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本稿の目的は大阪における合同労働組合の活動を歴史的実証的に明らかにすることである。

これはひとつにはコミュニティ・ユニオンの意義を歴史的に検証するためであり，もうひとつ

には労働運動史において合同労組が注目されるのは1950年代後半から60年代の一時期に限ら

れるが，その後も大阪では合同労組の活動が活発におこなわれており，研究が欠落している。

また1970年代に高揚した南大阪労働運動がその後どのように継承されたのかに関する研究もほ

とんどなされていない。これらの労働運動史上の分断を埋めるためである。本稿では大阪地域

合同労組の概要を述べた後，分会結成の理由と消滅の理由に注目して，分析する。これにより

本労組が労働条件の改善を目指して職場の組織化を進めてきたと同時に，結成当初より「駆け

込み訴え」にも対応してきたことが判明する。なお引き続き（下）において本労組の主な争議

を取り上げ，運動の形態が変化してきたことを論じる予定である。

キーワード：個人加盟組合，労働運動史，コミュニティ・ユニオン，南大阪労働運動

1 はじめに

「非正規」労働者が4割を超えた，といった報道が巷間を賑わしたのも記憶に新しい。その

要因についてはここでは論じないが，60才以上の男性，あらゆる年齢層の女性，若年層まで

含めた全ての労働者のなかで「正規」とされない雇用形態の労働者が4割を超えたこと自体は

事実であろう。筆者はこれまで近世，近代の日本の労働者集団について研究してきた。対象と

してきたのは下級建築職人や日雇層など低賃金労働者である。現代において労働者集団として

まず名前が挙がるのは労働組合（以下労組）であろう。しかし，現代の労働組合において低賃

金で不安定な雇用状態にある労働者の組合はマイナーな存在であり，近年にいたるまで注目さ

れることがなかった。場合によっては「お荷物」扱いされてきた。

周知のように戦後日本の労組は企業別労組が中心である。また雇用者に占める組合員数の割

合（推定組織率）は1940年代後半に50％を超えたものの，1950年代以降に急激に減少し，

本稿の対象時期となっている70年以降は74年をピークとして2009年まで一貫して減少し，

2015年では17.4％となっている1）。これもよく指摘されるように，実質的には大企業の「正社
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1） 厚生労働省〔2016〕。



員」の集団であったといえる。

これに対して後に述べるように，現在では新しい労働組合の形態として中小企業や不安定な

雇用形態の労働者の組織・集団としてコミュニティ・ユニオン（以下CU）が注目されている2）。

CUは個人加盟を特徴とする労働組合であり，「企業別組合のアンチテーゼ」として生まれた

と言われている3）。しかし歴史をひもとけば1950年代後半に個人加盟の労働組合ブームがあっ

た。合同労組運動である。合同労組については，登場当初現在のCUとある意味では同様の注

目を集めた。その可能性と重要性が指摘され1960年代には多くの研究がなされた。特に法学

分野では合同労組の交渉当事者としての適格性が研究され，現在まで続く法解釈が確定される

など，労組に関する研究水準を引き上げる役割も果たした4）。

ただ現在の労働史・労働運動研究の中で合同労組が取り上げられることは，過去の運動と

して，CUとの関係の中で取り上げられるに過ぎない。すでに数10年の活動実績をもつ合

同労組がいくつかあるにも関わらずである。戦後の労働運動史において中小企業や不安定な雇

用形態の労働者の集団の研究は70年代後半から80年代にかけて分断があると言わざるをえな

い5）。

11 合同労組の始まり

日本の労働組合史をここで詳細に振り返る紙幅はないが，大阪地域合同労組を理解するため

に合同労組の歴史について，総評の合同労組運動を簡単にまとめておく必要があるだろう。

日本における合同労組は日本労働組合総評議会（以下総評）の第6回大会において中小企業

の組織化対策として，全国一般合同労組連絡協議会が設置されたことにより，本格的に全国各

地に生まれることになった。1956年2月に中小企業対策オルグ（以下中対オルグ）約100名

を全国の地県評や地区労に配置した。彼らは若く意欲に満ちていたが，地方組織は人手が足り

ず，実質的には地方組織の運営作業に携わってもいたようである6）。

このように合同労組が一定の成長を見せると，法的かつ実務的に合同労組が労使関係におい
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2） 例えば『大原社会問題研究所雑誌 No.642』（2012）では「コミュニティ・ユニオン研究の新たな

