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水野 (担当者)ただいまから、:平成 27年 (不)第 9号鎌倉市 (その2)事件の第 13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29年 4月 H日 付け第 9準備書面、平成29年 4月 H日付け      
‐

,証拠説明書、書証として甲第25号証から甲第34号証までが提出されており

ます。            ・                     ・

乙側、丙側、丁側からの提出書類はありません。                :

事務局からは以上です。

審査委員  それでは、最初に書類の受領の確認をお願いいたします。

ZL側、よろしゅうございますか。                   .・

石津(使用者代理人}頂いております。         . .

審査委員  甲側から提出された書類について、何か補足説明などございましたら伺

いますけれども。

川本(粗合代理人)では、第9準備書面にPきまして、代理人弁護±2名から趣旨説明をさ

せていただきます
`                      .

田測{組合代理人}申立人代理人の田渕です。私からは、前半について趣旨の説明をさせて

いただきます。

この間、我々申立人側としましては、市議会の独自の法的責任というこ

とを申立て以降主張してきたというところを、この点について、新しくこ `  .・

の市議会が行うた不当労働行為についても鎌倉市に帰責されるのだとい

うことについて、さらに主張を補充してまいりました。

この点につきまして}よ 鎌倉市のほうからも、その準備書面でご主張い

ただいておるところでありまして、この間の双方の主張、これの争点を2

ページのところで、こちらの視点で整理をしております。      ..    .
・  ただ、この①として挙げております、そもそも市議会の行為について不 ●  `

:     当労働行為は成立するのかというところでありますけれども、前回め鎌倉

市側の第 5準備書面において、その議会の行為についての違法性判断基準

ということを昭和 60年の最高裁の判決を引用されてご主張されていると

・ころでありまして、当然のことながら、そういう違法性の判断基準が問題

.になる以上は、そもそもその市議会の行為について違法性評価の対象にな    ‐



るということを前提とされているところだと思いますので、この①の点、

そもそも市議会の行為について不当労働行為は成立するのかという点は、

これは鎌倉市の側もこれ以上ご主張はないのではないかというように考

えております。ただ、こちらの見解が誤っているということであれば、明

快にご反論いただければと思います。

′その上で重要になってまいりますのは、市議会の行為について、これを

鎌倉市に帰責することができるのかという問題。そして、何といっても重

要になっ・てくるとこちらが認識しておりますのが、議会の行為について不

当労働行為が成立する範囲をどのように考えるのかという、この点である

というように考えます。                    |
まず最初の、市議会の行為を鎌倉市に帰責することができるのかという

問題でありますけれども、従前の我々の主張からいきますと、それは市議

会ということを独自の、鎌倉市とは独自の主体と捉えていた場合には、そ

こはまた別の解釈があり得たと思いますが、予備的主張を我々が行うよう

になってから、市議会は鎌倉市の、地方公共団体である鎌倉市の機関の一

つでありますから、そうなるとその行為、これが鎌倉市に帰属しないとい

うことになれば、どこに帰属することになるのか。完全に宙に浮いて誰に

も帰属しないなどということはあり得ないところでありますので、必然的

にその行為の効果、これは鎌倉市に帰責されるというように捉えるしかな

.い というように考えております.

