
鎌倉市 (その2)不当労働行為事件

第 H回 調 査 速 記 録

日:平 成 28年 12月 26日 (月 )

時 :10時 13分～ 10時 38分

於 :審    間    室



鹿野 (担当都 ただいまから、平成 27年 (不)第 9号鎌倉市 (その2)事件の第 H回

調査を開始します。

・ 本日までに提出された書類の確認をお願いします。

甲側から、平成28年 12月 26日 付け第 8準備書面が提出されております。

事務局からは以上でございます:

審査委員  では、最初に書類の受領の確認をお願いいたします。

乙側、よろしゅうございますか。
 ヽ                  1                              ・

石津絵社代理人)はぼ。いただいております。

審査委員  甲償Itただいまの書類について、何か補足説明とかはございますか:

川本岨合代理人)趣旨説明を代理人の田渕弁護士から。      .

田渕樅合代理人)代理人の田渕のほうから、第8準備書面について内容を御説明させてい

ただきたいと思います。

今回の準備書面は、前日、鎌倉市のほうから提出されました第 4準備書

_  面に対する反論であります。 
‐
1   、      ・

それで、その第4準備書面ゞ́前回、鎌倉市から提出されたものですが、

その中身としましては、大きくは2点。まず 1点目が、議会の行う立法行

為というのが本質的に政治的なものであつで、その行為が性質上、法的規

制になじまないことから、そもそも議会の立法行為は違法性の評価の対象

にならないのだという点を御主張されており、また、もう一点として、議

、会の立法行為が違法行為、不当労働行為と評価できる場合であっても、そ

の責任が鎌倉市に帰属することはないのだという御主張をされていると

ころであります。

まず、この点の前者、そもそも違法行為の評価の対象にならないという

点でありますけれども、これは明らかに各判例などを誤つて解釈されてい

るものであります。

まず、鎌倉市のほうが御主張の根拠として引用されております昭和 60

。 年の最高裁の判決でありますけれども、これはいわゆる在宅投票制度廃止

の国会の立法行為、それから、その後、それを復活させなかった立法不作

為について、̀確かに結論としては国賠法上の違法性は認められないという

判断を示しておりますが、およそ立法行為が違法性の評価、.こ の対象とな



ることはないというふうな判断は全く示しているものではありません。

現にその後、平成 17年に最高裁の大法廷のほうが示した判決。これはい

わゆる在外邦人に選挙権行使を認めないことσ違法性が争われた事業で

ありますけれども、この平成 17年の最高裁の大法延判決では、国会の立

法不作為が国賠法 1条 1項の適用上、違法であるというふうな判断を示し、

国に損害賠償を命じているところであります。

なお、この判決では、その判断に至るプロセスの中で、.国会議員の立法

行為または立法不作為についての違法性判断基準を示しているところで

ありまして、国会議員の立法行為が違法性評価の対象となり、現に違法と

断ぜられる。それは、この平成 17年の最高裁判決からして明らかなとこ

ろであります。

また現在、この事件の中で議論されているのは、決して国会議員の立法

行為ではなくて地方議会の立法行為であるということにも留意が必要で

あるというふうに考えるところであります。

国会というのは、これは改めて述べるまでもなく、国権の最高機関であ

つて、国のliE二 の立法機関として憲法上、その地位・権限が明確に定めら

れているところであります。他方、地方議会というのはあくまで法律に基

づいて設置されているところでありますし、その条例制定権限につきまし

ても法律の範囲内にとどまるものであります。このように、同じく議事機

関であるといっても、国会と地方議会との地位・権限、その間には雲泥の

差があることは明らかなところであります。

そして、先ほども述べましたように、国会における立法行為・立法不作

為でさえ違法性が認められるということからすれば、そういった国会と地

方議会との地位と権限の差などに鑑みますれば、地方議会の立法行為につ

いて、およそ違法性が認められないというふうな主張が成り立つものでな

いことは明らかなところであります。

それで、鎌倉市の側が御主張される、地方議会の議事機関 `立法機関と

しての性質
`こ

れが影響するとすれば、この点、第4準備書面では述べら

れておりませんけれども、違法性の判断基準。この点について影響するこ

とは考えられるのではないかということで、第4準備書面との関係では反・



論という形ではないかもしれませんけれども、その違法性判断基準のこと

についても今回の準備書面では若千触れさせていただいているところで

あります。                `

といいますのは、先ほど紹介しました平成 17年の最高裁判決。これは国

会の立法行為 :立法不作為、その違法性判断基準を示したというふうに述

iべましたけれども、相当にこれは厳格な判断基準が示されているところで

ありますし

ただ、この国会の立法行為・立法不作為に対する違法性判断基準をスト

レートに、地方議会が行った立法行為の違法性判断において基準として用

