
第５ 労働争議の調整

１ 自主的調整と労働委員会による調整

労働組合など労働者の団体と使用者との間の紛争は、当事者間で、自主的に解

決するようお互いに誠意をもって努力しなければならない責任があります。

そのためには、日ごろから労使が何でも話し合える雰囲気を作っておくことが

大切です。こういう雰囲気が職場にあれば、何か問題が起こっても、話合いで円

満に解決できるものです。

とはいっても、解決を困難にさせるいろいろの事情があってどうしても話合い

がつかず、紛争が長期化してストライキが行われるようなことも少なくありませ

ん。こういう場合に、冷静に第三者の意見を聴くことが問題の解決に役立つもの

です。

この第三者の意見を聴く方法の一つとして労働委員会による調整があります。

この調整は、裁判のようにどちらの言い分が正しいか決めるものではなく、労使

が自主的に問題を解決するために必要な手助けをするものです。

なお、労働委員会の調整の場へ来ても、もとはといえば自分たちの問題なので

すから、自主的に解決するよう努力する心構えを忘れないことが大切です。

２ 調整の方法

労働委員会が行う調整には、あっせん、調停、仲裁の３つの方法があり、当事

者はこれらのうちのいずれでも選ぶことができます。（労働関係調整法第10条～

第35条、地方公営企業等労働関係法第14条～第16条）

あっせんは、あっせん員が労使双方の主張を確かめ対立点を明らかにし、歩み

寄りを図ることによって、争議の解決に努める方法です。このあっせんは、手続

が最も簡易で機動的であり、これまで取り扱った調整事件の大部分はこれによっ

て解決されています。

調停は、調停委員会が労使双方の意見を聴き取った上で調停案を作成し、双方

にその受諾を勧めることによって、争議の解決に努める方法です。したがって、

調停は、あっせんに比べて、労働委員会の関与の度合いがより強い解決方法とい

えます。

仲裁は、労使双方が争議の解決を仲裁委員会に任せ、その判断（仲裁裁定）に

従い争議を解決する方法です。この仲裁裁定は、労働協約と同じ効力をもち、労

使双方はこれに拘束されることになります。



調整方法比較一覧表

区 分 あっせん 調 停 仲 裁

あっせん員 調停委員会 仲裁委員会

（通常、公・労・使委 公益委員 公益委員 ３名

調整者 員各１名） 労働者委員 （労・使委員は意見を

使用者委員 述べることができ

（労・使委員は同数） る。）

①労使いずれか一方 ①労使双方の申請 ①労使双方の申請

の申請 ②労使いずれか一方 ②労使いずれか一方

②労使双方の申請 の申請（労働協約 の申請（労働協約

開 始 ③職権 に定めがある場合・ に定めがある場合な

公益事業の場合な ど）

ど） ③職権

③職権 ④知事の請求

④知事の請求

主張をとりなし、歩 調停案を示して労使 仲裁裁定を出す。労

内 容 み寄りを図るなど労 双方に受諾を勧告す 使双方は、この裁定

・ 使間の自主的解決を る。調停案を受諾す に従わなければなら

効 果 促進する。あっせん るかどうかは当事者 ず、その効力は、労

案を示すこともあ の自由である。 働協約と同一であ

る。 る。

なお、労働委員会の調整に当たって、労働者が証拠を提示したことや発言した

ことを理由に、使用者が労働者を解雇したり不利益な取扱いをすることは、労働

組合法第７条第４号によって禁止されています。



３ 調整の対象

労使の間で起きた労働争議は、ほとんど調整の対象になります。しかし、原則

として専ら政治的な問題など当事者間だけでは解決できない問題あるいは労働者

の地位向上とは全く関係のないような問題などは対象になりません。

調整の対象になる主な事項をあげれば、次のとおりです。

① 組合活動等に関する事項

組合承認、組合員の範囲、交渉方式、ショップ制、差別待遇、平和条項、

組合事務所、労働協約

② 賃金等に関する事項

賃上げ、一時金、諸手当、賃金体系、退職金

③ 賃金以外の労働条件に関する事項

労働時間、休日・休暇、作業方法、定年制、安全・衛生

④ 経営又は人事に関する事項

事業縮小・休廃止、配置転換、解雇、増員要求、福利厚生

⑤ 団交促進に関する事項

