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議会は組合との合意事項を破棄できるか

――鎌倉市職労不当労働行為申立事件の検討―一

1 いま鎌倉市で何が起こっているか

以下にとりあげるのは、鎌倉市と鎌倉市職員労働組合 (銀i倉市職労)と の間で合意され

た給与削減に伴う激変緩和措置を、市議会が一方的に肖1除 し、緩和措置なしの大幅給与削

減を強行したという事件である。鎌倉市では、この事件に前後して、「わたりJの違法確認

を求める監査請求、組合との合意を無視した特殊勤務手当の廃上の強行、市による組合事

務所の明渡請求、議会による「ながら条例Jに関する監査の請求、議員提案によるチェッ

クオフ廃止条例の提出など、ここ数年の間に一連の組合攻撃の動きが相次いでおり、さな

がら現時点で考えられる組合攻撃の手回のオンパレー ドといった感を呈している。なかで

も重大なことは、これらの攻撃に際して、議会が主導的な役割を演じたり、議会や議員が

大きく関与しているということである。このことは、公務員の組合活動の権利と公選の住

民代表機関である地方議会との関係をどのように考えるべきかという、これまであまり深

められてこなかった新しい問題を提起しているといってよい。現在、市職労は、こオ1ら の

攻撃のいくつかについて、現業評議会を中立人として、神奈川県労働委員会に対して不当

労働行為救済の申立てを行つて争っているが、その帰趨は、単なる一都市の問題を超えて、

今後のわが国の公務員労働運動に対して大きな影響を与える可能性がある。

以下、市議会による激変緩和措置の削減の問題に焦点を当てて、鎌倉市で起こっている

問題について考察を加えることとする。

2 事件の経過と争点

(1)事件の経i量

ア 鎌倉市は、2011年 、市職労に対して、同市総合計画の実施計画策定に伴う員オ源不足

を理由にして 4年間一律 10%の 全職員の給与減額を提案したが、団体交渉の結果、2012年 8

月から 2014年 7月 までの 2年間にわたる平均 7.7%の削減措置が労使間で合意された。これ

は、東日本大震災に伴う国家公務員の給与削減とほぼ同内容の削減であった。そして、こ

の措置は、あくまでも 2年間の暫定措置とされ、期間終了後は元の給与に戻ることを前提

とするものであった。ところが、暫定期間の終了を半年後に控えた 2014年 1月 、市は、市

職労に対 して「新たな人事・給与告1度Jの提案を行うに至った。それは、給料表と昇給昇

格制度の見直しや各種手当の廃止・見直しを中心とする給与制度の大幅な再編を内容とす

るものであり、多くの職員にとっては、給与額の大幅な削減を強いられる過酷な内容を伴

うものであった。

イ 他方で、同年 3月 、市議会は、7月 までの 2年間の暫定削減措置終了に引き続く「切

れ目のない」給与削減を求める決議を行った。この決議を受けて、市は、新給与制度の提

案を 6月 議会に行う姿勢を示したため、市職労は、それを避けるための苦渋の選択として、

・一一一一．・「一一一一一
一一

穂一
上士

目

HOgata
楕円



暫定措置の 2カ 月延長を受け入れることに合意するとともに、その間に新給与制度案につ

いての交渉を重ね、最終的に、削減額を当初案よりも小幅なものに止めるとともに、職員

への打撃を緩和するために、毎年の減額を 1.5%に抑えたうえで 6年間にわたって段階的に

