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過半数代表者の意見聴取に係る申し入れ 
 
 
 2013 年 12 月 17 日団体交渉において、教授職員会は同年 10月選出の過半数代表者への
意見聴取について疑義を呈し、使用者との間の経緯について資料と文書による説明を求め
た。大城肇学長の団体交渉出席予定がなく、文書の送達もないままでは、今後の過半数代
表者選出に影響を及ぼす恐れがあるため、教授職員会として下記の通り申し入れる。 
 
 本件は大城肇学長ご自身による説明に寄らなければ明らかにならないとのことなので、
申し入れについて速やかに説明の機会を設けるよう求める。 
 
 なお、本件については、2014 年 1月 28 日に開催予定の団体交渉で「席上配布」と記さ
れた人事課作成の資料と、2 月 3 日に不調となった団体交渉で「席上配布」を予定されて
いた人事課作成の資料の、2 種類があり、後者は受領したとは言えないものの、前者を増
補改訂した内容となっているため、この申し入れに際しては両資料を踏まえることとした。 
 
 
［1］労基署届出文書の開示 
 大城肇学長は使用者責任において組合に対し以下の文書について速やかに開示すること。 
（1）過半数代表者の意見を付すことなく就業規則の変更を労働基準監督署に届け出た
際の文書一式と、役員会その他本学決定機関に対して説明された内容が判る議事録。 
（2）過半数代表者を選出することなく就業規則の変更を労働基準監督署に届け出た際
の文書一式と、役員会その他本学決定機関に対して説明された内容が判る議事録。 

 
 
［2］使用者側の見解と法律解釈の整理について 
 12 月 17 日団体交渉の席上で、過半数代表者の意見聴取について、使用者側の説明を文
書で頂きたいと依頼したところ、大城肇学長は、「使用者側の見解、法律の解釈を整理させ
て下さい」として了承した。ところが、12 月 19 日、矢崎総務部長は、過半数代表者と学
長が会って話した内容を、「学長が思い出して」、「学長から話を聞いて経緯をまとめている
ところ」であり、それはいつ組合に提示できるのか尋ねると「近々に」とのことだった。 
 その 12 月 19 日団体交渉において、本件は交渉とは切り離して、団体交渉を続けたいと
の西川理事の要望を承けて、教授職員会は審議中の案件についての交渉を先に進めること
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を承諾した。ところがその結末招いたのは、といえば、2014 年 1月 15 日、大学当局は過
半数代表者の意見書を添付することなく、労働基準監督署に就業規則の変更を届け出たと
の顛末である。また、この事実は、対等な交渉相手として相応しく報告を受けたのではな
く、1月 28 日付け人事課作成の「波平教授（過半数代表者）に対する意見聴取に係る対応
状況について」文書の記載で初めて明るみにでた。 
（1）使用者の誠実さが問われている。これは大学当局の交渉継続の意向に配慮した組合に
対する重大な裏切り行為ではないか。 
 
1 月 28 日資料にはなかったが、2月 3日資料には、追加して【学長と波平教授との面談メ
モ（1回目）】【学長、西川理事と波平教授との面談メモ（2回目）】という文書が添付され
ていた。 
 
（2）12 月 19 日団体交渉で矢崎総務部長が「近々に」と組合に提示を約束した文書は、
人事課作成のこの面談メモのことか。 
（3）労基署への届出を済ませた後になって、後付け的にこの面談メモが作成されたのか。 
（4）団体交渉の大前提だと指摘したにも拘わらず提示がこれほど遅れた理由を説明せよ。 
（5）ご自身の記憶を経緯にまとめるというお話であったにも拘わらず、ご自身の責任にお
いて文書化せず人事課任せにしたのか。 
 
（6）また、12月 19 日団体交渉では、大城肇学長の経緯のまとめが出来なければ、「大学
として組合に対して説明」が出来ないとのことだった。【学長と波平教授の面談メモ】が経
緯のまとめに該当する場合は、これを踏まえて、団交での確認通り、大学としての見解を
組合に対して説明する文書も併せて組合に提示されたい。 
 
