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【参考】ＩＬＯ／国際労働機関への日本の労働組合の申立のあらまし（メモ） 

 

＜ＩＬＯのあらまし＞ 

ＩＬＯは、第一次世界大戦への反省から１９１９年に創設され、１９４６年に国連の専門機関となった。その基

本的理念については、「ＩＬＯ憲章」と１９４４年の「フィラデルフィア宣言」に掲げられている。結社の自由が

欠かせない権利として位置付けられていることに注目が必要だ。ちなみに、日本は結成当初からの参加国だったが、

１９３８年に脱退 → １９５１年に再加盟している。 

国際労働機関の目的に関する宣言 

（フィラデルフィア宣言） 

  国際労働機関の総会は、その第26回会期としてフィラデルフィアに会合し、1944年５月10日、国際労働機関の目的

及び加盟国の政策の基調をなすべき原則に関するこの宣言をここに採択する。 

１ 総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。 

(a) 労働は、商品ではない。 

(b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。 

(c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。 

(d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同

等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際

的努力によって、遂行することを要する。（以下略） 

 

＜中核的労働基準とは？＞： 

1998 年の ILO 総会で、「中核的労働基準」が定められた。この中核的労働基準は、批准していない国の場合でも、

「加盟国であるという事実そのものにより、誠意をもって、憲章に従って、これらの条約の対象となっている基本

的権利に関する原則を尊重し、促進し、かつ実現する義務を負う」こととなる。 

結社の自由・ 

団体交渉権の承認 

結社の自由及び団結権の保護に関する条約（87号） 

団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約（98号） 

強制労働の禁止 
強制労働に関する条約（29号） 

強制労働の廃止に関する条約（105号） （未批准） 

児童労働の禁止 
就業の最低年齢に関する条約（138号） 

最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約（182号） 

差別の撤廃 
同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約（100号） 

雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（111号） （未批准） 

※未批准の主な理由（2013「我が国が未批准の国際条約一覧」：国会図書館調査及び立法考査局） 

◆ 強制労働の廃止に関する条約（１０５号） 

・「具体的に、百五号につきましては、国家公務員の争議権が禁止されていることとの関連※、...（中略）... に

ついて問題があるわけでございます。」（川口順子外務大臣 衆・外務 平14.4.19）との国会答弁がある。 締

約国数：174（2013.1.22 確認）     ※争議行為に対して懲役刑（＝強制労動）が課せられていること 

◆ 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（１１１号） 

 ・「これは、批准できない理由は、御承知のように、百十一号条約は雇用及び職業に関する広範な差別、性に加

えて人種、皮膚の色、宗教、政治的見解などに基づく差別を含む、これを除去するための措置を求めるという

ふうになっておりますけれども、日本でこういう国内法がないということで、今その国内法制との整合性の確

保というのが常に国際条約の批准の要件になりますから、そこが今一つ引っかかっているという点ではありま

す。」（舛添要一厚生労働大臣 参・厚生労働 平20.5.20）との国会答弁がある。 締約国数：172（2013.1.22 

確認） 
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＜監視機構とは？＞ 

ＩＬＯは条約・勧告の適用状況について、常に審査を行う仕組みを設けている。主な監視機構は以下の４つである。 

１ 通常の監視機構 

① 条約勧告適用専門家委員会（専門家２０名、日本からは吾郷眞一：立命館大特別招聘教授） 

  ・批准した条約適用状況について、政府からの「年次報告」と労働団体からの「情報提供」を受けて審査する 

② 基準適用委員会（政・労・使） 

  ・各種の報告に加えて、①の報告を受けて審議し、本会議において採択される。 

２ 個別条約違反の申し立てに基づく監視機構 

③ 苦情・申し立てを受けての３者委員会（政・労・使） 

  ・２４条（主に労働者団体が訴える）による申立と２６条（ある国が他国を訴える）による苦情申立の審査 

④ 結社の自由委員会 

・８７号、９８号条約関連の申立の審査（政・労・使３名づつ＋委員長） 

 