減額していくことを内容とする激変緩和措置を講じることで、新給与制度の導入に合意す

るに至った。

ウ 以上の経過を踏まえて、市は、9月 議会に、組合と合意した給与削減措置を本則とし、

上記激変緩和措置を附則とする条例案を議会に提出した。ところが、審議が付された総務

常任委員会において、2名 の議員が提出した附貝Jの 全面削除を内容とする修正案が全会一致

で可決され、つづく本会議でも、賛成多数で可決されることとなった。この事態を受けて

市長が条例案を再議に付しところ、そこでもまた 3分の 2以上の議員の賛成で可決され (再

議の場合には、出席議員の 3分の 2以上の賛成が必要となる)、 激変緩和措置抜きの給与大

幅削減条例が成立するという異例の事態となった。

工 条例の成立を受けて、同年 10月 から条例に基づく給与削減が実施され、3月 の市議

会議決が求めた通 り、9月 までの暫定削減措置に連続する文字通 り「切れ目のない」給与削

減が実現されることとなつた。その結果、全職員の 3分の 1に当たる 408名 が減額の不利

益を受けることとなり、うち 105名 の職員については 10%以上の減額が、また減額幅が最も

大きい職員については、17.9%、 年 143万 円もの減額が実施されることとなった。

(2)事件の争点

冒頭で触れたように、市と組合の間の合意を踏みにじつて強行されたこの激変緩和措置

の肖J除に対して、市職労は、現業評議会を申立人とし、市、教育委員会、議会の 3者を相

手方 (被 申立人)と して不当労働行為救済の申立てを行つている。ここで市と教育委員会

が相手方とされているのは、いずれも現業職員 (清掃 。道路補修や学校給食・用務等に携

わる現業職員)が使用されている関係からであるが、本件申立ての最大の特色は、それと

併せて市議会が申立ての相手方とされている点にある。これは、労使交渉で合意された激

変緩和措置を一方的に撤廃 したのがほかならぬ市議会であり、そのことの不当労働行為責

任を正面から追求するためにほかならない。ここに、職員の給与について条例による決定

権を有している議会の地位と、憲法で保障された公務員の団体交渉権との関係をどのよう

に考えるのかという、本件における最大の争点が浮び上がってくることになる。

申立ての内容は、議会による激変緩和措置の撤廃と市がそれに代わる措置をとらないこ

とが労働組合に対する支配介入 (労組法 7条 3号)であり、激変緩和措置撤廃後に市が誠

実な交渉に応じていないことが団交拒否 (同条 2号)に当たるとしたうえで、市と教育委

員会に対 しては、激変緩和措置を講 じなければならないこと、および激変緩和措置につい

て誠実に団交しなければならないことを、また、議会に対しては、労使自治に介入しては

ならないこと、および団体交渉による合意事項を尊重しなければならないことを、そして、

これら3者に対しては謝罪文を掲示することを、それぞれ求めるものとなっている。

本件の最大の争点が、給与決定をめぐる議会と団交権との関係にあることは上記のとお

りであるが、そもそも議会を相手方として不当労働行為の救済を申し立てることが可能な

のかとい うもうひとつの争点が、不当労働行為制度に関わる独自の問題として大きく浮上

してきている。以下では、まず、後者の問題から検討することとしたい。
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3 議会の不当労働行為責任を問うことは可能か

