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地公法改定による非正規自治体公務員の労働基本権剥奪に関する 

 

２０２０年２月１３日公表 

したがって、委員会は、自治体の労働組合が、これらの法改正の導入を通

じて彼らが長年保持してきた労働組合の権利を奪われないようにするため

に、自律的労使関係システムのすみやかなる検討を政府に要請する。この点

に関して取られたまたは想定される措置に関する詳細情報を提供するよう政

府に要請する。 

 

ＩＬＯ憲章 前文 1919年４月 

世界の永続する平和は、社会正義を基礎と

してのみ確立することができるから、 

  そして、世界の平和及び協調が危くされる

ほど大きな社会不安を起こすような不正、困

苦及び窮乏を多数の人民にもたらす労働条

件が存在し、・・・・・（中略） 

  また、いずれかの国が人道的な労働条件を

採用しないことは、自国における労働条件の

改善を希望する他の国の障害となるから、 

  締約国は、正義及び人道の感情と世界の恒

久平和を確保する希望とに促されて、且つ、

この前文に掲げた目的を達成するために、次

の国際労働機関憲章に同意する。 

 

 

２０１７年のＩＬＯ提訴から約３年、多くの方々のご協力により上記の見

解を引き出すことができました。感謝をこめて報告させていただきます。 
 

２０２０年４月 

申立４労組：連帯・杉並、ユニオンらくだ、連帯・板橋区パート、あぱけん神戸 
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2020「ILO専門家委員会報告書」を受けて 

私 た ち の 考 え 
 

 ２０１７年５月の申立から足掛け３年、私たちの取り組みがようやく結実しました。協

力いただいた多くの皆さんと共に、この成果を今後に生かしていきたいと思います。 

 

◆ ふたつの大きな成果！ 

１ 「非正規公務員の労働基本権問題」が初めて取り上げられたこと！ 

   専門家委員会「見解」の要旨は、①非正規自治体公務員から労働基本権を奪わないよう、②

「自律的労使関係システム」をすみやかに検討し、③取られた措置の詳細を報告するよう求

める、というものです。ＩＬＯが初めて、真正面から非正規公務員の労働基本権問題を取り上

げた点で画期的なものです。「任用の適正化と処遇改善」などと言い逃れようとした政府のダ

メージは大きいはずです。 

 

２ 「期限を区切った行動計画の緻密化と行われた進展の報告」を求めたこと！ 

   2018年のＩＬＯ総会の「基準適用委員会」で、日本政府は「（労働基本権保障に向けた）期

限を区切った行動計画」の策定を促されました。11 回にも及ぶ勧告を無視し続ける日本政府

に対して、ＩＬＯが業を煮やした（？）カタチです。しかしその後も２年間にわたり、政府は

計画策定をサボり続けてきました。今回さらに「強く」ＩＬＯから、「非正規公務員の労働基

本権問題」を含めた「行動計画」提出を促され、政府はさらに追い込まれています。 

 

◆ この勧告を活かした取り組みを！ 

  私たちにとって充分な内容の勧告が出された、と評価しています。「公務員全体の労働基本権

回復」の中に埋没することなく、非正規公務員に焦点を当てた具体的な勧告が出されたことを、

皆さんと共に喜びたいと思います。 

憲法９８条２項に「条約及び確立された国際法規の誠実遵守義務」が定められているにもかか

わらず、日本政府は、「勧告に法的拘束力はない」として、居直り続けてきました。しかし、11

次の勧告に加えて「行動計画の策定」まで求められ、政府が国際的に追い込まれていることは確

実です。今後の課題は、国内の運動の力を着実に積み上げて行くことにあります。 

  新型コロナウィルス感染問題もあり活動が思うように進まず、私たちの具体的な取り組みが遅

れています。ＩＬＯ総会も来年に延期となりました。 

まずはこの成果を多くの仲間と共有し、非正規公務員の労働基本権確立に向けた取り組みを着

実に進めて行きたいと考えています。 

 

