秘密」といい、フィルター汚染検査は行って

いません。 明治乳業争議団は、真相解明に向け春日部保健所に文書で質問を

行い、さらに拒否する場合には、「情報開示請求」を求めています。 

 

２７）２０１２年  明治のミルクプリン２３万個回収事件 

 原因は未だに不明 厚労省が「立ち入り検査実施予定」と回答 明治は８月

３０日、「明治ミルクプリン超ＢＩＧ ２００ｇ」約２３万個を自主回収し、

販売休止すると発表した。使用しているメープルシロップの微生物が増殖し、

風味が劣化したという。同社は「毒性はない」としている。（朝日 8 月 30日付）  

「7 月 31日以降に商品を購入した 4 人から、腹痛や気分が悪くなったという問

い合わせがあり判明」（tv-asahi 2012/8/31） 問題は何が原因で腹痛などが起き

たのか、と言うことです。明治は当初、微生物が原因と発表しました。 納得

できないので、当該の保健所や厚労省に確認すると、一般細菌と言いはじめま

した。そして、最後には芽胞菌が原因といいました。未だに、芽胞菌の中の細

菌名を明らかにしません。 明治乳業争議団らの要請に、厚生労働省食品安全

部は「立ち入り検査実施予定」と紙智子事務所に回答しました。明治は、隠ぺ

いせずに、真相を明らかにする社会的責任があります。 

 

２８） 粉ミルク談合事件 明治らに家宅捜査 

 営業が談合の事実認めたが、起訴猶予で免罪 【防衛医科大病院（埼玉県所

沢市）の粉ミルクの一般競争入札を巡る談合 2 件事件で、４業者が順繰りに落
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札していた粉ミルク１キロ当たりの単価が、落札のたびにつり上げられていた

ことが捜査関係者 2 件への取材でわかった。埼玉県警は２９日午後、４業者の

各支店・支社や営業所を談合 2 件の疑いで家宅捜索した】（毎日 8/30）。 

【県警捜査２課は同日、入札に参加していた森永乳業、明治、アイクレオ、ビ

ーンスターク・スノーの乳業大手計４社の営業拠点を同容疑で家宅捜索した。  

各社の営業担当者は、土橋容疑者の差配に基づいて輪番で落札したことを認

めており、同課では実質的な官製談合だったとみて、裏付け捜査を進めている。】

（産経 8/29） 

【 県警は、入札に参加した乳業会社の明治（東京支社）と森永乳業（東京支

社埼玉支店）、アイクレオ（首都圏支店）、ビーンスターク・スノー（首都圏

北営業所）の担当者計６人について、共犯容疑で書類送検する方針。】（朝日）  

【捜査関係者によると、１０年３月にアイクレオ首都圏支店が落札した単価は

１キロ当たり１１００円だったが、同９月は明治乳業東京支社の１２００円、

１１年３月は森永乳業東京支社埼玉支店の１２５０円、同９月はビーンスター

ク・スノー首都圏北営業所の１２８０円と徐々に上がっていた。 ２８日に談

合の疑いで逮捕された同病院栄養士で防衛技官の土橋義広容疑者（５６）は「０

５年ごろから談合していた」と供述しているが、当初の落札額は１キロ当たり

２００～３００円だったという。単価は落札のたびに「一度も下がることなく

上がり続け」（捜査幹部）、当初の数倍になっていた】（毎日 8/30）。 

 

 ２９） ２０１３年 中国で明治ら粉ミルク企業が談合 

 中国、粉ミルク企業に史上最高額の罰金刑「積極的に独占禁止法執行機関に

対して談合の関連情報を報告し、重要な証拠を提供し、かつ積極的に改善を行

った」ワイス、Bingmate、明治は処罰を免れた。発改委によると、関連企業が

提出した改善措置には、「違法行為の即時停止」、「実質的な行動により過去

の違法行為による結果を処理し、消費者に実益を与える」が含まれた。許局長

は、「今年 3 月より、発改委は通報に基づき 9 社の粉ミルク生産企業に対して、

販売価格独占禁止に関する調査を実施した。大量の証拠によると、関連企業の

価格独占の具体的な措置と手段は、主に契約による取り決め、直接的な罰金、

間接的な罰金、利益のカット、供給の制限・停止などとなった」と説明した。

発信時間： 2013-08-07 16:58:47 | チャイナネット より引用  
 

３０）２０１３年＝ 明治が飲むヨーグルト「Ｒ―１」など 100万本回収  

 乳業大手の明治（東京）が、「明治ヨーグルトＲ―１」と「明治プロビオヨ

ーグルトＬＧ21」のドリンクタイプの３商品に生産機械のゴムパッキンが摩耗
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して混入したとして、５日夕から商品の回収を始めたことが６日分かった。明