(1)市議会議長の反論

市職労 (現業評議会)の 申立てに対して、市議会議長は、県労委に提出した上申書のな

かで、2つの理由をあげて議会が不当労lED行為の被申立人 (相手方)にならないとの主張を

行っている。そのひとつは、市議会は市の一機関にすぎず、そもそも不当労働行為事件の

当事者にはなりえないということであり、もうひとつは、市議会が職員との関係で使用者

の立場に立つことはないということである。

たしかに、労組法上不当労働行為の主体は「使用者」とされ (労組法 7条 )、 ここでいう

使用者とは、学説・判例上、会社等の法人 (個人企業の場合には雇い主たる個人)と され

ている1。 もちろん実際に不当労働行為を行 うのは役員や管理職等の個人であるが、彼 ら自

身が使用者なのではなく、彼らの行為が使用者の行為とみなされて、使用者の不当労働行

為責任が問われる、という関係になる。以上は民間の場合であるが、これを市に置き換え

ると、本件の場合、被申立人たる使用者とは、法人としての 「市」ということになり、市

の機関たる議会は使用者ではないので、被申立人にはならないということになる。

しかし、これはあくまで法形式上の話であつて、それ自体は、市の機関たる市長や教育

委員会など (以下、市長等という)に も妥当する議論である。すなわち、不当労働行為の

申立てで具体的に問われるのは、市の機関が行った行為が不当労働行為に当たるかどうか

であって、市の機関たる市長等の具体的行為が不当労働行為に当たるということになれば、

使用者たる市の不当労働行為として認定されることになるのである。この点からいえば、

同じく市の機関たる市議会の行為についても、これと同じ理屈が妥当することになる。

(2)議会の地位の特殊性をどのように考えるか

問題はむしろ、不当労働行為との関係で議会の地位の特殊性というものをどのように考

えるか、という点にある。なぜならば、議会は公選の議員から構成される住民代表機関で

あり、同じく市の機関といつても、市長等とは同列に論 じられない面があるからである。

すなわち、市長等は、職員の勤務条件について各種の権限と責任を有しており、その立場

から労使交渉の当事者 (交渉の具体的相手方)と なるのに対して、条例の制定を除いて職

員の勤務条件に関する具体的な権限をもたない議会は、労使交渉の当事者となることはな

い。他方で、いわゆる勤務条件法定主義のもとで、議会は、現行法上、職員の勤務条件を

条例によって決定するという重要な権限を付与されている。このように、労働条件の決定

の仕組みは、民間の場合と地方公務員の場合とでは大きな違いがあり、このことを踏まえ

たうえで、不当労働行為制度における議会の地位をどのように考えるべきかが問題となっ

てくる。

この問題を考えるうえで重要な視点は、後に改めてとりあげるが、現行法が、現業地方

公務員の労働関係について、憲法 28条が定める労働基本権の尊重の立場に立って、民間と

基本的に同じ法制度を採用しているという′点である (争議権を除く)。 すなわち、現業地方

公務員の労働関係については、民間と同じ労組法が適用され、同法上の 「労働組合」を結

1 済生会中央病院事件 。最判昭和 60・ 7・ 19民集 39巻 5号 1266頁。菅野和夫『労働法』(11

版、弘文堂、2016年 )1053頁。ただし、学説には反対説もある。



成することができ (同時に地公法上の「職員団体」も結成できる)、 同法が定める不当労働

行為制度が適用されるとともに、団交権についても、民間と同様に労働協約 (団体協約)

締結権が付与されている。

以上のことを踏まえるならば、議会の地位の特殊性を理由にして、議会の行為の一切を

不当労働行為の対象から除外することは、現業公務員に対して不当労働行為制度の利用を

保障した現行法の趣旨に著しく反することになる。 とくに、最終的決定権を議会が掌握し

ている給与について、組合との合意事項を一方的に破棄するような議会の行為までをも不

当労働行為の枠外に置くことになれば、現業公務員に対 して不当労働行為制度の適用を認

めた意味は、ほとんど失われてしまうことになることは明らかである。

(3)いかなる不当労働行為に対していかなる救済が可能か

もつとも、議会の行為について不当労働行為責任を問えるとした場合でも、労使関係の

直接の当事者ではない議会の行為について、いかなる類型の不当労働行為について、いか

なる救済命令が可能なのか、とい うことがつぎに問題となる。まず前者については、本件

の場合、労使 (具体的には市長等と現業評議会を含む市職労)の合意を一方的に破棄 した

議会の行為は、労働組合への支配介入 (労組法 7条 3号)に該当すると考えることができ

る。つぎに後者については、最初の時点にさかのぼつて当初の条例案通りの激変緩和措置

をとることは現時点では不可能なので、それに相当する措置を市にとらせるということが、

救済命令の基本的な内容ということになる。そのためにとりうる方法にはいくつかの選択

肢が考えられるが、いずれにしても救済命令の相手方は市ということになるので、市とし

ては、市の機関である市長等と市議会の責任と協力において、当初の激変緩和措置に実質

的に相当する措置をとることが、救済命令によって義務づけられることになる。

(4)本件申立てをどう理解するか

先に触れたように、本件申立てでは市、教育委員会、議会の 3者が被申立人とされてい

るが、このことの意味は、本節の冒頭に述べた趣旨として理解されるべきである。すなわ

ち、申立てであげられている「市」は、具体的には市の機関たる市長の意味と解され、 1
で述べたように、市長、教育委員会、議会の 3者はいずれも使用者たる市の機関であり、

