
1

ちば合同労働組合
千葉市中央区要町２－８　ＤＣ会館内
電話０４３（２２５）２２０７
メール chiba_goudou@yahoo.co.jp
（発行日）２０１２年１０月１９日

誰でも入れる地域の労働組合
職種や雇用形態に関係なく入れます
あなたの職場にも労働組合を
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　【１】労働者と労働組合

（労働者のための労働者の自主的な団体）
　労働組合は、労働条件の維持改善をおもな目的としてつくられた、労働者
による、労働者のための、労働者の自主的な団体です。

（職種や雇用形態に関係なく加入できる労働組合）
　ちば合同労働組合は、職種や産業などの働き先の違いや、正規・非正規な
どの雇用形態には関係なく、働く人なら誰でも個人で加入できる労働組合で
す。不当な解雇や残業代の未払い、不安定雇用や偽装請負、安全問題など、
職場の問題を解決し、働く者の権利や誇りを守るために職場に労働組合をつ
くります。

（地域を団結の場に）
　ちば合同労働組合は、いわゆる企業内労働組合とは違って、企業の中だけ
ではなく地域を団結の場として組織された地区労型の合同労働組合です。企
業の枠を超えて、どんな職場にも労働組合をつくることができる地域一般合
同労働組合です。

（団体交渉やストライキも）
　労働基準監督署や労働局は、法律違反の摘発・取り締まりを行う行政機関
なので、個々の労働問題への直接的な対応は弱い面もあります。労働組合に
加入すれば、会社に団体交渉を申し入れ、交渉によって（ときには抗議行動
やストライキによって）、解雇や残業代未払いなどの労働問題の解決を図る
こともできます。

（代行することはできません）
　ただ、労働組合は、弁護士のように、あなたに代わって労働問題の交渉を
引き受けるところではありません。労働組合は、労働者による、労働者のた
めの、労働者の自主的な団体です。問題に取り組むのは、あなた自身です。
ちば合同労働組合があなたに代行してすべてを行うことはできません。
　労働者自身が考え、行動することによって、職場の労働問題は初めて真に
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解決する道が開けます。あなた自身の問題に立ち向かう気持ちと労働組合の
力が相乗効果を起こすことが問題を解決する力になります。

（職場に団結と労働組合を）
　ちば合同労働組合は、企業内労働組合とは違って、どんな職場にも労働組
合をつくることができる地域一般合同労働組合です。職場全体にかかわる問
題については、職場で多数派を形成し、労働組合（支部・分会）の結成に結
びつけ、労働者の団結の力によって大きな力を生み出していきます。

　【２】ちば合同労組の考え方

（労働組合の後退の歴史）
　「いつ失業するのか」「賃金などの労働条件が悪くなる一方」「自分の親の
ように結婚して家族をもってマイホームなんて考えられない」「子どもの将
来や老後の不安も増すばかり」
　――この十数年、こうした思いをもつ人は増えています。しかし、こうし
た状況になったのは、それなりの理由と原因があります。それがわかれば反
撃も可能です。さまざまな理由や原因があげられると思いますが、私たちは、
大きな要因として労働組合の後退があると考えています。

（労働組合は身近な存在 !?）
　一世代前まで、労働組合は私たち労働者にとって、もっと身近な存在でし
た。春闘の時期には労働組合が大幅賃上げを要求してたたかいました。街中
の工場や職場に赤旗がひるがえり、ストライキが行われました。公務員もス
トを行いました。現在の民間準

じゅんきょ

拠型の公務員賃金も、１９６４年の全国的
なストライキを背景に当時の池田首相と合意したものです。労働組合にはそ
れだけの力がありました。
　しかし、２１世紀に入って１０年あまり、労働組合の組織率は２０％を割
り込み、労働組合があったとしても企業や経営者とまったく変わらない立場
の労働組合ばかりです。リストラや賃下げ、非正規雇用への置き換えもすべ
て経営者の言いなりです。
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（労働組合の復権が始まっている）
　もはや労働組合の存在意義はそのようなものなのでしょうか？
　いま世界を見渡せば、ギリシャ―欧州、米国、中国……世界中でストライ
キが頻

ひんぱん

繁に起きて、労働者は団結して経営者や政府とたたかっています。資
本主義の歴史的危機の中で労働組合の復権がはじまっています。日本の戦後
の歴史をみても、やはり、労働者が団結して対抗することほど、政府や資本
家にとって恐ろしいものはないのです。

（労働組合の考え方をしっかり持つ）
　これからの時代はどう進むのか。労働組合はなんのためにあるのか。労働
組合の考え方をしっかり持つこと大切です。
　労働組合は、労働者が団結してたたかうための自主的な組織です。いま世
界的な資本主義の危機のなかで、労働者はますます酷

こくし

使され、モノのように
使い捨てにされ、権利や尊

そんげん

厳が踏みにじられています。
　労働組合は、もともと１８世紀の産業革命の過酷な状況のなかから生まれ
てきたものです。いま、時代が１５０～２００年くらい戻ったような新自由
主義が跋

ばっこ

扈し、資本主義の勃
ぼっこう

興期のような血も涙もない搾取と収奪が世界的
に繰り広げられています。

（新自由主義とは何か）
　新自由主義とは、市場原理主義（弱肉強食）の思想にもとづく、福祉や公
共サービスの縮小、公的部門の民営化、経済の規制緩和による競争促進、労
働者保護政策の撤廃などを、政府が積極的に推進することです。その結果、
雇用や労働の破壊が著しく進んでいます。

