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はじめに  
   
Ⅰ、労働組合の生い立ち  
   
①労働組合は資本主義とともに  

・「水戸黄門」には出てこない労働組合（歴史性）  
 ＊資本主義：産業革命＝機械制大工業の発達とともに  
 ＊資本主義経済＝商品生産経済→労働力の商品化、労働者とは？  
 ＊労働者の二つの自由  
・現住所労働者、本籍地農民（社会の多数派）   
＊烏合の衆との違い：数＋目的性、組織性  

   
 ②労働組合は、「そうだ！」という身近な要求から（要求は団結の要→大衆性）  

 ・労働力商品の特徴と搾取の自由  
・そして、「酒場(パブ)」から生まれた（悩みの出し合い、助け合い）  
・雨宮製糸工場でのストライキ・「長糞、長小便の禁」  
＊搾取強化の 3つの方法－エリザベス女王とオトメ（乙女）ーション  
・３ｋに疑問を持った少女。1921年東京モスリン工場でのストライキ  
・精華園職組の「竹の子春闘」  
   
③労働組合は、弾圧に抗して育って行った（労働者は自覚し立ち上がる→階級性）  

・メーデーに毛布を持っていった労働者  
・個人的抵抗（盗み、サボタージュ、雇い主への報復－床の下で鍋をたたいた医療労働

者･…）→集団的抵抗（機械打ち壊し…）→ストライキ、労働組合組織（高陵病院労組

の例）→法的保護の獲得  
  ＊辞表の取りまとめ⇒ストライキの原初形態  
 ④労働組合は要求で団結、数と団結力が力－「錐ガエル」「樽ヘビ」「ざるドジョウ」の論理に学べ    

   
日本における労働組合の歴史  
年   代         事                         件  
1868年  明治維新  
1872年  高島炭坑暴動  
1886年  山梨県甲府市の雨宮製糸工場で日本初のストライキ  
1894年  日清戦争（戦後に物価上昇、経済変動）  
1897年  労働組合期成会結成・鉄工組合結成  
1898年  日本鉄道矯正会結成  
1899年  活版工組合結成  
1900年  「治安警察法」（17、30条で労働 3権を禁止）注１）  



1904年  日露戦争  
1912年  友愛会結成  
1914‐18年  第 1次世界大戦（重化学工業の発達、独占資本主義へ）  
1917年  ロシア革命  
1918年  米騒動  
1920年  第 1回メーデー  
1921年  日本労働総同盟（総同盟）と改称  
1925年  男子普選実施。治安維持法制定  
1926年  「治安警察法」17、30条廃止 注 2)  
1940年  産業報国会結成  
1945年  敗戦／労働組合法  
1946年  日本国憲法制定（労働 3権の保障）  
1946年  労働関係調整法  
1947年  労働基準法  
 注 1）「治安警察法」17 条と 30 条で、労働組合を結成することを目的として、他人に対して

暴行や脅迫を行った者とかストライキを行う目的で他人を誘惑したり、あおった者は、

1ヶ月以上 6ヶ月以下の重禁固などに処せられた（「労働組合死刑法」と呼ばれた）。他

に「行政執行法」(明治 33 年制定)、「警察犯処罰令」（明治 41 年制定）で弾圧。  
 注 2)第 1 次世界大戦による重化学工業の発達、財閥の確立。同時にそれは労働者階級の増大

をもたらし、1910 年代から 20 年代にかけ大正デモクラシーの発展もあって「治安警察

法」の改正、ストの自由がもたらされるが、28 年には治安維持法に最高刑として死刑

が明文化され、思想対策の名のもとに労働運動の弾圧が行われた。  
   
 
Ⅱ、労働者、労働組合の基本的な権利と運動  
  
＊権利学習の重要性（権利の歴史性＝権利は闘いの中で勝ち取られ、闘いによってのみ

守られる）  
 ＊国家が労働組合の結成と運動を奨励（労働組合法の有難さ）  
   
 
１．社会的、法的にかちとってきた労働者・労働組合の権利 
 
・日本国憲法  
◆国民の生存権（憲法 25条）  
◆労働者の勤労権「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」（憲法 27 条 1 項）、
労働条件の最低限度の法的保障「賃金、就業時間、休息その他の勤務条件に関する基