動向」という特集が組まれている。

3） 浜村〔2003〕。

4） 現在の合同労組をめぐる法律上の問題については道幸〔2010〕を参照。

5） 記念誌のような形で発行されている合同労組史はいくつか存在する。最も大著なものは合同労組の

先駆けである全国一般東京一般労働組合の組合史3冊「東京一般労働組合史」編纂委員会編（2005）

『人間らしい生活を求めて』。同編（2005）『東京一般を支えてきた人たち』。同編・松井保彦著（2010）

『合同労組運動の検証：その歴史と論理』フクイン，であろう。

6） 日本労働組合総評議会〔1976〕。同書では中対オルグが「野武士のごとく」縦横に活動しつつも，

身分的に不安定で，総評の「臨時工・社外工」扱いであって報われないものの，総評労働運動を支え

たものとして評価している。



て一方の主体となりうるかどうかという点について論争となった。50年代後半にさかんに研

究された合同労組研究の多くはこの視点によるものである。法的な地位については60年代前

半に，合同労組の組合性が確立する方向で決着がつく7）。

50年代後半の合同労組の主流は全国的には中小企業の企業別組合の連合体（中小労連型）

であり，個人加盟組織を併存する混合型であった8）。また加盟単位を個人として企業別単組の

加盟を認めない統一労組型も少数であるが存在した9）。

1960年の総評全国一般大会では統一労組への転換を方針としたが，中小労連型の合同労組

が完全な個人加盟型の労組に転換することは非常に困難であった。1964年の社共対立のあお

り，莫大なオルグ費用を負担していた大企業産別労組の批判などにより統一労組運動は挫折し

たのである10）。

一般にこの後合同労組運動は低迷したと考えられている11）。しかしながら70年代に入って

も，後に詳しく検討する大阪地域合同労組をはじめ，いくつかの合同労組はきわめて活発に活

動している。このような評価は企業別労組を典型と考え，ナショナルセンター主導の労働運動

を主流と考える労組観によるものであると思われる。

特に南大阪地域における労働運動は1970年代から80年代初頭にかけて学術的にも注目を集

めたのであるが12），現在では取り上げられることが非常に少ない13）。当時の南大阪労働運動

そのものを現在の視点から明らかにする必要もあるが，同時にどのような形で現在の活動につ

ながっているのかも研究する必要があろうだろう14）。

12 合同労組とコミュニティユニオン（CU）

労使関係論や歴史的視点とは全く別の視角から1990年頃以降にCUについての研究が多く

なされるようになった。これらの研究は従来の労働組合研究の延長線上にありつつもこれまで

の企業別労働組合とは別の期待を表明したもの15），社会政策的観点からCUの公共的機能に
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7） 合同労組組合員についての労働者性の可否については現在まで争われることがある。合同労組に関

する法的側面からの検討は道幸〔2010〕を参照。

8） 松井〔2010〕。

9） 広島一般，高知一般，岩手中小，東京一般など。

10） 松井〔2010〕。

11） 浜村〔2003〕P.26「総評主導の合同労組運動が短期間の内に一定程度の成果を上げたにもかかわら

ず，60年代に入って早々に停滞状況に陥り，中小企業労働者の組織化というエネルギーを持続しえな

かった」など。

12） 例えば1978年に「全金南大阪労働運動調査団」（団長 喜安朗）が田中機械に入り調査にあたった。

13） 近年の研究としては平井〔2014〕などがある。

14） この視点からは前掲の「調査団」の蒐集した資料が為貞貞人によって整理され，2008年に「全金南

大阪労働運動資料目録」が公開されたことは今後の研究において大飯に有益であると思われる。

15） 熊沢〔1996〕など。



注目したもの16），社会運動ユニオニズムの主体としての可能性を論じたもの17），社会学視点

から参与観察などにより個人加盟ユニオンの機能を実証的に明らかにしたもの18）など多様な

切り口を持っている19）。

現在のコミュニティユニオンは，これまでの日本の企業別労組から漏れていた労働者が個人

加盟する労組として研究が進んでいる。これらのCUは主観的な意識としては従来の合同労組

とは違うという意識を持っているし20），CUの起源を1984年結成の江戸川ユニオンとする研

究もあるなど，全く新しい形態とする考え方もある。コミュニティ・ユニオン研究会〔1982〕，

高須〔2010〕など。その一方で地区労からの連続性を重視する考え方もある21）。実務的には労

働委員会などの場ではCUは合同労組として扱われている22）。

合同労組とCUの相違について浜村〔2003〕はその違いを5つにまとめている。また呉

〔2010〕は「コミュニティ・ユニオンを合同労組の中に入れることは，ユニオンの当事者には

戸惑いを与え」，CUの指導者にとっては「従来からの合同労組に含まれることについては抵

抗がある」として3つの理由を挙げている。これらをまとめると合同労組とCUの違いは研究

者及び当事者の間で次の表1のように認識されていると言える。

浜村〔2003〕は表のようにCUと合同労組の違いをまとめつつ，「企業世界と距離をおく個々

の労働者のボランタリーな参加によって支えられるている」CUにたいして「合同労組運動の
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16） 呉〔2012〕など。