（労働組合と団結は労働者の武器）
　こんな時代だからこそ、労働組合をその原点に返ってよみがえらせること
が必要です。労働組合は労働者が団結してたたかうための武器であることを
何よりも明確にしなければならないと考えています。

（団結権・団体交渉権・団体行動権）
　日本国憲法は２８条で労働組合の存在を保障し、団結権・団体交渉権・団
体行動（争議）権の労働三権を明記しています。ストライキも憲法で認めら
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れています。争議のときの刑事免責・民事免責も法律に明記されています。
こういうことが認められているのは労働組合だけです。
　ところが、その労働組合の存在感が薄れ、大半の労働組合が会社側に身を
置いてしまっています。労働組合の現状の変革が求められています。いまこ
そ、労働組合の存在がとても重要です。時代の最前線に登場するときです。

（労働組合の機能）
　労働組合には、企業内・職種別・産業別・地域別・全国とさまざまな組織
形態がありますが、どんな労働組合も、職場が基礎です。職場に労働組合の
支部や分会を組織し、執行委員会を形成し、そこを中心にしてたたかいを展
開することが必要です。要求を掲げ、団体交渉を行い、さまざま闘争を行い、
要求を貫徹する――労働組合はそういう機能をもっているのです。

（地域のみんなで取り組む）
　ちば合同労働組合は、地域一般合同労働組合の特性を生かして、地域で
の運動を重視して組織化を行っています。千葉県内で働く労働者が多数あつ
まって地域的な労働運動を展開し、どこかの職場で何か問題が起こったら、
地域の仲間がみんなで応援に行くという関係をつくっていきます。

※労働組合に関する法律
　労働組合を結成し、交渉する権利は、憲法で保障されています。

◉憲法第２８条
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
は、これを保障する。

憲法第２８条では、以下の３つの権利を保障しています。
　①労働者が団結する権利（団結権）
　②労働者が使用者と交渉する権利（団体交渉権）
　③労働者が要求実現のために団体で行動する権利（団体行動権）

　この憲法第２８条で挙げられた権利を、具体的に保障する目的でつく
られたのが「労働組合法」（２９㌻参照）という法律で、この労働組合法が、
労働組合に関する基本的な法律となります。
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（企業を超えた地域の団結）
　地域合同労組は、大企業のみならず中小零細企業も対象です。企業規模を
超えた組合組織を形成することによって、当該職場での力関係を地域的に逆
転することもできます。

（広く門戸を開いた労働組合）
　ちば合同労働組合は、地域社会を組織対象として職場・業種・職場の違い、
あるいは雇用・就労形態の違いを超えて、同じ労働組合の仲間として団結・
連帯して取り組みます。地域的な共通性だけではなく、産業的な共通性、職
種的な共通性などを活かし、柔軟な組織形態や方針をもち、個人・職場のグ
ループを問わず、広く門戸を開いた労働組合です。

（労働者の強みは数が多いこと）
　労働者の強みは、数が多いことです。経営者や管理職がなんと言おうが、
実際に職場を動かしているのは労働者です。労働者が団結した場合には、職
場をストップさせることもできます。労働者が働かなければ会社は１円たり
とも利潤を生み出すことはできません。
　ちば合同労働組合は、地域の中から労働組合を復権する志を大切にします。

　【３】労働組合の活動

（労働組合の結成）
　労働組合の結成は、使用者の承認を得る必要もなければ、どこかの役所に
届け出る必要もありません。とはいえ、労働組合の結成を歓迎する経営者は
まず存在しません。そこで労働組合の結成にあたっては慎重に、できるだけ
十分な準備が必要です。
　労働組合結成の流れは、次のようになります。

（１）仲間・有志による結成準備会
　職場の中で信頼しあえる仲間で組合結成準備会をつくる。準備会メンバー
で①労働組合や労働法についての学習、②職場の労働条件や会社の実情につ
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いて情報収集、③役割分担を決めます。
　職場の労働条件の実態や労働者の意識・人間関係を把握し、さらに世間一
般や法律ではどうなっているのかを調べます。労働組合結成の基礎的資料に
なり、団体交渉における重要な資料にもなります。面談やアンケートなども
活用します。

（２）加入の呼びかけ、組合規約案作成、結成大会の準備
　仲間が増えたら大会の日時場所などを決め、結成大会を準備します。加入
見込み者に呼びかけ、組合加入の組織化を行います。組合規約案の作成や要
求などの具体的な調査・検討・集約を進めます。
　準備会で、最も重要な任務は組合加入の呼びかけです。可能な限り多くの
人が組合に加入するのが望ましいですが、結成前は表だって呼びかけができ
ない難しさもあります。準備会で慎重に検討し、準備会メンバーの共通の認
識や知識などを持って活動していくことが大切です。
　結成大会の直前（公然化と同時）に結成趣

しゅい

意書を職場の全労働者に配布し
て、組合加入を促すこともあります。この場合は、使用者側に結成の動きを
察知される可能性が大きいため、十分に注意して行動することが大切です。

