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淡晦の彼⽅へ 
―琵琶湖社労⼠桜井エナの奮闘⽇記― 

はじめに 
本書は滋賀県や⽇本を観光する⽅々また滋賀県で働いている、これから働きたいとしてい

る⽅々を応援する本です。と同時に海外から滋賀県に観光でやってきた外国⼈（観光、労働
⽬的問わない）に役に⽴ってもらいたい本です。 

滋賀県はその⾯積の６分の１に琵琶湖という特有の地であるとともに、⽇本の歴史の中⼼
となった地域でもありました。それゆえに⽇本⼈には⾒慣れた⽂章写真でも滋賀県を紹介す
る写真を掲載しました。この件については、滋賀県の商⼯観光課⻑の了解を得ております。 

また本書の⼤きな特徴の⼀つは、経営サイドに⽴った企業戦略コンサルタント⽊全と⻑年
ユニオンと⾔われる個⼈労働組合の幹部を経験した者同⼠で我が国初のコラボを実現をし
た点にあります。このコラボは⽇本で初めての試みです。両者は強調できることが初めて分
かりました 

⼀⾒相容れない両者はよく話し合ってみると実は⽬的は同じだが、⽅法が少しばかり異な
っていることがよく分かったのです 

たとえて⾔えば、富⼠⼭の頂上に登るのに静岡県から登るか⼭梨県から登るかという程度
の違いに過ぎないのです。⽬的は同じなのです。 

共通の⽬的は会社が利益を上げ稼いだ利益を社員や会社を豊かにするために、いかにうま
く使うかに尽きるということです。  

コロナの時代に経営者サイドだの労働者サイドだの⾔っている時代ではありません・企業
の存続が問われているのです。 コロナはワクチンができたからと⾔ってすぐに収まるもの
ではありません。当分コロナは続くでしょう。 

新年号令和になって外国⼈の労働が事実上緩和され、外国⼈労働者が本⾳の⽇本の労働事
情を知りたいと思った時にますます役に⽴つと考えられます。 

本書においては⼤学を卒業したばかりの税理⼠・社労⼠に合格した若い⼥性が琵琶湖者沿
岸の各地で起きる様々な事件を彼⼥なりに解決していく事件です。筆者たちの実体験をベー
スがもとになっています。読者は似たような経験をしたときぜひ本書を参考にしていただき
たいのです。解決⽅法がきっと⾒つかるでしょう。また⽇本⼈でも琵琶湖の名前は昔社会の
勉強で習ったことは覚えていても、実際に⾒たことのある⼈は少ないでしょう。 

著者の⽊全は、企業経営コンサルタントです。執筆協⼒者○○はユニオン幹部です。本書
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は⼆⼈の協⼒で作成しました、 
まず本書では税理⼠、社会保険労務⼠の資格を持った若い⼥性の顧問先で実際に起こりう

るリアルな実例を通じて解決策をアプローチして頂ければ幸いです。 
本書は若い社労⼠・税理⼠が事業と所で発⽣するいろいろな⼈事労務問題を 

解決する話です 
⽇本⼈でも税理⼠や社会保険労務⼠などにチャレンジしたいとお考えの⽅やこれらの実

務の⽣の姿をご理解いただければ筆者冥利に尽きるとともに実務の鍛錬になるとお考えく
ださい。 またユニオンや労働組合の書記の⽅、会社団体の⼈事労務の担当のお役に⽴てれ
ば幸いです。 

さらにコロナで今までのモデルが⼤きく変わりますから、やりかたが⼤きく変わる⽅法も
変わります。さらに外国⼈実習⽣の⽅でいろいろな本⾳や救済⽅法を知りたい⽅もご参考に
してください。 

近江の歴史観光については、滋賀県の観光パンフレットを参考にさせていただいた。 
また本書で採⽤した⼈の名前、企業団体名はすべて実在のものではありませんので、ご了

解ください。たとえ現実に似た名称があったとしても何の関係もありませんので、架空の産
物です。誤解なきようご注意下さい。 

本書に登場する使命はすべてフイクションですのでそれを前提にご愛読ください。 
 

                       令和３年６⽉３０⽇ 
                     著者 ⽊全美千男 

                     協⼒者  ○○ ○○ 
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登場⼈物紹介 

全章 第 1 章通じて  

桜井エナ  27 歳 滋賀県生まれ 滋賀大学経済学部卒  

                  在学中に税理士・社労士試験合格、卒業後大津市内の泡海(おうみ)会計 

                  社労士事務所で税実務社労実務習得中。 

多賀田貴樹 68 歳 社労士近江社労士連絡会副会長・研修委員長  

                  顧問先のパワハラに加担。傷害罪の実刑受けて服役。 

宮島哲志  35 歳 彦根レイクホテルチーフシェフ、支配人や料理長にパワハラを受け 

                 「うつ」になる。退職後、彦根城本丸御殿レストラン料理長となる。 

木頭省三  66 歳 彦根レイクホテル支配人 パワハラ男 

小島慎次  48 歳 彦根レイクホテル料理長 パワハラ男 社内の嫌われ者 

下村八男  49 歳 近江ユニオン委員長兼書記長 

安東 愈  85 歳 弁護士 認知症 

大東健二  70 歳 日本社労士会全国連絡会会長大阪市出身 

 