17） 高須〔2010〕。

18） 小谷〔2013〕。

19） 兵頭〔2013〕。

20） 呉〔2010〕。

21） 東〔2010〕など。

22） 道幸〔2010〕。

表1 合同労組とコミュニティユニオンの概念上の相違

※1 浜村〔2003〕より引用。

※2 呉〔2010〕より引用。

※3 ここで言う単組とは職場の分会，支部のことであると思われる。



限界」を超えて，「地域で働き生活する者の自立の場として大きな期待」を表明している。筆

者としては概念的にCUと合同労組を上記のような視点で区分することについては理解しうる

が，特に実際に現代まで活動を続けている合同労組については，上記のような分類では収まり

きれないと感じる。CUと合同労組の概念的な違いについて議論をする必要があるとしても，

その前提として浜村や呉がイメージする合同労組が現在どのような活動をしているのか，また

合同労組が時代の変化にどのように対応し，そのあり方がどのように変化してきているのかを

実証的に明らかにする必要があるだろう。

合同労組とCUの相違という点に限って結論を先走れば，大阪地域合同労組を対象として検

討する限りにおいて，現在CUが持っている機能の多くは大阪地域合同労組でも見出すことが

できる。個人加盟という加入形態も同様である。合同労組にもCUにもそれぞれ相当広いバリ

エーションがあるとすれば 23），合同労組運動とCUの発生には断絶があるとしても，大企業

を中心とした企業別組合ではない労組のあり方として，合同労組とCUを必要以上に区別する

必要はない。むしろ本稿では検討できないが，合同労組で括られている組合どうしの違いの方

が，CUと合同労組の違いよりも大きいように思われる。合同労組とCUというような名称や

加盟組織・ネットワークの違いではなく，労使関係において実際に果たしている機能，そして

不安定な雇用環境にある労働者の生活に果たしている役割に注目して分析するべきであると思

われる。

13 現在の大阪地域合同労組

このような研究状況を前提に，筆者は合同労組運動とは別の流れのなかで南大阪労働運動の

強い影響の下に，1972年に結成された大阪地域合同労組の史資料を用いて中小企業や不安定

な雇用形態で働く労働者の集団の活動を明らかにしていきたいと考える。その手始めとして本

稿では大阪地域合同労組の概略を述べるとともに，これまでの活動について，分会の結成と消

滅を検討することで，その性格を考察したい。

上述のように一般的に第一世代の合同労組運動は第6回方針に基づいた中対オルグの組織化

の努力の結果であると言える。これに対して大阪地域合同労組はこれから詳述するように，必

ずしもオルグによる組織化から誕生した組織ではない。労働運動の戦略的視点から生まれたと

いうよりは，自然発生的に数名で結成された労働組合が，自分たちが結集できる組織を目指し

たものが，総評のオルグや地域の他産業の労働運動の指導と支援を得て，合同労組に結実した

と言えるだろう。結成当初の大阪地域合同労組の加盟人数は正確には不明であるが，数名に過

ぎないし，100名を超えるのはおそらく結成から5年近い時間が経過していたと思われる。こ
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23） 合同労組という点では産別か一般か，労連的かどうかなどによって相当に性格が違う。CUについ

ても橋口〔2011〕などにより従来型のCUとは違うCUが育っていることが指摘されている。



のような意味ではまったく「採算に合わない」労組であった。後に述べるが大阪地域合同労組

は総評のオルグの指導をえていたにもかかわらず，総評への加盟は20年以上認められなかっ

た。さらに当初は連合への加盟も認められなかった。これは本質的には大阪地域合同労組の非

採算性が背景にあると思われる。

2016年現在の大阪地域合同労組は分会数33，それ以外に個人加盟の組合員を含め組合員数

はおおよそ600人を超える。男女比では女性の方がかなり多い。陰に陽に連合大阪からの支援

はあるが，財政的には完全に独立していて，ここ数年は専従（とそれに準じる職員）を1から

3名確保して，というよりは仕事の量的に確保せざるをえない状況で活動している。次節以降

では現在の大阪地域合同労組がいかに形成されてきたかについて，設立の経緯から明らかにし

ていきたい。なお本稿で用いた史資料は特に断りのない限り，大阪地域合同労組の内部資料，

及び組合員向けに発行された2冊の組合記念誌である24）。ただし，適宜現執行部及び，創設メ

ンバーからの聞き取りで補った25）。

2 大阪地域合同労働組合の設立の経緯

大阪地域合同労組が生まれた南大阪地域においては，1970年代初めには全国金属田中機械

支部などを拠点とした南大阪労働運動と呼ばれる「戦闘的」な労働運動が活発であった。大阪

地域合同労組は総評の合同労組運動とは別に，この地域における労働運動の影響の中で誕生し

たと言えるだろう。結成から2010年までを年表として簡単にまとめたものが表2である。

21 港共同タクシー労組の結成

港共同タクシー争議は大阪地域合同労組結成の直接の契機となった労働争議である。とはい

え労使対立が高じて組合が結成されたと言うことではなく，組合結成を契機に争議になったと

いう方が時系列的には正確である。以下にその経緯をやや詳しくまとめておこう。

港相互タクシーは大阪市港区を営業範囲とする零細なタクシー会社である。これは当時の運

輸省の指定によるものではなく，港相互タクシーの親会社である大阪相互タクシーが私的に定

めていたものである。大阪相互タクシーは昭和6年創業の大阪最大手のタクシー会社であり，

社長の多田清は一介のタクシー運転手から，労働組合が経営するタクシー会社（相互共済購買

組合）を立ち上げ，社長となって大阪随一のタクシー会社に成長させ，大阪のタクシー業界で

は「多田天皇」といわれるほど力を持った立志伝中の人物である。当然大阪相互タクシーには

労働組合があり，総評傘下の産別組合である全自交に加盟していた。
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24） 大阪地域合同労働組合記念誌編集委員会〔1997〕，大阪地域合同労働組合〔2012〕。

25） 木本憲雄現委員長，竹田保氏，要宏輝氏，岩田清治氏にはコメントと助言を頂いた。なお武谷

〔2012〕における聞き取り調査の内容も加味している。なお残されている誤りは筆者の責任である。



その一方で子会社である港相互タクシーには組合はなく，1970年11月に，竹田保を中心に

運転手が集まり労働組合を結成した。当初は年末一時金についての雑談から，従業員会のよう

なものを作るという程度の話であったが，やはりきちんと交渉するには労働組合の方が良いと

いう結論にいたったようである。いわば自然発生的な形で生まれたのである。
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表2 大阪地域合同労組略年表

