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はじめに 

 
労働組合を結成し、活動することは憲法で保障された当然の権利です。  
 憲法２８条には、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。」と明記されています。  

これを受けて「労働組合法」で労働者、労働組合の権利を規定しています。  
 労働組合法（労組法）７条には、経営者が労働組合を弾圧したり、労働組合に加入し、

活動したことを理由に不利益な取扱いをすることを『不当労働行為』として禁止していま

す。不当労働行為制度は団結権の具体化といえます。  

 ここでは不当労働行為の類型とそれへの基本的な対処方法について見てみましょう。  

   

１、不当労働行為の類型  

   

７条では『不当労働行為』として４つあげています。  

   
■１号関係  
＜不利益取扱い＞  
労働者が①労働組合の組合員であること、②労働組合に加入し、若しくはこれを結成

しようとしたこと、③若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をも  
って、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。  
・賃下げ、不当配転、解雇など。賃金・手当てなどの差別支給･･･Etc。  
＜黄犬契約＞  
労働者が①労働組合に加入せず、②若しくは労働組合から脱退することを雇用条件

とすること。  
 ＊アメリカでは臆病な犬には黄色の縞があると言われ、経営者の圧力に屈する者を

「臆病犬」＝「イエロー・ドッグ」と言ったことからこの言葉が用いられるよう

になった。  



   
■２号関係  
＜団交拒否＞  
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこ

と。  
（１）上部団体の参加を理由にした団交拒否  

医労連のことを「部外者」扱いする経営者がよくいますが、医労連は「上部団

体」であり、「部外者」ではありません。例え「部外者」であっても団交権の委 

任を受ければ、その者の出席を理由に団体交渉を拒否することはでない。  

ましてや医労連は連合体組織であり、加盟組合員の労働条件等の問題で経営者

と交渉する独自の権限を持っています。単組と連名で団交申し入れている場合が  

それに当たる。  

経営者が、医労連の参加を理由に団交を拒否してきた場合には、①医労連は単  

組の委任を受けて団交に参加するのではないこと。連名申し込みの場合、単組と  

医労連が団交権を二重に行使していること。②従って、医労連の参加を理由に単  

組の団交を拒否するということは論理的に成り立たないこと。即ち単組、医労連  

両方との団交を拒否するのか、単組は受けるが医労連とは団交はしないというこ  

となのかはっきりさせる。③団交権の委任の問題ではないのであるから単組に判  

断する権限はない。あくまで医労連の団交権の問題であり、経営者には医労連に  

応諾の返事を直接行うよう求める。その上で医労連の判断で対応する。  

 以上が、この問題での対応の仕方です。二重の団交権行使とすることにより単  

組との団交も拒否できなくなる。  

   
（２）その他の団交拒否  

  ①団交ルールの先議を理由とした団交拒否 
     団交の日時、場所、参加人員等の団交ルールの未確立を理由とする団交拒否  

  は許されません。次の地労委決定を参照して下さい。  
    学園側が、組合に対し、団交ルール制定のための予備交渉に応ずるよう文書  
    で申入れを行なったのは、真に団交を軌道に乗せようとする努力のあとがみら  
    れないことからみて、組合が予備交渉に応じないことを奇貨として、団交の引  
      きのばしの手段に供したものと判断される。団体交渉ルールの先議に固執 

して団体交渉を引き延ばしてはならない（相模工業学園事件。神奈川地労委 
昭和 47年（不）第 3号。昭和 47年 9月 22日 決定）。  

     ・労組法 6条では団体交渉の労側主体者として「労働組合の代表者」を挙げ  
    ている。これを盾に経営側は、団交人員の制限と特定を迫ってくる場合がある。 

しかし、これは人数的な制限を求めているのではなく、団交の主体者として 



の適格性として組織としての統一的な意思を表明できる能力を求めていると 
解すべきである。したがって集団団交であっても、労組執行部が組織的な意思 
統一を行い、その統制の下に整然と団体交渉を進めるのであれば、何ら問題は 
ない。  