第 2 章以降 

飯塚九三  68 歳 元経産省ノンキャリ下級職員、官庁時代は印刷を担当、現職中に埼玉県 

                  で幼稚園を経営していて副業が発覚し。国家公務員を懲戒免職される。 

上村明英  50 歳 ガラス工芸店経営 青木礼子と結婚その後離婚 

青木礼子  46 歳 上村の新しい妻 その後離婚 

朴ソンヨン 24 歳 上村が妻礼子と離婚後上村と結婚 韓国人 

習遠平   41 歳 レイク琵琶国際ホテル営業課長 中国人 ゴルフツアー添乗員 

鈴木一郎  39 歳 レイク琵琶国際ホテル総務課長 

三浦共和  40 歳 八幡堀船頭  

大東健二  70 歳 全日本社労士会全国連絡会会長 

Ngô Mai Trang （ゴー・マイ・チャン、呉梅装） 

           27 歳 近江プラスチック(株)ベトナム人 契約社員 
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⽬次 

 第１編 彦根編  

第１章  ユニオンとのホテルとの争い 
第２章  彦根城本館建設 

 第２編 ⻑浜編  

第３章  ⻑浜の概況  
第 4 章  ⻑浜城下の賑わい 

 第３編  甲賀と近江⼋幡  

第 5 章   ナイスショョットと⼼筋梗塞 甲賀 
第 6 章   安⼟城再建  
第 7 章   船頭は雇われ⼈か⼀⼈親⽅の事業主か 近江⼋幡 

 ⼤津郊外編  

第 8 章  お花畑社労⼠の静かな思い 
第 9 章 延暦寺もレジャーランドなの 
第１0 章 最終話 琵琶湖はきれいがいい 
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淡晦の彼⽅へ 
第１章 彦根編  ユニオンとのホテルとの争い 

1. 彦根の由来 

 彦根レイクホテルは琵琶湖東沿岸にあり、琵琶湖が一望できるとともに彦根城の雄姿も望

むことができる。年間多くの観光客が訪れている。 

 

 
ホテルから⾒える琵琶湖 

 

歴史的にみると彦根市域を含このあたりは、古より近江国の交通のターミナルであっ

た。中世から近世にかけては、全国に信者を持つ多賀大社の参詣道が隆盛し、江戸時代初

期に整備された中山道の宿場町としては彦根市域では鳥居本宿が置かれ、なかでも鳥居本

宿は中仙道中近江国内で随一の賑わいを見せた。  

 現在の市街地の近郊に佐和山城を築城した豊臣秀吉の重臣石田三成が関ヶ原の戦いで

敗れたのち、江戸時代には、徳川家譜代の大名である井伊家の知行するところとなり、琵

琶湖に面した山に築城された彦根城を中核として佐和山藩改め彦根藩が置かれた。この彦

根藩および彦根城は、西日本の外様大名に睨みを利かせる幕藩体制上きわめて重要な役割

を、さらなる前線に位置する播磨国の姫路藩および姫路城や備後国の備後福山藩と共に担

ったが、福山城を除く 2つの城は想定し得る島津や毛利の外様大名による謀反が起こらな

かったために攻められること無く、日本の歴史を徳川の世は３００年近くも続いたのであ
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る。そのような彦根藩のお膝元にあって、大藩がひしめく京都周辺でも有数の城下町とし