（7）翻って「席上配布」資料に添付されていたのは、公印を付して大城肇学長名で千原事
業場選出の過半数代表者である波平恒男教授に宛てられた12月19日付けの文書であった。 
 12 月 19 日といえば、教授職員会は夕刻から団体交渉を行っていた。かつ、大城肇学長
は用務のためこの団体交渉を欠席していた。そして必要な文書による説明を求めた教授職
員会に対して「近々に」として交渉を優先した。にも拘わらず、この文書について、同日
の団交時には一切、情報提供されなかった。どういうことか、説明せよ。 
 
 
［3］12月 19日付け過半数代表者宛の学長回答文書について 
第 1項、過半数代表者からの意見聴取について 
（1）1 段落目、「改正内容が確定する前に」とある。この文書のその他の箇所でも用いら
れている独特の用語法であるが、この「改正内容が確定する」とは、就業規則変更の一連
の過程の、どの段階のことなのか意味不明である。明らかにされたい。 
（2）それは役員会の「方針案」の決定、役員会の方針決定、変更規程の制定日、施行日、
いずれのことを指しているのか。 
（3）また、組合との労使交渉は、これらのどの段階に位置づけられているのか。 
 
（4）1段落目 1-2 行目「確定前に一度意見を聴いて、その意見を踏まえ検討し確定した後
で、改めて過半数代表者の意見を聴くことが望ましい」とある。こうした 2 段階を踏まえ
る手順は、教授職員会としては初めて耳にするが、望ましいと学長が考える方法で、今後
はこのように実施されるということか。 
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（5）1段落目 3-4 行目は、本学の過半数代表者選出規則の内容であるが、これは学長が制
定したものであり、組合三者は学長とこれに基づく協約を結んでいるところである。「改正
手続きの上から」とは、使用者の都合であり、先の（1）から（2）で問うたように組合側
には詳らかではないうえ、前述の「望ましい」方法が実行出来ない理由にはならない。 
 
（6）2段落目、これまでは意見書で意見聴取としてきたが、今般、選出された過半数代表
者からの申出を受けて、「日程調整の必要がある」としたのは、過半数代表者から問題点の
指摘を受けて、意見書を求める前に意見聴取の必要があることを理解したということか。 
 
（7）3 段落目「なお、労働基準法第 90 条では確定した改正内容について過半数代表者の
意見を聞き、当該意見内容を記した書面（意見書）を添付して提出することが就業規則の
変更の手続き上必要とされているだけで、過半数代表者の同意を得るとか協議をするとか
の意ではなく、意見聴取は労働基準監督署への届け出までに行えばよいとの法的解釈が通
説となっております（菅野和夫著「労働法」）」とある。 
 
まず労働基準法第 90条は次の通りである。 
（作成の手続） 
第九十条  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。  

 
また、末尾に典拠として示された菅野和夫著「労働法」とは、具体的な箇所が明示されて
いないが、例えば、該当すると考えられるのは菅野和夫『労働法』（第十版）弘文堂 2012
年、130-131 頁（第 3編個別的労働関係法、第 1章個別的労働関係法総説、第 3節就業規
則の意義と効力、2.就業規則の作成・変更に関する労働基準法の規制）であり、そこには、
次のように書かれている。 
（3）労働者の意見聴取義務 
 以上のような就業規則の作成または変更については、使用者は、「当該事業場に、労
働者の過半数で組織知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（90 条第 1 項）。そして、使用者は、就業規則の作成または変
更を届け出る際には、上記の労働組合または労働者代表の意見を記した書面を添付し
なければならない（同条第 2項）。この義務は、就業規則の作成・届出義務を前提とし
たものなので、常時 10人以上の労働者を使用する使用者にのみ課されている。（注 4：
労基局・労基法下 906 頁） 
 この規定は、労働者に就業規則の作成・変更について一定限度の発言権を与え、そ
れによって就業規則の内容に関する労働者の関心を高め、かつ内容をチェックさせる
ことを目的とする。しかし、この発言権は使用者の一方的な制定権を前提にして単に
意見を述べる権利にすぎず、ドイツのように事業場の労働者代表機関の共同決定権（同
意権）までに至っていないのはもちろん、使用者の協議義務を課す意味での「協議権」
にも至っていない。 
 「労働者の過半数で組織する労働組合」とは･･･[中略]･･･。 
 「意見を聴かなければならない」とは、文字通り意見を聴けばよい（諮問）との意
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であって、同意を得るとか協議をするという意味ではない。「全面的に反対」との意見
が述べられても、就業規則の効力には影響がない。そして、労働者を代表する労働組
合または労働者代表が意見表明を拒み、または「意見を記した書面」の提出を拒む場
合には「意見を聴いたことが証明できる限り」受理される（昭 23・5・11 基発 735
号、昭 23・10・30 基発 1575 号）。 

