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韓国訪問記③ 
―労働委員会・労働事情調査に参加して― 

 
 
（３）労働委員会の機能と役割 
 

 韓国の労働委員会制度は、労働諸法制と同じく基本的には日本にならったものである。そ

うでありながら韓国の特殊事情が加わり、既に見た労働法制、労働行政がそうであったよう

に参考にすべき多くの点があった。 
 恥ずかしながら、調査に参加することが決まり労委労協事務局から資料を送っていただく

まで、韓国の労働委員会の事情については白紙状態であった。 
 口の悪い人には、「出ない・遅い・悪い」ともいわれ、制度の運用、更にはあり方自体が厳しく

問われている日本の労働委員会制度。それに対して、格段に短い処理日数を誇る韓国の労働委員

会。中労委の会長が大臣級であるというだけではなく、各労働委員会が権威を持っている。それ

は、実際に見学したソウル地労委の審問の状況を見ても伺えた。 
 また、中労委の朴事務局長が「今後の課題として労使紛争が発生する以前に、紛争が発生

しないようにすることが労働委員会の重要な仕事になるだろう」と抱負を語っていた。更に、

夜の懇親会で大阪地労委を訪問したことがあるという調整課の李審査官が、「産業の発展に貢

献することが労働委員会の役割でもある」と語り、「労使関係が安定するように労働委員会も

頑張りますので、安心して韓国に投資してください」と冗談交じりに言っていたことが印象

に残った。 
 労働委員会それ自体が、大きな観点から見れば社会統合の一機関という位置付けのようだ。

産業、経済の発展という国家の大命題にとって労使関係の安定は必須の課題だ。特に 96年の
OECD加盟、98年以降の IMF体制をへて、国際的な大競争のなかでそれを成し遂げなけれ
ばならず、それは財閥、一企業経営者の努力の枠外の大きな仕事だ。国家を挙げた課題であ

り、そのために行政機構全体が動員されているといった印象を受けた。 
 労働委員会については、調査団事務局なり労委労協から詳細な報告書が出されると思うの

で、ここでは私なりの概括と印象だけを記したい。 
  
１）組織の概要 
 
①労働委員会には、中央労働委員会、地方労働委員会（12 箇所）、特別労働委員会の 3 種類

がある（別図参照）。前２者は労働大臣が管轄し、後者は所管大臣が管轄する。 

 地労委、中労委ともに労働大臣が所管する点日本と異なる。特別労働委員会としては、船

員労働委員会が全国に 10 箇所置かれている。建設交通大臣が管轄している。地労委、船員労

働委員会の審判事件の再審査は、中労委が行う二層構造となっている。行政訴訟は高裁から

はじまり、審級省略（四審制となっている。行訴は再審を経ずに地裁も可-中労委での聞取り）。 



- 2 - 

労働委員会の機構図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       船員労働委員会：全国 10箇所 
 
 
 
 
 
 
 
  各労働委員会委員数 

公益委員  労働側委員 使用者側委員 
審判担当 調整担当 

中労委 30 30 18 12 
ソウル地労委 30 30 18 12 
プサン地労委 24 24 15 9 
チョンギ地労委 24 24 15 9 
チュグナム地労委 24 24 15 9 
ジョンナム地労委 24 24 15 9 
キョンプク地労委 24 24 15 9 
ギョンナム地労委 24 24 15 9 
インチョン地労委 24 24 15 9 
ガンヲン地労委 18 18 11 7 
チュンプク地労委 18 18 11 7 
ジョンプク地労委 18 18 11 7 
ジェジュ地労委 15 15 9 6 
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 中労委各委員会の構成と役割 
 構   成 役     割 
全員会議 委員全員 労働委員会の運営に関する基本方針及び法令解

