
第２ 不当労働行為事件の審査

憲法第28条は、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権

利を保障しています。このような権利の行使を妨げるような使用者の行為（次頁）

は、労働組合法により「不当労働行為」として禁止されています。そこで、使用

者がそのような行為をしたと考える労働組合又は労働者個人は、労働委員会にそ

の救済を申し立てることができます。

１ 不当労働行為事件審査の流れ（概要）

救済申立て（労働組合又は労働者）

↓

審査委員（公益委員）の選任

↓

調 ○主張の整理 ○証拠の整理

審 査 ○審査計画の作成 ○その他

査 審 ○当事者の陳述 ○書証の顕出

問 ○証人・当事者尋問 ○最後陳述

↓

労使参与委員から意見聴取

↓

公益委員会議 和解

不当労働行為の成否の認定

↓ 却下の決定

命令内容の決定 取下げ

↓ ↓

命令書写し交付 決定書写し交付

↓ ↓

命令等の確定

当労働委員会は、不当労働行為救済申立事件の審査の迅速化を図るため、審査

期間の目標を１年と定めています。



２ 不当労働行為の種類

不当労働行為となる具体的事項は、労働組合法第７条各号に、次のように規定

されています。

号 種別 労働組合又は労働者個人 使用者の行為

別

不利益取 ①労働組合の組合員であること その労働者を解雇

扱い ②労働組合に加入しようとした したりその他不利

こと 益な取扱いをする

③労働組合を結成しようとした を理由に こと。

１ こと

号 ④労働組合の正当な行為をした

こと

黄犬契約 ①労働組合に加入しないこと を 雇用条件とするこ

②労働組合から脱退すること と。

２ 団体交渉 団体交渉の申入れをしたこと に対し 正当な理由がなく

号 拒否 て拒むこと。

支配介入 ①労働組合を結成すること を 支配したり、これ

②労働組合を運営すること に介入すること。

３

号 経費援助 労働組合の運営のための経費の につき 経理上の援助をす

支払 ること。（注）

報復的な ①不当労働行為の救済（再審査） その労働者を解雇

不利益取 申立てをしたこと したりその他不利

４ 扱い ②不当労働行為の審査や労働争 を理由に 益な取扱いをする

号 議の調整の際に、証拠の提示や こと。

発言をしたこと

（注）経費援助については次の場合を除く。

①労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交

渉することを使用者が許すこと。



②厚生資金や福利その他の基金に対し、使用者が寄附すること。

③使用者が最小限の広さの事務所を供与すること。

３ 不当労働行為救済申立ての方法

(1) 申立人

申立てができるのは、不当労働行為を受けたと考える労働組合その他労働者

のの団体又は労働者個人です。

(2) 申立期間

申立期間は、申立てに係る不当労働行為の日（継続する行為にあってはその

終了した日）から１年以内（地方公営企業等の労働関係に関する法律（以下、

「地方公営企業等労働関係法」という。）第12条の規定による解雇については、

解雇の日から２か月以内）となっています。

(3) 申立先（管轄）

申立ては、次のいずれかを管轄する都道府県労働委員会に行います。

ア 労働者の住所地又は労働組合その他の労働者の団体の主たる事務所の所

在地

イ 使用者の住所地又は主たる事務所の所在地

ウ 不当労働行為が行われた地

エ 労働組合法第７条第４号に掲げる不当労働行為（報復的な不利益取扱い）

に関しては、その原因となった事件に係る都道府県労働委員会

(4) 申立ての手続

当労働委員会への申立ては、「不当労働行為救済申立書」を提出して行って

ください。

また、申立人が労働組合の場合には、組合の資格審査の申請（「第３ 労働

組合の資格審査」の項参照）が必要です。

(5) 申立書の補正

申立書が必要な記載事項を欠いているときは、労働委員会は補正勧告を行い

ます。申立人は、補正勧告を受けた場合には、「申立補正書」を提出すること

になります。

補正勧告に従って補正されないときは、労働委員会は、その申立てを却下す

ることがあります。

(6) 申立ての却下

申立てが次のような場合には、その申立ては却下されます。

ア 申立てが要件を欠き、補正されないとき。

イ 申立人労働組合が、労働組合法の規定に適合する旨の立証をしないとき。



ウ 申立て（地方公営企業等労働関係法第12条の規定による解雇に係るもの

を除く。）が、不当労働行為のあった日（継続する行為にあってはその終

了した日）から１年を経過した事件に係るものであるとき。

エ 地方公営企業等労働関係法第12条の規定による解雇に係る申立てが、そ

の解雇がなされた日から２か月を経過した後になされたものであるとき。