★ 今後とも、ご協力～ご注目をよろしくお願いいたします。 
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【コメント】 

① 11次の労働基本権勧告 

 ・2002年の 2月に連合、3月に全労連、と相次いで「結社の自由委員会」に提訴。その

契機は 2001年に閣議決定された「公務員制度改革大綱」（人事院の役割を大幅に縮小

し、内閣の人事管理権限のみを強化する）にあった。 

 ・2002年の秋には早くも第１次の勧告が出され、以降、2003年、2006年、2008年、2009

年、2010年、2012年、2013年、2014年、2016年、2018年と 11次の勧告が出されて

きた。 
 

② 「期限を区切った行動計画」の策定を勧告 

 ・2018年 6月総会の「基準適用委員会」で、政府に対して「期限を区切った行動計画」

策定を促し、その年の 11月の「専門家委員会」に計画書の提出を求めた。 

 ・「基準適用委員会」での論議の焦点は、消防職員と刑事施設職員への団結権保障にあっ

た。労働者側のみならず、ノルウェー政府代表からも団結権保障を強く求められた。 

 ・しかし政府は、2018年、2019年ともに計画書の提出を行わず、従来の主張を繰り返す

のみである。 
 

③ 非正規公務員の労働基本権勧告 

 ・私たちの申し立てに基づき、2019年の「専門家委員会」で、初めて非正規自治体公務

員の労働基本権問題が取り上げられ、「期限を区切った行動計画」に盛り込むことが求

められている。 

 ・2020年６月総会「基準適用委員会」での論議に注目していたが、全く残念なことにコ

ロナ問題で１年延期となってしまった。11月の「専門家委員会」の開催も危ぶまれる

状況である。 
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③非正規公務員の労働基本権勧告 

日本政府への「三本の矢」 



- 3 - 

 

【専門家委員会の見解－関連部分の抜粋】 翻訳：４労組、監修：Charles Weathers 

＜日本＞ 

「結社の自由及び団結権保護」条約、1948（No. 87）（批准：1965） 

委員会は、政府の報告書とともに送信された日本労働組合総連合会（JTUC-RENGO）による見解と、政

府のそれに対する回答に留意する。 JTUC-RENGOは、ILO100周年の機会に、2019年 6月 26日に国会に

より採択された「日本の ILOへの貢献の増加に関する決議」の手始めとして、政府がこの条約実現の問

題に取り組むことを当初は期待していたことを示した。決議において、国会は、「ILO の基本原理、国

際労働基準、三者構成主義やディーセント・ワークの目標を達成するために果たすべき役割がますます

大きくなっていることを認め、国は ILOで活動するべき役割の新たな重要性を認識している。将来的に

はこれらの原理の追求と実現に、世界の他の加盟国とともに最大限に貢献し続けることを決意する」と

記している。しかし、JTUC-RENGO は、政府の報告書が現在の法制度内の問題を解決する意志の明らか

な欠如を残念に思っている。 

委員会はまた、連帯・杉並、あぱけん神戸（アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合）、連帯労

働者組合・板橋区パート、ユニオンらくだ（京都市自治体関連労働者自立組合）の地方公務員とその組

合を組織する権利に関連して、2019年 7月 19日に受領した見解にも留意する。委員会は、2019年 8月

30日に受け取った国際使用者連盟（IOE）および日本経済団体連合会（日本経団連）の見解と、それに

対する政府の回答に留意する。 

（中略） 

さらに、委員会は、連帯労働者組合とあぱけん神戸が 2020年 4月から施行する地方公務員法改正が

彼らの組織する権利に及ぼす衝撃について、次のように述べていることに留意する。 

（i）非正規の地方公務員とその組合は、労働基本権と不当労働行為が疑われた場合に労働委員会に訴

える能力を規定する一般労働法の適用対象ではない。（ii）恒常的業務にパートタイム職員の使用を制

限することを目的とした法改正は、労働基本権を剥奪された労働者を増加させる効果がある。 （iii）

これらの状況は、すべての公務員に対する労働基本権の緊急の回復をさらに要求する。 

委員会は、地位の変更がパートタイム職員の待遇を改善するのに役立つと主張する政府の回答に留意

する一方で、これらの法改正は、もはや条約に基づいた権利を完全に保障されない公共部門労働者のカ

テゴリーを広げる結果になるとみている。 

 