て彦根は発達を見せた交通の要所でもあった。 

近現代になって市制施行以来数十年間は大津市に次ぐ県下第二の都市であったが、平成

の大合併後の人口では、大津市・草津市・長浜市・東近江市に次いで県下第 5位となっ

た。国の各種機関が現在も市内に集中し、滋賀県東部における商工業の中心地となってい

る 

 「彦根」の地名は、むかし天照大神の御子に天津彦根命（あまつひこねのみこと）、活

津彦根命（いきつひこねのみこと）の二神がおられ、このうち活津彦根命が活津彦根明神

として彦根山に祭られたことに由来しているとされている。 

彦根城の天守は上に行けば行くほど急階段になっており、 上階は５７度の急斜面であ

った。私も登ったがお年寄りが苦労されていた。しかし天守の 上階からみる景色は素晴

らしいといえる、確か犬山城も似た様な作りであったことを記憶している。愛他県の犬山

城も似た作りになっていて６１度の斜面となっている。まさしく当時の城らしい城が残っ

ている。その点大阪城や名古屋城は城に似た現代建築物である。 

 それはさておき戦国時代になって絶えず戦場となっていたが、豊臣時代に石田三成が佐

和山城主となってから町は次第に繁栄し、その後、関ヶ原の戦功で井伊直政が彦根の地に

封ぜられ、その子直継が彦根城の築城を始めて、直孝により完成され、城下町として発

展、産業、政治、文化の中心地として約 300 年間栄えた。 

 明治 4年廃藩置県により、翌年 2月長浜県を犬上県と改称し、その後同年 6月滋賀県と

なった。 

 同 22 年 4 月 1 日町制を施行、昭和 11 年都市計画法適用地域に指定され、翌 12 年 2 月

11 日隣接の松原、北青柳、青波、千本、福満の 5ケ村を合併して彦根市人口 39,335 人、

面積 25.08 平方キロメートルが誕生した。 

 次いで、昭和 17 年 6 月 10 日南青柳村、磯田村、昭和 25 年 4 月 1 日日夏村、昭和 27 年

4 月 1 日鳥居本村、昭和 31 年 9 月 30 日河瀬村、亀山村、昭和 32 年 4 月 3 日高宮町、昭和

43 年 4 月 1 日稲枝町が合併し今日の彦根市となった。 

大規模な都市空襲を受けなかったことから近世以来の城下町や宿場町の町並みが比較的

保存されており、2009 年（平成 21 年）1月 19 日には亀山市・金沢市・高山市・萩市と共

に第 1回歴史まちづくり法（国土交通省）に認定されている。  

 現代では、ほぼ日本国内に限ってであるが、毎年 7月に松原水泳場で開催される「鳥人間

コンテスト選手権大会」や、マスコット「ひこにゃん」を通じても、広く知られている。（出

典 滋賀光協会資料、ＨＰ） 
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ひこにゃん 

 

2. 彦根のホテルでのパワハラ 

 彦根レイクホテルでチーフシェフの宮島哲志（３５歳）が支配人の鬼頭統一からひどいパ

ワハラを受けていた。他の従業員の前で大きな声で叱責受けるなど、神経的にかなり参って

いた。 

 令和３年１０月の 初の水曜日、午前中から大宴会場で全日本社会保険労務士連絡会正副

会長専務理事会議が総勢百数十人余りで開催されていた。令和３年１０月の 初の水曜日、

午前中から大宴会場で全日本社会保険労務士会正副会長専務理事会議が総勢１６０人 時

刻もお昼間近となり、厨房からスープが全員にはこばれた。近江社労士会副会長・研修委員

長の多賀田がスープをすこし口に含むと冷めていることに気が付いた。なお多賀田はその風

貌から「琵琶湖の狸」とうわさされている。多目的に利用できる大宴会場や小会議に便利な

２００号室が使われた。 

彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招きして雷雨から救ったと伝えられ

る"招き猫”と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え（戦国時代の軍団編成の一種で、あ

らゆる武具を朱塗りにした部隊編成のこと）の兜（かぶと）を合体させて生まれたキャ

ラクター。(出典 https://www.facebook.com/hikonyanofficial/)である。特に彦根城に

はよくあらわれている。筆者が彦根城に行った時にもひこにゃんが観光客を手招きして

いた。 
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社労⼠会の開かれた宴会室 

 

 多賀田は、当ホテルの社労士顧問であり、近江社労士連絡会では副会長・研修委員長の役

職であったが、研修会などの集会では当ホテルをしばしば利用していた。ところがスープが

∖さめていることに気が付いた多賀田は支配人のそばに近寄って「木藤支配人さん、スープ

が冷めているよ。会長は冷えたスープがお嫌いな人だからちょっと困ったな」と耳打ちした。 

 多賀田の報告に青ざめた当ホテルの木頭支配人は大急ぎで厨房に入り、小島料理長にスー

プが冷めていることを告げ、すぐに善処するように求めた。支配人は木頭省三といい、以前

は大阪労働局の近くのホテルの支配人をしていた男である。出身は神戸近隣にあった。小島

は新潟県柏崎の出身であり、学生の頃から原発反対を繰り返し、地元からあいつはおかしい

とうわさされていた。そのため地元では就職できなかったのだ。原発の立地地区で原発反対

をとなえることは、生活できないことを意味していた。そのため彼はその後東京にて転居し

て新橋の料理店に勤務していた。しかし。料理人としてはまるで使い物にならなかったよう

だ。 

 木頭の風体はひげもじゃ男で接客業の管理職にはふさわしくない男で、言いたいこといい、

やりたいことをやるという企業人には向かない男でやくざの番頭をイメージしていただけ

ればわかるかと思います。親分の命令があれば。与えられた機関銃を空に打ちながら敵に突

入して行く 下級の消耗品の兵士であった。小島は支配人の腰ぎんちゃくと言われ、支配人

につぐ第二のパワハラ男であった。しかも木頭も小島も気が短く天性のパワハラ男といって

もよかった。その後両人は、滋賀県にやってきて彦根レイクホテルのコックや番犬として雇

われたのであった。木藤の仕事は反社のやくざが来た時の対応係であった木頭は、コックの

宮島に近寄ってきて、「貴様、なにやっとんじゃい。こんな冷たいスープ出すコックがどこ

にいる。このどアホが。きさまなんかコック失格じゃわい。今日のお客様は上客の社労士会
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さんということ分かっとんのか。もうきさまなんか調理部門で要らんわ。」「支配人、宮島の

ような奴、クビにしてください。まともに仕事はできんし、この辺うろうろされるだけで邪

魔でしょうがないから。いかがでしょうか」と小島。木頭も小島もことばがきたないうえに

性格も人を馬鹿にしたことのあるものなので、ホテルの全社員の嫌われ者であった。「そう

だね、社員をクビにできるかどうかは、支配人の私だけでは決めれない。社長とも相談して

決めることになる。小島君、日ごろの宮島君の料理の腕や言動などをあとで聞くから、社労

士連絡会さまが終わったら社長室に来てくれないか。」と木頭。 

 