 
 今回の経緯で問題になっているのは、「過半数代表者との間の労基法の解釈の違い」であ
るとの説明が団体交渉でなされていた。12 月 19 日学長文書のどの部分が、過半数代表者
と解釈が違っていたのか、が説明されなければならない。 
 12 月 19 日学長文書の第 1項第 3段落を改めて以下に引用する。 
 
 なお、労働基準法第 90 条では①確定した改正内容について過半数代表者の意見を
聞き、当該意見内容を記した書面（意見書）を添付して提出することが就業規則の②
変更の手続き上必要とされているだけで、⑤過半数代表者の同意を得るとか協議をす
るとかの意ではなく、③意見聴取は労働基準監督署への届け出までに行えばよいとの
法的解釈が通説となっております（菅野和夫著「労働法」）。 
［下線とマル付き数字は引用者による］ 

 
下線部に係る内容は、労働基準法第 90 条からも、また学長が典拠として挙げる菅野和夫
『労働法』の恐らく該当するであろうと思われる箇所からも、確認することが出来ない。 
 
①「確定した改正内容について」とは、第 90 条のどの箇所がその解釈に当たるのか。あ
るいは菅野『労働法』にその通説が示されているのか。典拠を示されたい。 
②「手続き上必要とされているだけ」との法的解釈について、菅野『労働法』にその通説
が示されているのか。典拠を示されたい。 
 前掲の引用の通り、労働契約法第 90 条には、意見聴取が手続き上必要「とされている
だけ」と読める箇所はない。むしろ同第 90 条は「意見聴取義務」と称される、罰則の適
用対象となっている条項である点に留意されたい。 
③「意見聴取は労働基準監督署への届出までに行えばよい」との法的解釈について、菅野
『労働法』にその通説が示されているのか。典拠を示されたい。 
 また、第 90 条は 1項で「意見聴取」、2項でその「意見を記した書面を添付」するので
あり、前後が逆順になることは常識的に起こりえない。意見聴取は届出よりも以前に行わ
れる。この箇所では何が大学の「解釈」に当たるのか、なぜこのように説明したのか。 
④大城肇学長が「通説」と主張するこの①から③までの法的解釈が、過半数代表者と異な
っていたのか。どの部分が異なっていたのか。 
 
 菅野の引用中、「「意見を聴かなければならない」とは、文字通り意見を聴けばよい（諮
問）との意であって、同意を得るとか協議をするという意味ではない」以降の箇所は、過
半数代表者の意見聴取の説明として、しばしば参照される箇所である。 
⑤この法的解釈が、今回選出された過半数代表者と異なっていたのか。この点について、
過半数代表者はどのように異なる解釈を示したのか。 
 
 さて、改めて問うが、大城肇学長は使用者として、過半数代表者に対して意見聴取を行
ったのか。この点を教授職員会は重要視しており、12月 17 日、19日の団体交渉で問うた
ところである。労働基準法第 90 条は、先の引用の通り、それをどのように聴取するべき
かどうかについては明記していない。 
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 しかし、12月 19 日学長文書には、（4）で指摘したとおり「望ましい」意見聴取の段階
的方法が示されており、かつ、（6）で見たように、今回選出された過半数代表者の指摘に
よって、意見書を求める前には、意見聴取が必要であるとの認識も示されている。 
 