＜日本からのＩＬＯへの申立は？＞ 

１ 労働基本権関係（８７号・９８号条約違反） 

◆ 結社の自由委員会への申立 

申立年 申立主体 申 立 内 容 勧    告 

1952～3

年 
総評など 

レッドパージによる労働組合権侵害、 

スト禁止、松川事件による組合弾圧など 

・申請内容がアイマイ 

・スト禁止の代償措置が必要 

→アイマイ（？）な勧告で終わる 

1958 年

～65年 

総評、官公労

など 

スト否認と代償措置 

反組合的差別待遇 

逆締め付け条項による団交拒否 

・８７号条約批准勧告を１５回発出 

→実情調査調停委員会を初めて発動（ドライヤー

委員会） 

→1965年に８７号条約批准 → 公労法・地公労

法、国公法・地公法などが改正される 

1972～3

年 

総評・全逓・

自治労・日教

組 

スト否認、スト処分、団交拒否など 

・公政審答申にのっとり国内解決を図る 

・政治ストは結社の自由を逸脱 

・国営企業のスト権を再検討 

1996年 全医労 団交拒否、大量なスト処分 
・交渉事項の制限は９８号条約違反 

・代償措置である人勧の完全・迅速な実施 

1998年 国労 分割民営化の際の組合差別・選別採用 
・1999年中間勧告「当該労働者に満足のいく補償」 

・四党合意受け入れ最終勧告 

2000年 岡山高教組 人勧の実施延期 
・「人事委決定に拘束力を持たせる地公法の修正」

と「団交権促進措置」を要請 

2002年 

連合、全労連 公務員に労働基本権回復を ・2002年以降、11次にわたる勧告 

郵政産業 

ユニオン 

組合事務所を認めないことを中労委に申

し立てたが、膠着状態に 

・中労委に迅速な審理を求める勧告 

→組合事務所を獲得 

2011年 
日航乗務員組

合・ユニオン 

１６５名整理解雇に当たっての組合差別

解雇、スト権確立投票への介入など 

・労働組合との協議を尽くすこと 

※スト権投票への介入は不当労働行為であること

が最高裁で確定 

2013年 
全厚生闘争団

（国公労連） 

組合活動を理由とした懲戒処分、社会保険

庁民営化の際の応募を一律に認めなかっ

たこと 

・さらなる情報提供を求める（2015年） 

※２０名中６名の分限免職を取消す人事院判定 
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★ 最大規模の取組は、１９５８年の総評・官公労の申立である 

① 国鉄の労働組合のストライキを理由に、委員長が解雇された。解雇された委員長を再選した組合からの団交

要求を、国鉄当局が「解雇された者が役員となっている」ことを理由に拒否。当時の公労法には、「公共企業

体の職員でなければ、組合員や役員になれない」旨の規定（「逆締め付け条項」）があったためだ。全逓に対し

ても同様な団交拒否が行われたことを契機として、ＩＬＯ結社の自由委員会に提訴。 

② 結社の自由委は１５回にも及び８７号条約批准を勧告。一向に批准しようとしない日本政府に対して、ＩＬ

Ｏは史上初めて「実情調査調停委員会」を派遣。委員会は約１年間の調査を踏まえて報告書を提出した（この

報告書は委員長の名前をとって「ドライヤー報告」と呼ばれている）。 

③ １９６５年、ついに政府は８７号条約を批准し「公労法・地公労法」と「国公法・地公法」を改正せざるを

得なかった。しかし、この法改正は多くの不充分な点が残されており、今日まで引き継がれている。 

④ 特に注目しておきたい当時の判例として「国労東三条駅事件」(新潟地判：1964.10.26)がある。「一般労組

の場合不当労働行為となるような措置が、公共企業体等の職員組合に対し法律で規定されなければならない理

由は存在しない」、「憲法９８条２項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守す

ることを必要とする旨規定している」として「逆締め付け条項」を違憲と断じた。 

⑤ 私たちは、以下の三つの点に注目いただきたいと思っています。 

・１９６５年の国公法と地公法改正の限界と不充分性 

・当時は念頭に置かれなかった「身分保障・代償措置からはじかれた非正規公務員」の労働基本権問題 

・「国労東三条駅事件」判決の水準を、今日の裁判所や政府に促すための取組が必要 

 

２ 非正規公務員の差別的賃金関係（100号条約違反） 

★ 全労連関係からの申立が積み重ねられている 

① 2003年には全医労が「独法化と雇止め問題」、2008 年には国公労連が「非常勤の労働条件格差と雇止め問題」、

2009年には自治労連が、①本来正規の職に置き換え、②差別的な賃金・労働条件、③保護する法律がない、④身

分差別的格差は「間接差別」、であることを申立。2011年には政府が人事院通知、総務省が短時間研究会と2009

年通知などを専門家委員会に提出している。 

② これらの取組もあり、政府・総務省が労働条件改善へ大きく舵を切らざるを得なかったのだと理解している。 

◆ 専門家委員会への申立 

申立年 労働団体の申立と専門家委員会の要望 ＩＬＯの指摘を受けての日本政府報告の概要 

2009 年

～ 

自治労

連 

●自治労連からの申立内容 

①本来正規の職に置き換え 

②差別的な賃金・労働条件 

③保護する法律がない 

④身分差別的格差は「間接差別」 

 

●専門家委員会からの要望事項（情報提供要請） 

2011年 

①パート労働法の保護を地方自治体の非常勤職員に拡

張することに関する検討の有無 

 