 

 

職務上の地位や立場を利用したハラスメントとして、近年よく話題になる「パワハラ」。中

には、パワハラによって自殺するものもたくさんいる。そんな会話をしていると副会長の多

賀田が入ってきて宮島に言う「きさまが冷たいスープの犯人か。全日本社労士連絡会会長の

大東健という偉い人が怒っていたぞ。「琵琶湖のホテルはまずいもの出すんだな。こんな田

舎ではもう会合やれんな。」と言っていたぞ。俺は大恥かいたぞ。ばかものが」と。 

 大東はもともと大阪の出身で滋賀県のことをよく知っていた。 そのうえで多賀田は宮島

のコックの利き腕である右腕をぎゅっとひねった。  

 宮島はその痛さに耐えかねてその場で倒れて気絶してしまった。 宮島が「いててて、骨

が折れたかもしれん。誰か１１９番に電話してくれと叫んだ。しかし調理室の誰もが料理長

や支配人の叱責を恐れて何もしようとしない。宮島は１時間ほど倒れたまま調理室に放置さ

れたのであった。その後、総務が救急車を呼び、長浜市民病院の診断では、右腕関節脱臼、
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骨折と診断され、治療を受けた。その後宮島は多賀田の傷害を警察に被害届を出した。 

 実の所を言うと木頭はその経歴に嘘があった。どういうことかと言うと 5 年前の彼の自

宅から飛び道具や金槌、バールその他工作器具を持って大阪のホテルの構内に忍び込み大事

な施設を破壊したことによって、警察に建造物侵入罪、器物損壊罪で逮捕され、一年の懲役

実刑を受けていたことがあった。そのことを隠して当ホテルに入社したのであった。 

 

3. 社⻑室での打合せ 

支配人「打あわせがあるのですが」  

社長「あらたまったなんだい？」  

支配人「実は調理室の宮島君が社労士連絡会の会合に冷たいスープを出してしまったのです」 

社長「それはいかんな、支配人はどうしたらいいと思うんだい？」  

支配人「小島料理長とも話し合ったのですが、宮島君にはやめてもらおうと考えています。」 

社長「それはまた穏やかではないね。何か理由があるのかね」  

料理長「だいじなお客様である社労士連絡会さまになんということか冷たいスープを出した

のです。スープはうちの自慢の料理ですから、許されることではありません。副会長の多賀

田様に欲も恥かかしてくれたなと叱られました。」  

支配人「そこで顧問社労士の多賀田先生を呼んであるので相談しようと思っています。隣の

会議室に待たせてあります」  

社長と支配人が会議室に入った。  

社長「多賀田さん、久しぶりだね」  

 ある程度の大きさの会社になると社労士と会社のトップに会う機会はめったにないものだ。

人事課長クラスで用が足りるからだ。なぜなら社労士は経営者から見れば保険の事務代行の

手続き屋の事務員にすぎないと思われていたからだ。生命保険や損害保険の代理店と日本の

多くの会社では社労士は社会労働保険の手続き屋と認識されているのが実情だ。税理士のよ

うに経営相談を受けるというように尊重されている立場ではない。 

「多賀田君はうちのコックに対する解雇についてどう思う。君の見解を聞かせてほしい。」

と社長。  

「社長、私も宴会場にいましたので事情はよく分かっています。宮島コックが冷たいスープ

を出したので支配人にクレームを申したのです。今回の社労士連絡会の会議は、認定を受け

た社労士に簡易と地裁の訴訟代理権を与えることと弁護士法の非弁行為の適用除外にする

ことでした。」と多賀田。 

「多賀田君、君の話はくどい。関係のない訳の分からんことは言わんでいい。冷たいスープ

を出したことは申し訳ないですが、宮島コックを解雇できるかどうかが君に聞きたいのだ。

要するに結論と理由だけ言いなさい。彦根ロータリークラブでも社労士の話聞くことがある
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が、いつも彼らはくどいんだよ。訳のわからんこと言って本当に頭の悪い人たちだな」と社

長。  

「要するに宮島さんを解雇しても大丈夫です。勝てますよ」と多賀田。  

「支配人たちもそう言っているし、社労士の多賀田君もそういうなら大丈夫だろう。宮島君

にはやめてもらうことにしよう」と社長。 

社長は支配人を呼び宮島の解雇の手続きをするように命じることとなった。社長は多賀田の

言うことを不審に思いながらも渋々承知した。 

 

