
労働組合員の範囲について 
 
 
労働組合を結成した場合、経営者があからさまな不当労働行為は勿論、表面上は労働組 
合を認めると言いながら労働組合ないしその活動にあれこれといちゃもんを付けてくる場 
合があります。 
 「婦長が組合に入っているが、婦長は管理職だから組合員資格はない」「団体交渉を受け 
ないわけではないが、その前に組合員の範囲をはっきりさせてほしい」などというのもそ 
の一種です。そこで、この問題を少し整理してみましょう。 
 
１、労組法における取扱い 
①労働者とは？ 
労組法における「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる 
収入によって生活する者をいう」となっています(第３条)。 
 いいかえれば、他人に使用され、それに対して報酬（賃金、給料、手当など名称のいか 
んを問わない）受けてそれによって生活する者をいいます。 
 「使用される」とは一般的には、「雇用契約」により「他人に従属し、その指揮監督のも 
とに労働し、報酬を受ける関係」のことです。 
 ただし請負契約（民法６３２条以下）、委任契約（民法６４３条以下）であっても、名称 
にとらわれずその実態で判断されます。 
例えば、株式会社では商法によって「取締役」や「監査役」が置かれています。これら 
の役員は株主総会で選出され業務執行の決定などに関わります。会社（使用者）との関係 
は民法の「委任」です。したがって、これら役員は労働法上の労働者ではないことになり、 
それ以外が労働者ということになります。 
しかし、これらの役員が、工場長や支店長あるいは部長などを兼ねる場合（使用人兼務 
役員）、役員であっても代表取締役の指揮命令を受けて会社業務に従事している場合には、 
その範囲では労働者であり労働法の適用を受けます。 
名称が請負契約であっても請負元会社の指揮命令の下に働いているような場合、労働者 
であるといえます。 
また、家事使用人も労働者に含まれますし、他人に使用され報酬を受けて生活すること 
を本体とする限り現に失業中であっても労働者に含まれます（3条の「生活する者」という 
規定に注意）。 
 
②労働組合員の範囲は？ 
 ①で見たように会社役員であれ労働者である側面においては労働３権を持ちます。従っ 
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て当然に労働組合を結成できます。 
 それでは代表取締役以外は任意に労働組合員の範囲を定め、労働組合を結成できるので 
しょうか。基本的には任意なのですが、不当労働行為の救済、法人格の取得など労組法で 
定められた権限を行使しようとする場合には、労組法で定められたいくつかの制約が出て 
きます。 
 
＜「使用者の利益代表者」（上級管理職）と一般労働者の混合組合は、法適組合になれない

⇒労組法上の特権的権限行使ができない＞ 
労組法第２条但書１号は、以下の者が参加する組合を法に適合しない組合としています。 
その者とは、①役員、②人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある労働者、③労働 
関係の計画・方針に関する機密事項に接する監督的地位にあるためにその職責が組合員と 
しての誠意と責任とに直接てい触する労働者、④その他使用者の利益を代表する者です。 
この規定が設けられた理由は、労働者が使用者から独立して自主的に組合を運営するこ 
とは組合の目的を実現できる大前提である、との考えによります。部分的であれ「使用者 
の利益を代表する者」が混じることはその自主性を害するおそれがあるというわけです。 
この「使用者の利益代表者」はいわゆる管理職一般ではなく、そのなかの上級管理職と

いわれる人たちに限ります。問題となるのは管理職一般ではなく上級管理職なのです。上

級管理職は、以下の通りです。 
 
■混じっていると法適合組合と認められないおそれのある「管理職」（上級管理職） 
 ①使用人兼務役員も含む役員（株式会社の取締役・監査役、合名会社の無限責任社員、 
その他の法人の理事、監事など団体の執行機関、監査機関の構成員） 

 ②人事を直接左右する決定権を行使できる者。一般的には、総務・労務・人事部門の課 
長以上の者。 
「直接」とは、人事関係の企画立案に参与するとか、人事問題に意見を具申すると 
かいうだけの者は含まないという趣旨です。 
③労働条件や雇用制度の改変に直接携わり、その機密に接していることから組合員であ 
ることとの板ばさみになる者。 
一般的に言えば、総務課、秘書課、人事課、労務課等の課長補佐がこれに該当しま 
す。社長秘書、タイピスト、電話交換手等は、労働関係の機密の事項に接することが 
あっても、監督的な地位にないことから該当しません。 
④その他使用者の利益を代表する者。 
これは、上記①～③の利益代表者の範囲には含まれないが、その者が組合員になる 
と労働組合の自主的な性格に影響をおよぼすと考えられる職務上の地位ある者をいい 
ます。 