（３）結成大会と公然化
　職場全体に労働組合の結成を明らかにすると同時に、使用者側に対しては、
それまでの「使用者 v.s. 個々の労働者」という個別的な労使関係ではなく、
「使用者 v.s. 労働組合」という集団
的な労使関係になったことを宣言し
ます。
　２人以上の労働者が参加すれば労
働組合として結成できますが、労働
組合としての力量を持つために、時
には長い時間をかけて準備会活動を
進めることもあります。
　結成大会は、結成に至る経過の報
告、結成宣言・組合規約の採択、運
動方針の決定、役員選挙などを行い
ます。

結成大会のイメージ
　①開会
　②議長などの大会役員の選出
　③結成までの経過報告
　④規約案の審議・決定
　⑤運動方針案などの審議・決定
　⑥組合役員選出
　⑦結成宣言
　⑧閉会
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（４）結成通告・要求提出・申し入れ行動など
　組合結成のあと、直ちに使用者に結成通告するとともに要求書などを提出
し、一気に組合活動を軌道に乗せる場合と、組合の力がまだ弱いと考えられ
る場合はしばらく非公然で進め、機会をとらえて公然化する場合があります。
結成通知は、通常は、文書で社長あてに行います。
　労働条件などについて職場討議を積み重ね、要求をまとめ、職場闘争の考
え方や団体交渉の方針を組み立てます。組合員や職場の多くの労働者が最も
切実に感じているテーマや要求を中心に取り上げていくことが大切です。組
合員・労働者の誇りや団結、信頼感を強める方向で考えます。

（５）団体交渉
　団体交渉は、会社と労働者が対等な立場で労働組合の要求について話し合
う場です。使用者は、正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません
（労働組合法第７条２号）。また、使用者は、単に交渉に応じるだけでなく、
要求を検討し、受け入れられなければその根拠を示すなど、誠実に対応しな
ければなりません。

　次の例は、団体交渉を拒否する理由とは認められません。
①組合員の名簿や規約などを提出せよ（組合への内部干渉）
②組合の要求が過大である（過大かどうかは団体交渉の中で話し合って
解決すべき問題）
③忙しくて交渉する時間がない（拒否の理由にはならない。別の日時を
提案するなど誠意ある対応が必要）
④従業員以外の者が交渉に参加している（交渉委員に誰を選ぶかは組合
の問題、組合員以外でも組合の依頼を受ければ団体交渉の権限はある）
⑤組合員や役員は従業員でなければだめ（組合員の範囲は、組合自身が
自主的に決める問題）
⑥人事権や経営権は団体交渉の対象にならない（労働条件や組合の活動
に関わるものは団体交渉の対象）
⑦出席人数を制限（人数について法律の定めはない。労使で話し合って
決める問題）

（６）労働協約・争議行為（ストライキ）・不当労働行為
　労使の意見が一致し、これを書面にして双方が署名または記名押印したも
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○○○○株式会社
代表取締役○○○○殿

労働組合加入通知および団体交渉申入書

年　　月　　日

　貴社で働く○○○○さんが「ちば合同労働組合」に加入されましたこ
とを通知いたします。私たちの労組は、個人で加入できる地域合同労組
です。なお、組合加入を理由に不利益な待遇や差別、嫌がらせをすると、
不当労働行為（労働組合法第７条）となりますので、念のためお知らせ
いたします。さらに、労働組合法上、貴社との交渉当事者は、私どもの
労働組合が当たることを申し添えておきます。
　つきましては、以下の要求事項について、直ちに団体交渉（労使間の
話し合い）を開催されますよう要求いたします。申し入れの趣旨を十分
にご理解の上、誠意ある回答をお願いします。

１．○○○○について
２．団体交渉について
　以上の議題で団体交渉の開催を申し入れます。
　日時第１案　月　日（　）　　時から
　日時第２案　月　日（　）　　時から
　その他双方合意できる日時。できるだけ早急な開催を求めます。
　場所　当組合事務所、または貴社内、あるいは双方合意できる場所

　本要求書への回答は　月　日までにお願いします。

以上

千葉市中央区要町２－８　ＤＣ会館内
ちば合同労働組合　執行委員長　○○○○

電話０４３－２２５－２２０７
ＦＡＸ０５０－１０８７－７０３６
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のが労働協約です。労働協約は、労働契約や就業規則より優先して適用され
ます。
　争議行為（ストライキ）は、憲法第２８条で認められた労働組合の正当な
活動です。争議行為の目的及び手段・方法が正当であれば、刑事上の処罰も
免責され（労働組合法第１条第２項）、また民事上の責任（損害賠償）も免
責されます（労働組合法第８条）。
　不当労働行為とは、使用者が団結権を侵害する行為であり、労働組合の正
当な活動を使用者が不当に侵害することです。正当な理由なく団体交渉を拒
否したり、組合活動を行ったことを理由に労働者を解雇したり不利益な扱い
をするなどの不当労働行為が行われた時は、労働委員会で救済の申し立てを
することができます。不当労働行為があったと認められれば、労働委員会は、
使用者に対して、「解雇を撤回しなさい」「組合への介入をしてはならない」
などと命令することができます。

（７）日常活動
　労働組合の活動は職場における日常活動が基本です。執行委員会などの各
種会議を定期的に開催し、報告や提案などの議題を整理し、きちんと討議す
ることが大切です。また組合員や職場の声に耳を傾け、職場の声の共有化や
組合の活動・方針などを宣伝するためにニュースなどを発行します。
　職場の労働者の団結を強化することが団体交渉などの力になります。学習
活動やレクリエーション活動なども行います。
　同時に個々の職場の問題だけでなく、地域全体の労働者の立場に立つこと
も忘れてはなりません。他の職場の闘いなどへの支援・連帯や、労働法の改
悪や戦争反対などの政治問題なども積極的に取り組みます。