したがって、委員会は、自治体の労働組合が、これらの法改正の導入を通じて彼らが長

年保持してきた労働組合の権利を奪われないようにするために、自律的労使関係システム

のすみやかなる検討を政府に要請する。この点に関して取られたまたは想定される措置に

関する詳細情報を提供するよう政府に要請する。 

自律的労使関係システムに関する必要な措置を講じる上で有意義な進展がないことを含

む総会委員会の結論を想起し、委員会は政府に対し、関係する社会的パートナーと協議し

て、上記の勧告を実施するための「期限を区切った行動計画」を緻密化し、とるべきある

いは想定されるあらゆる方策について示すこと、及びこの点で行われた進展を報告するこ

と、を強く促す。 
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【英文】 

Japan 

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention, 1948 (No. 87) (ratification: 1965) 

 

The Committee notes the observations made by the Japanese Trade Union Confederation 

(JTUC–RENGO), transmitted with the Government’s report, and the Government’s reply 

thereto. JTUC–RENGO indicated that it was hopeful at the outset that the Government 

would address the issues of implementation of the Convention as an enforcement of the 

“Resolution on Japan’s increased contribution to the ILO” adopted on 26 June 2019 by the 

Diet on the occasion of the Centenary of the Organization. In the Resolution, the Diet noted 

that “given the role it should be playing to attain the ILO’s Fundamental Principles, 

International Labour Standards, tripartism and reach the goal of decent work is becoming 

greater and greater, it recognizes a new importance of the role the country should be 

playing in the ILO, and resolve in the future to continue contributing maximally to the 

pursuit and actualization of these principles together with the other Member States 

worldwide …”. However, JTUC–RENGO regrets that the report of the Government reveals 

an apparent lack of will to resolve issues within the current legal system. 

 

The Committee also notes the observations of the Rentai Union Suginami, the Apaken 

Kobe (Casual/Temporary/Part-time Non-regular Workers’ Union), the Rentai Workers’ 

Union, Itabashi-ku Section; and the Union Rakuda (Kyoto Municipality Related Workers’ 

Independent Union), received on 19 July 2019, in relation to the right to organize of local 

public service employees and their unions. The Committee notes the observations of the 

International Organisation of Employers (IOE) and the Japan Business Federation 

(NIPPON KEIDANREN), received on 30 August 2019, and the Government’s reply thereto. 

 

（中略） 

 

Furthermore, the Committee notes the observations of Rentai Workers’ Union and Apaken 

Kobe referring to the possible impact of the amendment of the Local Public Service Actto 

be in force from April 2020 on their right to organize, and stating that: (i) non-regular local 

public service employees and their unions would not be covered by the general labour law 

that provides for basic labour rights and their ability to appeal to the labour relations 

commission in case of alleged unfair labour practice; (ii) the legal amendment, which aimed 
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at limiting the use of part-time staff on permanent duties, will have the effect of increasing 

the workers stripped of their basic labour rights; and (iii) these situations further call for the 

urgent restoration of basic labour rights to all public service employees. While it notes the 

Government’s reply asserting that the change of status will help improve the treatment of 

part-time employees, the Committee observes that these amendments have the effect of 

broadening the category of public sector workers that will no longer be fully assured of their 

rights under the Convention.  

 

 

 The Committee therefore urges the Government to expedite its 

consideration of the autonomous labour relations system so as to 

ensure that municipal unions are not deprived of their long-held trade 

union rights through the introduction of these amendments. It requests 

the Government to provide detailed information on the measures taken 

or envisaged in this regard. 