釈、労働委員会の規則制定等 
審判委員会 審判担当公益委員 3名 

労使各 1人が参与 
不当労働行為、不当解雇の審判 
労組の規約等に対する是正命令、労働協約の解釈

に関する意見提示等 
調停委員会 公労使各 1名 一般事業の調停 
特別調停委員会 調整担当公益委員 3名 公益事業の調停 
仲裁委員会 調整担当公益委員 3名 当事者の申立による仲裁、職権仲裁 
教員調整委員会 調整担当公益委員 3名 教組に関する調停、仲裁その他 

 
 
②労働委員会は、日本と同じく公・労・使の３者委員からなっている。任期は３年である。

３者同数で各委員会ごとの人数は、別表のとおりである。日本と異なるのは、公益委員が審

判担当と調整担当に分かれている点である（1997 年改正から）。 

 更に、公益委員のうち１人（委員長）は必ず常勤となっている。中労委、ソウル、プサン、

チョンギ、インチョンの地労委では委員長を含む２名が常勤となっている（労違法で常勤は

委員長も含め２名以内となっている）。 
 ＊日本と異なり公益委員については、資格要件が労委法で厳しく定められている。中労委、地労委

ごとに資格要件が定められている（中労委と地労委、その中での審判担当と調整担当では若干要件が

異なる。常勤の要件は、旧法では更に厳しい要件がかされていたが、今は一般公務員法の欠格事由の

みとなっている）。 
例えば、中労委の審判担当公益委員の資格要件は、①法学・経営学・経済学など、労働問題と関連

する学閥を専攻した者として、公認された大学で副教授以上の資格で 5年以上在職した者、②裁判官・
検察官・軍法務官(軍事裁判官)・弁護士または公認労務士(日本の社会保険労務土に相当)として、10年
以上在職した者、③労働関係業務に 10年以上従事した者で、2級または 2級相当以上の公務員として 
在職した者、④その他、労働関係業務に 15年以上従事し、専門的知識および経験のある者として、審
判担当公益委員に相応しいと認められる者、となっている。 
 
③労働者委員および使用者委員は、労働組合および使用者団体がそれぞれ推薦する者のなか

から、地労委においては中労委の委員長が、そして中労委においては大統領がそれぞれ委嘱

する。 
これに対して、公益委員の場合は、当該労働委員会の委員長、労働組合および使用者団体

がそれぞれ推薦する者のなかから、労働者委員および使用者委員の投票によって選出される

が、中労委の公益委員は大統領が、また地労委の公益委員は中労委の委員長がそれぞれ委嘱

する。 
 中労委の委員長は、公益委員の中から労働部大臣の提唱により大統領が任命する。地労委
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の委員長は、中労委委員長の推薦と労働大臣の提唱で大統領が任命する。  
＊中労委で聞くところによると、形式上は委員長、労側、使側が各 30 名の公益委員候補を推薦するこ