治によると、回収本数は約 100万本に上るという。６日午後に発表する。 同

社が今月４日の生産終了後に機械を点検。５日未明に異物が混入していること

が判明した。同社は「迷惑と心配をかけて申し訳ない」と話している。 対象

は賞味期限が９月 18～20日の商品。混入したゴムは約 0.1ミリの微細な物で、

これまでに健康被害などの情報は寄せられていないという。2013/9/6 13:08 記

事保存日経より引用 

 

３１）【 商品回収：明治「チョコっとグラノーラ」包装に破損があるため 明

治ＨＰ】 

 商品回収：明治「チョコっとグラノーラ」包装に破損があるため

http://www.meiji.co.jp/notice/2015/detail/pdf/20150123.pdf  
 

３２）「明治」のチーズに髪の毛混入、熊本県内で販売」 

熊本県内のスーパーで販売されていた大手食品メーカーが製造したチーズ

に、髪の毛が混入していたことがわかりました。 このチーズは先月２５日の午

後、熊本県天草市のスーパーで購入されたもので、翌日の夜に包みを開いて食

べようとした男性が、髪の毛のようなものが混入しているのをみつけました。 

この日、男性は明治の相談センターに連絡、その後問題の商品を発送。そして、

男性の連絡から１２日も経過した今月８日午後、明治から「検査の結果、チー

ズに混入していたのは髪の毛だった」と電話で報告があったということです。  

ＪＮＮの取材に対し、明治は、「対応が遅くなり、お客様に不快の念を抱かせ

てしまい、誠に申し訳ございません。製造過程で髪の毛が混入した可能性も含

めて調査しています」とコメントし、問題になっているチーズと、同じ期間、

同じ工場で製造されたほかのチーズでの異物混入の報告は無いということで

す。 TBS の動画ニュースサイト 2015/05/11(月) 19:43:59 より転載 

 

３３）明治 旭川工場でアルカリ性洗剤が石狩川に流出 

 明治は 11 月 26日、旭川工場において、牛乳貯蔵タンクの洗浄に使用するア

ルカリ性洗剤（苛性ソーダ）が配管から漏れ、石狩川に流出した、と発表した。 

 同日、牛乳貯蔵タンクの自動洗浄中に配管の継ぎ目が緩み、洗剤が漏れ、雨

水経路へ流出し、同経路から石狩川に流出した。 

推定流出量は 6000リットル。アルカリ洗剤は、濃度 1.2％。 

現時点では、旭川市で簡易水質検査を行った結果、pH7.6 で中性を示してお

り、下流にある伊納水質自動監視装置でも pH7.3～7.5 で測定され、石狩川の水
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質への影響はみられないとしている。同社では、引き続き現地調査を行うとし

ている。 明治 旭川工場  北海道旭川市永山北 1 条 7-29 

2015 年 11 月 27日経.  メーカーニュースより転載 

 

３４）岩手放送のステマ疑惑 BPO が調査 岩手放送が番組内で効能を強調した

明治の R-1 乳酸菌ヨーグルト 

 

民放連、日本民間放送連盟の信頼できる関係者によると、明治の「R-1 乳酸菌

ヨーグルト」のステマ疑惑で、テレビ局の自律的なお目付機関である BPO「放

送倫理・番組向上機構」の放送倫理検証委員会が問題の番組を放送した IBC岩

手放送に対して「調査」を開始したという。 

  2017 年 01 月 18日 11 時 25 分 JST  より転載 

 

３５）「チョコで脳若返り」裏づけ不十分で発表  内閣府の研究チームと明治 

「チョコレートで脳若返り」は、裏づけデータが不十分だったことがわかった。 

内閣府の研究チームと明治は、2017 年 1 月に、「高カカオチョコレートを 4

週間食べた 30 人は、大脳皮質の量が増え、脳が若返る可能性が確認された」な

どとする、共同研究の結果を発表した。しかし、「チョコレートを食べなかっ

たグループ」の比較対象を設定した実験が行われていないなど、裏づけが不十

分との指摘が相次いでいて、研究の統括責任者は、「表記に行き過ぎた内容が

あった」などと話しているという。 05/12 19:43  FNN  より転載 

 

((((２２２２) ) ) ) 株式会社株式会社株式会社株式会社明治の工場で７人明治の工場で７人明治の工場で７人明治の工場で７人もの死亡災害もの死亡災害もの死亡災害もの死亡災害 

株式会社明治（旧明治乳業）の工場では、1970 年代からの異常な経営体質の

もとで、新入社員や非正規女性などが、命よりも利潤第一の経営姿勢のもとで、

７人が工場で事故死しています。 

 