上記の事項に係る団体交渉の促進

なお、個々の労働者に係る労働問題については、労働組合が取り上げた場合等

を除き、個別労働関係紛争のあっせん等を御利用ください。



４ 調整の進め方

(1) あっせん（労働関係調整法第10条～第16条）

あっせんには、当事者からの申請によるものと職権によるものがあります。

その進め方は、次のとおりです。

あっせんの進め方

申 請

○労使いずれか あっせん活動

一方 ○労使双方から 解 決

○労使双方 会長のあっ 事情聴取

せん員指名 ○主張の調整

労働委員会 ○あっせん案等 打切り

の職権 の提示

（協約に応諾義務なし） 取下げ

相手方のあっせん応諾の確認 応じない場合

（労使いずれか一方の申請の場合）

ア 申請によるあっせん

(ｱ) 申請

あっせんの申請は、労使いずれか一方からでも双方からでもできますが、

申請をするには、あっせん申請書を提出しなければなりません。

なお、一方からの申請があったときは、相手方に申請のあった旨を速や

かに通知します。

(ｲ) 事情の聴き取り

申請書を受け付けるに当たって、事務局職員は事件の事実関係について

聴き取りをします。その結果、申請書の記載事項と相違する箇所があれば

その補正を求めます。

(ｳ) あっせん員の指名

会長は、あっせんを行うことが適当であると認めたときは、あっせん員

候補者の中からあっせん員を指名します。

なお、このあっせん員候補者には、労働委員会の委員が主として委嘱さ

れています。あっせん員の数は別に決められていませんが、通常、公・労

・使の委員が各１名指名されます。

あっせん員が指名されると、その氏名を労使双方に通知します。



(ｴ) 担当職員の指名及び事務局調査

会長は、あっせん員の事務を補助させるために、事務局職員の中から担

当職員を指名します。

担当職員は、あっせん活動がスムーズに行えるようにするために事前に

現地に赴いて、労使の事情や主張の要点、交渉の経過などを調査すること

があります。また、この際、あっせんに必要な資料の提出を求めることが

あります。

担当職員は、事務局調査の結果をあっせん員に報告します。

(ｵ) あっせん活動

相手方の応諾の確認

一方からの申請で、労働協約に相手方の応諾義務の定めがない場合には、

相手方があっせんに応じるかどうかを確かめます。

もし、どうしても相手方が応じないときは、あっせんを進めることがで

きませんので、申請をした当事者が申請を取り下げるか、又はあっせんを

打ち切ることになります。

日時・場所の通知

あっせん員は、あっせんを行う日時、場所を速やかに決定し、会長名で

労使双方に通知します。

事情聴取

あっせん員は、労使双方から個別に事情を聴き、主張の要点を確かめ、

争議の争点を明らかにします。

なお、その結果、団体交渉が十分でなく交渉の余地が残されていると認

められるようなときは、さらに団体交渉を続けるよう勧めることがありま

す。

調整作業

事情聴取が終わると、あっせん員は、労使間の主張をとりなして、双方

に歩み寄りを勧め、対立をときほぐして、争議の解決に努力します。

あっせん案

あっせん員は、労使双方に文書又は口頭によりあっせん案を提示し、こ

れによって争議を解決するよう勧めることがあります。

このあっせん案は、必ずしも受諾しなければならないというものではあ

りません。しかし、あっせん員がいろいろの面から解決の最も妥当な線と

して示すものであって、しかも実際には、あっせん案は労使が解決のきっ

かけをつかもうとしている時機をみはからって提示されますので、その趣

旨に従って解決する例が多く見られます。



なお、あっせん活動は一度だけ行うものとは限らず、労使双方の主張に

隔たりが大きく、直ちに解決できないようなときは、あっせん活動を一時

停止し、しばし様子をみてから再開することもあります。

(ｶ) 終結

解決

あっせんの結果、労使があっせん案を受諾するなど争議解決の合意に達

した場合、あっせんは解決となります。

打切り

あっせん員は、争議の解決への糸口をつかむよう努めますが、どうして

も労使に歩み寄りが見られないなど争議が解決する見込みのないときは、