その上でヽ先ほど申し上げた議会の行為についてЪ不当労働行為が成立

する範囲をどのように考えるのかという点でありますけれども、この点に

ついては、鎌倉市の側からは、前回の第 5準備書面において、国賠法の違

法性判断基準について、国会の場合だけではなく、・地方議会が行つた場合

にも同様に、この違法性判断基準が妥当するのだという
・
ご主張をいただい

ております。

しかしながら、この国賠法というのは、T般の国民・市民、これらの権

利が侵害された場合の救済の法制度でありまして、他ガ、今:こ こで問題

になっている不当労働行為制度というのは、憲法上保障されている労働組

合の団結権が侵害された場合の救済制度であります。そうなってきますと、

2



国賠法の違法性判断基準が直ちに不当労働行為制度における違法性の判

断基準に妥当するものではないと思慮するところであります。

その上で、今回、晴山教授の意見書を提出して、我々の方で主張も、さ

らにさせていただいておりますけれども、やはり公務員といえども、労働

基本権の保障がある中で、そして、地方公務員法あるいは地公労法はそこ

で一定の制約はしているものの、そこでも団結権、それから、団体交渉権、

そして:現業の公務員については協約締結権、こういったものも保障して

おります.                  : ・

こういつた種々の労働法上の権利、これと議会の権限との調整、調和と

いうことが問題になってきますところ、その点について、この書面でいき

ますと、5ベージのところに晴山教授の見解に依拠する形で整理をしてお

りますけれども、やはり労使合意に基づいて、長が提出した条例案という

のを合理的な理由なしに議会が否決、修正するということ、これは許され

ないところであるというところと、また、議会による審議の結果、仁に長

が提案した条例案を原案どおりに議決できないという判断を議会がなさ

る場合であっても、議会は議案を長に差し戻す。そこまでが権限上できる

範囲の限界であつて、そこの中で直ちに否決、修正、こういったことをす
・

るということは、やはり労働権との関係で、そこは議会の権限の行き過ぎ

ではないのかし ・                        .

そしてまた:条例業に対する審議においては十分な時間をかけるととも

に、当事者あるいは学識経験者などの意見を幅広く聴取する。その上で、.

慎重な審議を行う。そういったことが求められるのではないかとぃうこと
,

を今回t書面において主張させていただいた次第であります。     ・、

今回の市議会の行為につぃて,・ どこまで市議会がやった場合に不当労働

行為が成立するのか。この問題については、我々が調べた限りでもまだ先

例があるとは、なかなか言えない状況でありまして、我々の方でもまだ今

後、引き続き調査を尽くしていきたいと考えておりますけれども、やはり

議会にフリーハンドが認められるわけではない。これは鎌倉市の側から見

ても、議会が何をしてもよい、どこまでやうても違法という評価を受ける

ことがないと、議会の優越性をそこで認めることになれば、それは一番困



、   るのは鎌倉市の狽Iではないのか―、というように考えるところであります。

、 その意味では、どこまでやっていいのか。議会がどれ以上やったら許き

れないラインがどこにあるのか、そこを明確にしていくということが、今、

ここで求められているところであると思慮するところでありまして、我々

'   の側も:こ の点については、さらに調査、研究を尽くしていきたいと考え

ておりますけれども、鎌倉市の側でも、やはりこの点について、単に国賠

法の要請、判断基準に依拠するのではなく、この労働法の枠内でどういっ

たご見解を有しておられるのかというところについての書面をまた提出

をしていただければというように考えておるところであります。     
・

私からは以上です。      .

徳永組合代理入)申立人代理人の徳永です。私からは書面の後半部分について、説明させ

ていただければと思います。

これまで申立人は議会の不当労働行為について主張してきましたが、今・

回は平成 26年 9月 議会での経緯を述べることによって、議会は当然です

が、市も労使合意を守るための方策を尽くしてこなかったことを主張した

いと考えております。

まず、申立人は、被申立人の最終提案である新たな人事・給与制度最終
` 

提案、これどおりの級別標準職務表を、激変緩和措置が導入されることも

あり、苦渋の決断の末、受け入れ、被申立人・市との間で合意が成立しま

した。

しかしながら、平成 26年 9月議会においては、労使で合意していた給与

削減の激変緩和措置について、修正提案の議決により全て反故にされ、即

時かつ一方的に最大 1■ 9%も の給与削減措置が実施されました。

,給与条例は、まず総務常任委員会で審議されましたが、総務常任委員会

では労使合意である激変緩和措置はほぼ無視され、わたり削減という目的

のみがクローズアップされt激変緩和措置を撤廃する修正案が議決されま
・

した。                        .