＊1 例えば鎌田〔1980〕。 ＊2 大阪地域合同労組〔1997〕。



このとき竹田は全自交に加盟するべきであると考えた。しかし港相互タクシーの社長が，親

会社である大阪相互タクシーの（全自交傘下の）元労働組合委員長であり，大阪における全自

交の組織においても執行部を務めるなど，影響力を持つ人物であったため，全自交に加盟して

も上部団体の支援はないと判断し，いったん同盟系の産別に加入した。ところが労働組合を結

成したものの，上部団体からの指導が頼りがいのないもので年末一時金の要求もできないとい

う状態となってしまった。このとき港相互タクシー労組が相談に駆け込んだのが，総評の地区

協議会である港地区協議会（以下港地協）であった。港地協は相互タクシー労組に対して全自

交加入を促したが，逆に全自交は加入を拒否した26）。

ここにきて港相互タクシー労組は上部団体のない宙に浮いた状態となったが，港地協が産別

の枠組みを超えて加盟を認め，形としては全金傘下の組合となった。

当時の総評南大阪地区担当オルグであった尾上文男の指導を受けた港相互タクシー労組は年

末一時金，賃金体系明確化の要求をあげて団交に臨んだが，数回の団交の後，1970年12月29

日港相互タクシーの本社である大阪相互タクシーは港相互タクシーを倒産廃業にすると表明し

た。労働組合つぶしのための偽装倒産である。

この時期の南大阪の労働運動は先の全金田中機械支部や全港湾港支部を中心に非常に活発で

あり，経営者は「組合つぶすか，会社つぶすか」であったと述懐されている27）。これに対して

組合は行政的手段，法的手段をとるとともに全金や全港湾の地域組織の支援をうけて職場に泊

まり込んで自主運営で対抗した。

22 大阪地域合同労組の結成

上記の港相互タクシーの争議をたたかう中で，中小企業の労働者が加盟できる合同労組の必

要性が話し合われた。そこで一足先にうまれた全港湾建設支部（1970年結成）に引き続き，

「金属関連は全金で，建設関連は建設支部で，港湾トラック労働者は沿岸南支部（現在の大阪

支部）で，その他の労働者の受け皿として」28），大阪地域合同労組（1972年結成）が結成され

た。全国金属港合同（1973年結成以下港合同）とあわせて，いわば3つの兄弟のような合同

労組が生まれたのである。産別的色彩を持たない大阪地域合同労組は，業種に拘らず，誰でも

入れる「少し柔らかい」合同労組としての役割を期待され，結成されたのである29）。
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26）「総評は産別やから全自交やと，全自交は今は入れへんと，安定して来たら入れてもいいと，いう

話で，今どないするんやと，今はどこもせえへん，それやったらわしのとこで勝手にやるぞというて，

港地協というとこで南大阪で認知をされてとりあえず入っとけと｣（竹田談 大阪地域合同労組〔1997〕）

27） 竹田談。

28） 尾上文男写真集を発行する会〔2013〕。

29）「意欲はあるけども結集の場に非常に困るという労働者をどう集めようかというところからやっぱ

り合同労組が必要やでと，金属の場合港合同という事になったり，全港湾も建設支部ということで →



以上のような経緯で大阪地域合同労組は結成された。指導的な役割を果たしたのは総評オル

グの尾上と全金田中機械支部の大和田幸治委員長であった。ところが総評の内部対立から総評

への加盟は認められなかった。「総評を父とし，地域を母とする」30）大阪地域合同労組は，い

わば「総評の鬼子」であった31）。

23 大阪地域合同労組に駆け込んだ労働者

このような経緯からしても大阪地域合同労組は中小労連としての性格を全く持っていない。

大阪地域合同労組の初期の役員メンバーには南大阪地域の労働運動の活動家が名を連ねている

が，それぞれの労組が大阪地域合同労組に加入したわけではない。いわば外野からの（という

にはあまりに親身な）応援団であり，「労働者がいれば組合を作り，困っていれば支援し，闘っ

ていれば共闘する」という「野武士集団」であったと言えよう。

大阪地域合同労組が結成されて最初に生まれた分会が，め分会である。保育所の移転及び経

営母体が民営から市営に変更されるに当たって，特に外国籍保育士や，当時は違法ではなかっ

た無資格の保育士の間で，雇用不安が生まれ，分会結成となった。いわば経営上の問題が，雇

用や労働条件に波及する形で分会結成につながったのである。め分会の保育所は4分の1が在

日コリアン，4分3が被差別部落出身の子どもたちが通う，近代日本の社会矛盾が集中的に表

現されているような保育所であった。移転後は沖縄出身者の子どもたちが通う保育所となり，

組合として沖縄問題と対峙しながら現在まで継続している。

この後，2016年現在までに350を超える分会が生まれ，その多くが消えていった。分会の

結成と消滅について2010年度までを表3にまとめた32）。次節では表3にしたがって結成の理

由，消滅の理由，分会結成した業種について分析する。なお大阪地域合同労組は個人加盟の

「ひとりでも入れる労働組合」ではあるが，できるだけ職場の仲間と複数名の分会とすること

を勧めている。ただしこれは表3の分会がすべて複数人であると言うことを意味しない。つま

り当初から1人分会である分会もあるし，結果として1人分会となった分会もある。また逆に

表3にはあげられていない，分会としなかった個人加盟の組合員及び争議もある。残念ながら

本稿では分会という形をとらなかった個人加盟の組合員については資料上の制約もあって十分
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→ 港湾の中で随分物議をかもしだしましたが，もっとストレートに現実にどのような職種でもいけると