とになるが、実際には事前の調整が行われ、リストは重なる場合が多く、信任投票となるそうだ。し

かし、各側から「この人は絶対ダメだ」「この人は必ず入れろ」とかの意見が出され、「中道」に収ま

るという。韓国労総の労委担当者によると、「決定が偏っている」「不正の疑い」のある人は排除して

いるそうで、日本と異なりチェック機能を持っているようである。現在は、任期中は解任できないが、

これを任期中でも委解任できるようにしようとしているとのことであった。 

＊労側委員については、韓国労総と民主労総で組合員数で比例配分しているとのこと。中労委でその

具体的な方法を聞くと、両労組が事前に話し合で配分する。その数をお互いに推薦するということで

あった。「（組合員は）うちが多い」等、かなり厳しい折衝があるようである。現在は、韓国労総 18 人、

民主労総 12 人となっているそうだ。 

 
④事務局職員は、地労委も含め国家公務員である。労働委員会における事件処理は委員と審

査官が担当するが、中労委の審査官は 30人でそのうち 18人が審判担当、12 人が調整担当だ

そうだ。全国で 100 名以上いるという。審査官の資格は、中労委は５級以上、地労委は６～

７級以上だそうだ。 

 
２）機能 
 

 労働委員会の機能としては、大きく調整機能と審判機能とがある。日本における労働委員

会改革のヒントを得る点では、審判機能が注目される。しかし、社会統合の観点からは調整

機能がより興味深い。 
蘆武鉉政権の労働政策としては、必須公益事業の範囲縮小、（スト実施に当っての）調整前

置主義の廃止など、権威主義的労働統制政策を転換し、労使自治にまかせる方向だが、中労

委の事務局長が語った「争議を未然に防ぐ」ための労働委員会の役割は、どのように構想さ

れるのだろうか。 
 

□調整機能 

①調停 

 一般事業の場合には、調停委員会が担当し、公益事業の場合には特別調停委員会が担当す

る。手続きはほぼ日本と同じだが大きく異なっている点は、争議行為を実施する前には必ず

労働委員会で調停を受けなければならないという「調停前置主義」が取られていることであ

る。調停を経ないストは違法となり、刑事罰、損害賠償の対象となる。 

 一般事業の場合には、調停申請から 10 日以内に調停を完了させなければならない。また、

公益事業の場合には 15日以内。調停終了以前にはスト等の争議行為は禁止されている。 

 調停には強制力がなく、まとまる場合もまとまらない場合もある。労組はストを合法化す

るために調停を申請する場合が多いという。調停が終結すれば、晴れてストは合法となる。 

 ただし、必須公益事業の場合、調停がまとまりそうにないと、特別調停委員会は労働委員
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会に対して仲裁手続きを取るよう勧告する。これを受けて、労働委員会の委員長は、仲裁に

付すことを決定し、仲裁手続きに入る。 

 （緊急調停）公益事業における争議の場合、あるいは一般事業であっても争議が国民経済

や国民生活に重大な支障を与える恐れがある場合、緊急調停の制度がある。労働大臣は、中

労委の委員長と相談の上、緊急調停の決定を行う。決定が公表されてから 30 日間は、あらゆ

る争議行為が禁止される。 

 中労委の委員長は調停がまとまりそうにない場合、緊急調停の決定公表から 15 日以内に仲

裁に付す決定をしなければならない。 

 

②仲裁 

 仲裁は、ア）労使双方の申請、イ）労働協約に基づく一方の申請、ウ）労働委員会の委員

長の決定によって開始される（必須公益事業：調停・不調→職権仲裁。（必須以外の）公益事

業、一般事業：調停不調→争議→緊急調停・不調→職権仲裁）。 

 仲裁裁定は、労働協約と同じ効力を持つ。 

 労働争議が、仲裁に回付されたときには、その日から 15日間は争議行為をおこなってはな

らない。 

 

公益事業と必須公益事業の比較 

公益事業 必須公益事業 

１．定期路線における旅客運送事業 

２．水道、電気、ガス、石油精製及び 

石油供給事業 

３．公衆衛生及び医療事業 

４．銀行及び造幣事業 

５．放送及び通信事業 

１．鉄道事業（都市鉄道を含む） 

２．水道、電気、ガス、石油精製及び石油

供給事業 
３．病院 
４．韓国銀行 
５．通信事業 

 

 