① 1976 年＝明治乳業 神奈川工場  

事故の種類、転落事故による死亡災害。 

 

② 1976 年＝明治乳業 市川工場(千葉県) 

事故の種類、頸部の挟まれによる死亡災害。 

 機械メンテナンス職場(工務職場)の被災者は、早出勤務の一人作業で、冷蔵

庫職場の製品を積み込む機械(パレタイザー)の点検作業に行く。同冷蔵庫内で

働いていた労働者が、異常音を聞いて同機械をのぞいたら、すでに被災者は機
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械内で頸部を挟まれていた。職場労働者らの、「機械保全の一人作業は危険だ

から複数にしろ」との要求を、会社が無視し続けているなかでの重大災害。 

 

③ 1985 年＝明治乳業 稚内工場  

  事故の種類、腐食していた消火器が突然に爆発しての死亡災害。 

 

④ 1987 年＝明治乳業 京都工場 事故の種類、工場の屋根からの転落死。 

 工場の屋根の修理を指示された高校新卒の新入社員が、修理を終えて戻る途

中に忘れ物に気付いて現場に戻り転落した。作業経験の浅い若い労働者に、高

所の危険作業を指示した企業責任は重大である。 

 

⑤ 2002 年＝明治乳業 守谷工場(茨城県) 事故の種類、頭部の挟まれ圧死。 

 新入社員の被災者(19 歳)は、自分以外は全て臨時職員という配置で、ラ

イン稼働の責任者として夜勤作業に従事。その時、エアーシリンダーが作動

しないトラブルが発生。機械構造などが未教育だった被災者は、シリンダー

作動の復帰をめざす修復作業中に、シリンダーと機械枠に頭部を挟まれた。

その時、周囲にいた臨時職員らには、シリンダー圧力を解除する方法が未教

育であった。これも、安全教育や技術研修など、明治乳業が安全配慮を怠っ

ていることによる重大災害である。 

 

⑥ 2010 年＝明治の子会社  (明治ロジスティック 埼玉県)  

事故の種類は挟まれ圧殺死。 

明治の製品を保管管理する物流倉庫で働いていた被災者は、非正規の女性

従業員(51 歳)であった。倉庫内ではフォークリフトが走行しているが、床

面が傾斜している所に停止してあったフォークリフトが動き出し、被災者は

フォークリフトと壁の間に挟まれた。この重大災害も、倉内でフォークリフ

トを停止しておく場所の指定など、会社がおこなうべき安全教育や労働環境

への安全配慮義務の欠如が背景にある。 

 

⑦2010 年＝明治乳業 関東工場(埼玉県)  

５月９日午前９時ごろ、埼玉県戸田市の明治乳業関東工場で、契約社員の

女性（２１歳 山中穂奈美、上尾市）が、製品運搬用の油圧リフターを点検

作業中、荷物を置く鉄板が落下、女性が鉄板と床の間に肩などを挟まれた。

女性は病院に運ばれたが、同日夕、死亡が確認された。  

  蕨署の調べでは、鉄板は２メートル×３メートルの大きさで、事故当時

は約１メートルの高さに固定されていた。女性は１人で潤滑剤の油をリフタ
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ーに塗る作業中だったという。 同署で事故原因を調べている。  産経 msn

ニュース 2010.5.9 20:56 より転載 

 

((((３３３３) ) ) ) 旧旧旧旧明治乳業明治乳業明治乳業明治乳業でででで労働争議１労働争議１労働争議１労働争議１１１１１件件件件 

1960 年代から旧明治乳業は、労働者を「紅組」「白組」「雑草組」に分類などして

労組活動に介入し、まともな労働組合活動を行う労働者集団を敵視してきた。以下は、

不当解雇・不当労働行為などの攻撃と闘ってきた申立人らを含む集団の、労働事件及

び支援した事件の一覧表であり、申立人らは全国的に一貫して闘ってきている。 

  

① 1963 年＝明治乳業 戸田橋工場(埼玉県)での解雇事件 

同工場に働く労働者が、残業を強要する｢勤務命令簿」を職場にあったアルコールラ

ンプで焼却。会社は、このことを理由に懲戒解雇とした。多くの支援体制が組まれ「不

当解雇撤回」の裁判闘争を東京地裁で争う。「解雇無効」の判決を獲得し勝利和解で

解決。 

 

② 1963 年＝明治乳業 帯広工場での女性臨時職員の解雇事件 

解雇された女性は、正社員への本採用を前提とした「見習い従業員」。臨時従業員

でしたが、一緒に働く非正規労働者らの要求を代弁する等、諸権利を守る活動を行っ

ていた。会社は、女性労働者を「上司に逆らう」との理由で、正社員には採用せず解

雇。札幌地裁・高裁と争うが、棄却・却下の不当判決となり終結。 

 