修正案を議決する過程で、議員は鎌倉市にわたりが残つていることを指

摘し、「もらっていた人は本来もらってはいけないのですか」、「生活が

あるから頼むよ」と言われて、「生活はあなたが少しずつ変えてください



‐よとしか言いようがないJなどと述べています。  ‐      .・
。 しかし、松尾市長は、労使合意に至った経過やその必要性を説くことは

ありませんでした。それどころか、被申立人・
｀
市は「議会が労使合意を削

除する提案ができるか」という質問に対し「給与条例制定主義の原則から

すれば、労使間の合意あるいは協約といえども、市議会の決定に優越する

:も のではない」
‐
旨述べ、労使合意について理解を得ようとするどころか、

議会による労使合意破棄を容認する態度にすら出ていました。

このような流れで、総務常任委員会では、わずか 70分ほどの短時間で激

変緩和措置を削除する修正案は可決されました。

次に、市による撤回の可能性について述べます。

鎌倉市は、ひとたび議案を提出したとしても、議会の承認を得た上で議

案の撤回を行うことが可能です。実際、鎌倉市には、市自身が提出した条

例案について撤回を申し出て、.同条例案について議決を経ることなく撤回

された事例が存在します。・

本件より半年ほど前の平成 26年 2月議会において、松尾市長は、自身が

提出したごみ処理:ご関する条例案、これについて、委員会において、その

条例案が法律違反の内容を含むことを指摘された後、,最終的にその市長提

案を撤回しています。その撤回の理由については、顧問弁護士の見解や各

委員の意見を挙げています。また、本件より後においても松尾市長による

同様の撤回例は存在します。

被申立人・市は、平成 28年 1・2月 議会において:鎌倉市事務文書条例の

‐一部を改正する条例の常1定について条例案を議会に提出したところ、議会

,において、これもまた条例案に反対する旨の意見が多く表明されました。

その際も、被申立人,市は「議会側へ丁寧に説明する時間が必要と判断し

た」などと述べて条例案を撤回してしヽ・ます。    ・

それにもかかわらず、被申立人 ?市は本件において、条例案について議

員から反対の意見が多く出された時点で条例案を撤回することはありま

せんでしたし、
.再

度f議員及び各会派に対し説明を行うことや組合と協議

を行うこともしませんでした:

労使合意を含まない、単なる市長提案とは違い、激変緩和措置が労使合



意の内容であった本件において、労使合意を守るための方策を講じる必要

性は高かったにもかかわらずです。

のみならず:総務常任委員会において、全会派の賛成により修正案が可

決された場合、同条例案が本会議で審議された場合、修正案が可決するこ

とは誰しもが予想できるところでありますが、被申立人・市は、その後、

本会議まで議会に対して何らの働き掛けも行いませんでした。  1

続いて、本会議においても、労使合意を守るための働きかけ、これが何

ら行われなかったことについて述べますが、議会の流れは本会議でも変わ

ることはありませんでした。                   ・

その会議の中で、激変緩和措置削除に反対する意見として、顧問弁護士

からも激変緩和措置について指摘されている。地公法に基づいて鎌倉市の

制裁措置を講じる場合にも、最大で 10%以下という
・
条例が定められている。

法令に照らして問題があることなども指摘されましたが、総務常任委員会

において採択する内容の動議は否決されました。

その後も各議員からは、労働組合との合意があつたとしても、条例案に '

問題があれば議会として否決しなくてはならないし、訂正できるのであれ

ば修正することが議会人として、市民から受けた信託を果たすこととなる。

違法する制度がわたり制度だ、不当利得を許すことはできない、返還請求

さえも行うべきだなどの意見が出され、各議員からは、わたり制度を理由

に労使合意は破棄すべきであるとの意見が出されました。

しかし、松尾市長は、これらの意見に対して労使合意を守るための発言

をすることはありませんでしたもそもモも、本件給与削減において影響を

受けた職員の中には、′わたりと無関係の職員が多数存在していたにもかか

わらず、松尾市長はその点を指摘することもありませんでした。結果、議
・
会は激変緩和措置を削除した給与削減条例案を可決しました。・

また、市長は再議を行っていますが、そあ点についても述べさせてし、た

だきます。  ｀

市長は修正案が可決された後、 1時間の休憩を挟み、本会議で可決きれ

た修正案に対し再議に付しています。ところが、市長は再議に付すに当た

り、今後の適正な交渉の確保と職員の士気の維持に与える影響が懸念され



るものであるとの理由を述べるにとどまり、わずか4分のうちに再議は出

席議員 26名 中、賛成 2o名により修正案の議決となり、結論が変わること

はありませんでした。                     ・

再議の議決定数は、出席議員の3分の2に当たる18名であるところ、は 、

かに3名以上の議員が修正案について反対票を投じれば:本件においては

3分の2以上の同意に達することはなく、‐修正案の成立を阻止することは

可能でした。   ・                      `.