いうような公然と天下に明らかにできる組織というのがなかった訳ですわ。だから地域合同を作ろう

かという事で，｣（大和田談 大阪地域合同労組〔1997〕）。

30） 尾上の言葉として伝わっている。

31） 本稿では大阪地域合同労組で表記を統一するが，総評加盟が認められるまでは「総評大阪地域合同
・・

労働組合」として活動していた。

32） 2010年度以降の分会については資料が未整理であることもあるが，何よりも現在なお争議や交渉が

継続している案件が含まれてくるためである。



に検討できない。職場の組合員がひとりであっても分会とするか，分会としないかについては，

明確な基準はないようである。このあたりの柔軟さも大阪地域合同労組の特長のひとつであろ

う。なお分会名は頭文字1文字以外は省略してある。
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表3 分会の結成と消滅
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3 大阪地域合同労組の発展

31 分会の結成件数と結成理由

港相互タクシー労組を含め，1972年の結成から2010年までに結成された分会は321分会で

ある。分会結成の数と，結成理由の割合を図1にまとめた。

分会結成数は2つの山がある。70年代後半から80年代前半，90年代後半から2000年代前

半である。逆に80年代後半と90年代前半は分会結成数が極端に落ち込んでいる33）。結成の理

由の動きをみてみると，70年代から80年代にかけて，「労働条件」の改善を目的とする結成

が減っている。80年代後半からは増加に転じている。逆に退職勧奨や解雇通知（「退職・解雇

など」）をきっかけとした結成は70年代から80年代にかけて増加し，80年代後半からは僅か

に減少しているが，ほぼ横ばいの傾向である。もうひとつの大きな要素である「経営上の理由」

は，倒産，破産，合併・吸収などによる事業所閉鎖，または経営状態の悪化など経営に対する

不安をきっかけとするものである。全国の倒産件数をあらわした図2と見比べれば山の高さは
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33） なお，この分会数の落ち込みについては竹田は総評の解散の影響だと話している。



逆になっているものの，つまり，近年は倒産件数の増加以上に分会結成数が増えているものの，

傾向としては倒産数が多いときに分会結成数も多くなっていると考えられる。ただし，分会結

成数及び企業倒産件数が最も少ない時期に，「経営上の理由」で結成された分会の割合が最も

高くなっていることも大きな特徴である。経営状態が悪くないため解雇等を理由として分会を

結成する必要が少なかったとはいえ，倒産に伴う労働債権の確保のためにはやはり労働組合が

必要となったということであろう34）。
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図1 分会結成の数と結成理由の変化

※分会結成数は10年間の合計，結成理由は10年間の合計における割合。

図2 全国の倒産件数の推移

※東京商工リサーチ調査をもとに作成

34） 大阪地域合同労組の場合は経営者から頼み込まれて，倒産直前に分会を結成した場合もある。つま

り，暴力団と結びついている整理屋・乗っとり屋から，従業員を守るためには組合が必要であり，積

極的にこのような活動をおこなっていた大阪地域合同労組の能力を経営者側も把握していたというこ

とであろう。



32 結成理由と分会継続月数

結成の理由と分会継続月数をまとめたものが表4である。「経営上の理由」と，「退職・解雇

など」の間には明確な差は認められないが，「労働条件」の改善を求めて組合を結成した場合

との差は歴然である。前2者の場合は当月中に約3割が，3ヶ月以内に半数以上が消滅してい

る。これに対して後者の場合は5年以上継続するケースが3割近くある。ただ，後者の場合で

あっても1年以内に3分の1程度は消滅している。

33 分解消滅の理由

1972年の結成から2010年までに結成された321分会のうち，現在まで継続している分会は

18であり6％弱に過ぎない。消滅した時期がほぼわかっている分会に限ってみても101分会

が結成後3ヶ月以下で解散してる35）。ほとんどの分会は消滅していることになるが，その理由

を表5にまとめた。表5によれば消滅の理由は解散が最も多い36）。次に脱退，最も少ないの

が合流である。合流は大阪地域合同労組の中で他の分会に合流したということである。ひとつ

は69母分会（分会名の前の数字は表3の番号。以下同様）が16み分会に合流したものである。

これは母分会の経営が倒産し，み分会の経営に吸収されたことに伴うものである。母分会にお
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表4 結成の理由と分会継続月数