※組合づくりの相談は「ちば合同労働組合」へ
　実際に、職場に労働組合をつくるのは難しいと思われる方が多いと思
います。初めての経験でどうしたらよいか分からず不安を感じます。し
かし、労働組合の必要性の認識と労働者の熱意があれば、労働組合をつ
くることはできます。もちろん労働組合をつくるためには、それなりの
経験や知識があるにこしたことはありません。
　ちば合同労働組合は、あなたと一緒に職場に組合をつくります。
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　【４】労働問題は、一人で悩まず相談

　相談は電話やメールでもお受けしています。ですが電話やメールでは相談
のやりとりに限界があります。やはり、本人が事務所へ来所していただくの
が一番です。電話で日時を予約したうえで事務所に直接来所してください。
もちろん相談日以外でも対応しています。事務所への来所が難しい場合は、
スタッフが出向くことも可能です。
　一人で悩んだり、一人で問題に立ち向かうのは大変です。問題が起きたら
まずは相談してください。緊急で重大な事態が起きたら、電話だけでもして
ください。あなたの都合に合わせて対応します。
　もちろん相談者の秘密はしっかり守り、本人の意思を尊重します。相談し
たことが会社にわかることはありません。また労働組合に加入しても、必要
がなければ会社にも通知しません。相談しただけで問題になることはありま
せん。

◎面談での相談を希望される方
①ちば合同労働組合に電話をかけ「相談したい」旨を伝える
　電話０４３－２２５－２２０７
②以下の項目を伝えてください
　ⅰあなたの雇用形態
　　例：正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
　ⅱあなたが住んでいる地域
　ⅲあなたが職場で抱えている問題の種類
　　例：解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
　　　　降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
　　　　職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
　　　　メンタルヘルスなど
　ⅳあなたの氏名、連絡先（携帯電話や自宅番号など）、勤務先
③面談の予約を取る。定例相談日は金曜日の午後７時から午後１０時まで。
土曜日・日曜日は、事前予約の上、午前１０時～午後１０時です。緊急時
には、あなたの都合に合わせます。あなたの電話を受けたスタッフの名前
を確認しておく。予約をキャンセルする場合には、必ず連絡をしてくださ
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い。
④職場で同じ問題を抱えている同僚がいれば、誘ってみる。
⑤重要書類を持参する
　例：求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
　　　給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
　　　会社とやり取りした記録（メールやメモ）など

◎電話・メールでの相談を希望される方

①ちば合同労働組合に電話をかけ「電話で相談したい」旨を伝える
　電話０４３－２２５－２２０７

②以下の項目を伝えてください
　ⅰあなたの雇用形態
　　例：正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
　ⅱあなたが抱えている問題の種類
　　例：解雇、雇い止め解雇、内定取り消し、退職強要・退職勧奨、
　　　　降格降職、賃金切り下げ、賃金未払い、転籍、出向、配置転換、
　　　　職場いじめ、セクハラ、残業代未払い、長時間労働・過労、
　　　　メンタルヘルスなど
　ⅲ手元に重要書類を用意する
　　例：求人票、労働条件通知書、雇用契約書、賃金規程、就床規則、
　　　　給与明細、解雇通知、解雇予告通知、退職勧奨通知、
　　　　会社とやり取りした記録（メールやメモ）など

※メールでの相談は、上記の相談要領を参考にして、簡潔にお書き下さい。	
　（メールアドレス）chiba_goudou@yahoo.co.jp
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　【５】職場に労働組合（分会）を

　仲間の解雇を撤回させるために組合をつくり
　有期雇用やめさせ一律の賃上げもかちとった

（物流倉庫Ｍ分会）　

　私たちがＡ分会を結成して数年となります。Ａ分会の出発点は、組合員の
Ｂさんが「上司の指示に異議を唱えた」ことを理由に解雇通知を受けたこと
がきっかけでした。
　ちば合同労組として解雇撤回を求めて闘いを開始し、団体交渉の中で偽装
請負を暴き、ついには解雇を撤回させて原職復帰を果たしました。その中で
３カ月の有期雇用を期間の定めのない雇用にさせることもできました。
◉偽装請負との粘り強いたたかい

　その後は、「偽装請負の是正」と称して労働者に負担だけを強いる請負会
社に対して、長期にわたる粘り強い闘いを開始しました。
　「この仕事のこのやり方では偽装請負になります」と作業の手を止めて上
司を追及しました。しかし、「偽装請負の是正」が実際には現場労働者の無
理な異動や仕事の負担増となって、まわりから「そんな時間があるならちゃ
んと仕事をしろ」と言われることもありました。労働者の間の分断をなかな
か打ち破れず苦闘の連続でした。
◉職場でビラやアンケート

　転機となったのは就業規則の改定にあたっての労働者代表選挙でした。
　初めて職場アンケートを行いました。組合として何をめぐって使用者とケ
ンカしているのかを示すことができました。それをきっかけに労働者の中か
らの組合への反発や攻撃もなくなりました。
　数年にわたる苦闘の中で、職場の同僚から相談をもちかけられたり、上司
ぬきの飲み会をやれるようにもなりました。
　団交にあたって、職場でビラを配り、アンケートを行うようになりました。
職場の意見を集約し、労働組合の側が現場を把握することで会社に対して対
抗関係をつくりだしました。これが団交の場での分会の迫力をつくっていま
す。備品なども実際にそろえさせることもできました。
　この間の団交で２年連続で賃上げをかちとることができました。特に今年