いるのは相当ではなJヽ というふぅに思慮いたします。なぜならば、国会ど

いうのは、先ほど来t.述べておりますように、その地位・権限が憲法上保

障されている.その意味では、高度の自立権が保障されているところであ

りますし、同時に、国会を構成する国会議員には院内で行った演説等々に

ついて免責特権が保障されているところであります。

: 他方:地方議会はどうかといえば、このような国会議員に認められてい

る免責特権は地方議員には認められてはおりませんし、また、その自立

性・自立権においても、国会とはおのずと、その保障の程度に差があると

ころでありますこですから、地方議会の立法行為の違法性を判断するに当

たって、国会のそれにおいて用いられる違法性判断基準。そのような厳格

な判断基準が用いられるべきでないというふうなところも同時に指摘で

きるところかというふうに思います。

そして:何よりも今、申し述べました違法性判断基準というのは、あく

まで国賠法 1条 1項の適用上の問題であったところに対し、今回、この事

件で問題となっておりますのは不当労働行為の成否であります。不当労働

行為は、直接的には労働組合法 7条に違反する行為でありますけれども、

同時にこれは憲法上保障されている団結権の侵害行為であります。

地方議会の立法行為が法的評価の対象となるということは先ほど申し述

べたところでありますけれども、地方議会が行う立法行為だから憲法上保

障されている権利を侵害できるなどという理屈が成り立つ余地は全くな

いのでありますし、同時に地方議会の立法行為。これはあくまで法律の範



囲内でもろもろ行えるにすぎないところでありますから、労組法 7条が保

'障 している各労働組合の権利を地方議会が議決行為で行ったから等々の

理由で侵害できるというものでもありません。ですから、地方議会が行う

立法行為であっても団結権の侵害が認められるならば、そこに不当労働行

為が成立するのも当然の結論であります。        
′

以上、申し述べましたように、まず本件において、議会が行った激変緩

和措置の全面削除。これが団結権侵害であることからすれば、ここに不当

労働行為の成立を認めるのは当然のことであります。

そしてまた、この間、組合事務所の問題を始め、またこの後、組合の皆

.さ んのほうからも若干お話があるかもしれませんが、まだまだ議会が行っ

ているもろもろの組合攻撃というものが全くおさまらない中で1議会が行

う行為だけが議会が行う行為であるからという理由でその不当労働行為

の法的な枠組みの範囲外に置かれるのでは:議会は不当労働行為を自由に

行えるというふうなことを認めるに等しいところであります。
.で

すの‐

こめ議会が行うた行為にづいても同様に不当労働行為が成立する。ことは

やはり、この手続の中でまず明確に確認をされなければならないところに.

なります。

その上で、この間、このその2事件の中では非常に難題になっておりま

す、議会が行つた行為。これについて誰が責任を負うのかという問題であ

りますけれども、この点について鎌倉市のほうは第4準備書面の中で、鎌

倉市のほうが責任を負うということになったのでは不含理な結論になる

のだという御主張を前回、書面の中で行われました。      ・

確かに、我々もこの間、このその2事件の中では、議会に地方公共団体

か.ら 独立した、労働組合法上の使用者としての法的地位を認めるべきだと

いう主張をしてきたところでありますし、その主張はまだ維持していると

ころでありますけれども、仮に議会にそうした使用者としての地位を認め

ない場合には、その議会が行うた不当労働行為、この責任を負うのは地方

公共団体以外には存在しないところであります。

現に、議会が行うもろもろの法的効果を生じさせる行為については、そ

の法的効果が帰属するのはあくまで地方公共団体でありますし、不当労働



行為.に ついてのみ例外を認めるということについて積極的な理由がない

‐   のであれば(やはり不当労働行為の法的効果も同じく地方公共団体に帰属

すると考えるのもま.た論理的には当然の帰結であるというふうに思慮す

るところであります。   
′ ・ .          

・.      .  ・

ところで、、鎌倉市の御主張の中ではt.使用者である鎌倉市長が議会に対

して指揮命令権限を有していないから、市長を代表とする鎌倉市を名あて ,

人|する形で不当労働行為彗済命令を発したとしても、それは実効性がな .    ｀

|・  ,し iめたとlibぅ ことの御主張をなさっでおられるところであります。     ・

しかしながら、必ずしも使用者が直接の行為者に対して指揮命令権限を

有していることは必要ではないのではないかというところで今回、この準

備書面の中では先般、最高裁のほうで上告棄却、上告受理申立て不受理に

,   よって確定しました、いわゆるJALを名あて人として発せられた救済命令     ・

'  の事件について紹介させていただいたところであります。

「    =‐ この件はさまざまなところで大きく取リムげられていると|ろでありま
・ .́′

｀
すけれども・゙JAいが会社更生法に基づく更生手続中に、_更生管財人であり    …・

:ま
す企業再生支援機構のディレタターらが行つた不当労働行為Ъこれにつ   :