35） 現在の合同労組やCUにおいては，呉〔2010〕によれば解決後6割が脱退するとしている。

36） 消滅の理由についてははっきりとした資料が残されていないことも多く，傍証をもとに筆者が推測

したものもある。

表5 分会消滅理由



ける雇用・労働条件の確保という点で地域を基盤とする合同労組のメリットが発揮されたと考

えられる。もうひとつはパチンコ景品交換業務に従事する12身分会と5福分会の合流である。

パチンコ景品交換業務は一般にはあまり知られていないと思われるが，いわゆる3店方式で行

われており，大阪の場合はほとんど大阪障害者母子寡婦福祉事業協会が経営している。勤務地

は各パチンコ店の脇で，しかもほとんどが1人勤務であるので，横のつながりが生まれにくい

が，雇用主はひとつである。このため各地域で結成された労組が大阪地域合同労組を結節点と

して合流することになったのである。

脱退については連絡がつかなくなったなどの自然消滅的なものが多いが，たとえば105駸分

会のように別の合同労組に加盟したもの，205日分会のように分会員が100名を超えたので，

産別が引き受けて単組となったものなど，他労組に加盟したり，単組となったりして脱退した

事例もある。大阪地域合同労組としてはある程度人数がまとまって，産別が加盟を認めるよう

な分会は，単組としての産別加盟を勧めている。財務的には不利となるが，現在なお設立の理

念に忠実であるといえるだろう。

解散が最も多いのは当然ではあるが，その中身を見れば合同労組の性格が見えてくるのであ

る。まず解散の理由として約半数は退職によるものである。退職の理由もごく僅かに定年退職

によるもの（66ホ分会など3例）があるが，ほとんどが争議の結果和解となって退職したも

のである。それは分会の継続期間にも現れている。退職を消滅理由とする分会の48％は3ヶ

月以下である。つまり解雇などに直面してから組合に加入し，退職交渉が終了し退職する際に

組合もやめるという事例が多いことがわかるのである。脱退とされている消滅理由の中にも事

実上同様の事例があるので，全体に対する割合はさらに高くなるだろう。さらに本稿では検討

できなかった個人加入の組合員のほとんど全員が個別労働争議をきっかけに加入していること

を考えれば，大阪地域合同労組がいわゆる個別労働争議の「駆け込み訴え」を受け入れる場と

して機能していることを意味する。

解散の理由としてもうひとつ大きなものは倒産など37）である。これも大阪地域合同労組の

性格を端的に表現しているが，経営状態が悪くなり，労働条件が切り下げられた結果，分会が

結成されるが，実際には破産の際の労働債権をいかに確保するかが重要な活動となる場合が多

いのである。ただし大阪地域合同労組の大きな特徴のひとつが倒産などにたいして，組合が主

体となって再建するという対応をとっていることが少なくないことがある。これは南大阪労働

運動の系譜を引き継いでいると考えられ，この経験を持つことが大阪地域合同労組の大きな強

みのひとつと言えるだろう。
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37） 正確には破産の場合，経営者逃亡の場合など個別の事情があるが，一括して「倒産など」として集

計した。



34 加盟分会の業種

321分会の業種は208種（他に不明が6）にわたり非常に雑多で産別的色彩は全くないとい

える。既に述べたように最初にできた分会は保育所であった。これは人的つながりから生まれ

た分会であったが，初期の分会のいくつかは尾上が指導者となって運営していた，南大阪労働

学校の受講者の職場から生まれた。（4医分会など）

業種は雑多ではあるがいくつかの傾向はある。分野としては「製造業」が最も多い。2番目

には「販売業」3番目には「その他サービス業」と続き，サービス産業が多いことが特徴であ

る。業種としては最も多いのは保育所の12分会であり，続いて印刷業の10分会である。これ

に病院9分会，運送業9分会が続く。分会数とは別に特徴的なのは，先にも触れたパチンコ景

品交換業（5分会）や新聞各紙でも報道された僧侶（2分会）38）など一般的に集団的労使交渉

がなされないような職場でも分会が結成されている。障害者通所施設（授産所）などでの分会

結成など福祉事業とされる分野での活動も少なくない。

業種の変遷については歴史的趨勢を読み取ることはできない。大阪地域合同労組結成当初よ

り現在に至るまで，きわめて零細な事業所を含む中小企業を中心に様々な業種の労働者が加入

している。雇用形態や労働条件など日本の従来の労働運動になじまない，組織化がきわめて困

難な業種・職種において大阪地域合同労組は団結権を確保することに力を注いできたと言える

だろう。

4 大阪地域合同労働組合と連合大阪

1970年代には佐野安下請争議，植田マンガン労災争議，ワールド偽装倒産自主再建など激

しい労働運動を闘ったが，1980年代に入り，尾上の直接の薫陶を受け，執行部を担ってきた

結成第一世代がそれぞれの職場で経営を担う立場となったことで引退することとなった。尾上

自身も1986年に脳梗塞で倒れ闘病生活に入った。これらの結果，大阪地域合同労組は執行部

の世代交代が急速に進む。初代委員長の竹田は若く健在であり，専従として引き続き活動した

が，これ以降大阪地域合同労組の執行部はプロパーの若手が中心になっていく。上部団体との

関係という点でも大きな変化があった。大阪地域合同労組は地域の連帯の中で生まれ，産別に

加入することなく，活動を続けたのであるが，一方で総評への加盟は設立以来の宿願であった。

結成15年後の1987年にようやく総評へのオブザーバー加盟が認められた。ところがこの時点

ですでに総評は連合に合流する方向に向かっていた。2年後の1989年には総評は解散し，多

くの産別は連合に合流した。

このとき，大阪地域合同労組もまた連合への加盟を目指した。しかしながら，すぐには実現
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38） 例えば毎日新聞（東京版）1994年3月18日朝刊「坊さん団結，7人で労働組合」など。