　【５】職場に労働組合（分会）を
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４月には、一律賃上げをかちとりました。昨年は、勤続年数で賃上げ額に差
がありましたが、これを打破することができました。
◉分会活動を通して実感したこと

　私たちＡ分会は、こういう分会活動を通して、自分たち労働者が世の中や
職場を回しているという実感をもってきました。私たちの労働は、一生懸命
にがんばっても低賃金で評価され、現場の仕事をちゃんとわかっていない上
司に仕切られ、プライドが傷つくことも多いです。
　まわりの労働者の意識としても、世の中を労働者が回しているって実感が
ないので、会社に貢献してアイデンティティを保とうとする現状があります。
仕事に誇りをもてるような分会活動をしたいです。職場の労働者に思ってい
ることを素直に話し、たとえケンカになっても最終的に分かり合えればとて
もうれしい。
◉「労働組合でこんなことができる」

　同僚がパワハラや自主退職で職場を離れたことも何度もありました。職場
のみんなでおかしいって言えたらと思います。こういうことを繰り返したく
ないから職場に労働組合（分会）をつくったのです。
　自分たちが「労働組合でこんなことができる」ことを身体をはって示すな
かで、個々の労働者がバラバラに会社とケンカしているのを、ひとつの大き
な力にしたいと思っています。
　ちゃんと仕事をして、思ったことは上司にもはっきり言う。うまくいかな
くなってつらくなったときは、みんなで飲む。笑いと飲み会のたえない感じ
の分会をつくりたい。現場の労働者が気軽になんでも相談できるような分会
をつくっていきたいです。
◉上司に面と向かって意見を言える職場になった

　Ａ分会は、労働者が本来行使できる権利を分会の闘いによって奪い返して
きました。今では、ほとんどの労働者が上司に面と向かって意見が言えるし、
有給休暇も積極的に取ることができます。労働者が解放的に働ける職場の雰
囲気を、これからも守っていきたい。そして今後の一番の課題は、〈すべて
の発端である偽装請負にどう立ち向かうか〉です。
　ただ偽装請負の是正だけでは、職場は労働者が回してるという実感にはつ
ながりません。ごまかしばかりの会社のやり口に乗せられてはいけない。こっ
ちがごまかさず、まっすぐに労働者に向き合っていけば、必ず道は開けると
思っています。
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　【６】ちば合同労働組合（規約）

第一章　総則

第１条（名称及び事務所）
この労働組合は、ちば合同労働組合（以下組合という）と称し、事務所を千葉県千葉市
中央区要町２－８　ＤＣ会館に置きます。

第２条（構成）
この組合は、主として千葉県内で働き、あるいは居住する労働者で構成します。
但し、使用者の利益を代表する者及びこれに準ずる者は組合員になれません。

第３条（目的）
組合は組合員の団結をはかり、労働者の権利拡大につとめ、労働者の生活と労働条件の
向上を期するとともに、平和と民主主義を守り、組合員の経済的、社会的地位の向上の
ために活動することを目的とします。

第４条（活動）
組合は前条の目的を達成するために次の事業を行います。
（１）組合員の労働・生活条件の維持改善に関すること。
（２）組合員の相互扶助に関すること。
（３）組合員の健康、福祉の増進と文化的、社会的地位の向上に関すること。
（４）労働協約の締結、改訂及び経営民主化に関すること。
（５）組合員の教養、技能の向上・錬磨及び職業紹介などに関すること。
（６）未組織労働者を組合に加入させること。
（７）その他、目的達成に必要なこと。

第二章　組合

第５条（加入）
（１）組合に加盟しようとする労働者は、加入申請書と１ヵ月分の組合費を提出します。
（２）加盟及び脱退の届出を受けたときは、執行委員会の承認を必要とします。

第６条（権利）
組合員は平等に次の権利を有します。
（１）何人もいかなる場合においても人種、信条、宗教、性別、門地又は身分により差
別されない権利。
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（２）すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
（３）組合機関の役員に選挙され、または選挙する権利。
（４）組合活動に参加し、自由に発言し、議決に参加する権利。
（５）組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利。
（６）懲戒処分について弁明しうる権利。

第７条（義務）
組合員は次の義務を負います。
（１）規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務。
（２）組合費及び機関で決定した臨時徴収金を収める義務。
（３）規約に基づく会議及び機関で決定し、招集された各種会合に出席する義務。

第８条（脱退）
組合を脱退するときは、脱退届けを執行委員会に提出します。脱退する者は、組合に対
する債務を完納しなければなりません。

第三章　組織

第９条（原則）
この組合では誰でも自由に意見をのべて大衆討議をすることができます。決定は過半数
の支持によります。

第１０条（少数意見）
会議の決定に反対意見をもつ者は自分の意見を保留でき、次の会議に再提出することが
できます。ただし会議の決定は実践しなければなりません。

第１１条（分会）
（１）分会は原則として工場、企業体単位に組織します。ただし、執行委員会の議を経
て、承認された場合は、地域または産別・業種・職種ごとの分会を組織することができ
ます。分会長及び分会委員会は、分会組合員の直接無記名投票による過半数の支持で決
定し、任期を１年とします。
（２）分会は交渉権、ストライキ権、妥結権を持ちます。ただし、執行委員会の承認を
えて行使しなければなりません。各分会の交渉権については執行委員会もその権限をも
ちます。
（３）前項のストライキ権については、分会組合員の直接無記名投票による過半数の支
持をもって決定します。
（４）その他の事項については分会規約に定めます。
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第四章　機関