 

Recalling the Conference Committee conclusions, including the lack of 

meaningful progress in taking necessary measures regarding the 

autonomous labour-employer relations system, the Committee strongly 

encourages the Government to indicate any measures taken or 

envisaged to elaborate, in consultation with the social partners 

concerned, a time-bound plan of action to implement the 

recommendations made above and to report on any progress made in 

this respect. 

 

 

※斜め文字が専門家委員会の見解（observations）です。 
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＜私たちの取組の主要な経過＞ 

2017.5.24  ILO結社の自由委申立と記者会見 

2018.2.28  ILOに 326団体署名を送る 

2018.4.9  ILOカレン部長と面談 

2018.6   結社の自由委報告書で地公法改定

問題を取り上げる 

2018.7.26  総務省・厚労省交渉（書換え疑惑） 

2018.10.13～20 ジュネーブ訪問 

2019.1.7  不受理メール届く（2018.11.13付） 

2019.2.17  ILOに質問書を送る 

2019.7.19  ILO専門委に情報提供 

2019.8.16  ILO専門委に追加情報提供 

2019.8.27  ILO専門委から受理の通知 

 

＜日本政府とＩＬＯの主な動き－おさらい＞ 

１ ＩＬＯ結社の自由委員会から１１回に及ぶ労働基本権勧告 

 ① 連合と全労連の申し立てに基づき、2002年、2003年、2006年、2008年、2009年、2010年、2012

年、2013年、2014年、2016年、2018年に勧告されている。 

 ② 特に 2018年勧告は非正規公務員問題を取り上げた点において、画期的と言い得る 

D.委員会の結論 

414. さらに、委員会は、労働時間、賃金の固定、公務員のパートタイムまたは臨時雇用

への依存度の高まりなど、国内および地方レベルでの様々な問題に関する申立人（注：連

合と全労連）の具体的な主張について留意する。 

申立人は、公務員を組織する権利の否認の直接の結果として、その問題を抱えている。 

委員会は特に、恒久的な職務のパートタイム職員（part-time staff on permanent duties）

の使用を制限することを目的とした 2017年 5月 11日に制定された地方公務員法および地

方自治法の一部改正法案が、労働者の基本的権利（basic labour rights）を剥奪された

労働者の増加（increasing）をもたらし、この問題に対処する緊急性を高めている

（heightening the urgency）ことに留意する。 

委員会はまた、提起された問題に関する政府の回答に留意している。 

 

２ 2018年総会での「基準適用委員会」で勧告 

 ① 2018 年の総会「基準適用委員会」で日本政府に「期限を区切った行動計画」を「11 月の専門家

委員会に間に合うよう」に提出するよう勧告 

 ② しかし日本政府は従来の一般的な説明のみで、未だ「行動計画」を提出していない 
 

※ このような経過の中で、２０１９年１１月開催の専門家委員会がどのような見解を打

ち出すのか？ 注目していました。 
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【参考資料Ⅰ 参院決議（衆院決議も同文です。）】 