 ＊③、④が「上級管理職」であるかは疑問のあるところですが、分類上ここではそう呼 
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ぶことにします。 
  
■混じっていることが問題視されない「管理職」(下級管理職) 
①総務・労務・人事部門以外の課長の者。＊婦長も該当します。 
②人事に関して補助的・助言的な地位にとどまる者。 
③人事を直接左右する決定権といっても、アルバイトといった補助的・臨時的な職務に 
関する人事は含まれないといってよいでしょう。 
④人事や労働関係に関する機密に直接接する「管理職」もその職務から離れた場合は組 
合員となることに何ら問題はありません。 

 
注１）経営側（病院側）は、一定以上の役職者、あるいは役職手当（管理職手当）支給者 
を「管理職」として非組合員の範囲と主張しがちです。すなわち、下級管理職をも含めて 
きがちです。しかし、上で見たとおり、労組法上問題となる「管理職」とは「上級管理職」 
であり、「下級管理職」が労働組合に入ることはまったく問題ありません。 
 また、「上級管理職」かどうかの判断は、役職名にとらわれるのではなくその人が持って 
いる権限等実態に即して判断すべきものです。 
注２）たとえ上級管理職が混在しており、法適組合と認められなくとも労働組合であるこ 
とに変わりはなく、労働３権が認められることは論を待ちません。従って、法適組合でな 
いことを理由に団体交渉を拒否することなどは許されません。 
法適（法内）組合かどうかは、労組法で定められた不当労働行為の救済、法人格の取得 
などの権限が認められるかどうかに影響するにすぎません。 
  
以上の点をまとめて一覧表にすると次の通りになります（管理職に関する上記労組法２ 
条但書１号に加え２号から４号の規定も加味）。 

法内組合  法  外  組  合       
自主的・

民主的組

合（労組

法２条、

５条２を

充たす）  

自主的・非民

主的組合（同

２条は充た

し、５条２は

充たさない）

非自主的・民主

的組合（同 5条

２、同２条本文

は充たし、２条

但書１、２号を

充たさない） 

非自主的・民主的組

合（同 5 条は充た

し、同２条本文を充

たさない）＝完全な

御用組合、政治団

体、福利厚生団体  

争議団  

労働３権  ○  ○  ○  ○  ○  
正当な争議行

為の民刑免責 
○  ○  ○  ○  ○  

労働協約  ○  ○  ○  ×  
×  

（認める
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説あり） 
労委委員推薦 ○  ×  ×  ×  ×  
不当労働行為

の救済  
○  ×  ×  ×  ×  

法人格の取得 ○  ×  ×  ×  ×  
労委斡旋調停 ○  ○  ○  ×  ○  
労委仲裁  ○  ○  ○  ×  ×  
 ＊東大緑法会「労働法」による  
 
＜管理職(上級)組合でも、法適組合になれる＞ 

労組法２条但書１号は、一般の労働者で作る労働組合に上級管理職が入ることにより労 
組としての自主性が侵害され、独立性が認められなくなること（御用組合化すること）を 
問題にしているのであって、上級管理職が労働組合を作ることを否定しているわけではあ 
りません。 
「使用者の利益代表者」という概念は、一般の労働者で組織する労働組合に対して管理 
職等がその職務上の立場から使用者の利益を代表するとみられるかどうかといった観点か 
ら判断される相対的な概念です。「使用者の利益代表者」とみなされる者であっても使用従 
属関係が認められる者であれば、労働組合を作ることができます。このいわゆる「管理職 
働合」に対する関係で、使用者の利益を代表する者は、一般労働者で組織する労働組合の 
場合とは範囲が当然異なることになります。 
従来の労働組合が一般の労働者を組織対象としていたことから、使用者の利益代表者と 
みられて組織の対象外とされていた上級管理職は、自らの雇用の確保や労働条件の引き上 
げを目的とする「管理職組合」を結成しようとする動きが最近注目されるようになってき 
ました。これらの管理職組合の資格審査にあたっては、組合員が一般の労働者との関係で 
は使用者の利益代表者に該当するとしても、管理職のみによって組織され、使用者と労働 
条件について団体交渉を行うのであれば、法適組合と認められるケースも予想されます。 
管理職組合の資格審査で適格と決定されたものには青森銀行管理職労働組合(青森地労委 
昭 59.12.20決定)があります。 
 