これ らの機関の行為が不当労働行為とみなされるならば、市の不当労働行為と認定される

のである。 したがつて、本件において使用者ではない教育委員会と議会が被申立人とされ

ている点については、いずれも使用者たる市を被申立人とする有効とな申立てとして取 り

扱われるべきことになり2、 そのことを前提として、これらの機関が行つた行為が不当労働

行為に該当するか否かの実質審理に入るべきである。

4 現業地方公務員の給与決定をめぐる議会と団交権の関係

(1)現業地方公務員に対する団交権保障

2 注 1の済生会中央病院事件最高裁判決は、使用者たる法人とその下部組織の 2者に対す

る労働委員会の救済命令について、被申立人にはなれない下部組織に対する救済命令には

瑕疵があるが、当該命令も、法人に対する救済命令として効力を有するとの判断を示して

いる。この論理からすると、形式的には使用者に当たらない市の機関に対する申立ても、

市に対する有効な申立てとして取り扱われるべきことになる。



本件の最大の争点は、現業地方公務員の団交権と議会の権限の関係をどう考えるか、と

いう点にある。本件では、この点が不当労働行為の問題として争われていることになるが、

より根本には、公務員に対する労働基本権保障と住民自治に基づく住民代表議会という、

いずれも憲法に根拠を置く 2つの要請の間の関係をどう考えるべきか、という憲法上の問

題が存在する。以下では、本件の申立人である現業地方公務員の団交権に即して、この問

題を考えてみたい3(非
現業については後述)。

現業地方公務員が 「労働組合」を結成でき、民間と同じ不当労働行為制度の下に置かれ

ていることはすでに触れたが、団交権との関係で重要なことは、彼らに対して労働協約締

結権が認められ、それを最大限保障する観点から、勤務条件法定主義 (条例主義)が大幅

に緩和されているという点である。すなわち、給与については、 「給与の種類 と基準のみ

が、議会の議決事項、すなわち条例で定めることとされ、給料表や手当の額は地方公共団

体の長の規則などによって定められるものであり、しかも………規貝」制定事項よりも団体協

約が優先するので、一般の職員のように給与条例主義によって給与が決定されるのではな

く、労使間の当事者主義によるところが大き_ぃ」
4と ぃぅ仕組みがとられているのである。

このように、現業地方公務員の給与は労働協約で決定することが基本とされ、唯一「給与

の種類と基準」のみが条例事項とされているので、厳密な意味での給与条例主義は採用さ

れていないということになる。また、勤務時間を始めとする給与以外の勤務条件はすべて

労働協約の対象とされているので、そもそも現業地方公務員については、勤務条件法定主

義は原則的に採用されていないといっても過言ではない。

しかも、唯一の条例事項である「給与の種類と基準Jについても労働協約の対象とされ

ており、そのことを前提として条例と労働協約の間の調整の仕組みまで用意されている。

すなわち、条例の内容と抵触する労働協約が締結された場合には、長は、協約の内容が条

例と抵触 しなくなるために必要な条例の改正または廃上の議案を議会に付議 してその議決

を求めなければならないとされている (予算と労働協約の関係についても同様の仕組みが

定められている)。 また、長の規則や規程に抵触する労働協約が締結された場合は、長は、

協約と抵触 しなくなるように規則等を改廃しなければならないとして、規則等に対する労

働協約の優越が定められている。

現業地方公務員に対して以上のような仕組みがとられていることの趣旨は、「団体協約に

よる勤務条件の決定を最大限に尊重す登」
5こ とにあり、その根本に、現業地方公務員に対

して憲法 28条が定める労ltt基本権保障をできるだけ及ぼそうとする現行法の精神があるこ