第１２条（種類）
組合の機関は、大会、分会代表者会議、執行委員会です。

第１３条（大会）
大会は組合の最高決定機関であり、役員及び組合員で構成され、毎年１回開催します。
また、執行委員会の過半数または組合員の過半数の要求がある場合は臨時大会を開催し
ます。
大会招集は執行委員長が行い、組合員総数の過半数の出席をもって成立します。
次の事項は大会で決定されなければなりません。
（１）活動報告。
（２）運動方針。
（３）予算および決算。
（４）規約の改正。
（５）組合員の懲戒処分。
（６）ストライキ権の確立。
（７）執行委員会を構成する役員及び会計監査の選出。
（８）他の労働団体への加入及び脱退。
（９）その他の重要事項。
大会の議事は、役員を除く出席者の過半数によって決定します。ただし上記（４）、（６）、
（７）については組合員の直接無記名投票で決定します。

第１４条（代議員の選出）
組合が必要と認めるときは大会運営規則を定めることができます。代議員は、分会単位
に組合員の直接無記名投票により選出されます。ただし、その割合は、執行委員会で別
に定めます。

第１５条（大会の運営）
組合が必要と認めるときは大会運営規則を定めることができます。

第１６条（同盟罷業）
この組合が同盟罷業を行うときは組合員の直接無記名投票の過半数による決定を必要と
します。

第１７条（分会代表者会議）
分会代表者会議は、次級決議機関であり、各分会代表者と執行委員会で構成します。こ
の会議は必要に応じて開催し、組合の比較的重要な諸問題及び組合活動について討議・
決議します。
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第１８条（執行委員会）
執行委員会は大会から大会までの間、組合活動の指導を行います。執行委員会は正副委
員長、書記長、書記次長、会計、執行委員をもって構成し、執行委員長の招集または執
行委員の半数以上の要求に基づいて開催され、半数以上の出席をもって成立します。

第１９条（役員）
組合役員の定数及び任務を次の通り定めます。
（執行委員長）１名。組合を代表し、組合活動を統括します。
（副執行委員長）若干名。執行委員長を補佐し、執行委員長が任務を遂行できないとき
は代理します。
（書記長）１名。執行委員会の日常の業務を執行します。
（書記次長）若干名。書記長を補佐します。
（会計）１名。書記長の指揮を受け、庶務会計事務を処理します。
（執行委員）若干名。組合業務の執行を分掌します。
（会計監査）１名。組合の財政上の帳簿、記録を監査し、その結果を大会に報告します。
（特別執行委員）若干名。組合外から招請し、執行委員会その他の活動に参加して、助
言と指導をしてもらいます。

第２０条（役員の選出）
役員は組合員の直接無記名投票によって選出し、その任期は１年とし、再任をさまたげ
ません。欠員が生じた場合は、組合員の直接無記名投票によって選出し、補充します。
後任者の任期は前任者の残任期間とします。

第２１条（書記局）
組合は日常業務を処理するために書記局を置きます。書記局は書記長、書記次長及び書
記局長をもって構成します。

第２２条（専門部）
執行委員会は青年部（Wokers'　Bonds）を設置し、責任者を任命します。また、必要
に応じ、組織部、女性部、機関紙編集委員会、争議対策部、行動隊、労働学校などを設
置し、責任者を任命します。

第２３条（相談員）
執行委員会は、組合員の中から相談員を委嘱することができます。相談員は組合各級機
関の要請にもとづき、相談に応じます。

第五章　統制
第２４条（批判と自己批判）
組合員が規約、運動方針、決議に違反した場合、または活動のなかで誤りをおかした場
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合、組合員および執行部は批判と自己批判の方法をもってその組合員を援助し、誤りを
取り除くために努力します。

第２５条（懲戒処分）
労働者に重大な不利益を与えた者、誤りを侵し組み亜員の批判と援助を受けてもそれを
拒否する者は、執行委員会の調査・審議・決定により、警告、権利停止、除名の処分に
することができます。

第２６条（懲戒処分にたいする控訴）
罰則の決定を受けたもので、異議あるときは、分会代表者会議に提訴し、さらに不服の
もの及び除名の決定に異議ある者は、大会に控訴することができます。

第六章　財政
第２７条（会計）
組合の財政は、組合費、臨時徴収金及び寄付金によりまかないます。

第２８条（組合費）
（１）当月分の組合費は毎月７日までに、会計に納入します。組合費は賃金の前月税込
み額の１％を原則とし、最低５００円とします。
（２）失業中の組合員も上記を適用します。

第２９条（臨時徴収金）
臨時徴収金は分会代表者会議の決議により徴収し、金額はその都度きめます。

第３０条（予算及び決算）
予算及び決算は大会で決定します。但し決算書は組合によっ委嘱された職業的に資格の
ある会計監査人による監査を受け、正確であるとの証明を付して、毎年一回組合員に公
表します。