そのため、市長が労使合意を守るべく各議員及び各会派に対して説得等

の働きかけを行えば修正案を阻止できる可能性もありましたが、市長は当

初の裁決後、漫然と再議にかけ、市長会派の議員ですら修正案に賛成票を

投じることはなく議決は変わりませんでした。市長会派の議員が4名いた

ことからすれば、そのうちの3名が賛成票を投じれば結果が変わったにも・

かかわらず、̀市長はそのような働きかけをしませんでした。

さらに、再議の方法の問題点について指摘したいと思いますが、そもそ

も市長による再議、これは議会の議決の日から 10日以内であれば行うこ

とができます。そのため、閉会後であつたとしても、数日かけて議員に対

し労使合意の薫要性、労使合意を守る必要性を説明し、再議において賛成

票を投じてもらうよう説得する機会があ
｀
りました。

それにもかかわらず、市長は本件に係る働き掛けを行うこともせず、議

決からわずか1時間後に漫然と再議にかけました。10日 間の期間を使わず

に、わずか1時間の間に再議に付したことだけを見ても、市長の労使合意

を守る意思の希薄さは見て取れると言えます。

その点、他市においても長の拒否権に基づく再議は行われているところ、

市町村において、平成 26年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 までの間、

長が再議に付した36件中、長の再議が認められた件数は 13件に上ってい

ます。その認容例を見ても、議会の議決から、数日から 10′ 日後に再議に

付している事例があることからすればt本件の再議がおろそかであったと

いうことは言うまでもありません。

また、他の方法として、給与暫定削減の延長という手段も考えられまし

た。もちろん、平成 26年 6月 議会における習定削減の延長は組合が交渉



期間を設けるために苦渋の選択として了承したものでありましたが、本件

においても、9月議会中、労使合意である激変緩和が可決できない可能性

が分かつた時点で、組合と交渉の上、再度の暫定削減の延長を行い、その

間に議会と交渉する余地もありました。もっとも鎌倉市は、そのような打

診を組合にすることもしていません。

以上の経緯からすれば、市長が議案の撤回、これを初め、再三、労使合

意を守るために講じる方策があったにもかかわらず、それらの手段をとる

ことはありませんでしたから、労使合意である激変緩和措置を守る意思が

あつたとは到底考えられません。だから、市長の姿勢は組合との合意を無

視ないし軽視するものであって、支配介入に該当すると言えます。

最後に、激変緩和措置に代わる新たな措置がまだ講じられていないとい

うことです。

現在に至るまで、激変緩和措置に代わる新たな措置は講じられていませ

ん。鎌倉市は、第5準備書面において、申立人の求める激変緩和措置にか

わる新たな措置は、4級への昇任や給料表の足伸ばしをすることと整理し

た上で4級への昇任が行われていることから、鎌倉市は激変緩和措置に代

わる新たな措置を講じている旨の主張を行つています。'

しかしながら、申立人は4級への昇任だけで激変緩和措置に代わる新た

な措置であると位置づけているのではなく、新たな制度のもとで3級へと

統合された対象者全員の4級への昇任と給料表の足伸ばしの双方が実施 ,

されて、初めて激変緩和措置と同等の措置として評価できることを市側に

も伝えています。そして、実際には給料表の足伸ばしについては実現する

.め どは立っておらず、4級への昇任についても組合との合意とは異なる運 .