   
  ②組合員名簿のみ提出を理由とする団交拒否も許されません。  

ただし例外的に、賃金、一時金交渉等の際に組合員の平均賃金などの原資計 

算などの必要が生じた場合に限り限定的に認められるにすぎない（「口語６法 
全書・労働法」P269－270。自由国民社）。  

   
（３）不誠実団交  

  ①団交の前に労働条件を決定し、「変更できない」と結論を押し付けてくる。  
  ②団交には応じるが「同じ回答を繰り返す」「回答の根拠や資料を示さない」。  

   ・賃上げ要求等に関する第１回団交は、長期間人勧準拠に固執し、格差改善の努

力を怠り、要求を真摯に受けとめる姿勢も示さず、改善の方策につき積極的に

説明しない等、学園が誠実義務を尽くしたとは評価しがたい（東京高裁 平成

7年（行コ）第 35号平成 9年 10月 16日。判決普連土学園事件）。  
   ・本件は、医師会が、平成７年度賃上げの団体交渉において、組合員らに対して、

一度回答した額を後に撤回したこと、ベースアップゼロと回答した根拠を資料

を提供して明らかにしなかったこと、交渉権限のある交渉員を出席させなかっ

たことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。  
     京都地労委は、ベースアップゼロと回答した根拠を明らかにしなかったこと

は不当労働行為であるとして、医師会に対し、ベースアップゼロの根拠となる

資料の提示及び十分な説明を伴った団体交渉を行うことを命じ、中労委もこれ

を維持したところ、医師会は、これを不服として取消訴訟を提起し、東京地裁

は、請求を棄却し、さらに医師会は控訴を提起したが、東京高裁は１１月２日、

控訴を棄却した（東京高裁 平成 11 年（行コ）第 89 号。平成 11 年 11 月 2
日判決。京都府医師会事件）  

  ③権限のある者が出席していない。「伝え」「聞く」だけ。  
  ④団交の席で合意した内容について協定化を拒否すること。  
    ・使用者が、労働協約としての法的効力を付与すべき合意事項について理由も  
     なく協約の作成を拒否することは、不当労働行為になるが、法的効力を与う 

べき合意事項でない以上、これを拒否することが直ちに救済すべき不利益と 
はいえない。  

    会社と支部間に成立した合意は、いずれも会社の努力義務を宣明したものに  
     すぎず、書面化しても協約としての固有の法的効力を持ちえないから、協定



書を作成していないことが直ちに救済すべき不利益を及ぼすとは認め難い（大

阪地裁 昭和 63年（行ウ）第 35号。平成 2年 10月 26日判決。文祥堂事件）。  
  ⑤「これ以上団交しても無駄だ」「時間が来た」と一方的に団交の席を離れる  

こと。  
   
■３号関係  
＜労働組合の結成・運営に対する支配･介入＞  
労働者が①労働組合を結成し、②若しくは運営することを支配し、若しくはこ  
れに介入すること。  
   
・「支配」＝労働組合の意思を左右すること。例えば組合結成に対する支配とは、使用

者の意を受けたものが組合結成を図り、あるいは使用者の指揮のもとに結成大会を開

かせた場合など。「介入」＝左右する程度までは至らない場合。組合結成に対する介

入とは、組合結成の非難、あるいは結成中止の演説など。  
・支配介入の形態は多様である。まず、組合結成に対するものと組合運営に対するもの

とがある。組合結成に対するものについては前項の通りである。組合運営に対するも

のとしては、組合組織への支配介入と運営そのものに対するものとがある。  
  前者は組合員の範囲、組織形態、役員構成、上部団体加盟等々への支配介入であり、

組合や上部団体からの脱退の言動、役員選挙への介入などが挙げられる。後者として

は、大会の運営、運動方針、スト権投票への支配介入、スト参加の妨害、切り崩し、

第２組合の結成・差別的取扱いなどである。  
・使用者の言論は、その内容、発表の手段・方法・時期、発表者の地位・身分、発表の

与える影響等を総合して判断し、その言論が組合員に威嚇的効果を与え、組合の組織

運営に影響を及ぼすような場合には支配介入となる（東京地裁 昭和 49年（行ウ）
第 128号。昭和 51年 5月 21日判決。プリマハム事件）。  

・反組合的言動は、あからさまな組合攻撃発言、組合に対する嫌悪感の表明、当該労組、

上部団体からの脱退の勧誘だけではなく、採用面接や新入職員のオリエンテ  
ーションなどの際に「うちの病院には労働組合があるが、当分は仕事をおぼえること

が大変ですから仕事に打ち込むように」など暗ににおわすような発言も支配介入とな

る。  
  個人的な呼び出しや自宅への電話等を執拗に繰り返し、組合加入の有無、組合活  
動などについて質問したり、あれこれと言及したりすることは、あからさまな組合  
攻撃、脱退勧誘がある場合は勿論、それがなかったとしても組合員に動揺を与え組  
合切り崩しを意図した支配介入にあたる。  