□審判機能 

 主に三つの機能を担う。①不当労働行為、②不当解雇等、③各種議決である。中労委での

説明によるとそれぞれの比率は、25％、70％、5％とのことであった（ソウル地労委で聞くと

ころによると今年は、不当解雇が 500 件で 90％以上で、不当労働行為は 80 件であったとの

こと）。 

 雇用の流動化（非正規労働者は政府統計 30％、労組調査 70％）等の影響で解雇などの個別

紛争が増加している事情は日韓共通であるが、韓国の場合には審判機能に組み込まれている

点が異なる（日本の場合は、審判機能は集団的労使紛争に限定し、解雇を含む個別紛争は簡

易なあっせんで処理している）。また、日本より早く不当解雇の制度が勤労基準法に盛り込ま

れ、刑事罰が課せられている。 
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【特徴】 

①不当労働行為も解雇等の個別紛争も同じ方式で処理されている。 

 後で見るとおり審判の方法は職権主義的性格が強い。 

②処理日数が短い。地労委２ヶ月。中労委３ヶ月。 

・申請があってから 60日以内に審判委員会が開かれる。審判後 30 日以内に判定書を出す。 

 （救済申請は事件発生日から３ヶ月以内にしなければならない） 

・審問は１回で終了し、その日に公益委員の合議が行われ（労使委員は、意見表明）、審査官

が合議に従い決定を書く。  

・各委員は週１日都合の良い日の午後を事務局に通知しておき、事務局は都合の合う委員の

組合せを行う。しかも、審問は１件１回のため、日程調整が要らない。 

・公益員は週１回午後から出てきているようである。１日に３件から４件の事件を処理する。 

 １件の処理時間は１時間弱。 

 

【審判の具体的な推移】（ソウル地労委で見学） 

 

 ①見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊縦長の部屋で議長の後ろの壁には、韓国国旗が飾られている。このような部屋が３つか

４つ並んでいるようであった。 

 ＊中労委で聞いた配置では、前に公益委員３人が並んでいた。また、申立て人と被申立て

○議長（公益委員） 

 
○ 公益委員① 
 
 
○ 使用者側委員 
 
 
○ 審査官 

 
公益委員② ○ 

 
 

労働者側委員 ○ 
 
 

審査課長 ○ 
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参
考
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○ 
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立
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参
考
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人の席は逆であった（もっとも、申立て人、被申立て人の机の上のプレートを審査官が

始まる前に入換えていたので、本来は中労委で聞いた配置が正しいようである）。 

 ＊議長には公益の年長者がなる慣例になっていると、議長が審問開始前に私たちに流暢な

日本語で説明してくれた。 

 

②具体的な進行 

私たちが見学したのは、アパートの管理会社の解雇事件であった。１年の雇用期間満了

にあたり、成績不良、指示に従わない等の理由で再契約（２回目の更新）を拒否されたこ

とでの争いであった。 

 

 14:27  議長が木槌を打ち開会 

          審査官の説明 

 14:33    公益①が申立て人、被申立て人に質問   

 14:39  公益②が申立て人、被申立て人に質問 

 14:49  労側委員の質問。被申立て人への詰問調の質問。 

 14:58  使側委員の質問。最初は被申立て人に。続いて申し立て人に（途中被申立て人が 

割込んで発言）。再び被申立て人に質問 

 15:07  議長の質問。被申立て人、申立て人に質問 

 15:14  申立て人、被申立て人が最後の主張をする 

 15:16  議長が木槌を打ち終了 （50 分弱で終了） 

 
  速記者は居らず、発言はテープに録音されている。 
  日本と違い公益委員を中心とした委員が主導して進めており、職権主義的性格が強い。こう

いう方法だから、短時間ですむのだろう。 
労側委員は、ネクタイは締めておらず、例の紺色の闘争服のようであった。かなり厳しい口

調であったので通訳にどういう質問をしていたのか後で聞くと、労働者は８名しかおらず、そ

の８名に相互に勤務評価をさせた点を取上げ、それはおかしいと追求していたようである。 
  使用者側委員は時々皮肉笑いをしていたが、どうやら「テレビを見たりしていたのではない

か」と勤務態度を追求していたようである。これに対して、申立て人は「そりゃ見ることもあ

る」と反論したそうである。 
  申立て人側の参考人は、実弟とのことであった。弁護士は勿論、公認労務士を代理人に立て

ることもまれのようである。被申立て人側にも代理人は付いていなかった。 
 
【問題点・課題】 

①両労働団体からは、処理が迅速な反面、公益委員が充分事件を把握して結論を出している

か疑問との意見が出された。 

 韓国労総のソウル地労委の委員によると、審判事件の場合１週間前に資料をもらうそう

である。韓国労総の労働委員会担当者によると５日前に公益委員に審判の日時と概要が通
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知されるということであるが、いずれにしろ短期間に事件の概要が把握できるのかという