国際労働機関（ＩＬＯ）創設百周年に当たり、 

ＩＬＯに対する我が国の一層の貢献に関する決議 

令和元年６月２６日 

参議院本会議 

本年、国際労働機関（ＩＬＯ）は記念すべき創設百周年を迎えた。 

第一次世界大戦終了後の千九百十九年に創設されたＩＬＯは、憲章前文に掲げる「世界の永続す

る平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる」との普遍的理念の下、国際労働基準

の策定や開発協力などの活動を通じ、労働条件や雇用環境の改善と向上、働くことに関わる基本的

権利の確立に尽力し、着実にその歴史を刻んできた。 

現在では世界百八十七もの国々が加盟するＩＬＯは、国連機関としては唯一、加盟国の政府、労

働者及び使用者の三者代表によって意思決定と組織の運営が行われており、我が国を含め、加盟国

内における三者構成主義の確立に大きな役割を果たしてきたことは特筆に値する。 

ＩＬＯの原加盟国の一つであり、千九百五十四年以来常任理事国の地位を占めている我が国も、

長年にわたってＩＬＯの重要な一翼を担い、国内外でＩＬＯ活動の推進を積極的に牽引してきたと

ころであり、国際社会からは今後のさらなる貢献が強く期待されている。 

千九百九十八年に採択された「労働における基本的な原則及び権利に関するＩＬＯ宣言」では、

加盟国が尊重・遵守すべき四つの基本的権利に関する原則が定められ、それに対応する八つの基本

条約についてその批准と履行に向けた国際的な努力が続けられてきた。我が国も、その取組に協力

してきたが、八つの基本条約のうち、未批准の案件については、引き続きその批准について努力を

行うとともに、既批准条約の確実な履行に向けても国際社会とともに一層の努力を傾注していかな

ければならない。 

また、千九百九十九年に新たな戦略目標に位置付けられた「ディーセント・ワーク（働きがいの

ある人間らしい仕事）」は、二千十五年に国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）でも目標の一つに掲げられている。今後、国際的な達成努力への貢献はもとより、国内におい

ても働き方改革の達成目標と位置付け、「仕事の未来」をも見据えて国際社会をリードする取組を

政労使の努力で実行していくことをここに確認する。 

今後、グローバル化や情報化が一層その規模とスピードを増し、「働き方」の多様化や国内外の

人の移動もスケールと複雑さを増していく。その中で、ＩＬＯの基本理念や国際労働基準、三者構

成主義やディーセント・ワーク目標が果たすべき役割がますます大きくなることに鑑み、ここに本

院は、改めて我が国がＩＬＯにおいて果たすべき役割と責務の重要性を確認し、ＩＬＯの次なる百

年の発展と活動の展開に向け、これからも世界の加盟国と共にその理念の追求と実現のために最大

限の貢献をしていく決意をここに表明する。 

右決議する。                       （猪口邦子君外七名発議） 
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【参考資料Ⅱ 私たちの申し立てに対する日本政府の弁明書】 

 

2019年９月 10日の ILO第 87号条約（結社の自由及び団結権の保護に関する条約）  

に関する日本政府報告への追加情報 

 

2019 年７月１日付けの連帯・杉並から ILO 条約勧告適用専門家委員会宛の意見に関し、

日本政府は、以下のとおり追加情報を提出する。  

 

１ ２０１７年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正について  

２０１７年の地方公務員法及び地方自治法の一部改正は、臨時・非常勤職員の任用の適

正化を図るものである。具体的には、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並び

に一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化を図るとともに、一般職の非常勤職

員に対する給付について規定の整備を行っている。  

 改正法で特別職の任用の適正の確保が図られたことにより、本来の制度趣旨に鑑みれば

特別職として任用されるべきではなかった者については、一般職へ移行することとなる。

これに伴い、労働基本権の態様が変化することとなるが、あくまで本来制度が想定してい

た任用の適正が確保されたことによるものである。  

そのため、改正法が臨時・非常勤職員から労働基本権を奪うものであるという連帯・杉

並の指摘は誤りである。  

なお、特別職から一般職の非常勤職員へ移行することで、常勤の職員と同様に地方公務 

員法上の身分保障や必要な給付を受けることが可能となることから、今回の改正はむしろ

臨時・非常勤職員の処遇改善に資する改正であると認識している。  

 

２ ２０１８年の ILO総会基準適用委員会日本案件第 87号条約個別審査議長集約について  

地方公務員の労働基本権については、国家公務員制度改革基本法附則第２条において、

「国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって、検討する」とさ

れており、2018年 ILO総会基準適用委員会議長集約における要請に対する日本政府の報告

で述べた国家公務員の検討を踏まえて、職員団体等の意見も伺いながら、慎重に検討して

いくこととなる。  
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【参考資料Ⅲ 2018総会基準適用委員会の結論】 

 

第 107回（2018年） ILO総会基準適用委員会 

日本案件第 87号条約個別審査議長集約  （厚生労働省国際課仮訳） 

 