準は、法律でこれを定める」（憲法 27条 2項）  
 ◆団結権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利はこれを保障

する」＝「労働三権」（憲法 28条）  
   
２．人間らしく働き、生きる最低の保障…労働基準法(憲法 27 条 2 項)  
   



§１．労働条件の原則と決定のしかた  
   ①労働条件…「労働者が人たるに値する生活の必要を充たすべきものでなけれ   

ばならない」(第 1条 1項)  
   ②「この法律で定める労働条件は最低のもの」、経営者と労働者は「その向上を図る

ように務めなければならない」(第 1条 2項)  
◆労働条件の決定(第 2条)  
①「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」  

  ②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その

義務を履行しなければならない」  
◆賃金・労働時間・その他の労働条件についての均等待遇(差別待遇の禁止…第 2条)  

   
§２．労働契約(第 2章)……最初に雇われる時の契約  
◆労基法違反の労働契約は無効(第 13条)  
◆労働条件の明示(第 15条)  

   
§３．就業規則  
◆常時 10人以上の労働者を使用している事業所（単位は事業所）→就業規則を作成、監
督署への届出（労基法 89 条）。その際過半数組合もしくは労働者の過半数代表の意見

の添付必要（90条）。  
   ＊90 条の規定は、労基法で罰せられないという効果しかない。団交の応諾義務、労使対

等決定の原則は当然適用され、労働条件の一方的変更を認めたものではない。  
◆就業規則は法令や労働協約に反してはならない（92条 1項）  
◆違反就業規則の行政官庁（監督署長）による変更命令（92条 2項）  
◆法令及び就業規則の労働者への周知義務（106条）  

   
§４．労働契約と労働基準法、就業規則との関係  
 
   憲法→法令→労働協約→就業規則→労働契約→業務命令 
 

§５．労基法違反には罰則規定がある  
 117条～120条  
   労働基準法では、全国に統一的監督機関を設置すると共に（97 条）、本法違反に関す
る司法警察権を有する労働基準監督官を配置し（102 条）、違反について労働者に申告権
を認め（104 条①）、制裁として罰金刑と体刑を設け、被害労働者の救済をも目的とする
付加金制度の採用と相俟ってその実効性に対する保護手段を講じています。 
 
 

３．労働組合の組織と運営  
   
§１．労組法上の「労働者」とは?「使用者」とは?  
 ◆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

している者」（労組法 3条）。  
◆使用者とは…会社・法人、個人事業主  
◆労組法と労基法の労働者の差異 
  ①労基法上：現に事業に使用される者に限り、失業者を含まないが使用者の利益代表 
  者も本条の要件を満す限り労働者たり得る。家事使用人を除く。 
  ②労組法上：失業者を含み、家事使用人をも除外しないが、非組合員とされる着(使用 

者の利益代表者など)を除く。 



§２．労働組合の組織  
 
（１）基本的性格  
 ◆労働組合とは…「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地

位の向上を図ることを主たる目的とする団体またはその連合体」（労組法２条本文）＝

①労働者が主体、②自主的に、③経済的地位向上を目  
  的。  
 ◆法内組合の要件…2条但書きの 1号：「利益代表の加入」、2号：経費援助を受けている、

3号：福利厚生のみを目的、4号：政治・社会運動のみを目的に該当するものを除く（自
主性要件）。5条２項を満たすもの（民主性要件）。  

   
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

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  



  （２）労働組合の機関  
①総会(大会)…意思決定の最高機関〈決議機関〉＝方針の決定、総括、予算・決算の承認、
役員の選任等々  

②執行委員会または闘争委員会（選挙で選ばれること）執行または代表機関  
 ＊役員は任務を分担して方針の実践を行う。司令部の役割を担う。  
③職場委員会…大会に次ぐ意思決定機関  
 ＊職場委員は職場の意見を組合の方針に反映させる任務と役員と協力して方針の実践