あっせんを打ち切ります。

取下げ

あっせん申請を行った後に、労使双方で自主的に紛争が解決するなどあ

っせんの必要がなくなったときは、あっせん事項の全部又は一部について

申請を取り下げることができます。

イ 職権あっせん

鉄道やバス、病院などの争議のように県民の日常生活や経済活動に大きな

影響を及ぼす場合などには、当事者から申請がなくても労働委員会が職権に

よりあっせんをすることがあります。

職権あっせんの進め方は、申請によるあっせんの場合とほとんど同じです。



(2) 調停（労働関係調整法第17条～第28条、地方公営企業等労働関係法第14条）

調停には、当事者からの申請によるもののほか、労働委員会の職権によるも

のと知事からの請求によるものがあります。その進め方は、次のとおりです。

調停の進め方

申 請

○労使双方

○労使いずれ

か一方（労働

協約の定めに

基づく場合又

は公益事業、

地方公営企業

の場合など）

労働委員会 調停委員会 調停委員会 調停案 双方受諾 解決

の職権 の設置 の活動 の提示

（公益事業 ○会長の調停 ○労使双方か

又は地方公 委員指名 ら事情及び

営企業の場 ○公・労・使 意見の聴取 双方又は 不調

合など） の三者構成 ○参考人の意 一方の拒否

見聴取

○主張の調整

○審議 調停継続不能 打切り

知事の請求

（公益事業又は地方

公営企業の場合など） 取下げ

ア 申請による調停

(ｱ) 開始

調停は、次のような申請があった場合に、労働委員会の総会の決議を経

て開始されます。

・ 労使双方から申請があったとき。

・ 労働協約の定めに基づき、労使いずれか一方から申請があったとき。



・ 公益事業又は地方公営企業などの労働争議について、労使いずれか

一方から申請があったとき。

なお、一方から申請があったときは、相手方に申請のあった旨を速やか

に通知します。

(ｲ) 事実の聴き取り

あっせんの場合と同様です。

(ｳ) 調停委員の指名

調停は、会長の指名した公・労・使各側の調停委員（労・使委員は同

数）で構成される調停委員会によって行われます。

調停委員が指名されると、その氏名を労使双方に通知します。

(ｴ) 担当職員の指名及び事務局調査

あっせんの場合と同様です。

(ｵ) 調停活動

日時・場所の通知

調停委員会は、調停を行う日時、場所を速やかに決定し、労使双方に通

知します。

意見の聴取

調停委員会は、労使双方から意見を聴取したり、事実調査を行うほか、

特に必要があるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くこともあり

ます。

なお、調停委員会は、調停の進行に支障がある場合には、当事者及び参

考人以外の者の出席を禁止することがあります。

調停案

調停委員会は、意見聴取や事実調査をした結果に基づいて調停案を作成

し、労使双方に提示してその受諾を勧告します。

この調停案は、必ずしも受諾しなければならないものではありません。

しかし、調停委員会が争議解決のための最も公正妥当なものであると判断

した、いわば処方せんですから、労使双方がこれを受諾して争議を解決す

ることが望まれます。調停案の受諾後、その解釈、履行について当事者間

で意見の不一致が生じたときは、調停委員会の見解を求めなければならな

いことになっています。

(ｶ) 終結

労使双方が調停案を受諾したとき（解決）、労使の双方又は一方が調停

案を拒否したとき（不調）、いずれにしても調停委員会の任務は終わりま

す。



調停案を提示する前にやむを得ない事情によって調停を進めることがで

きなくなったときには、調停委員会は、理由を示して調停を打ち切ります。

調停が開始されても、労使の合意があれば、調停事項の全部又は一部に

ついて申請を取り下げることができます。

イ 職権及び請求による調停

公益事業又は地方公営企業などの労働争議について、労働委員会が調停を

行う必要があると認めたときは、当事者からの申請がなくても職権により調

停します。

また、上記の争議のほか、公益に著しい障害を及ぼす争議について、知事

から請求があったときにも、調停をします。