委員会は、政府代表により提供された情報と、続いて行われた議論に留意した。 

 

委員会は、消防職員委員会制度の機能に関する課題を特定するための特別実態調査が 

2018年１月に実施されたこと、2018年３月から複数回にわたり労使間の協議を行ったこと

に関する政府の説明に留意した。また、継続的な労使間協議を通じた消防職員委員会の機

能を改善する計画を策定するとの政府のコミットメントにも留意した。 

 

委員会は、消防職員と刑務官が自らの選択により団体を創設・加入する権利に関し、法

体系と実態が乖離しているとの数十年にわたる専門家委員会のコメントについて関心をも

って注視した。委員会は、自律的労使関係制度に関する必要な措置をとることに関し、意

味のある進展がないことに留意した。 

 

政府説明とそれに続いて行われた議論を考慮し、委員会は以下を政府に要請した。 

●自律的労使関係制度には多岐にわたる課題があるとの政府陳述を考慮しつつ、社会的パ

ートナーと協議しながら、自律的労使関係制度を慎重に検討する。 

●上記で議論された消防職員委員会制度の機能に関する課題を特定するための新たな取

組に関する情報と、結果としてとられた措置についての情報を提供する。 

●消防職員が警察と同視されるという政府の見解及びその見解が条約適用の現状とどう

符合するのか※１について、国レベルで社会的パートナーと協議を行い、その協議の結果

に関する情報提供を行う。 

●刑務官のうちどのカテゴリーが警察の一部と考えられ団結権から除外されるのか、どの

カテゴリーが警察の一部とは考えられず団結権を有するのか、社会的パートナーと協議

しながら検討する。 

●人事院の手続が、中立かつ迅速な調停・仲裁を確保しているかどうか、社会的パートナ

ーと協議しながら検討する。  

 

委員会は、これらの勧告を実施するため社会的パートナーとともに期限を定めた行動計

画を策定すること、2018年 11月の次回専門家委員会前に同委員会に対して報告を行うこ

とを政府に要請した。 

 

※1注：同見解を採るとしても、それが消防職員に団結権を付与しないという理由になりうるか、とい

った意と推測される。 
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非正規公務員の労働基本権確立に向けて 

７／１９ ＩＬＯ専門家委員会に申立（情報提供）しました 

2019年８月 安田 真幸（連帯労働者組合・杉並） 

 

＜「専門家委員会」とは？＞ 

 ＩＬＯ条約を批准した国は、３年ごとにその条約の

適用状況をＩＬＯに報告しなければなりません。この

政府報告を受けて審査し「必要な見解」を公表すると

ころが「専門家委員会」です。正確には「ＩＬＯ条約

勧告適用専門家委員会（ＣＥＡＣＲ）」と言います。委

員会は２０名の法律の専門家で構成され、毎年１１月

に開催されます。日本からの委員は吾郷立命館大学教

授です。 

 日本政府の８７・９８号条約についての報告は２０

１７年に行われましたが、その審査が今年も続いてい

ます。 

結社の自由委員会からの１１回にも及ぶ「公務員に

労働基本権を認めるべき」とする勧告にもかかわらず、

未だ認めていない政府に業を煮やしてか（？）、昨年の

総会基準適用委員会で「２０１８年秋の専門家委員会

までに『期限を区切った行動計画』を策定するように」

との議長集約がなされました。しかし、政府がこの勧

告を無視しているため、「専門家委員会」での審査が継

続されることになっているのです。 

労働団体であれば、「専門家委員会」の審査に向けて

「情報提供」することができます。委員会は政府の報

告と労働団体からの「情報提供」とを受けて審査をし

ます。そこで、私たち４団体（連帯・杉並、ユニオン

らくだ、連帯・板橋区パート、あぱけん神戸）は「専

門家委員会」への「情報提供」を行いました。 

 