しなかった。この時期の連合は産別に組織することが原則で，大阪地域合同労組が加盟できる

産別がなかったからである。そこで同様の立場にあったいくつかの単組といっしょに「連合加

盟を指向する会」に参加して，連合加盟を模索した。「指向する会」は5年を期限として解消

する方向であったが，5年たっても大阪地域合同労組を引き受ける産別はなかった。そのため

連合本部の意向とは別に，地方組織としての連合大阪が直属の産別として1993年ハートフル

ユニオン大阪を立ち上げ，大阪地域合同労組はそこに加盟することとなったのである。ハート

フルユニオン大阪は大阪地域合同労組が中心的な存在であり，委員長も大阪地域合同労組の委

員長が兼ねた。これは連合の地方組織が「ひとりでも入れる労働組合」を直接に持ったという

点で，労働運動史上先駆的な事例であると思われる。1990年には連合が「なんでも相談ダイ

ヤル」を開始し，非組織労働者の相談業務に乗り出した。ハートフルユニオン大阪は，相談者

の受け皿として機能することになった。90年代の分会結成数増加のひとつの要因はここにあ

る。それまで，事実上上部団体を持たず，独立性の高い組織であった大阪地域合同労組が日本

最大のナショナルセンターである連合の加盟組合となった。外部からは，産別組織が引き受け

ない非組織労働者を連合大阪が直属の単組で引き受けるように見えるようになったのである。

本稿の対象の終期である2010年においては大阪地域合同労組は，組織的には大阪地方ユニ

オンの下部組織である。大阪地方ユニオンは1997年にハートフルユニオン大阪を改組する形

で結成された39）。連合の地方組織である連合大阪に加盟する42の産別組織のひとつとして大

阪地方ユニオン（特別参加組織）があり，そこに大阪地域合同労組が加盟するという形である

が，大阪地方ユニオンの構成労組は4単組であり，規模的には大阪地域合同労組が圧倒的に大

きい。また，現在も大阪地域合同労組は独自の財源と専従を持っていて，連合大阪に対しても

独立性を保っている。

一般的に産別組織は中央組織を持っており，その地方組織が連合の地方組織に加盟するとい

う入れ子構造になっている。大阪地方ユニオンは合同労組の全国組織である全国一般（当時）

とは上下関係がなく，連合大阪が独自に組織している組織となっている。連合は中小企業の非

組織労働者を組織するために各地方団体にユニオンの結成を促したが，大阪の場合はすでに

30年以上の歴史と実績のある大阪地域合同労組がその役割を担ったのである。

このように連合大阪と密接な関係を築いたことの影響は，分会結成数にも現れている。先に

見たように90年代以降の分会数の増加は倒産数の増加の割合を上回っている。これは連合の

「なんでも相談ダイヤル」にかかってきた相談をきっかけに分会結成に至るというひとつのルー

トが確立されたことが大きい。このことは争議の内容や，やり方にも大きな影響を及ぼすので

あるが，それについては本稿に引き続き（下）で取り扱う予定である。本稿では別の視点から

2点指摘するにとどめておこう。
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39） このときハートフルユニオン大阪は主に外国人労働者のための労組として，大阪地方ユニオンの下

部組織として名称が残った。



まず1点目は外部に対する広報のあり方である。すでに論じたように，組合員の入れ替わり

は激しい。大阪地域合同労組の場合は退職脱退した組合員が，次の職場で労働条件改善や組合

づくりを目指して再加入する事例も少なくない。とはいえ，組合として継続するためには常に

新しい組合員が加入してくる必要があることは間違いない。これは他の合同労組やCUも同じ

状況であり，現在のCUの多くは独自の電話相談窓口を持ち，相談を受け付けるだけでなく，

マスコミを利用して情報発信をしたり，インターネット上のホームページに力を入れるなど組

合の存在をアピールすることに苦心している40）。これに対して大阪地域合同労組はいまだに独

自のホームページを持たず，独自の労働相談窓口も持っていない。マスコミ対応も積極的にお

こなっているわけではない。それにも関わらず，新しい組合員が加入してくるのは連合の信用

とネームバリューによるところが大きいと考えられる。

2点目は運営の人材である。最初にも述べたように現在の大阪地域合同労組の組合員数はお

およそ600人程度である。これで専従1人を賄うのは財政的には厳しい。特に大阪地域合同労

組に加入している組合員は低賃金層が多いのでなおさらである。その上，合同労組やCUは

一般に多くの職場を駆け回らなければならないし，常に争議を複数抱えているのが常態である

ので，企業別労組に比べると手間も経費もかさむ。実際に1人の専従で面倒をみれるのは

20分会程度といわれている41）。個人加入が中心であるので，組合の規模が大きくなっても，

あまり状況は改善されない場合が多い。このような点から財政面は多くのCUのボトルネック

となっている。大阪地域合同労組の財政も厳しいが，例えば事務所経費や会議費，印刷費といっ

た日常的な経費においては連合大阪と連携することで相当効率化することができている。また

独自の電話相談窓口を持つ場合に必要な人の手配や，日当・謝礼金などを削減することができ

ている。

5 結びにかえて

51 大阪地域合同労組の争議形態について

大阪地域合同労組の争議については（下）において詳細に検討する予定であるが，ここでそ

の結論の概略を述べておこう。

大阪地域合同労組が地域を基盤として，職場における分会を基本としながらも，個人加盟や

1人分会も積極的に受け入れてきたことは当初より一貫している。しかし，南大阪労働運動の
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40） 呉〔2010〕，「マスコミによるテレビ報道を通して，またユニオンの出版活動によって，その存在を