（8）大城肇学長は、いつ、どのように、過半数代表者に対して意見聴取を行ったのか。改
めて尋ねる。 
 
 ちなみに、使用者がこの労基法第 90 条に定められた意見聴取義務を果たすにあたって
は、労働者代表の意見が充分に陳述される必要があり、このため、充分に陳述する機会と
時間的余裕が過半数代表者に与えられていたことが証明出来る必要がある。また、労働者
代表の意見が使用者によって充分に尊重される必要があり、このため、使用者が充分に考
慮したこと、労働者の意見を理解しそれを採り入れるかどうか充分に誠実に配慮したこと
を証明出来る必要がある。これらの見解は、過去の判例（例えば東洋精機事件・神戸地尼
崎支決昭和 28・8・10）、ならびに行政解釈（厚生労働省労働基準局『労働基準法』(平成
22（2011）年版）（下）、909 頁）が支持している。 
 菅野のみを典拠として解釈の根拠に挙げておけば事足れり、と短絡するのは充分な理解
とは言えない。まして使用者としての国立大学法人琉球大学は、法曹・公務労働に就く者
を教育する大学という社会的な信頼に応える責務があろう。12 月 19 日学長文書を作成す
るに当たって、諮問・指導を受けた専門家の氏名を挙げ、適切な対応であったか評価せよ。 
 
 
第 2項、使用者側担当者について 
（1）1段落目、1-3 行目に示されているのは、いわゆる、労働基準法第 10条の「使用者」
についての定義である。大城肇学長と過半数代表者の法的解釈はどのように異なっていた
のか。この文書からは不明である。説明されたい。 
 
（2）なぜ大城肇学長は、過半数代表者に対して宛てたこの文書において、労働基準法上の
責任主体としての「使用者」について、このように解説する必要があったのか。 
 
 2 段落目では、さらに一歩踏み込んで「使用者とは、労働基準法各条の義務についての
履行の責任者」をいうこととの説明を、労働基準法施行に関する通達（発基 17 号）を挙
げながら言及している。 
 つづく 3段落目で「こういう意味では」とあるのは、前 2段落で示した労働基準法上の
「使用者」という意味では、と読むことが出来る。そして 3 段落目に及んで「総務部長又
は人事課長は、その職制の特性から過半数代表者への説明及び意見聴取義務について実質
的な履行責任を有している使用者に該当する」と、大城肇学長は主張している。 
 
 ところで、大城肇学長が、第 1 項において典拠とした菅野和夫『労働法』には、この第
2項に示されたのと同じ内容を述べた箇所が出現する（菅野『労働法』（第 10版）120-123
頁）。このうち、特に関連する箇所について、少し長くなるが以下に引用する。 
 
（4）刑罰 
 労基法は、「罰則」の章を設けて（13章）、労基法各条の違反に対する刑罰を定めて
いる（117 条-120 条）。 
 これら刑罰の責任主体については、労基法の大多数の規定が、「使用者は･･･すべし
（すべからず）」と規定して「使用者」を各条の義務者（違反の場合の責任者）として
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いる。そしてこの「使用者」については、同法において「事業主又は事業の経営担当
者その他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するすべての者
をいう」と定義されている（10条）。 
 この定義規定は、労基法各条に定める事項に関する現実の行為者（実質的な責任者）
を使用者として把握し、各条違反の責任主体とする趣旨の規定である。･･･［中略］･･･ 
 この規定における「事業主」とは、事業の経営主体の意であって、すなわち個人企
業であれば企業主個人であり、法人企業であれば法人となるが、後者は後述の両罰規
定（121 条）によってのみ処罰されることとなっている。また「経営担当者」とは、
法人の理事、会社の役員、支配人などをいい、「事業主のために行為をするすべての者」
とは、各条に定める労働者に関する事項についての実質的権限（指揮監督・決定権限）
を有する者（実質的責任者）をいうのである。このようにして、労基法で定義された
「労働者」（9条）であっても、その者が同時に「使用者」として処罰されることがあ
りうることに注意しなければならない。 
 以上のほか、労基法は、「この法律の違反行為をした者が、当該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した代理人、使用人その他の従業者である場合
においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主（事業主が
法人である場合においてはその代表者･･･）が違反の防止に必要な措置をした場合にお
いては、この限りでない」と規定する（121 条 1項）。いわゆる両罰規定である。また
「事業主〔法人の場合はその代表者〕が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講
じなかった場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違
反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する」としている（121 条）。 
菅野『労働法』（第 10版）122-123 頁、下線部は引用者による。 