オ 申立人の主張する事実が、不当労働行為に該当しないことが明らかなと

き。

カ 請求する救済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能である

ことが明らかなとき。

キ 申立人の所在が知れないとき。

ク 申立人が死亡し、又は消滅し、かつ、申立人の死亡又は消滅の日の翌日

から起算して６か月以内に申立てを承継するものから承継の申出がないと

き。

ケ 申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認められるとき。

(7) 審査委員及び参与委員

労働委員会では、不当労働行為の救済申立てを受けると、公益委員の中から

審査委員が選任されます。

また、労働者委員及び使用者委員は、調査及び審問に参与委員として参加し

ます。

(8) 代理人・補佐人の選任

当事者は、審査の手続に関し代理人や補佐人を選任して行うことができます。

代理人や補佐人の選任に当たっては、それぞれ「許可申請書」により審査委員

の許可を必要とします。

なお、代理人の申請に当たっては、代理権授与の事実を証明するため、「委

任状」の添付が必要です。

(9) 公益委員の除斥・忌避

具体的な不当労働行為事件と公益委員との間に密接な関係があって、審査の

公正さについて疑いが生じるおそれのある場合には、当事者の申立て又は職権

により、その公益委員は事件に関与することができないよう排除されます。

４ 調査の進め方

(1) 調査の開始通知

労働委員会は、不当労働行為の申立てについて調査を開始するときは、その

旨を当事者に通知します。

申立人には申立て理由を疎明するための証拠の提出を、被申立人には申立書



の写しを送付し、それに対する「答弁書」及びその理由を疎明するための証拠

の提出を求めます。

被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として10日以内に、答弁

書を提出することになっています。

(2) 申立て及び答弁に関する立証

ア 当事者は、それぞれの主張を立証するために、証拠の提出や証人の尋問

を行うことができます。この場合の手続としては、「証拠申出書」又は「証

人（当事者）尋問申出書」の提出が必要です。なお、証拠又は主張に関わ

る書類は、審査計画策定に必要ですので、調査の段階でできるだけ速やか

に提出してください。

イ 当事者は、自らの申立書又は答弁書の補足、相手方の申立書、答弁書又

は準備書面の主張に対する反論及び求釈明・釈明事項等がある場合は、「準

備書面」を提出してください。

(3) 調査

ア 調査は非公開で行います。

イ 調査では、代理人及び補佐人並びに証人の許可、書証の認否、提出書類

の記載事項に関する質疑、争点及び証拠の整理等を行います。

その上で、当事者双方の意見を聴いて、審査計画を作成します。計画の

記載事項は次のとおりです。

○整理された争点・証拠

○審問を行う期間・審問の回数及び尋問する証人の数

○命令書の交付の予定時期

ウ 調査の結果をまとめた調査調書は、後日、当事者に配布します。

５ 審問の進め方

(1) 審問の開始通知

ア 審問を開始するに当たって、労働委員会は両当事者に審問開始通知書を

送付します。

イ 審問は、両当事者の立会いの下で行います。ただし、一方の当事者が立

会いできない場合でも、適当と認めたときは審問を行うことがあります。

(2) 審問

ア 審問は、原則として公開で行います。ただし、公益委員会議で決定した

ときは、非公開とすることがあります。

イ 審問の期日及び場所は、その都度通知します。

ウ 審問期日の変更は、相当の理由がない限り認められません。



エ 審問を傍聴する人は、審問廷の秩序を乱し、又は審問の妨害となるよう

な行為を行った場合、退廷を命じられることがあります。

オ 証人尋問

(ｱ) 証人は、証人尋問の前に、起立して宣誓をしなければなりません。証

人は、労働委員会が事前に準備した宣誓書を朗読し、これに署名押印を

します。

なお、宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、30万円以下の過料に

処せられることがあります。

（宣誓書の様式）

宣 誓
せん せい

良 心に従って真実を述べ、
りょうしん したが しんじつ の

何事も隠さず、また、何事も
なにごと かく なにごと

付け加えないことを誓います。
つ くわ ちか

氏 名 ,
し め い いん

(ｲ) 証人尋問は、通常、尋問の申出をした当事者からの主尋問、相手方当

事者からの反対尋問、尋問の申出をした当事者からの再主尋問、さらに

労使参与委員からの補充尋問の順で行い、審査委員は、審問の進行に応