ことである。見学した審問の場合でも資料の厚さは、ざっと 10 ㎝以上はあった。 

  中労委の公益委員（大学教授）の話しによると、1 件の資料を読むだけで 1 日はかかる

そうである。地労委に出て行く時間は週に午後半日でも 1 回に３件処理するとして、まじ

めに労働委員会の用務をこなそうとすれば、週３日以上つぶれることになる。 

  しかも、韓国の場合委員の報酬は定額ではなく、日当制できわめて安く、公益委員の確

保が難しく、元官僚がなるケースが増えているようである（特に常勤者に）。そのことによ

る保守化を両労働団体とも懸念していた。 

②審査官の役割は、審問付議書（事件の調査報告書）の作成から始まり、判定文書の作成ま

で、極めて重要な役割をになっているが、その信頼性については両労働団体ともあまり問

題にしていなかった。ただし、過重労働のために調査が不十分になり、うわべだけで労使

の裏事情を調べない傾向があると民主労総の担当者は指摘していた。年に１人が 30件から

40 件の事件を持っており、そのため現場にいけない状況があり、増員が必要と指摘してい

た。また、地労委では審査官の専門性が問題になっているとも言っていた。 

  懇親会に参加した中労委の審査官の 1人は 30 代なかばの独身者であったが、今のところ

仕事が忙しく結婚する気はないという。たいてい帰りは 12時ぐらいになると語った。   

③両労働団体とも決定の実効性確保の点で、改善が必要と話していた。 

韓国の場合、不当労働行為の労働委員会での救済方法としては原状回復主義と処罰主義

が取られている。不当労働行為が認定されると刑事罰も科せられる。これが、抑止効果を

生んでいるといわれる。また、和解への誘因になっているとも見られている。 

また、決定の履行が義務付けられている点も特徴である。しかし、不履行の場合の罰則

規定が削除されたため、労働団体側は不満を漏らし、罰則の復活を要求していると語った。  

④両労働団体ともに労働委員会の重要性を基本的に評価しつつ、次のような問題点・改善点

を指摘した。 

まず、韓国労総の労働委員会担当者は、労働委員会は労働部の管轄下にあり、独立性と

公正性の点で課題があると話した。民主労総の担当者は、95年に民主労総ができ、労働委

員会に入るようになり、闘いを通じて変えてきた。しかし、いまも資本がヘゲモニーを握

っていると語った。    

 

 

さいごに 

 

３日間の韓国訪問は、大変有意義なものであった。 

直接の目的は、日本の労働委員会改革にとってのヒントを得ることであった。審議日数の

短さ、決定の実効性の点でも学ぶべき点は多々あった。しかし、一番に学ぶべき点は、社会

全体のすすむべき方向を定め、その中で労使関係をどう構築し、労働委員会をどう位置付け

ていくのかという構想の重要性ではないか。 
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日本でも司法制度改革の取組みの中でかなり広範な議論がされているが、労働委員会自体

からの問題提起は弱いように感じる。目先の問題点とその改善に目を奪われるのではなく、

その背景を社会全体の変化の中で捉え、新たな状況に適合する労働委員会制度の再構築の構

想を提起すべきではないか。 

私にとって調査としては、２回目の海外訪問であったが、前回のヨーロッパ訪問で芽生え

た「社会統合」への関心が、今回の訪問でさらに大きくふくらんだ格好だ。 

一見、「周回遅れ」の韓国に、日本の労働団体が単なる相互交友ではなしに調査団を送ると

いうことは、韓国の労働団体や官僚にとって日本の諸制度を参考にキャッチアップでやって

きた側面からすれば、奇異に感じられる点もあったのではないか。 

しかし、政治のダイナミズムという点では、日本には限りない閉塞感が漂う。日本の労働

運動が、それを打ち破るエネルギーを韓国の社会、労働運動から学ぶべき点は多々あるよう

に感じた。 