 
ここから判る通り、労基法がその第 10 条で「使用者」について定義するのは、同法各条
の違反の責任主体を把握する目的による。 
 
（3）大城肇学長は、12 月 19 日文書で、過半数代表者の意見聴取に関する違反が、仮に
あるとすれば、その責任主体は「総務部長又は人事課長」が該当する、と主張しているこ
とになるが、それで宜しいか。 
 
 教授職員会は、今回の過半数代表者が、使用者としての責任について大城肇学長に問い
質していたと受けとめている。そしてそれに回答したものが 12月 19 日学長名の文書であ
ると考えて読んだ。この点において、文責者に自身の名前を付した公印文書によって、大
城肇学長は、違反があった場合の責任は、学長ご自身ではなく部課長にあると明言してい
るのである。反対に、文書のいずれの箇所にも大城肇学長ご自身の使用者としての責任に
ついて述べた箇所は見つけることが出来なかった。 
 
（4）そこで、1月 28 日付け人事課作成の「波平教授（過半数代表者）に対する意見聴取
に係る対応状況について」文書から、大城肇学長の委任した「使用者」責任について個別
に明確にして頂く。なぜなら、大城肇学長は第 3段落 4-5 行で「口頭による委任は法令上
も決して認められていないことではありませんし、現に可能なことと考えて行っています」
と主張しており、本件については委任を文書によって証明することが出来ないからである。 
 以下に列挙する①から③までの事実のうち、いずれが、第 3段落 1-3 行「その職制の特
性から過半数代表者への説明及び意見聴取義務について実質的な履行責任を有している使
用者に該当するといえますし、また学長から説明及び意見聴取義務の権限を与えられてい
る使用者に該当するとも言えます」との主張に該当するのか。 
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①10 月 3日、人事課担当者（課長代理）が過半数代表者に対してメールで意見書の提
出を依頼。 
②10 月 8日、総務部長が学長から委任を承けて意見聴取を行いたい旨を連絡 
③10 月 10 日、人事課長から波平教授へ 15 日に規則の改正内容等について説明した
い旨を電話で連絡。 

 
（5）上記の事実の後、「11 月 25 日に学長名で過半数代表者に意見書の提出を依頼（第 1
回）」とあるが、これは使用者である法人の代表者として、労基法第 121 条 1項にある「違
反の防止に必要な措置をした」ということか。つまり、①から③までの事実は、不適切で
あったとの認識を大城肇学長は持ったため、労基法違反の防止に必要な措置を実施したと
いうことか。 
 
（6）同じく不適切であったとの認識を持ったという場合は、労基法における「使用者」に
ついて、今回の過半数代表者が示した法的解釈は、結果として正しかったのか。12 月 19
日学長文書は「波平教授に対して、意見聴取に関する大学としての法解釈等について回答」
したものであると思われ、この目的のため労基法上の「使用者」についての説明を行った
のだと読むことができるが、ここからは、「使用者」をめぐる法的解釈について、両者の間
にどのような齟齬があったのかを読み取ることが出来ない。 
 
（7）同じく不適切であったとの認識を持ったという場合は、どのような措置が前述の「必
要な措置」に当たるのか。12月 19 日学長文書、第 1項第 3段落で、選出された過半数代
表者からの「お申出を受け、意見聴取に際しては担当理事を含め日程調整を行う必要があ
るかと思いますが、調整出来ない場合には使用者側担当者が行うこととなります」との箇
所が、この措置に相当すると考えられる。すなわち、日程調整をして意見聴取を行う、と
いうことがその内容と考えるのが順当だろう。しかし、11 月 25 日に送られた公文書（第
1 回）は「意見書の提出依頼」であり、過半数代表者の申出を受けて必要を認識した「意
見聴取」ではない。以後、合計 3 回の回数を数える学長名公印文書による「意見書の提出
依頼」は、①から③の事実から比べると、どのように改善されたのか。 
 