第３１条（未納入者の組合員権の喪失）
組合費を３ヶ月以上の未納者は組合員資格を喪失し、組合員の権利を喪失します。

第３２条（規約の改正）
この組合規約の改正は大会において組合員の直接無記名投票の過半数の支持を必要とし
ます。

第３３条　この規約は２００７年９月１６日から実施します。

※２０１３年９月２９日第三章第１１条改定
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　労働基準法（抜粋）

第１章　総則
（労働条件の原則）
第１条　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの
でなければならない。
②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、こ
の基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図る
ように努めなければならない。

（労働条件の決定）
第２条　労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義
務を履行しなければならない。

（均等待遇）
第３条　使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

（強制労働の禁止）
第５条　使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段
によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

（中間搾取の排除）
第６条　何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益
を得てはならない。

（定義）
第９条　この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事
業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第１０条　この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働
者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

第２章　労働契約
（この法律違反の契約）
第１３条　この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
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ついては無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準
による。

（労働条件の明示）
第１５条　使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事
項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明
示しなければならない。
②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、
即時に労働契約を解除することができる。

（賠償予定の禁止）
第１６条　使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定
する契約をしてはならない。

（前借金相殺の禁止）
第１７条　使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺
してはならない。

（解雇の予告）
第２０条　使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも３０日前に
その予告をしなければならない。３０日前に予告をしない使用者は、３０日分以上の平
均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事
業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合に
おいては、この限りでない。
②前項の予告の日数は、１日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を
短縮することができる。
③前条第２項の規定は、第１項但書の場合にこれを準用する。

第３章　賃金
（賃金の支払）
第２４条　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただ
し、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金につ
いて確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外の
もので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな
いときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金
の一部を控除して支払うことができる。
②賃金は、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時
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に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（第８９
条において「臨時の賃金等」という。）については、この限りでない。

（休業手当）
第２６条　使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期
間中当該労働者に、その平均賃金の１００分の６０以上の手当を支払わなければならな
い。

第４章　労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
（労働時間）
第３２条　使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間を超えて、労
働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時間
を超えて、労働させてはならない。

（休憩）
第３４条　使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも４５分、８時
間を超える場合においては少くとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければ
ならない。　
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
あるときは、この限りでない。
③使用者は、第１項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

（休日）
第３５条　使用者は、労働者に対して、毎週少くとも１回の休日を与えなければならな
い。
②前項の規定は、４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。

（時間外及び休日の労働）
第３６条　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働
者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合にお
いては、第３２条から第３２条の５まで若しくは第４０条の労働時間（以下この条にお
いて「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休日」という。）に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休
日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特
に有害な業務の労働時間の延長は、１日について２時間を超えてはならない。
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②厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働
時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項につい
て、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができ
る。
③第１項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協
定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものと
なるようにしなければならない。
④行政官庁は、第２項の基準に関し、第１項の協定をする使用者及び労働組合又は労働
者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第３７条　使用者が、第３３条又は前条第１項の規定により労働時間を延長し、又は休
日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時
間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める
率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働
させた時間が１箇月について６０時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働
については、通常の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算した割増賃金を支払
わなければならない。
②前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して
定めるものとする。
③使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者
に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第
３９条の規定による有給休暇を除く。）を厚生労働省令で定めるところにより与えるこ
とを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項
ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものと
して厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金
を支払うことを要しない。
④使用者が、午後１０時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合に
おいては、その定める地域又は期間については午後１１時から午前６時まで）の間にお
いて労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の
計算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤第１項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労
働省令で定める賃金は算入しない。

（年次有給休暇）
第３９条　使用者は、その雇入れの日から起算して６箇月間継続勤務し全労働日の８割
以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した１０労働日の有給休暇を与えなけ
ればならない。
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②使用者は、１年６箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して
６箇月を超えて継続勤務する日（以下「６箇月経過日」という。）から起算した継続勤
務年数１年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる６箇月経過日から起算した継
続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければ
ならない。ただし、継続勤務した期間を６箇月経過日から１年ごとに区分した各期間（最
後に１年未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日の前日の属する期間において出
勤した日数が全労働日の８割未満である者に対しては、当該初日以後の１年間において
は有給休暇を与えることを要しない。
６箇月経過日から起算した継続勤務年数	 労働日
１年	 	 	 	 	 １労働日
２年	 	 	 	 	 ２労働日
３年	 	 	 	 	 ４労働日
４年	 	 	 	 	 ６労働日
５年	 	 	 	 	 ８労働日
６年以上		 	 	 １０労働日

第９章　就業規則
（作成及び届出の義務）
第８９条　常時１０人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業
規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合に
おいても、同様とする。
一　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替
に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
三の二　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の
決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、
これに関する事項
五　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに
関する事項
六　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する
事項
九　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十　前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする
場合においては、これに関する事項
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（作成の手続）
第９０条　使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半
数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなら
ない。
②使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付し
なければならない。

（制裁規定の制限）
第９１条　就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給
は、１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が１賃金支払期における賃金の総
額の１０分の１を超えてはならない。

第１２章　雑則
（法令等の周知義務）
第１０６条　使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第１８条第
２項、第２４条第１項ただし書、第３２条の２第１項、第３２条の３、第３２条の４第
１項、第３２条の５第１項、第３４条第２項ただし書、第３６条第１項、第３７条第３
項、第３８条の２第２項、第３８条の３第１項並びに第３９条第４項、第６項及び第７
項ただし書に規定する協定並びに第３８条の４第１項及び第５項に規定する決議を、常
時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他
の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