・３年間スト等一切の争議行為や抗議行動を行わない旨の平和協定締結を夏季一時金支

給の条件として、協定締結を迫ることは、組合の運営に対する支配介入である（大阪



地裁 昭和 48年（行ウ）第 2号。昭和 51年 9月 20日判決。葦原運輸機工事件）。  
・協約を解約することが使用者の権限であることは当然であるが、専ら組合に打撃を与

える目的でされた場合には、支配介入行為として不当労働行為に該当するというべき

（東京地裁 昭和 62年（行ウ）第 100号。平成 2年 5月 30日判決。駿河銀行）。当
該裁判の場合は、「組合専従協定」であるが、他にもユシ協定、組合費のチェックオ

フ協定、組合事務所等の貸与協定の破棄などが挙げられる。  
   
＜経費援助＞  

労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること。  
但し労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉す

ることを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸

若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他

の基金に対する使用者の寄付及び最小限の広さの事務所の共与を除くものとする。  
・「この条項の運営にあたって重視すべきは、自主性の原理である。したがって労働組

合が自主性を発揮し、使用者をして経費の支出をさせた場合には、援助と解すべきで

はなかろう。イタリア、フランスでは、使用者の経費の支出をある程度労働組合の権

利としている（「口語６法全書・労働法」P269－270。自由国民社）。  
   
■４号関係  

＜救済申請等を理由とする不利益取扱い＞  
労働者が労働委員会に対し使用者がこの条項の規定に違反した旨の申立をしたこ

とを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをするこ

と。  
   
   

２、不当労働行為への対処方法  
   
経営者が、法違反を犯して労働組合もしくは組合員個人に対して陰に陽に攻撃をかけ

てくることも予想されます。労働組合を作り、その活動をすることは、憲法、労働組合

法にも規定された労働者の権利であり、それを攻撃することは、法違反であり犯罪行為

です。組合員全員が、このことをしっかりと認識し、経営者の攻撃に毅然として対処し

ましょう。  
   
１）労働組合攻撃に対しては、県医労連と単組が一体となって敢然として反撃します。

単組単独の判断や対応はしない。  



 ２）個人への電話、呼出し等には、「組合攻撃または、それを理由とした個人攻撃、利

益誘導は不当労働行為であり、犯罪行為である」「用事があるなら組合執行部に正

式に申込むべき」旨をはっきり述べ、はねつける。直ちに、単組執行部、県医労連

に連絡をする。  
   個人単独での対応、判断はしないことが重要です。  
   
３）経営者が、言ったことについては「何月何日、何時、何分、だれが、どこで、どう

いうことを」言ったか克明にメモを取る。  
   不当労働行為の成否は、必ずしも使用者の個々の行為について判断されるのでは  

なく、使用者の行為を全体として観察して判断されることがあります。例えその行  
為がそれ自体としては何でもないことであっても、使用者の全体の行為を総合する  
と不当労働行為を構成する場合があります。「たいした事ではない」と個人で判断

せず、「不当労働行為摘発カード」などを作り、逐一メモを取り、組合に集中する

ことが重要です。  
   
４）連絡網をきちっと整備し、経営側の動きを迅速・詳細に組合執行部に集中させ  

る。  
   とても重要な病院側の動きが、ずいぶん経ってからようやく執行部に伝わり、手  

遅れになる場合があります。また、攻撃を受けた組合員が１人悩んでいることに長  
い間気づかないでいるようなこともあります。きちっとした連絡網の整備が重要で  
す。  

   
＜留意点＞  
①アカ攻撃  

経営者が組合切り崩しのために使う手口に「医労連は赤の組合、共産党だ」「組合  
ができて病院がつぶされる」などの攻撃が挙げられます。  
これに対しては、医労連は特定の政党への支持を組合員に押しつけたり、選挙の  

ためのカンパを押しつけたりはせず、組合員の政党支持自由を保障する組合である  
ことをきっちりおさえて反撃しましょう。  
労働組合は要求で団結する組織であり、そうである以上労働組合員の中には自民  