②一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非

常勤職員に対する給与についての人事院事務総長通

知（給実甲第1064号、2008年8月26日）の実施に

向けて講じられた措置 

③地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会の

2009年1月23日付の報告書のコピーを提出 

④臨時・短時間職員の取り扱いに関して政府が地方自

治体に出した2009年4月24日付の通知の実施状況 

 

2011年 

①パート労働法の適用は困難だが、民間労働者の動向

は充分に念頭に置く必要があるので、自治体に必要

な助言や情報提供する 

②人事院通知は、ほとんどの府省で指針の水準に達し

ている 

 

 

③「短時間研究会」の報告書の写しを提出した 

 

④総務省通知の趣旨を踏まえた運用について、会議や

文書を通じて助言を行っている 
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2009 年

～ 

自治労

連 

2102年 

①「短時間研究会」報告書に対する事後措置や、性別

に集計された地方自治体の臨時・非常勤職員の数 

 

②男女の同一価値労働同一賃金を確保する観点から、

賃金と費用の償還に関し、地方自治体の臨時・非常

勤職員に関する苦情処理制度や当該苦情の詳細 

 

2013年 

①2012年に臨時・非常勤職員数のさらなる調査 

・引き続き通知の趣旨を踏まえた制度の運用について

助言 

②地方公務員の給与は、性別にかかわりなく、同一の

基準により、職務と責任に基づいて決定されている。 

・苦情処理については、人事委・公平委への苦情申し

立てと勤務条件の措置要求、自治法 206条による給

与等に関する不服申し立てがある。 

2015年 

①常勤と比較した給与の決定方法、同一労働同一賃金

を確保する方法について述べること 

 

②臨時・非常勤職員の性別人数を情報提供すること 

2016年 

①2014年通知により「職務の内容と責任に応じて適切

に決定すべき」と助言している 

・引き続き必要な処遇の確保に取り組んでいく 

②臨時・非常勤職員の男女別人数の資料を提出 

 

 

【おまけ：日本政府に国際基準を守らせるために】 
 

１ 国連：国際人権（自由権）規約委員会の「総括所見」から 

◆ １９９８年報告書／「総括的所見」より引用 

32. 委員会は、裁判官、検察官や行政官に規約に定められた人権を研修させる法的条項がまったく存在しないこと

に懸念を有する。委員会は、このような研修が実施されることを強く勧告する。裁判官に関する限りでは、規約

の規定に精通するために、司法界において研究集会及びセミナーが開かれるべきである。委員会の一般的意見及

び、選択議定書に基づく個人通報に関して委員会によって表明された見解に関する情報は、裁判官に提供される

べきである。 

33. 委員会は、これらの最終見解に基づいて行動を起こし、第５回定期報告書の準備にあたって、これらの見解を

考慮に入れることを政府に強く求める。さらに委員会は、締約国が国内法制を規約に完全に合致させるため、引

き続き法律を見直し、適切な改正を行うことを勧告する。委員会は、締約国が人権侵害の被害者を救済するため

の措置を取ること、とりわけ規約の選択議定書の批准を勧告する。 

34. 委員会は、これらの最終見解を実行するにあたって、締約国が非政府団体（NGO)を含む国内のあらゆる関係団

体との対話に従事することを期待する。委員会は、締約国が確実に政府報告書やこれらの最終見解を広く普及さ

せることを強く求める。 

① この「研修」について指摘は繰り返され（私たちは特に「行政官」に注目します）、2008年の総括所見で、

「締約国は，規約の適用と解釈が，裁判官，検察官及び弁護士のための専門的な教育の一部に組み込まれるこ

と，および規約に関する情報が下級審も含めたすべてのレベルの司法機関に普及されることを確保すべきであ

る。」、20014年の総括所見でも「締約国は、委員会によって採択された今回及び以前の総括所見における勧告

を実施すべきである。」とされています。 

② 「研修以」外にも「選択議定書の批准」と「国内関係団体との対話」、「国内法制を規約に完全に合致させ

る」ことをも求めていることにも注目したい。 

③ 2014年の総括所見には「委員会は，締約国によって批准された条約が国内法の効力を有すること留意する一

方、規約の下で保護される権利が裁判所によって適用された事例の件数が限られていることを懸念する。（６

項）」と、稀にしか国際人権規約が裁判で適用されないことを問題視している。 

 

２ これらの指摘をＩＬＯ条約にも活用しよう！ 

① これらの指摘は、ＩＬＯ条約にも当てはまる。日本政府の最大の問題点は、法制度が国際基準と乖離してい

ても、そのことを改める姿勢が乏しいことにある。活用して行きたい。 