用が行われています。          '
4級への昇任についても、申立人と鎌倉市との間で昇任基準を協議した

,

際には、昇任する人数に上限を設けず、採用後 19年以上の職務経験を有

する職員については、本人が4級への昇任を希望しないような場合を除い

て対象者全員を4級へ昇任させることが確認されていました。ところが、

実際に新たな制度のもとで 3級へと統合された対象者の中でも4級への

昇任が実現した者は二部にとどまっています。



以上のように、激変緩和措置の全面削除によって職員が被った甚大な被
°
 害は、いまだに放置され続けている現状です。

以上で私の陳述を終わらせていただきます。        ・

川 本  ヽ ただいまの激変緩和措置に代わる新たな措置について、組合からその現

状と、また、現在の組合攻撃の状況についても補足説明をさせていただき

たいと思います。    .              ・

審査委員  それは後にして、今は提出書類についての補足説明ですので.

以上にっいて、乙側は何かL

石 津   特に・ございません。いずれ反論の予定です。           1

審ヽ査委員  お願いします。

では、今度はそちらからお願いします。

芳賀組合補佐人)補佐人を務めております、鎌倉市職員労働組合の芳賀でございます。

本日は、先程の市側の準備書面への反論と最近の状況について申し上げ

たいと思います。                    ・

まず、ただいま代理人からも申し上げましたけれども、市長側が 1月 25

日付けの第 5準備書面で、4級昇任によって救済が順次行われていると主

張されていることについて反論いたします。   、

4級昇任については、本来、激変緩和措置削除の代替措置ではありませ

んでした。                 ・

平成 26年に新たな人事・給与制度の交渉をしていた際、当局側の交渉に

当たら'れていた、今日お越しになっている当時の総務部次長
・
は14級の活

用を図っていく、職員が最終的に到達する標準の級職を4級と考え、でき
るだけそこに至るようて指導・育成し.ていくという趣旨の発言をされてい

たと記憶しております。

すなわち、給与の急な減少による生活の混舌Lを避けるための激変緩和措

置と、もうすつ、生涯賃金の減少によるモチベーションの低下をできるだ

け避ける4級活用はもともとセットになっているものでした。

棟能労務職で4級は係長ではないところ、あえて平成 26年 10月 時点で

4級を空席にすることについては組合からも疑間を呈していたところで

ございますが、激変緩和措置が設けられる前提であったために:これを受



け入れていたものです。

通常の昇任は、12月 31日基準の能力意欲評価によって4月 1日付けで

行われていますけれども、ill変緩和に代わる新たな措置という意図であれ

、ば、ちょうど空席となっていた4級業務主事を確保するため、予定より早

目の選考を行う余地がありました。

過去には、次長職に欠員が生じたときに、4月 1日 以外の時期に昇任が

行われた先例はありました。それにもかかわらず、議会での追及を恐れt

昇任を小出しにしてきたものです。

少しずつ行われた4級昇任により、確かに遅ればせながら給与水準を回

復している職員はいますけれども、もともと予定されていた4級昇任を、

あたかも激変緩和措置に代わって設けた救済措置であるかのように印象

付ける論理には怒りすら覚えます.

なお、空席を埋めればよいだけの現業職についてさえ、このような状況

でありまして、4級が係長や副園長等である一般職については救われてい

ない職員がさらにいることも申し添えます。

次に、最近の状況について幾つか報告します.

前回、 1月 81日 の期日での意見陳述で申し上げましたがt昨年 12月 の

市議会では、役員の異動を暗に求めるような発言がありました。市長側か

らも、それをおおむね受け入れるような答弁がありました。1

人事異動は任命権者の裁量行為であり、これまで不当労働行為とならな

. いように、市長初め、市当局の方がみずから考えて運用されてきたと思い

ますが、それが議会の介入で崩されることが懸念されました。

そこで、3月 の交渉では、組合役員の異動に当たっては、不当労働行為

と組合活動の支障とならないようにすることを申し入れました。市当局も、

現業職、一般職とも意図的に組合に不利にならないようにすると回答され

ました。               ヽ

今回、組合書記長の異動はあったことはあったのですけれども・、その点   ｀

は恐らく配慮していらしたのではないかと思われ、異動に当たって新たな
′

不当労働行為の発生は防ぐことができたと思いますが、いつ、新たな介入

が起こるか分からないので、今後も注視していきたいと思っているところ ,

10



です。               ..