党から共産党支持者までいることは当然に予想されます。従って特定の政党の支持  
を組合として決定し、組合員に強制することは組合の団結を阻害することにつなが  
りますし、もともとどの政党を支持するかは個人の内面の自由に属する事柄です。  
その政党の歴史や理念、その政党がどういうことを主張し、実際にどういうことを  
やっているかを見定め、組合員が個々に判断する事柄です。  
経営者は、共産党に対する「古い偏見」を利用し、組合員を組合から離反させる  



ことを狙いとしています。これには、先に述べた組合の方針を故意に捻じ曲げてい  
るという側面と、共産党に対して事実に基づかない非難を行っているという側面と  
があります。  
  天下の公党に批判や意見があるならば、直接その党にするようにアドバイスする  
のも効果的です。  
また、「経営破壊者」との誹謗に対しては、医労連の基本路線は「労働者の賃金労  

働条件改善の要求と患者国民の医療要求の実現を一体のものとして追求する」とい  
うものであり、要求もするけれども患者サービスの向上をめざし運動を進めている  
ことをしっかりと主張し、反撃することが重要です。「病院政策の提言」などの活動  
はその典型であり、「為にする」批判はやめ病院の発展、地域医療の充実のため協力  
し合うことを積極的に呼びかけましょう。  
   
②管理職の組合攻撃の言動  

  解雇その他の不利益処分は、病院そのものが行為主体となりますが、労働組合に  
対する支配介入の場合直接の行為主体は管理職となります。  
  労働組合員ではない婦長、課長などの下級管理職が組合攻撃や脱退工作などの言  
動を行った場合、病院経営者は「個人でやったことだ。病院として指示はしていな  
い」「個人的な見解を述べたものだろう」「先輩としてのアドバイスだろう」とかの  
言い逃れをしがちです。しかし、下級管理職のそのような言動は、例え経営者の指  
示がなかったとしても「単に個人的な言動」では済まされません。経営者にはそれ  
を抑止する義務があります。次の判例を参照してください。  
本件は、姫路赤十字病院の医院の医事課長及び入院係長による組合脱退勧奨をめぐ

って争われたもので、初審兵庫地労委（兵庫昭５５（不）１５、５５・１２・１９ ）

は、病院に対し、（１）組合員に対しての職制を通じた組合脱退勧奨による組合運営

の支配介入禁止、（２）命令交付後１週間以内のポスト・ノーティスを命じ、一方、

医事課長らの行為については日赤の機関としての行為とはみられない等の理由から

日赤本社に対する申立ては棄却した。これを不服として日赤が行訴を提起したところ、

神戸地裁（５９・５・２４）は、地労委の命令を支持し、日赤の請求を棄却したので、

さらに日赤が控訴したが、高裁は控訴を棄却した。  
不当労働行為制度は使用者に団結権侵害行為の禁止を義務づけるもので、使用者は

その支配圏内における団結権侵害行為を抑止すべき労働組合法上の義務がある（大阪 

高裁。昭和 58年（行コ）第 31号昭和 59年 5月 24日判決。姫路赤十字病院事件）。  
   
③経営者の言論の自由と不当労働行為  

  経営者が組合敵視の発言や見解の表明をし、それに対して労働組合が不当労働行  
為として撤回を求めた場合、「個人的な見解を表明しただけ。経営者にも言論の自由  



がある」と反論する場合があります。  
  しかし、憲法に保障する言論の自由も、同法２８条に規定する勤労者の団結権な  
どを侵害することができないのは勿論であって、労働組合や組合運動に対し、使用  
者が見解を述べることは、その程度およびその影響力のいかんによっては支配介入  
になります（「口語６法全書・労働法」P273。自由国民社。－山岡内燃機事件・最  
判昭 29.5.28）。  

  また、次の判例も参照してください。  
校長の発言は単なる一先輩の個人的忠告と必ずしも受け取られにくい客観的時期場

所においてなされたと認められ、校長の発言としての性格を問題にせざるを得ず、こ

れを不当労働行為とした労委の判断は相当である（盛岡地裁 昭和 56年（行ウ）第
4号昭和 58年 3月 31日判決。岩手女子奨学会（岩手女子高校）事件）  

   
さいごに  
   
 経営者の組合攻撃のパターンはほぼ予測できます。それらを事前に学習し気構えと組

織的な対応を充分準備しておくことが重要です。  
 この小論が各組合で活用されれば幸いです。  
  

 