（8）別の資料を踏まえると、①から③までの事実は、大城肇学長が委任した「使用者」の
責任において瑕疵がなく適切であると認識していた、という場合も考えられる。なぜなら
人事課作成の 11月 25 日【学長、西川理事と波平教授との面談メモ（2回目）】によれば、
学長及び理事の主な発言内容として「不法行為を行っているつもりはなく」とあるからで
ある。①から③までの事実は、適切であったとの認識を大城肇学長は持っているのか。 
 
（9）適切であったとの認識である場合は、今度はなぜ、改めて 11 月 25 日に「第 1 回」
として「意見書の提出を文書で依頼」したのかが問われる。 
 
（10）また、適切であったとの認識である場合は、なぜ 10月 21 日に行われた大城肇学長
と過半数代表者との面談から、11月 25 日まで 1ヶ月以上の長期にわたる空白期間が必要
だったのかも同時に疑問が残る。1月 15 日労基署届出という問題は後の［5］で触れるが、
不法行為はなく問題もないと認識していたにも拘わらず、この段階では「意見書が添付で
きない理由書」を添えて労基署に届け出ることをしていない。1月 15 日に例外措置によっ
て届出を行わざるを得なかった根拠も同時に問われるだろう。 
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［4］2月 3日席上配布文書【学長と波平教授との面談メモ（1回目）】【学長、西川理事と
波平教授との面談メモ（2回目）】について 
（1）この記録文書は相手当事者である過半数代表者の了解のもとに作成しているものか。 
 
（2）もしも了解を得ていない場合は、文書化するに際して、音源やメモなどの記録を基に
作成されているのか（つまり正確さを検証するための客観的根拠があるか）。 
 
（3）10 月 21 日（1回目）について、学長がどのような発言を行ったのかが一切書かれて
いない。大城肇学長は面談を行いながら過半数代表者に対して何も発言しなかったのか。
このような一方的な文書を組合交渉の資料として提示することは適切であると考えるか。 
また、民主的な投票によって選出された労働者の過半数を代表する者への誠実さを欠くの
ではないか。 
 一例として経営協議会の未承認議事要旨を組合交渉で資料として提供した際の取り扱い
との落差について比較するなどして、回答されたい。 
 
 
［5］1月 15日労働基準監督署への届出について 
 1 月 28 日付け人事課作成の「波平教授（過半数代表者）に対する意見聴取に係る対応状
況について」文書の最終行には、2014 年 1月 15 日に労基署に届出を済ませたとある。 
（1）過半数代表者の意見書が添付出来ない理由とは何だったのか。 
 
行政解釈は、労働者代表が「故意に」意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押
印しない場合に、意見を聞いたことが客観的に証明出来る限り受理するよう取り扱うとさ
れている。先に引用者とおり菅野はこれを「労働者を代表する労働組合または労働者代表
が意見表明を拒み、または「意見を記した書面」の提出を拒む場合には「意見を聴いたこ
とが証明できる限り」受理される」と解釈している。 
（2）本件について過半数代表者は、故意に、意見表明を拒んだのか。客観的にそれが証明
出来るのか。 
 
（3）本件に限らず、就業規則の変更は、規則の効力が発効する前に届け出るのが、常態な
いしは原則的だと考えるか。つまり、意見書が添付できないため理由書を添える届出方法
は常習的に行うべきではなく、規則の発効を待てない非常事態としてやむなく行ったのか。 
 
 
［6］琉球大学における過半数代表者選出規則と労働協約について 
 琉球大学では、組合三者と学長とで結んだ労働協約によって、就業規則の作成若しくは
変更について、重要な案件が発生した場合は労使の合意を得て過半数代表者を選出するこ
ととなっている。労働協約に反して就業規則を変更した場合の効力は、無効とする行政解
釈とそれを支持する判例が多数ある。このため、過半数代表者選出規則が遵守されている
かは、協約自治の観点から重要であることは言うまでも無く、また就業規則の制定・変更
に係って琉球大学に法令違反の瑕疵がないよう、労働組合もまた大学のステイクホールダ
ーとしての責任を果たしたいと考え、教授職員会として入れを行っているところである。
この点について大城肇学長の見解を伺う。 
 

以上。 