とはいうまでもない。

(2)団交権保障と議会の関係

以上の,点 を踏まえるならば、労使合意に基づいて長が提案した給与に関する条例案に対

する議会の対応については、原則として、以下にあげるような重大な制約が課せられてい

3 
現業地方公務員の労使関係および勤務条件に関する規定は、地方公営企業等の労働関係

に関する法律、地方公営企業法、労組法等に置かれているが、本文では個別の条文の紹介

は省略してある。
4 

橋本勇『新版・逐条地方公務員法』 (第 4次改訂版、学陽書房、2016年 )1042頁 (下線

は晴山)。
5 同 384頁 (下線は晴山)。



ると考えられる。

第 1は、労使合意に基づいて長が提出した条例案を、合理的理由なしに議会が否決した

り修正することは許されない、ということである。すなわち、上記の条例案については、

議会は、他の条例案件とは異なり、それを全く自由に判断・決定できるのではなく、団交

権保障の観点に立ってできるだけ労使合意を尊重することが求められ、それを否決 。修正

する場合には、そのための十分に合理的な理由が求められることになる。また、合理的理

由の有無と内容については、議会での審議を通して、組合と住民に対して十分な開示と説

明が必要となる。

第 2は、仮に審議の結果原案通りに議決することができないとの判断に達した場合でも、

団交権保障の観点から、直ちに否決 。修正するのではなく、いったん議案を長に差し戻し

て再度の労使交渉を促 し、その結果を踏まえて、改めて長が提出した条例案について審議 。

決定するという手順を踏むことが望まれる。

第 3に、条例案に対して最終的にどのような議決をするにせよ、十分な時間をかけて慎

重な審議を尽 くすことが議会としての当然の義務とい うことになる。 とくに条例案を否

決・修正する場合には、当事者である組合はもちろんのこと、学識経験者や住民の声を広

く聞くための公聴会や参考人質疑の手続 (地方自治法 115条の 2)6が とられることが必要

となろう:。 これらの手続を踏まずになされた労使合意に基づく条例案の否決・修正は、議

会に課せ られた最低限の義務にさえ違反するものとして、それ自体違法性を帯びるものと

考えられる。

(3)本件における議会の行為の違法性

本件激変緩和措置は、現業評議会を含む市職労と使用者=市 との間の合意である。そし

て、そのうちの現業公務員に関わる部分は、形式上は労働協約と見られないとしても、労

働協約締結権を有する労働組合が、誠実な団体交渉の結果として締結 した労使合意として

最大限の尊重が要求されることになり8、

ぅぇにあげた 3点は、本件においても当然に妥当

6 議案の審議に当たって公聴会の開催と参考人の意見聴取を定める地方白治法 115条の 2

は、2012年 の同法改正によって新設されたものであるが、改正前においても事実上これら
の手続は可能とされていた (松本英昭『新版 。逐条地方自治法』 (第 7次改定版、2013年 )

441頁 ):
7 人事院勧告によらずに国家公務員の給与を2年間にわたって平均 7.8%肖」減する法律を

国会が議員立法で成立させたことが違憲であるとして提起された訴訟において、昨年 12月

5日 に出された東京高裁判決は、国会で国公労連の委員長が参考人として意見を述べたこと

をもつて、「実質的に一定の団体交渉がされたと評価することができるJと 判断し、このこ

とを理由のひとつにあげて、団体交渉が不十分なまま国会が議員立法によって給与肖1減を

決定したことが違憲であるとする控訴人 (原告)ら の主張を退けた。国会の参考人質疑で

の労働組合の意見聴取をもつて実質的団交とみなすこの判断の荒唐無稽さは別としても、
この議論は、他面で、このような手続さえとらずに激変緩和措置を削除した鎌倉市議会の