もう一点、新たな不当労働行為が懸念されることとして、小学校給食調

理業務委託問題があります」・ :ヽ

平成 18年にこちらの労働委員会で大変お世話になりまして、和解に尽力

いただいた結果、小学校 16校のうち 8校の給食を民間委託とする代わり

に、直営校においては現業職員が何とか確保されてきました。しかし、鎌

倉市の現業職員の退職者不補充という市長の方針を付度されたのか、給食

調理員の新規採用をとめて、委託校の拡大をする提案をしてきたものです。

現時点では委託を行う納得でぎる理由が示されておらず(組合としては、

直営校が委託校の水準を維持する指針となっていること、直営がコスト面

でもまさっていること、偽装請負問輝が発生した後で改定された委託契約

が市民との約束や学校教育法に反してい,る おそれがあるということを指

摘しました。

この問題については1まだ交渉が始まったばかりですけれども、以前に

ご尽力いただきました和解の精神を損なわないように取り組んでいく所

存でございます。      「

いずれの問題におきましても、議会や市長がフリーハンドで組合に対し

て何でもできるという認識が広がっては、市民の暮らしとは関係なしに市

民サービスを改変し、それを支える職員を抑圧することを助長しかねませ

それを未然に防ぐ意味でも、ただいま申し立てている、その2事件で、

市長と市議会が共謀あるいは競争して働いている不当労働行為、共謀とい

っても密告とか盗聴とかでもしない限り共謀を立証するごとはできませ

んけれどもfあ と、不当労働行為というのは共謀罪の対象にはなる予定で

はないらしいのですけれども、そういった不当労働行為が行われないよう

に救済命令を発していただきたく、重ねてお願いするものでございます .

雖 1雌 嫌 わります。

「

∵
~■

  l
申し忘れましたが、

｀
今日も丁側、議会は欠席のままです。しかし、手続

上は引き続き議会も一緒にまとめて取り扱うということにしたいと思い

ます。                ｀

11・
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それから、本件の審査手続については、たしか第 9回調査期日において

甲側が出されました請求する内容、救済内容の変更申立書を踏まえて、

甲・乙・丙側とも争点整理に向けて必要な手続、主張・立証のための書面

'           などの提出を引き続きお願いしたいと思います。

乙側は、今回の甲側の書面に対する反論がございましたら、よろしくお

 `    1    ・
願いいたします。

。            これは個人的なと言ってはなんですけれども、甲側の書面を読んでいて

「議会の不当労働行為Jという言葉を使っていらっしゃいますけれども、     '
その場合の不当労働行為というのはどういう意味で用いられているのか。

労働組合法 7条の不当労働行為の定義との関係で、議会がどの、ような意味

で不当労働行為をするのかというごとを、もう少し分かり易く説明してい

ただきたい。

'    議会が行った違法な行為あるいは制度の趣旨に反する行為、それはそれ

で主張としては分かりますけれども、それがなぜ不当労働行為になるのか  '
というのが、どうしても、いまいち理解できないところがありますので、

意見書、学者の意見書もありますけれども、もう少し説得的な論旨を展開

していただきたいと思います。

ちょっと言い過ぎたかもしれませんが、よろしくお願いします。

それでは、次回は引き続き調査とい.う ことにしたいと思いますが、この

事件、申立てが、確か平成 27年 4月 な|のですね。かれこれ 2年が経過し

ております。労働委員会というのは、本来は迅速な救済ということが制度

・         の目的ですので、時間ばかりかけるのもどうかと思いますので、なるべく  
・
  .

.  く次の段階に進みたい,と 考えております。

.           では、次回の期日を入れることにしたいと思いますけれども、何かご希

望というか。

石 津   こちらの書面提出の関係があると思うのですが、できれば5月 の末を予

定していただければと思います。     |

審査委員 ′では、 5月 の末から6月 の初めということでよろしゅうございますか。

′     石 津   はい。         |            ´

審査委員  では、次回16月 7日水曜日、午前 10時からということでよろしくお願
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いいたします。

本日はこれで終了いたします。どうもお疲れさまでした。

(以上)

13