4. 宮島のコックの解雇 

小島、木頭 社労士の多賀田は午後３時ごろ宮島を会議室に呼んだ 

宮島「いったいなんのようですか」  

木頭支配人「何の用かとはふてぶてしい男だな。今日の件で社長がお怒りだ。」 

宮島「はっ？」 

小島「貴様が冷たいスープ出して社労士連絡会さんを怒らせたからだ。」  

宮島「すみませんでした。」  

小島「バカ野郎。今頃謝っても遅いわ。このアホたれが。」  

小島「支配人によれば貴様はくびだ。上の命令だ。」  

宮島「困ります。うちには脳梗塞で寝た切きりになっている母がいるんです。」  

小島「そんなことおまえの問題だ。そんなこと知るか。」  

 ここで宮島は支配人に解雇をやめるよう頼むこととした。退職できないと支配人申し出て

も支配人に無視され、逆に怒鳴られる始末。宮島は大津市内の心療内科を訪れ、うつ病３か

月の休職と診断された。  

小島はもともと特異な性格でパワハラセクハラし放題の異常性格者であった。  

 小島は新潟県の出身で若いころから原発反対と叫んで地元にあった柏崎原子力発電所に、

何度も忍び込んで警察に建造物無断侵入罪で何度も逮捕されたことのあるいわくつきの男

であった。同ホテルが小島を雇った理由は泥棒よけのわんわんになるとういう程度のもので

あった。 

 残念なことに宮島が解雇の撤回をいくら支配人に申し出ても一切認めてくれない。たまた

ま彦根市内の繁華街の電柱に「パワハラにあったらいつでも相談に乗ります。 

 

5. 近江ユニオン 

 彦根市は、彦根城を中心として江戸時代の風情にあふれる街並みが残されていることが特

徴的です。そのため、重要文化財も多く、彦根藩の城下町として栄えたころの面影を感じる
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ことができます。また、彦根市でいわゆるキャラとして全国的にも知られるようになった「ひ

こにゃん」がいることでも有名です。彦根城の周辺のほか、毎日市内のどこかに出没するた

め、どこかで出会える楽しみがあるでしょう。彦根市の西側は琵琶湖に面している一方で、

北東には鈴鹿山系に連なる山々があります。中核都市として新興住宅地が広がる地域も多い

ですが、市街地から少し離れると田畑の広がる田園地帯もあり、地域によって特色がハッキ

リしているのも彦根市の特徴です。 

 彦根市では、「きらきらひろば」と「彦根乳児保育所」の 2 カ所に地域子育て支援センタ

ーを設置しており、子育てに関する悩みを保育士に相談することが可能です。また「すくす

く教室」「のびのび教室」など、子育て中のパパやママが子どもと遊んだり、ほかの親御さ

んと交流したりしながら子育てについて学ぶことのできる教室を開催しています。さらに、

彦根市福祉センター別館 2 階集団健診室では、毎週水曜日に「さくらひろば」が開催され、

子どもと保護者が自由に遊ぶことが可能です。地区公民館や文化センターなどで「わいわい

ひろば」も開かれており、乳幼児を遊ばせながら地域の人と交流することができます。なお、

さくらひろばやわいわいひろばは参加費無料で事前の申し込みも必要ありません。 

 

 
彦根の市街地 

近江ユニオン 

住所 滋賀県彦根市⻄今町×××× 

電話 0749-22-12○○ 
FAX 0749-22-12×× 
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と張り紙があった。藁にもすがりたい宮島はさっそく電話して行くことにして相談に乗って

もらうこととした。    

 ユニオンに行く前に、中央中学の前ある彦根中央心療内科クリニックに行くことにした。

そしてホテルであった出来事の一連の経緯を文章に詳しくまとめた。   

 

 近の新聞では、会社の上司に不当に叱られて鬱になるものが増えているという。うつ病

の“からだの症状”には、睡眠障害、疲労感・倦怠感、食欲の減退、動悸・息苦しさ・口が

渇くなど、さまざまな症状があるといわれています。また、頭や肩、腰などの「重さや痛み」

が、うつ病にともなうことがあるとも考えられています。 

 

  近支配人などにひどく叱られたから、寝られない、頭痛がするなどがひどい。「おれ

は鬱にさせられたのかな。どうしたらいいんだろう。ネットを見たら心療内科で診察しても

らうといい。と書いてあった。心療内科というとキチガイ病院の事か。会社で俺は気違いに

されたのか」と考えた。うつ病の治療では、こころの症状だけでなく、からだの症状も治療

することが重要です。 

 

ネットで調べわかりやすく説明してあるクリニックに診察に行くことにした。   

はじめはどきどきしたが、たいしたことはなかった。 

 

クリニックでは診察の前に問診票に記入することになっていた。  

 問診票のサンプルは後掲に載せてあるのでご自分でチェックしてみてください。医師は宮

島に 近眠れるか食欲はどうかなど問診票に基いていろいろな質問をしてきたが、いずれも

肯定せざるをえなかった。   

 診断書を支配人の木頭に見せると「うつ」という文字が目に入り、「貴様は気違いだな。

そんな奴はうちのホテルでは要らんわ。首や首や。あしたからでてこんでもええわい。」と

大声で叫んだ。   

 

 

 問診票サンプル  の質問に対してあなたの今の状態にあてはまる回答を 

選択していきましょう。 

 

1.体がだるく疲れやすいですか いいえ ときどき しばしば つねに 

2.騒音が気になりますか いいえ ときどき しばしば つねに 

3. 近気が沈んだり気が重くなる いいえ ときどき しばしば つねに 
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  ことはありますか 