いて、」ALを名あて人とする形で救済命令が発せられたとびヽう事業であり,

'  東京地裁、東京高裁を経て、先ほど述べましたように、最高裁のほうで判

1     決が確定しているところであります。

言うまでもなく、この更生管財人というのは裁判所によ,て選任されて

いるところでありまして、JALが更生管財人に対して指揮命令権限を有す
・

るものではありません。しかしながら、その行為の効果、更生管財人が行

う行為の効果は当然にJALに帰属するのであり、不当労働行為についても

同様に JALが責任を負う形で、JALを名あて人としての救済命令が発せら

れているというところであります。

ですから、多くの事案において、不当労働行為の直接の行為者に対し、.

`  
使用者が指揮命令権限を有していることが一般的ではありますけれども、

必ずしもそれが絶対的な要件ではないということで、との判例を紹介させ

ていただいて主張をさせていただいているところであります。

また、救済の実効性という観点からしましても、確かに市長は議会に対



審査委員

石 津

審査委員

して具体的な措置を命じる。こういうた権限は持っていないところであり

ます。しかしながら、救済命令が発せられ、その中で議会が行ったことが

不当労に当たることを明示する謝罪文。これの交付・掲示が命じられたと

した場合、市長がその謝罪文の交付・掲示を行うことで、市議会に対して

救済命令の内容を実現するように働きかけていく。その大きな足場となる

ことは明らかであります。

そしてまた、議会のほうにおきましても、
.労

働委員会から、自分たちが

行ったことが不当労働行為なのだと。違法な行為であり、憲法上保障され

ている団結権を侵害するのだという判断が労働委員会から示されていれ

ば、今後の市長からの働きかけ、あるいは今後の組合攻撃に対する抑止。

そういった点も期待することができるところであります。

したがいまして、確かに鎌倉市長が議会に対して指揮命令権限を有して

いないということは救済命令の実効性を確保する上で一つのネックにな

るところではありますけれども、それが全くもつて救済命令の内容を実現

することを不可能とするものではないも‐救済命令の中で議会が行った行為

が不当労働行為であるということが明示されるならば、それ撃今後の鎌倉

市において労働法の遵守、そして労働組合の団結権の保障ということを議

会との関係でも実現してい.く 上で大きな一歩となるものであります。

ですので、我々としましては、もちろん、鎌倉市議会に独立した使用者

としての地位を認めるべきであると:い う主張をまだ維持するところであ

りますけれども、仮に、やはりそれが認められないのであれば:その場合

の責任は地方公共団体たる鎌倉市に負っていただくしかない。負っていた

だくよりほかないということを思慮するところであります。

準備書面の趣旨としましては以上です。

わかりました。 1

乙側、何か今の発言について
`

いえ、
・
追つて反論させていただきます。

では、また準備書面でお願いいたします。

だんだん主張が広がつていくような感じがしていて、当方としてはあく

までも労働組合法 7条 に定める不当労働行をかどうかという判断をする



ことが任務ですので、その辺、まだ本日の準備書面を見る限り、、どうかな

: という感じもしておりますので、さらに甲■llも できれば追加の主張で、も

う少し主位的な請求、それからt予備的な請求を少し区別して、特に予備

的請求については、どうして議会の行為が、これは使用者で疑いないと思

.・    いますが、鎌倉市の責任というか、不当労働行為になるのかという、帰責

の問題なのか、それとも、このJALのこれは、むしろ指揮命令云々という

」 よりも、まさに使用者の行為をどう捉えるかという問題だと思いますけれ

ども、どうして議会の行為が使用者である鎌倉市の行為というふうに認め

られるのか。その辺、もう少し補充していただければというふうに思いま

す。          ・             r .

.・     何か参与委員のほうからございますか。

.          ほか}こ.                                                      .      .