 
２、労基法における取扱い 
 
①労働者とは？ 
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、 
賃金を支払われる者をいう（第９条）。 
 この規定は、労組法３条の規定とほぼ同じです。異なっている点は、「事業又は事務所に 
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使用される」という点です。従って、労基法上の労働者には、失業者は含まれません。「労 
基法上の労働者」とは、労基法の保護を受ける者のことです。 
 この法律でも労働者性の基本的な要素は、使用従属関係にあるかどうかです。出勤、退 
社などの時間的な拘束を受け、場所、業務について使用者の指揮命令のもとで労働し、そ 
の対価として賃金をもらう者のことです（労規則５条１項に使用者が労働者に明示すべき 
労働条件が示されていますが、労働者の側からすれば明示された労働条件に拘束されて働 
いていることになります）。使用人兼務役員、下請け等に関する解釈は労組法と同じです。 
（第 11 条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働 

の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。） 

  

②使用者とは？ 
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する 
事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう（第 10条）。 
 ここでいう使用者とは、労働基準法に違反した場合に懲役を科せられたり、罰金を取ら 
れたりする責任者のことです。 
労働基準法は、労働者に対する監督上の権限を有する者を使用者とみなして責任を課し 
ていますが、その監督上の権限は、具体的事件によって、労働基準法の各条文ごとに違う 
から注意が必要です。 
例えば、労働基準法 34条 3項により、休憩時間を自由に使わせなかった場合に、労働基 

準法によって処罰される便用者は、会社の社長ではなく具体的に監督権限を有する係長あ 
るいは課長（婦長）であり、彼らは労働組合員であるかもしれません。他方、労働基準法 
89条により就業規則の制定義務違反をして罰せられる使用者は、工場長であり、営業所長 
（病院長、施設長）である。彼らは、多くは非組合員でしょう。残業や年休などについて 
「その権限の所在については各事業場毎に予め明かにする」ことによって責任体制を明確 
化することは、好ましいことである(昭 22・9・13発基 17号)。 
 
③（労働時間等に関する規定の適用除外を受ける）管理監督者とは？ 
労働基準法で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の１に該当する 
労働者については適用しない。 
1.省略 
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 
3.省略 （第 41条） 
 
労働省労働基準局（当時）は、管理監督者とは、①経営者と一体的な立場にある者のこ 
とである、②名称にとらわれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体 
的に判断すべきものであるとし、機密の事務を取り扱う者とは、秘書その他職務が経営者 
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または監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、出社退社等につい 
ての厳格な制限を受けない者であるとしています(昭 22・9・22発基 17号。昭和 22年通達 
という)。 
高度成長下に入って経営者のなかには、主として組合対策から、形ばかりの管理職名を 
与えて管理職を濫造し、割増賃金の支払いをしなかったので、労働側からの所轄監督署へ 
の申告が相次ぎ、監督署は、本省の指示をも仰ぎながら上の通達に基づき、摘発、是正が 
相次ぎ、例えば、相銀・地銀関係では、支店長代理以下、民放関係では、副部長、課長以 
下は管理監督者にあたらないとして、割増賃金とバックペイ合わせて、それぞれ、億単位 
の支払いを命じました。 
労働省労働基準局は、その後、都市銀行等と都市銀行以外の金融機関の管理監督者の範 
囲についてそれぞれ統一的な通達を出し(昭 52・2・28基発 104号の 2・105号)、その中で、 
昭和 22年通達の①に次いで、②は出社退社等についての厳格な制限を受けない者というか 
わりに、労働時間等の規制になじまないような立場の者とし、そのほか③その地位にふさ 
わしい処遇を考慮におくべきだとし、なお、いわゆるスタッフ職もケースによっては管理 
監督者として取り扱ってもよい場合があると述べています。当局者は、この昭和 52年通達 
は、昭和 22年通達を変更したものではないとし、昭和 63年には、これらを統合した新通 
達を出しています（昭 63・3・14基発 150号）。 

 
法第４１条第２号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、 

工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者とー体的な立場にある者の意で 

あり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたって 

は、下記の考え方によられたい。 

              記 

（１）原則 

法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、 

この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべて 

の労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任 

命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるもの 

ではないこと。 

（２）適用除外の趣旨 

これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動 

することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間 

等の規制になじまないような立場にある者に限つて管理監督者として法第４１条による適 

用の除外が認められる趣旨であること。 

従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。 

（３）実態に基づく判断 
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一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位（以下「職位」という。）と、 

経験、能力等に基づく格付（以下「資格」という。）とによって人事管理が行われている場 

合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわ 

れることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。 

（４）待遇に対する留意  

管理監督者であるかの判定に当たっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視し 

得ないものであること。 

この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がな 

されているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以 

外のー般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があるこ 

と。 

なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといつて、実態のない役付者が管 

理監督者に含まれるものではないこと。 

（５）スタッフ職の取扱い 

法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部 

門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によつては、管理監 

督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護 

に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに 

着目して、一定の範囲の者については、同法第４１条第２号該当者に含めて取扱うことが妥 

当であると考えられること。 （昭和６３．３．１４基発１５０号） 

 
 