4.音楽を聴いて楽しいですか いいえ ときどき しばしば つねに 

5.朝のうち特に無気力ですか いいえ ときどき しばしば つねに 

6.議論に熱中できますか いいえ ときどき しばしば つねに 

7.首筋や肩が凝って仕方がないですか いいえ ときどき しばしば つねに 

8.頭痛持ちですか いいえ ときどき しばしば つねに 

9.眠れないで朝早く目覚めることが 

  ありますか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

10.事故や怪我をしやすいですか いいえ ときどき しばしば つねに 

11.食事がすすまず味がないですか いいえ ときどき しばしば つねに 

12.テレビを見ていて楽しいですか いいえ ときどき しばしば つねに 

13.息がつまって胸苦しくなることが 

   ありますか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

14.のどの奥に物がつかえている感じが 

   しますか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

15.自分の人生がつまらなく感じますか いいえ ときどき しばしば つねに 

16.仕事の能率が上がらず何をするにも 

   おっくうですか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

17.以前にも現在と似た症状がありまし 

   たか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

18.本来は仕事熱心できちょうめん 

   ですか 

いいえ ときどき しばしば つねに 

 

 各個のブースなかで幾つかの問診表に回答し、受付に提出した。しばらくすると診察室か

ら「宮島さん」と呼ばれ先生から診断を受け、受け答えを行った。  宮島は「 近は包丁が

使えなくなりました」  診断書の作成を医師に依頼すると、発達障害 うつ病 ３か月の加療

を要すると記載してあった。 
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  ユニオンと言うのは個人加入の労働組合であり、ユニオンに動いてもらうにはまずユニオ

ンの組合員にならなければならない。    

 宮島は近江ユニオンにアポを取り、責任者に会うこととした。   

ユニオンにつくと入会金１万円、月会費４０００円半年分２４，０００円計３４０００円支

払い手続きを終ええた。ユニオンの女性事務員が、「委員長 宮島さんがおいでになり手続

きも終えました。宜しくお願いします」と委員長を呼びに行った。宮島は小さな会議室に通

されるとしばらくの間委員長を待った。入って来た男は下村委員長兼書記長であった。 

下村委員長は身長１８０センチ体重１００キロを超える巨漢で、交渉相手に与える威圧感は

相当なものであった。宮島はホテルでの一連の経緯を下村に話すと、開口一番「ひどい会社

だね。パワハラもひどい話だ。パワハラだけでなく、障碍者差別、刑事事件の要素もある。

できる限り宮島さんの力になってあげましょう。」   

書記長はすぐにワープロを打って、レイクホテルの社長あてに団交の申し入れをＦＡＸでお

くった。文面は以下のとおりであった。   

 

 

診断書 

 

氏名   宮島哲志 １９８４年２月１日生まれ（３５歳） 

住所   彦根市〇〇町２－５－８－５４３ 

病名   適応障害  うつ病 右腕の関節脱臼骨折 

付記     上記の者はパワハラの被害により、今後の就労が今後少なくても 

         ３か月間は困難であると判断する。 

 

上記のとおり診断する。 

令和 ３ 年  １１ 月 １５ 日 

 

彦根市〇〇通３丁目４番５号  マルムラビル２階 

                   彦根中央内科クリニック 

医師   丸村均  ㊞ 
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 ユニオンと交渉することは手間も時間もかかることです。だから、これを避けようとする

社長もいますが、法的に会社はこの交渉に応じる義務があるのです。  もし、これに応じな

ければ「不当労働行為」となります。不当労働行為とは、「組合運動に対する妨害行為」の

ことです。  これに該当する場合、都道府県の労働委員会が救済に立ち上がります。  こう

なると、【非常に面倒なこと】になるのです。だから、団体交渉には応じなければなりませ

彦根レイクホテル株式会社                           

令和３年 １１月 10 日 

代表取締役 稲森 孝三殿 

 

滋賀県彦根市西今町×× 

近江ユニオン 

委員長兼書記長 

下村八男  ㊞ 

  

団体交渉申し入れ書 

 

冠省近江ユニオン×は彦根レイクホテル株式会社に対して、下記のとおり団体交

渉を申し入れます。 

1 令和３年１１月２５日（木） 午後６時から 

2 場所  彦根勤労会館６０５会議室 

3 要求事項 

・宮島 哲殿の過去の未払い残業代を支払うこと 

・宮島 哲殿の解雇を撤回すること 

・その他 立て替えた治療費を払うこと 

・３か月の休業期間を与えること 

4 連絡先 

滋賀県彦根市西今町×××× 
☎  0749-22-××××  
ｆａｘ 0749-22-１２×× 
近江ユニオン 
委員長兼書記長 下村八男 ㊞ 

以上                                        
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ん。   

しかし、実際の団体交渉の現場では、 

l 会社の法的な不備を追求される 

l 強硬な姿勢で臨んでくる 

l 感情を逆なでする発言をする可能性も高い 

 