対応が、いかに労働組合の意見を無視して強行されたものであるかを浮き立たせるものと

いうこともできよう。
8 労働協約の成立には、両当事者が署名または記名押印した文書の作成が必要とされてい

る (労組法 14条 )。 本件では、この要件に該当する文書は作成されていないので、激変緩

和措置に関する本件合意は、形式上は労働協約といえないが、実質的には労働協約に準ず

るものと考えることができる。西谷敏『労働組合法』(3版、2012年、有斐閣)337頁 は、

6



するものと考えられる。

そうすると、本件における議会の対応については、激変緩和措置を削除する合理的理由

についてほとんど説明らしい説明がなされていないこと、また、市長に差 し戻して再交渉

を求めるといつた手順を踏んでいないこと、そして、激変緩和措置の削除について十分な

審議を尽くしたとは到底いえないこと9の 3点において、上記の要件のいずれをも満たして

いないことは明らかである。 したがつて、市議会による本件激変緩和措置削除の議決は、

憲法および現行法によつて現業地方公務員に対 して保障された団交権を不当に侵害するも

のとして、違憲・違法な議決といわなければならない。不当労働行為との関係でいえば、

このことが組合に対する支配介入に当たることは、すでに述べたとおりである。

5 非現業地方公務員の団交権と議会の関係

(1)非現業地方公務員の団交権

これまで、現業地方公務員に即して論 じてきたが、非現業地方公務員についてはどのよ

うに考えたらよいであろうか。労組法の適用のない非現業地方公務員については、不当労

働行為の問題は生じないが、本件の激変緩和措置の削除をめぐって、労働基本権保障と議

会の権限との関係をどう考えるべきかという憲法上の問題が大きな争点になることは、現

業地方公務員の場合と異なるところはない。以下、この点について簡単に触れておきたい。

非現業地方公務員の団交権については、交渉権は認められているものの肝心の労働協約

締結権が否認されてお り、他方で、給料表、等級別基準職務表、昇給の基準、諸手当、支

給方法・支給条件など、給与に関する詳細な事項まで条例事項とされている点で、現業地

方公務員 とは大きく異なっている。このことからすると、議会の給与決定に対 して団交権

で制約を加えることは、現業地方公務員の場合よりも困難を伴 うようにも見える。しかし、

公務員も憲法 28条の 「勤労者」として団交権を保障されていることは、最高裁も一貫して

認めるところであり、このことを踏まえるならば、非現業地方公務員についても、最大限

団交権を実現する方向で現行法が解釈されるべきことはいうまでもない。

以上の観点に立って考えると、労使交渉に基づく合意内容については、使用者は、その

実現に向けて最大限の努力をする義務を負つていることになる。そして、合意内容が条例

の改廃を必要とする場合には (多 くの場合これに該当することになろう)、 長は、合意内容

を実現するための条例案を議会に提出し、議会に働きかけてできるだけその成立に尽力す

「労働協約における最も基本的な要素は、労働組合と使用者 (団体)の意思の合致であっ

て、その形式でないことからすれば、両当事者がそれで満足しているかぎり、通常の協約

形式を整えない合意にも労働協約としての効力を認めてよいはずである」として、「形式的

な文言角早釈によって法の過剰介入の結果をもたらすことのないよう留意しなければならな

い」とする。
9 

本件における本会議の議論においては、修正案について提案議員による説明の後に、反

対討論と賛成討論が行われただけで採決に付され、激変緩和措置と団交権との関係や激変

緩和措置削除が職員にもたらす影響の大きさなどについての十分な議論は交わされておら

ず、ましてや、より慎重な議論が要求される再議においては、市長による再議の提案の後

に討論を省略して直ちに採決に付されている。事柄の重要性からすると、あまりにもずさ

んな手続であったといわざるをえない。



る義務を負 うことになる。他方で、議会としても、長と同様に憲法上団交権を尊重すべき

立場にあるので、条例案の取扱いについては、現業地方公務員について述べたことと同様

のことが妥当すると考えられる。すなわち、第 1に、合理的理由なくして条例案を否決・

修正することはできず、第 2に、原案通 り議決できないときは、いつたん差し戻して労使

交渉を促す手順を踏むことが望まれ、第 3に、それでも否決・修正をする場合には、組合

の意見聴取を含む徹底 した審議を尽くさなければならない、ということである。なお、非

現業地方公務員には、非現業国家公務員にはない書面協定の締結が認められているが、こ

のこともまた、こうした解釈を補強するものといえよう。

(2)勤務条件法定主義との関係

これまで、勤務条件法定主義 (給与条例主義を含む)は、公務員の労働基本権 と対立す

る原理として理解されがちであつた。しかし、全農林警職法事件最高裁判決に見られるよ

うに、それは主として争議権との関係での議論であって、勤務条件法定主義は、団交権、

さらには労働協約締結権と原理的に矛盾 。対立するものと捉えるべきではない。このこと

は、先に見たように、現業地方公務員について条例と労働協約の調整の仕組みが設けられ

ていることからも明らかである。また、民主党政権下で国会に提出され廃案となった 「地

方公務員の労働関係に関する法律案Jは、非現業の地方公務員に対して労働協約締結権を

認めたうえで、条例の制定改廃を要する労働協約が締結された場合には、長が協約内容に

沿った条例案を議会に提出する義務を負 うとして、現行の現業地方公務員と同様の仕組み

を定めているが、このこともまた、勤務条件法定主義と労働協約締結権が原理的に対立す

る関係にはないことを示している。現行法上労働協約締結権を伴わない非現業地方公務員

の団交権についても、それが憲法 28条の労働基本権保障に基づくものである以上、労使間

の合意は、労働協約の場合と同様に、最大限尊重される方向で条例との調整が図られるベ

きことは憲法上当然の要請ということになる。

以上を踏まえるならば、本件における鎌倉市議会による激変緩和措置の一方的削除は、

非現業地方公務員との関係から見ても違憲・違法といわなければならず、使用者 としての

鎌倉市は、労使合意の実現に責任を負 う立場に立って、この違憲・違法状態を早急に解消

すべき義務を負つているということになる。

8
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