③ 1966 年＝明治乳業 戸田橋工場での解雇事件(2 名) 

同工場の夜勤作業で、労働者が２００Ｖに感電する事故が発生。以前から、「危険 

だから修理しろ」との要求が強かったが、会社は修理を行わなかった。感電事故に直

面した労働者らは、会社の安全軽視に抗議し多くの労働者らが自主的に早退して抗議

集会を開催した。この抗議集会の責任者として、組合支部長と同書記長が懲戒解雇と

なった。東京地裁で地位確認の裁判闘争。支部長が敗訴、書記長が勝訴と分かれたが、

双方とも和解で勝利解決。 

 

④ 1974 年＝明治乳業 福岡工場でのビラ配布を理由とした戒告処分 

福岡支部の組合役員であった労働者（申立人 後藤春士）が、昼休み時間に工場の食 

堂で、政党から依頼された選挙用ビラを組合員に配布。会社は、無許可ビラの配布と

して「就業規則違反」で戒告処分。昼食時間までの規制に抗議して提訴。一審・二審

とも労働者が勝訴。明治乳業が上告した最高裁でも、「職場秩序を乱す恐れはなかっ

た」として処分無効が確定。 
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⑤ 1974 年＝明治乳業 岡山工場での不当労働行為・差別事件 

労働組合の役員だった労働者は、賃金・昇格差別の是正を地労委に申立て。しかし、

農作業中に事故にあい私病による休職を余儀なくされる。その後、会社は職場復帰を

拒否したが多くの支援に支えられて闘い、会社の攻撃を克服して職場復職を実現する

勝利和解。 

 

⑥ 1975 年＝明治乳業 大阪工場での思想差別事件(４名) 

思想差別による昇給・昇格差別の是正を求める闘いは、１１年余の裁判闘争を経て

大阪地裁で、会社提案に基づく和解が成立し勝利解決（申立人 伊藤、井村、七枝含む

４名）。 

 

⑦ 1970 年代＝明治乳業 大阪工場での女性労働者隔離事件 

同工場で働いていた女性組合員は、女性労働者らの様々な要求を組織するなど、積

極的な活動を行っていた。活動を嫌悪した明治乳業は、差別・排除を狙い、港湾下請

会社のプレハブ小屋(一畳半)に隔離管理。この問題は、国会でも人権問題として追及さ

れ、マスコミも取り上げるなど、全国的な支援の広がりを背景に１１年半ぶりに隔離

部屋から解放され職場復帰。しかし、間もなく病魔に侵され他界。 

 

⑧ 1985 年＝明治乳業 市川工場の不当労働行為・差別事件(32 名) 

明治乳業の異常な労働者管理と闘ってきた全国の労働者らは、不当労働行為・差別

事件として全国的な闘いを開始。市川工場事件は、最高裁で敗訴となったが、東京高

裁の判決では、「申立人らの集団性、集団間の格差、格差の原因としての不当労働行

為意思」を判示。 

 

⑨  1994 年＝明治乳業全国(9 事業所)の不当労働行為・差別事件(32 名) 

市川工場事件に続き全国 9 事業所の 32名が差別是正の申立。2013 年７月 9日に都

労委が超不当命令を交付。中労委への再審査申立を行い、２０１７年２月１７日に命

令が送達される。主文は「棄却」ながら、不当労働行為と差別の事実を明確に認定し、

「付言」として会社に早期解決を求める画期的な内容の命令。東京地裁において早期

解決をめざす新たな闘いを展開中。 

 

⑩ 2007 年＝日系ブラジル労働者の「地位確認・損害賠償請求」事件 

明治大和倉庫から明治乳業群馬工場に派遣されていた労働者が、足首を怪我する労

働災害にあう。その後、明治乳業が治療中の労働者を解雇。東京地裁に係訴中に弁護

団から明乳争議団に支援要請。それまで和解を頑なに拒否していた明治乳業が、争議

団が支援体制を組んだ途端、突然に会社の方から和解案を提起し、本人も納得する損

害賠償金で勝利の和解解決。 
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⑪ 2012 年 3 月 ＝ 損害賠償・パワハラなどで東京地裁に提訴(１名) 

関東支社(営業)を２０１２年３月で定年退職した労働者が、損害賠償・パワハラで東

京地裁に提訴。本社所在地の江東区労連傘下の個人加盟ユニオンと、食品関連一般労

働組合(個人加盟)に加盟した労働者に対し、(株)明治は業界新聞２紙からの情報の切り

取り等しか与えない、徹底した仕事差別・パワハラを行った事件。 

2014 年 1月 15日東京地裁で不当判決。東京高裁、最高裁と争ったが敗訴確定。 

 

 

以上 

 