じて適宜尋問を行います。

(ｳ) 証人尋問に当たっては、次の事項に留意してください。

○一問一答で具体的に簡潔に尋問をすること。

○証人が経験した事実についてのみ尋問をすること。

○既に尋問が終わった事項について、重複して尋問をしないこと。

○誘導尋問をしないこと。

○反対尋問は、主尋問に現れた事項やこれに関連する事項に限ること。

カ 証拠調べは、当事者から任意に申出があった証人の尋問や書証により行

うことが原則ですが、労働委員会は、当事者の申立て又は職権により、相



手方当事者又は証人に出頭を命じ（証人等出頭命令）、又は事実認定に必

要と認められる物件の所持者に物件の提出を命ずること（物件提出命令）

により証拠調べを行うことがきます。

キ 審問の内容を記録した審問調書は、後日、当事者に配布します。

(3) 証人等出頭命令及び物件提出命令

証人等出頭命令又は物件提出命令を受けた者が、その命令に不服があると

きは、命令を受けた日から１週間以内に中央労働委員会に審査を申し立てる

ことができます。

また、証人等出頭命令又は物件提出命令を受けた者が、正当な理由がない

のにその命令に従わないときは、30万円以下の過料に処せられることがあり

ます。

なお、物件提出命令を受けたにもかかわらずその対象物件を提出しなかっ

た場合には、正当な理由がある場合を除き、労働委員会の命令に対する取消

訴訟において、同一の事実を立証するためにその物件を提出することはでき

ません。

(4) 最後陳述

審査委員は、証拠調べが終わった段階で審問終結（結審）日を予告して、

当事者に最後陳述の機会を与えます。最後陳述は、「最後陳述書」を提出し

て行ってください。

６ 合議

(1) 審問の結果、命令を発するのに熟したと認められるときは、審査委員は審問

を終結し、公益委員会議を開き、合議を行います。

(2) 公益委員会議では、合議に先立って、労使参与委員の意見を聴きます。

(3) 合議では、次のとおり判定を行います。

ア 申立てについての救済（全部・一部）又は棄却の命令

イ 申立てが却下事由に該当する場合、その旨の決定

７ 命令（決定）書写しの交付

公益委員会議の合議で判定がなされたときは、当事者に対し命令（決定）書の

写しを交付します。

８ 申立ての取下げ

申立人は、申立て後、命令（決定）書の写しが交付されるまでは、いつでも、

申立ての全部又は一部を取り下げることができます。この場合には、「不当労働



行為救済申立取下書」を提出してください。

９ 和解

審査委員は、審査の途中において、和解による解決が適当と認めたときは、労

使の参与委員とともに、当事者に和解を勧めることがあります。

そして、和解が成立したときは、申立人が「不当労働行為救済申立取下書」を

提出して、事件が終結することとなるほか、当事者双方からの申立てを受けて、

労働委員会が和解の内容を適当と認めたとき（和解の認定）も事件は終結します。

和解の認定により審査の手続は終了し、既に救済命令等が発せられている場合

は、その効力を失います。

この和解に金銭の一定額の支払等を内容とする合意が含まれている場合は、当

事者双方の申立てにより、和解調書を作成することができます。和解調書は、強

制執行に関しては民事執行法第22条第5号に掲げる債務名義とみなされます。

10 不服の申立て

(1) 中央労働委員会への再審査の申立て

当労働委員会の命令（決定）に不服のある当事者は、命令（決定）書の写し

交付の日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができま

す。

なお、再審査の申立書は、当労働委員会を経由して提出することもできます。

(2) 取消訴訟の提起

当労働委員会の命令（決定）に対し、労働者又は労働組合は命令（決定）が

あったことを知った日から６か月以内に、使用者は中央労働委員会に再審査の

申立てをしない場合にのみ、命令書の写しの交付の日から30日以内に松江地方

裁判所に命令の取消訴訟を提起することができます。

11 命令の確定

当事者が、前記10の期間内に不服の申立てをしなかったときは、命令は確定し

ます。

12 罰則

(1) 使用者が確定した命令に従わないときは、50万円（命令が作為を命ずるもの

であるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が５日を超える

場合にはその超える日数１日につき10万円の割合で算定した金額を加えた金

額）以下の過料に処せられることがあります。



(2) 労働委員会の発した命令の全部又は一部が確定判決によって支持された場合

に、これに違反する行為をした者は、１年以下の禁固若しくは100万円以下の

罰金、又はこれを併科されることがあります。