これらの調停の進め方は、申請による調停の場合とほとんど同じです。



(3) 仲裁（労働関係調整法第29条～第35条、地方公営企業等労働関係法第15条～

第16条）

仲裁には、当事者からの申請によるもののほか、労働委員会の職権によるも

のと知事からの請求によるものがあります。その進め方は、次のとおりです。

仲裁の進め方

申 請

○労使双方

○労使いずれか

一方（労働協約

の定めに基づく 仲裁委員会の設置 仲裁委員会の活動 仲裁裁定 解決

場合など） ○会長の仲裁委員 ○労使双方から事 書の交付

指名 情及び意見の聴

労働委員会 ○公益委員３名で 取

の職権 構成 ○参考人の意見聴

（地方公営企業 ○労使当事者の合 取

の場合など） 意又は意見聴取 ○仲裁参与委員の

意見聴取

知事の請求 ○主張の調整 仲 裁 打切

（地方公営企業 仲裁参与委員の指 ○審議 継続不能 り

の場合など） 名（労使当事者が

指名した場合） 取下げ

ア 申請による仲裁

(ｱ) 開始

仲裁は、次のような申請があった場合に、労働委員会の総会の決議を経

て開始されます。

・労使双方から申請があったとき。

・労働協約の定めに基づき、労使いずれか一方から申請があったとき。

・地方公営企業などの地方公務員の争議について、あっせん又は調停を

開始した後２か月を経過してもなお解決しない場合において、労使い

ずれか一方から申請があったとき。

なお、一方から申請があったときは、相手方に申請のあった旨を速やか

に通知します。

(ｲ) 事実の聴き取り



あっせんの場合と同様です。

(ｳ) 仲裁委員の指名

仲裁は、３名の仲裁委員で構成される仲裁委員会によって行われます。

この仲裁委員は、公益委員の中から労使当事者が合意により選んだ者を

会長が指名します。しかし、労使当事者が仲裁委員を選ばなかったとき又

は合意に達することができなかったときは、会長が労使当事者の意見を聴

いて公益委員の中から選びます。

仲裁委員が指名されると、その氏名を労使双方に通知します。

なお、労使当事者はそれぞれ労働委員会の労・使委員（仲裁参与委員）

を指名して、仲裁委員会に出席して意見を述べてもらうことができます。

(ｴ) 担当職員の指名及び事務局調査

あっせんの場合と同様です。

(ｵ) 仲裁活動

日時・場所の通知

仲裁委員会は、仲裁を行う日時、場所を速やかに決定し、労使双方に通

知します。

意見の聴取

仲裁委員会は、労使双方から意見を聴取したり、事実調査を行うほか、

特に必要があるときは参考人の出席を求め、その意見を聴くこともありま

す。

また、前述のように労使当事者が指名した仲裁参与委員は、仲裁委員会

の同意を得て会議に出席し、意見を述べることができます。

なお、仲裁委員会は、仲裁の進行に支障がある場合には、当事者及び参

考人以外の者の出席を禁止することがあります。

仲裁裁定

仲裁委員会は、意見聴取や事実調査をした結果に基づいて、仲裁裁定書

を作成し、労使双方に交付します。

仲裁裁定は、裁定書に記された効力発生の日から労働協約と同じ効力を

有します。したがって、労使当事者はその内容に不服や異議を申し出るこ

とはできず、必ず従わなければなりません。

なお、地方公営企業などの地方公務員の争議についての仲裁裁定が、そ

の地方公共団体の条例や規則その他の規定に抵触する場合には、それらに

ついての所要の改廃措置がとられない限り、仲裁裁定は効力を生じません。

また、予算上不可能な支出を内容とした仲裁裁定についても、議会の承認

を得なければ効力を生じません。



(ｶ) 終結

仲裁裁定書が交付されたとき、仲裁は終結（解決）します。それ以外に、

打切り又は取下げによる方法があります（調停の場合と同様です。）。

イ 職権及び請求による仲裁

地方公営企業などの地方公務員の争議についてあっせん又は調停を行って

いる場合に、労働委員会が仲裁を行う必要があると認めたときは、当事者か

らの申請がなくても職権により仲裁をします。

また、上記の争議について、知事から請求があったときにも、仲裁をしま

す。

これらの仲裁の進め方は、申請による仲裁の場合とほとんど同じです。