３、労組法と労基法における取扱いの違いについての考察 
 
①「使用従属関係」を中心とした労働者規定は、失業者を含むかどうかの差異を除けば両 
者に違いはありません。代表権や執行権を持っておらず、「使用従属関係」にある限り、 
労働者といえます。この意味での労働者という概念は、大変広い概念です。 
両者の違いは、その保護する権利の対象の違いによっているといえます。 

②まず、労組法ですが労働３権は①の規定における労働者（勤労者）に広く認められてい 
ます。従って、上級管理職であっても労働組合を結成し、労働基本権に関する保護を受 
けることができます（上級管理職は、一般的には経営者か経営者と一体の者と見なされ 
ますが、一部を除き使用従属関係の観点からみれば、労働者とみなされます。十数年前 
までは労働組合といえば一般の労働者が対象で、管理職が組合を作るということは考え 
られませんでした。そういう意味では、上級管理職＝経営者という二分法で通用したわ 
けで、時代に合わせて法概念が広がってきたといえます）。 
 ただし、不当労働行為の救済手続き、法人格の取得、労働委員の推薦などの手続きに 
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参与するためには、一定の資格要件を満たし、労働委員会に法適組合との認定を受けな 
ければなりません（これらの権限を行使する必要がないのであれば、組合員の範囲はま 
ったく自由です）。 
 上級管理職のみ、一般労働者のみと組合員の範囲がはっきり線引きされていれば、基 
本的に問題は生じません。他の要件を満たせば、それぞれ法適組合と認められます。 
問題は一般の労働者の労働組合に管理職が入っている場合です。法の趣旨は、一般の 
労働者で構成する労働組合に経営者やその意を受けたものが入ることにより、労働組合 
としての自主性が侵害されることを防ぐことです。具体的には、上級管理職と下級管理 
職との線引きの問題です。 
実態に即して先に見た基準で個別的に判断すればそう難しくはないのですが、経営側 
が法の趣旨とは逆に管理職の範囲を広くみなし、労働組合の弱体化をはかる傾向にある 
ため（直接的な支配介入即ち「利益代表者」を組合の中に送込むことによって弱体化を 
目指すのではなく、管理機構を強化することにより労働組合と対峙し押さえ込もうとす 
る傾向）、問題が複雑になっています。 
具体的には労組法における上級管理職、下級管理職の区分を無視し、恣意的な「管理 
職」の概念を持ち込み、管理職＝非組合員と主張してきます。役職名が付いているとか、 
役職手当（管理職手当）が支払われているとかを根拠にする場合が大半のようです。 
また、その際労組法２条但書１号を満たさず法適組合と認められなければ、あたかも 
正式の労働組合でなくなり、団体交渉を受けなくとも違法ではないといったような対応 
を併せてしてくる傾向にあります。 
④労基法には「使用者」という概念と「管理監督者」という概念とが出てきます。 
  前者は労基法違反の処罰の対象を特定する概念で、労務管理の権限を持つ下級管理職 
をも含みます。「経営者」とは異なる概念です。 
後者は労働時間規制の除外対象者を特定する概念で、労組法２条但書１号の規定と共 
通する規定を含んではいますが、当局の通達にもあらわれている通り更に狭い概念であ 
るといえます。下級管理職は勿論労働時間法制の適用除外とはならず、時間外手当等の 
支払が必要ですが、上級管理職の中にも適用除外対象でない者が存在すると思われます。 
 経営側は、労基法の管理監督者、労組法の「利益代表者」（上級管理職）、役職上の管 
理職などをごっちゃにして使ってきますので整理して説得することが重要です。 
 （労組法には、使用者についての特別の規定はありません。従って、市民法と同じく法 
人もしくは法人でない場合には本人そのものを使用者ととらえているといえます。処罰 
の対象としては、使用者と行為者が対象となっています。） 

 
さいごに 
 使用従属関係からみた場合労働者の範囲は広くなります。一方経営者は、恣意的な概念 
を用いて経営者の範囲を広く主張する傾向にあり（無知からの場合も意図してする場合も 
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あります）、混乱が生じます。 
 そこで大切なことは、使用従属関係を基にした考え方を基本におきながら、労組法、労 
基法が法の目的を実現するために特定して使っている概念を法の目的をしっかりとおさえ 
実態に則して理解し、他との区別と関連をはっきりさせながら使うことです。 
  
 「口語六法全書 労働法」（自由国民社。松岡三郎、労働省法規課共著）、東大緑法会「労 
働法」、「労働委員会の知識」（労使問題研究会編）、神奈川県 HPなどを参考にまとめました。 

（文責：田口朝光 ２００２年５月） 
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