（時効）
第１０５条　この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）、災害補償その他の請求権
は２年間、この法律の規定による退職手当の請求権は５年間行わない場合においては、
時効によつて消滅する。

　労働契約法（抜粋）

第１章　総則
（目的）
第１条　この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により
成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定める
ことにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じ
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て、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

（定義）
第２条　この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払わ
れる者をいう。
②この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

（労働契約の原則）
第３条　労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。
②労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。
③労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更
すべきものとする。
④労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使
し、及び義務を履行しなければならない。
⑤労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用するこ
とがあってはならない。

（労働契約の内容の理解の促進）
第４条　使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の
理解を深めるようにするものとする。
②労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含
む。）について、できる限り書面により確認するものとする。

（労働者の安全への配慮）
第５条　使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労
働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

第２章　労働契約の成立及び変更
（労働契約の成立）
第６条　労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金
を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

第７条　労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働
条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、
その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者
及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第１２
条に該当する場合を除き、この限りでない。
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（労働契約の内容の変更）
第８条　労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができる。

（就業規則による労働契約の内容の変更）
第９条　使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働
者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条
の場合は、この限りでない。

第１０条　使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の
就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状
況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約
の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。た
だし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない
労働条件として合意していた部分については、第１２条に該当する場合を除き、この限
りでない。

（就業規則の変更に係る手続）
第１１条　就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第８９条及び第９０条の定め
るところによる。

第３章　労働契約の継続及び終了
（出向）
第１４条　使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令
が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫
用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

（懲戒）
第１５条　使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲
戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由
を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、
当該懲戒は、無効とする。

（解雇）
第１６条　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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第４章　期間の定めのある労働契約

第１７条　使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場
合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することがで
きない。
②使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用す
る目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して
更新することのないよう配慮しなければならない。

　労働組合法（抜粋）

第１章　総則
（目的）
第１条　この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進す
ることにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉する
ために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組
織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約
を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
②刑法第３５条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的
を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合
においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

（労働組合）
第２条　この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持
改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合
団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一　役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、
使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその
職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触す
る監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二　団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、
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を妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは
災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対
する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三　共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

　労働組合法（抜粋）
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四　主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

（労働者）
第３条　この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準
ずる収入によつて生活する者をいう。

第２章　労働組合
（労働組合として設立されたものの取扱）
第５条　労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第２条及び第２項の規定に適合する
ことを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この
法律に規定する救済を与えられない。但し、第７条第１号の規定に基く個々の労働者に
対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
②　労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一　名称
二　主たる事務所の所在地
三　連合団体である労働組合以外の労働組合（以下「単位労働組合」という。）の組合
員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有す
ること。
四　何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合
員たる資格を奪われないこと。
五　単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙される
こと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役
員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員
の直接無記名投票により選挙されること。
六　総会は、少くとも毎年１回開催すること。
七　すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告
は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの
証明書とともに、少くとも毎年１回組合員に公表されること。
八　同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無
記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九　単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支
持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労
働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投
票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しな
いこと。

（不当労働行為）
第７条　使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一　労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成し
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ようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を
解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せ
ず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特
定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がそ
の労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるもの
ではない。
二　使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒む
こと。
三　労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入
すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。
ただし、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を妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸
若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の
基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四　労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと
若しくは中央労働委員会に対し第２７条の１２第１項の規定による命令に対する再審査
の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若
しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合
に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、
その他これに対して不利益な取扱いをすること。

（損害賠償）
第８条　使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受け
たことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

第３章　労働協約
（労働協約の効力の発生）
第１４条　労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約
は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

（基準の効力）
第１６条　労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労
働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めると
ころによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

第４章　労働委員会
（労働委員会）
第１９条　労働委員会は、使用者を代表する者（以下「使用者委員」という。）、労働者
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を代表する者（以下「労働者委員」という。）及び公益を代表する者（以下「公益委員」
という。）各同数をもつて組織する。
②　労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
③　労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。

（労働委員会の権限）
第２０条　労働委員会は、第５条、第１１条及び第１８条の規定によるもののほか、不
当労働行為事件の審査等並びに労働争議のあつせん、調停及び仲裁をする権限を有する。

ちば合同労働組合の事務所への行き方

〒２６０－０００７
千葉市中央区要町２－８ＤＣ会館
※２階に受付があります。階段を上ってください。

◉ＪＲ東千葉駅から１分
駅舎南側、１番線から見える４階建てのビルがＤＣ会館です。
成田線・総武本線で千葉駅から１駅です。快速は停車しませんので注意してくだ
さい。昼間は本数が少ないため千葉駅から徒歩で来た方が早い場合もあります。

◉ＪＲ千葉駅から徒歩１０～１５分
ＪＲ千葉駅東口を出て、ロータリーを駅前交番の方へ進んでください。線路沿い
に直進し、信号をわたると千葉市民会館の前に出ます。さらに直進し、栗山和菓
子店のところを左折し、線路沿いにまっすぐ進むと左手にＤＣ会館があります。

◉お車でお越しの方
駐車場の数に限りがあります。あらかじめお電話でお問い合わせいただくか、お
近くのパーキングをご利用ください。