の先頭に立つ役割を持つ。  
④選挙管理機関…総会から選ばれ、執行機関に対して独立した地位に立つ  

   
§３．労働組合の運営  
（１）運営上の三つの原則  
 ①組合民主主義（団結の要）  
  謙虚、控え目、寡黙は美徳ではない。参加もし、批判もするスタイルが必要。  
  日本の政治家３Ｓ（スマイル、サイレント、スリーピング）ではダメ  
 ②経営からの独立  
 ③政党からの独立  
   
（２）組合民主主義の重要性  
◆組合規約での保障……必要な 9項目〈労組法 5条 2項〉→規約に則った運営の大切さ  
①組合の名称  
②組合事務所の所在地  
③組合員の均等取扱い(権利)  
④組合員資格に関する差別取扱いの禁止  
⑤役員の選出  
⑥総会の開催  
⑦会計報告の公表  
⑧同盟罷業(ストライキ)の開始手続き  
⑨規約の改正(総会)  
◆組合員の地位の保障  
言いたいことを言う自由と他人の意見を尊重する義務  

*組合員の権利  
①総会に出席、決議に参加する権利  
②組合役員に立候補する(被選挙権)  
③役員を選挙する権利(選挙権)  
④会計に関する報告を求める権利  
⑤組合役員の報告を求め、その責任をただす権利  
⑥正当な手続きによらなければ制裁を受けない権利  
⑦組合の書類を閲覧する権利  

*組合員の義務  
①組合費の納入義務  
②組合の綱領・規約を順守する義務  
③組合の統制に服する義務  

*組合の統制権と組合員の資格の喪失  
①脱退…脱退の自由(意思表示をすればよい)、ただし脱退の手続きについての組合規約に
よる  

②制裁・統制権とその限界…制裁：戒告、権利停止、除名。限界：特定政党支持決議・

特定候補者への支持決議に違反した組合員にたいする統制権の  



行使は許されない…無効(三井美唄労組事件・最高裁判決・昭 43.12.4.)。  
   
 
４．労働組合の運動（たたかい方）  
   
§１．三つの基本任務  
①経済闘争  
 年間の主なスケジュール：春闘→夏季一時金→年末一時金  
②政治闘争（制度政策闘争）  
③思想闘争（学習の重要性）  

   
§２．たたかい方  
（１）団体交渉  
◆団体交渉の意義…労働組合が組合員の団結の力を背景として、組合または組合員の

要求を労働協約として実現するために使用者またはその団体と平和的に話し合うこと。

個々の組合員は、組合の交渉とは別に使用者と勝手に交渉することが許されない。  
(1)「経済上の弱者である勤労者のために」認められた権利(板橋食糧事件・最高裁判
決・昭 24.5.18)  

(2)刑事上の免責(労組法１条 2項…刑法 35条の「正当ナ業務ニヨリ為シタル行為」(法
外組合、争議団の行う団体交渉にも認められる)  

(3)正常な団交を理由に解雇、不利益取扱いを受けない(労組法 7条 1号)  
(4)正当な理由なくして団交を拒否されない(労組法 7条 2号)  

◆団体交渉の当事者  
*労働者側の当事者…労働組合(法外組合の場合は、使用者側が拒否しても不当労働行
為にならない)  

①事業場内に二つの組合がある場合  
②上部団体(単組にたいする連合体、単組の支部・分会にたいする本部)が当事者とな
る場合……上部団体が労組法上の組合である限りそれ自体団交権・争議権が成立

する。  
*使用者側の当事者〈使用者、使用者団体〉  
ただし使用者団体は、各使用者から団交権の委任があってはじめて団交の当事者

となりうる。  
*団交の交渉権者…労働組合の代表者、または組合から団交の委任を受けた者   

(労組法 6条)  
   
（２）争議行為  
◆争議行為とは「業務の正常な運営を阻害するもの」（労働関係調整法 7条）  
◆争議行為にたいする労組法上の保護  

(1)刑事上の免責(労組法 1条 2項)……法内組合、法外組合、争議団にも適用  
(2)民事上の免責(労組法 8条)……同上  

   (3)正当な理由のない解雇など不利益取扱いの禁止…不当労働行為(労組法 7条 2号)  
◆争議行為の方法  

(1)同盟罷業(ストライキ)  
(2)怠業（サボタージュ）  

   (3)ピケッティング(独立の争議行為ではなく、争議行為の全体を実効あらしめるため
にとられる補助的な行動)  

