鎌倉市 (そ の 2)不 当労働行為事件
第

H回

調 査 速 記 録

28年 12月 26日 (月
時 :10時 13分 〜 10時 38分
日:平 成

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。

・

1

ヽ

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
.こ の対象 とな
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、

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
.で

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。 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 ことの御主張をなさっでおられるところであります。

￨・

libぅ

,

｀

.
・

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

,
'

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 ・

｀
̲更生管財人であり
・JAい が会社更生法に基づく更生手続中に、
すけれ ども゛
: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、
.

̀

・

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

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

´.′
…・

:

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。
.労

そ してまた、議会のほうにおきまして も、 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
‐救済命令 の中で議会が行った行為
することを不可能 とす るものではないも
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。
審査委員

わか りました。 1

石

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。

津

審査委員

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 をす る
断

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
・
r .
す。
何か参与委員 のほうか らございますか。

.・

.

ほか }こ .

.

.

どうぞ:
1田

川 奉

今、 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
ような状況であります。現在の状況
らまだ組合攻撃というのが続いている・

■

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。
二
また、 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 ￨
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lF̀
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。

レP

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 )
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