知り，加入する組合員の数は多い。」小谷〔2013〕p.71など。

41） 組合員からみても「正直言って，専従員一人で20～30分会の面倒を見ようというのは無理な話だ。

しかも，1人分会が多く，すぐに争議なったり，何でもかんでも団交しないと話が決まらなかった

り･･･」（25年史重慶子編集委員長）という状況である。



流れを強く受け継いでいた初期と，CU的色彩が強くなった後期に大きく分けることができる

だろう。つまり，デモや泊まり込み，抗議行動など直接的な行動を地域の労働者と連帯して実

行するという闘争形態から，専従を中心とした執行部による指導体制の下，団交での解決を第

一義としつつ，労働委員会や裁判での争いを活動の中心とする闘争形態への変化である。これ

は大阪地域合同労組自体が「戦闘性」を失ったとか，労使協調路線に方針を転換したと言うこ

とではない。実際に争議の件数は全く減っていない。この変化の要因を説得的に解明すること

は現時点では難しい。ただ仮説としては次のように言えるだろう。

まず外的要因としては第1に70年代以降，国民的な社会運動全体が穏健化する中で，多く

の企業別組合からストライキが姿を消し，争議件数そのものが減っていった。この背景の中で，

大阪地域合同労組においては争議の形態を現場での直接行動から，労働委員会，裁判などの法

廷闘争に移すほうが組合員にとっても合理的選択となった可能性がある。第2に，先にも触れ

た「職場少数，地域多数」の言葉にある地域の労働者を動員することが難しくなったというこ

とがある。1990年の経団連方針以降，労務管理が厳しくなった。これは労組側が未払い残業

の問題を取り上げてきたこととも関わりがあると思われる。この結果，地域の争議に職場を抜

け出して駆けつけるということが非常に難しくなった。

次に内的要因としては第1に大阪地域合同労組の組織上の問題がある。大阪地域合同労組の

分会には職場の多数を組織している場合と，少数組合，場合によっては分会員1名のみ，となっ

ている場合がある。初期においてはすでに述べたように，経営側も組合つぶしのために偽装倒

産をはかる，右翼・暴力団を介入させるなど激しく対立したが，労働法制が整備され，反社会

的組織と企業の癒着に対して厳しい目が向けられるようになるなどの社会環境の変化の中で，

多数組合の場合はある程度安定した労使関係が築かれている場合が多い。その一方で少数組合

の職場は経営との対立が先鋭化している場合が多い。この場合の争議に上述のように社会環境

として地域労働者の結集をはかると言うことが難しくなったというだけでなく，固有の特性と

して加盟業種，地域の幅の広さということがある。最低賃金にはりついた時給で働く職場から

医者や大学教員まで参加している。東京本社の企業から，滋賀や奈良の事業所まで参加してい

る。当然，労働条件もかなり幅があり，職場の物理的な距離もある。このような要因から直接

行動に組合員が結集することが難しくなってきたと考えられる。第2に連合大阪との関係があ

る。現在の大阪地域合同労組の事務所は連合大阪内にある。連合大阪と強く結びついているこ

とは，現在の大阪地域合同労組の活動の重要な基盤であるが，その一方で組合事務所が初期に

おいて果たしていた「たまり場」としての役割を失っているということがある。仕事を終えた

組合員が集まってきて，酒を酌み交わし討議するというような場にはなり得ていない。

52 小括と残された課題

本稿は大阪地域合同労組に残されている資料を中心に，同労組の大まかなあゆみをのべた。
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本稿によって，次のような点が明らかになった。第1に現在も活動している合同労組としては

比較的長い歴史を持つにもかかわらず，学術的にはほとんど注目されてこなかった大阪地域合

同労組について概要を明らかにすることができた。第2に多くの「ひとりでも入れる労働組合」

が名称変更や組織改編を繰り返さざるを得ない状況にある中で，大阪地域合同労組が結成当初

の形態を基本的に維持しながら現在まで存続している背景を考察し，新規組合員の獲得，組合

員の継続の両面から一定程度明らかにすることができた。

しかしながら一方で，資料の制約から十分な検討を行えなかったことも多い。今後は次のよ

うな点を明らかにしていきたい。 第1に大阪地域合同労組の結成に当たって影響と支援を受

けた，南大阪地域の労働運動について本稿ではほとんど触れていない。ナショナルセンター中

心の労働運動史からは忘れられているが，労働者の集団としては非常に重要な論点がいくつも

含まれている。60年代後半から70年代に高揚した南大阪の労働運動の当事者に直接聞き取る

ことができる時間は限られている。すでに一定の業績があるが，現在の労働運動との接続とい

う観点から，少し違った角度で検討してみたい。第2に大阪地域合同労組は合同労組の先駆け

として個人相談を多く受け，個別労働争議の解決に当たってきた。今回の分析は分会として結

成されたもののみであり，多くの個別労働争議の事案が漏れている。この点で大阪地域合同労

組の活動の重要な部分を把握できていないとも言える42）。（下）で検討する分会を中心とした

争議に加えて，個別労働争議についても，現在のCUの活動と比較するなどしながら検討して

いきたい。
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