どうぞ:

川 奉   今、
1田

iXll弁護士からの話Fも言及がありましたように、その後も議会か

らまだ組合攻撃というのが続いている・ような状況であります。現在の状況

■  について、組合の委員長から一言申し述べさせていただきたいのですけれ

ども
‐
.          ・

審査委員  わかりました。

では、お願いします。

芳賀帷合補佐人)毎度恐れ入ります。鎌倉市職員労働組合の芳賀でございます:

前日でその1事件がおかげさまで結審ということになりましてi組合事

務所問題も、大変御尽力いただきまして、和解に至り.ま した。
°
これで本題だらた、そもそもの発端だつたその2事件について、邪魔を

する人がようやくいなくなつた。これで最大 17.9%の激変緩和措置削除で

辛酸をなめている組合員を救済するためにようやく、その2事件に集中で、

きるようになったと言いたいところだったのですけれども、まだ、またし

てもその2事件の審理を邪魔しようとするかのような市長や議会からの

動きが出てきているところでございます。

まず1つ としてはヽ 最近ですけれども、給食調理業務について、また平
・

成 31年度から委託範囲を広げたいということで、それに伴つて、なぜか
,

7    ・          ｀



平成 31年度の委託の話なのに、今年度末で退職する職員の退職者の不補

充というものを申し入れてきたということがございました。

この件についてはこ平成 18年に和解したものだと思いますけれども、以

前、鎌倉市内全 16区の小学校で給食調理業務を直営で行っていたところ.

それを民間委託化していきたいといった話がありまして:それで県労働委

員会を巻き込んでの争いになりまして、平成 18年に和解勧告をいただい

て労使協約を結んだ内容としては、18校のうち8校について、順次、民営

化を進めていって、ただ、それ以降については、改めて必要になったとき

にはきちんと労使交渉を行って、労使納得ずくの上で行っていく。

それから:その間、各小学校の給食調理業務においては、最低必要な人

数について規定しまして、もし退職者が出たときには速やかにこれを補充

する。そういう趣旨での協約が結ばれていたところでございますけれども、

今回、なぜか、その退職者の補充ができなくなったという話と同時に、来

年度からではなくて、その2年も先を目標にした給食調理業務の委託の範

囲の拡大について申し出を行っていった。   '    ・

本来ですと、組合としては委託の範囲の拡大について、もろ手を挙げて

賛成というわけではぁりませんでtただ、協議には応じそいくといぅょぅ

な姿勢でございましたけれども、ただ、委託化の範囲を広げたいという申

入れをすると同時に、委託化を前提とした退職者不補充を通告してきたと

いうことで、平成 18年の和解の趣旨を踏みにじるような内容が提案され

ているというところで、今、交渉が始まっているところでございます。

先ほど申し上げましたT部市議会議員による支配介入ということそすけ

れども、今回の激変緩和措置削除事件だけではなくて、その後も市議会議

員による、市長の権限に対する支配介入が行われているところでございま

す。例えばホームベージやSNSで職員や組合に対する誹謗中傷というのは

常軌を逸した内容で、まだ続いております。

その後、ほかには全職員向けのメールを何度も送付する議員さんもいら

して、それによって業務への支障が実際に生じているところでございます。

また、大声で職員をどなりつけている市議会議員を見たこともあります。

また、二番最近では、議会で公然と人事に介入する発言もありました。



名指しこそしていませんけれども、特定の組合役員を念頭に置いて、同じ  .

職場に長くいることは問題だということで:暗に異動を指示しているよう

な内容でありました。

激変緩和措置削除で支配介入という行為を顕在化した一部市議会議員の

行為は歯どめなく、今も広がっているところでございます。そのため、市 ′

議会議員の行為に対する不当労働行為の認定が必要という主張をさせて

いただいているところでございます.         :

そのような一部市議会議員と、それに左右されて振り回されている市長 | 
レP

のありさまが職員のモチベーションに影響しないはずはありません。残含

ながら、鎌倉市職員のメンタル不全発生率は県内ワーストと言われて久し

いですけれども、先日の安全衛生委員会での報告によると、それが過去最

悪を更新しそうだということです。この状況が続けば、鎌倉市の組織自体

が崩壊してしまいますぎ

:F i ・こ.のその2事件で問題としているのは、市長の不誠実な態度と市議会lF`

よる労使関係へ,不当な倉入である.こ とはこれまでも主張してきました。

激変緩和措置削除による損害を回復させることがもちろん重要ですけれ

ども、さらに市長、市議会、市職員の関係を正常化して市政の混乱をおさ

めることが急務です。一部市議会議員による不当労働行為をやめるための

御支援をいただきたく、今後ともよろしぐお願いいたします。 
‐

以上です。

.審査委員  よろしゆうございますね。       ・ ・  .

それでは、次回の期'日 を入れることにしたいと思います。次回も引き続

き調査を行います.

準備書面あるいは書類等の提出がございましたら、次回期日の7日 前ま

でにお願いいたします。

期日の設定について、今、年末年始を挟みますけれども、何か御希望は

ございますか。よろしいですか。

1     では、 1か月程度先ということで入れましょう。

1月 31日 火曜日午後2時からということにいたします:

それでは、個別で何か御希望はございますか。特によろしいですか。



では、本日の手続はこれで終了いたします。どうもお疲れさまでござい

ました。

(以上)

０
●

‥

工

．