(4)生産管理  
(5)ロックアウト…使用者側に許されている唯一の争議行為  



◆争議行為の正当性の限界  
   *争議行為の目的…労働組合の法律上の「目的」で行われる争議行為は正当  
   *政治スト、同情ストの問題…「争議行為の目的そのものについて使用者が管理処分

権を有しない場合」として正当でないとする見解(東京中郵事件・最高裁判決・昭
41.l0.26.)  

◆争議行為の調整…労働委員会  
  (1)斡旋…労働委員会の会長によって指名された斡旋員が、個入として争議解決のため

の仲介を行う。  
  (2)調停…労働委員会の委員(労働者委員、使用者委員、公益委員)の中から、各同数の調

停委員を選び調停委員会を構成し、当事者の意見を聴取し、調停案を勧告する。労

使双方の受諾するか否かは当事者の自由。双方が無条件に受諾すれば争議は解決。  
  (3)仲裁…労働委員会の公益委員または特別調整委員の中から選任された 3 人の仲裁委

員会により仲裁裁定を行う。裁定は労働協約と同一の効力をもち、当事者を拘束す

る。仲裁は関係当事者の双方または一方の申請によって開始する(任意仲裁)。  
   
§３．不当労働行為(使用者がしてはならない違法行為)制度…労組法 7 条  
   
 ◆不当労働行為制度の目的……労組の結成、運営などに対する使用者の妨害・干渉を

排除することにより、労働者の団結権の実現を国家が積極的に擁護することを目的

とする。  
◆不当労働行為の型  
(1)不利益取扱い(解雇その他)の禁止…認められない不利益取扱いの理由  
①労働者が労働組合の組合員であること(7条 1号)  
②組合に加入し、組合を結成しようとしたこと(同)  
③組合の正当な活動をしたこと(同)  

  (2)黄犬契約の禁止…使用者は労働者が組合に加入しないこと、組合から脱退すること
を雇用の条件にしてはならない（同 1号）  

  (3)団体交渉拒否の禁止…正当な理由なく、労働組合の団交申入れを拒否できない(同 2
号)  

(4)支配介入の禁止(同３号)  
①組合の結成・運営にたいする支配介入  
②組合にたいする支配介入  

  (5)不当労働行為の救済申立てなど労働委員会の手続きに参加したことを理由とする解
雇や不利益取扱い(同 4号)  

  
◆救済機関としての労働委員会制度…労働者、労働組合の救済を目的とする独立行政

機関。  
  「簡易・低廉・簡便」を旨とする公・労・使の三者構成の機関。各都道府県に設置さ

れた地方労委員会と中央労働委員会とからなる。  
  主に二つの任務を持つ。  
  ①調整機能（労調法。争議の三つの調整方法）  
  ②審査機能（労組法。不当労働行為の救済。組合の資格審査等）  
◆不当労働行為の救済手続き  

   (1)労働組合だけでなく組合員である労働者個人も、地方労働委員会に不当労働行為
の救済申立てをすることができる(労組法 27条 2項)  

(2)地労委は遅滞なく調査・審問を開始する(同 27条 1項・3項)  
(3)地労委の命令、中労委による再審査  
(4)行政訴訟の提起  



*使用者側…命令交付の日から 30日以内に(労組法 27条 6項・7項)  
*労働者側も…（同 27条 11項）  

   
§４．運動・争議勝利への展望は産別・地域労働戦線の共同の拡大と、地域住民の理解・

共同の拡大一世論を味方にひきつける運動  
   
◆職場を基礎とした運動の重要性  
◆産業別労働組合の果たす役割  
◆産別をこえた地域の労働組合の結集と共同の拡大  
◆労働基準監督署、地労委、県・市町村議会・国会などの議会、国・地方の行政機関

の活用で、世論をつくる。  
   
おわりに  
   