など、【非常に厳しい状況】になることが多いのです。 

ある社長は「あまりの厳しさに、眠れなくなった」とある社長は話されていました。 

団体交渉の場は、まさに「戦場」なのです 

経営側は 支配人と顧問社労士の加賀田であった 

顧問なの社労士が対応にでたが多賀田氏はしどろもどろ。まるで幼稚園生のおしゃべりであ

った。団交経験のない社労士なんてユニオンから見れば赤ん坊の手をひねるようなものだ。

その点銀行交渉で銀行から債務免除が引き出せる税理士や起業再生コンサルタントとは歴

然と能力が違う。団交は戦いの場なのです。 

多賀田は下村に「当社は悪くない。コック対処が悪かったのだ。当社に責任はない」 

繰り返して述べる。多賀田があまりにもくどいので「君は警察沙汰だな」と述べる。 

下村氏が多賀田社労士に「君のしていることは会社の代理人として非弁ではないか。弁護士

法７２条に違反するぞ」と警告するも多賀田には理解できない。「会社に非はない」と多賀

屋多は繰り返すばかり。無能社労士の典型であった。  

 社長が「多賀田君 ユニオンの言っている意味がさっぱり分からん説明してくれ。非弁っ

てなんだ。」    

 非弁とは弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは

和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

と定められています。簡単にいうと，弁護士以外の人が，お金をもらうために，他人に代わ

って示談交渉や裁判などをしたりすると法律違反になるということです。これが，非弁行為

の禁止というものです。弁護士法が，非弁行為を禁止しているのは，過去に，弁護士以外の

者が，示談交渉などに介入して，法的に不適切な内容で示談をまとめるなどして，依頼者に

迷惑をかけることがあったために，このような法規制がでてきたという歴史的背景があるか

らです。  

 現実に非弁という言葉を知らない社労士が多いのも事実である。  

 社長「多賀田君、君は社労士にすぎないからこの交渉するのはアウトだろ？」   

多賀田は特定社労士だから例外的に認められているのです」   

ユニオンの方からヤジが飛ぶ「社労士さん、ウソはいけませんで。多賀田さんのしているこ

とは警察沙汰ですよ、社長さん気を付けてくださいよ。」   

 厳密にいうと、社会保険労務士は労働法と労務管理等を専門とする国家資格者であり、ご
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質問のようなケースでお役に立てることもあると思います。ただし、労使間の交渉事などに

おいて社会保険労務士が依頼者の代理人となれるのは、個別労働紛争における労働局のあっ

せんや社会保険労務士連絡会が運営する「社労士会労働紛争解決センター」でのあっせんの

場に特定社会保険労務士が立ち会う場合等に限られています。    

 したがって、労働組合と事業所との集団的な労使関係について交渉を行う場合において、

社会保険労務士が当事者の一方の代理人となることはできませんが、同席して依頼者ととも

に交渉すること、あるいは依頼者に指導・助言等をすることは可能です。例えば会社側に依

頼されて社会保険労務士が団体交渉に同席する場合、社会保険労務士が処分権を持つ代理人

として直接相手方に対し意思表示することはできませんが、会社側に対して助言等を行うこ

とはできるということになります。   

「要するに多賀田では使い物にならんということだな。わが方は私と支配人と総務部長で対

処することとする。仕事のできない社労士の多賀田はクビだ。」と社長の一言。   

 

6. その後の団交 

 結局その日は話がまとまらず流会となった。   

その後社長はライオンズクラブの仲間の安東愈で、しょうべんたれ弁護士に頼むことにした。     

 安東氏はかつて辣腕の司法研修所の教官や労働弁護士として腕を振るった人らしいが、 

近はライオンズのゴルフコンペで、ＯＢを連発し１３０も叩いたうえに茶店で失禁したら

しいとのうわさが流れていた。つまり認知症になってもらしたということだ。会員の間では

小便代言人という噂がまことしやかに流れていた。かつての大弁護士も漏らしじじいになれ

ば哀れなものである。    

 多賀田社労士はホテルの顧問社労士を解約になった。多賀田にとって大きに顧問先だった

ため、多賀田の事務所にとって経済的損失が極めて大きかった。また同時に多賀田の宮島コ

ックに対する傷害事件の捜査も進行していた。   

 安東弁護士ではまったく役に立たなかったため、総務部長が社長の代わりに交渉すること

となった。木頭は支配人ではあるが、社長に嫌われていたために担当から外された。第４回

目の交渉は、彦根ホテル業会館の小会議室を借りることとなった。宮島も交渉に同席したい

といった。交渉に行く途中で職場のホテルが見えるだけで吐き気を催すので完治したとは言

えなかった。 

それよりも深刻なのは料理包丁を手にすると震えが止まらなくなり、料理の仕事ができなく

なったことだ。   

片頭痛薬を飲む生活がはじまったものの、「頭痛」は全然消えません。 病院の先生はストレ

スからのウツ傾向を言われ、心療内科へ案内されました。「何か違うような気がする」と思

いながらも今度は抗うつ剤を飲む生活になりました。   
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 薬を飲んでも体のだるさが増すばかりで「頭痛」が消えませんでした。 頭痛を抑えてい

ると、嘔気がおそって来て、吐くと少し楽になることを繰り返していました。しかし、もう

気が狂いそうになっていました。その時がやってきました。ネットで「頭痛」を治してくれ

る本当の先生を探していました。直感でココいいじゃん！と思いましたが、念のため半信半

疑で治療を受けました。京都大学の心療内科の近衛教授の診察をうけることになったのです。 

すると、まったく痛みがなくなったのです。 頭痛の原因がわかりました。いままではデパ

スなどのくすりがきかなかったようです。近衛先生が「こんな古い薬飲んでたら一生治らな

いよ。この薬をのみなさい」と渡された薬を飲んで２か月ほどで頭痛はほとんど回復しまし

た。と同時にうつ症状も消えていきました。   

 

7. 彦根城本丸会館建設と宮島君の再就職・結婚 

 その後判明したことだが、書記長は井伊オタクといわれるくらい歴史の造詣が深い人で宮

島君は井伊直虎の子孫であることが判明した。    

 また本丸会館の館長には井伊直弼のひ孫のひ孫の立命館大学の教授が就任した。   

天守は木造で建造されることとなった、障碍者のためエレベーターが作られることになった。

この点名〇屋城を建造している愛知県のへたくそ名〇屋弁市長とは障害者に対する配慮は

大違いである。滋賀県には障碍者に対する合理的配慮がある。  

 

 

彦根城の雄姿 
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 彦根市では本丸御殿の横にレストランを造り、宮島君は御殿の調理部長に就任した。   

ホテルの土産物売り場で働いていた大庭加代子さんと結婚することになり二人で幸せな家

庭を築くこととなった。 

 また小島は過去の暴力事件や懲役していた経歴が会社にバレ、経歴詐称で懲戒解雇となっ

た。その後小島は大阪の南で悪徳金融の取り立て人を生業として貧乏な人を泣かしていると

いううわさが流れていた。   

 近江社労士連絡会の副会長は警察に逮捕され起訴され、傷害罪、非弁護士行為罪状を認め

たため懲役１年となった。そして大津刑務所で健康的な生活を送ることとなった。１２０キ

ロあった体重は７０キロ程度となり、持病の糖尿もほぼ完治した。琵琶湖の狸にとって刑務

所別荘は 高の療養所であった。   

また厚労省から資格はく奪の措置を受けることとなった。これで不良社労士は滋賀県から追

放されることとなった。   

 さらに社労士連絡会から副会長の職を解任され処分を受けることとなった。   

そして国からいただいていた藍授褒賞も国に返還させられることとなった。   

 その後小島は大阪のみなみでアコギな取り立てしていたため、地元の暴力団からひき逃げ

にあい、全治 6か月の傷害を受け病院暮らしということである。 

その後彦根市内の葬儀屋に転職し、お墓の販売をしているという噂である。    

 木頭は過去の経歴詐称と支配人として仕事が全くできないので無能力を理由として解任

された。その後は市内の飲み屋で飲んだくれの生活を送り、チンピラとよくいざかいを起こ

していたようだ。    

 宮島には多賀田を監督する近江社労士連絡会の会長や社労士全国連絡会の会長はじめと

する役員たちの責任が問われなかったり、監督官庁が近江社労士連絡会の他の役員の処分に

ついて放置してあるのは、自治機能が幼稚な組織団体と思われて仕方がなかった。やっぱり

社労士は身勝手な人たちだと思った。   

 多賀田のような社労士は多くいると聞いて、これからは気を付けないといけないなと痛切

に感じるのであった。   

 

8. 琵琶湖の怪 

 その後、琵琶湖新聞に謎の人面魚現る。巨大魚をあらわる。鯱か？サメか。クジラか。ネ

ッシーか。と不思議なタイトルの記事が載るようになった。  ある日。小島がボート漕いで

いると尿意を模様して。琵琶湖の沖で便をしてしまったと言う。それ以降小島の姿がぱった

り消えたと言う。噂によれば人面魚になったとか琵琶湖の神様の使いの逆鱗に触れてたたら

れたとも言われている。    

 その後。琵琶湖の神様の使い探しが始まった。一説には巨大な鯱だとも言われている。   
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ところで 2006 年２月２１日、名古屋にシャチがやってきました。しかも、名古屋港に…   

といっても、名古屋港水族館がシャチを導入したわけではなく、１頭のシャチが名古屋港の

堀川に迷い込んできたのです。その日の午後にはニュースでその事実が伝えられ、大勢の人

が集まりました。その中で一人、シャチに近づいていった人がいました。 

海洋生物学者の林正道さんです(http://www.dolphin.or.jp/dl_rescue.html)   

また名古屋城の大堀の水を抜いたとき<巨大なアリゲーターガーが発見されたというのです。 

その鯱とアリゲーターガーが交配して巨大な生物が生まれ、堀川を下って伊勢湾に入り、さ

らに紀伊水道をとおり、淀川を遡り、琵琶湖に入り、琵琶湖の神の使いとして崇められてい

るという説である。      

 たまたま小島が琵琶湖の中で船に乗ったまま立ち小便をして湖に落ち不潔なことをした

ために、その巨大生物に食べられてしまったと言うのである。某大学の海洋生物学者が調べ

たところに言うと。巨大生命体の糞中に人骨が見つかり、たまたま小島のＤＮＡと一致した

と言うのである。彼はよく食われたなと不思議であった。怪物も相当まずかったと想像する

人がたくさんいた。   

このことについて滋賀県警では事件ではなく事故として処理された。    

 またホテルの支配人を解任された木頭は彦根市内の居酒屋で酒を飲んでいるうちに他の

よっぱらいにからまれ、ボコボコにされたうえ、深さ 10 センチのどぶ川に足を滑らして溺

死したという報道が琵琶湖新聞のべた記事で流れた。 

 

 

出典 滋賀県観光パンフレット 
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