＜申立（情報提供）の内容は？＞ 

 申立の趣旨は、「地方公務員法改定によって、非正規

地方公務員の労働基本権が奪われる。この法改定は日

本政府の批准しているＩＬＯ８７号、９８号条約に違

反する」というものです。 

 具体的には以下の勧告を求めています。 

１ 非正規公務員の労働基本権を確保することは喫緊

の課題であり、直ちに「非正規公務員に労働基本権

を確保すべき」旨の勧告をしていただきたい。 

 

２ 消防職員・刑事施設職員の団結権問題と同様に、 

非正規地方公務員の労働基本権問題を優先して取 

り上げていただきたい。そして「非正規地方公務員 

には、最低限、地方公営企業労働関係法を適用して、 

団交権と労働委員会活用とを確保すべき」旨の勧告 

をしていただきたい。 

 

◆ その理由として、以下の項目について述べました。 

１ 地公法改定により、非正規公務員が正規公務員に

なるわけではない 

 ① 日本政府の説明はミスリードである 

２ 労働基本権の剥奪に合理的理由はなく、ＩＬＯ 

８７号・９８号条約に明白に違反する 

 ① 労働基本権剥奪の根拠とされる措置がない 

② 背景には政府の合同労組忌避がある 

◆ その後の特徴的な動きとして以下を挙げました。 

１ 総務省の動き 

 ① 詳細なマニュアルの発出と自治体への説明会 

 ② 「３年公募制」を全国的に導入することを促す 

③ 「３年公募制」は労働組合つぶしを可能にする 

２ 改定法施行をめぐる自治体での交渉の特徴 

 ① 労働組合の団交権を否定 

② 「３～５年公募制」を強行導入 

３ １９６５年ドライヤー報告書にもある「統治権者

としての政府」と「使用者としての政府」の立場を

区分して考えることが、決定的に欠けていること、

を指摘しました。 

◆ 最後に申立４団体のそれぞれから、法改定と交渉

の中で明らかになった問題点について、具体的な説

明と主張を述べました。 

 

★４団体で作成したパンフレットがあります。必要な

方はご連絡ください。 

 メールアドレス：daryasu@gray.plala.or.jp 

 

mailto:daryasu@gray.plala.or.jp
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＜今回の申立に至る経過は？＞ 

１ 結社の自由委員会から「不受理通知」が・・・・・ 

 私たちは、２０１７年５月２４日にＩＬＯ結社の自

由委員会に申し立てて以降、受理に向けて力を尽くし

てきました。３２６団体の署名をＩＬＯに届け、来日

したカレン部長に面会し、ＩＬＯ関係者の方に多大な

協力をいただきジュネーブを訪問して労働者側理事な

どの関係者と事務局に要請してきました。 

 しかし、全く残念なことに年明け早々にＩＬＯから

「不受理通知」が送られてきてしまいました。理由は

「全国的地位を有する組織からのものでない」とのこ

とです。 

 

不受理通知書から抜粋（日本語訳文） 

（前略） 

しかしながら委員会は、それが全国的地位を有する組

織から発したものではないという理由で皆さんの苦情

を受理しないことを決定しました。委員会はさらに、

皆さんが提起した問題は、第2177号（※連合申立）お

よび第2183号（※全労連申し立て）の枠組みの範囲内

で日本国政府への勧告に含まれており、したがって地

方公務員法の改正が同様に皆さんの構成員の組織し団

体交渉する権利を否定する限りにおいて、これらの勧

告は皆さんの構成員に関しても同様に有効であるとい

うことも考慮しました。 

（後略） 

 

私たちは全く納得できず、ＩＬＯの大原則や最新の

取扱を踏まえて「なぜ受理されないのか？」質問書を

届けましたが、返事はありませんでした。 

 

２ ＩＬＯ関係者との相談～申立４団体会議 

 そこで、次善の策としてあった「専門家委員会」へ

の申立の本格的な準備に入りました。様々な関係者の

方に会ってアドバイスをいただき、４団体の会議を持

ち、申立文書を共同作成し、翻訳をお願いして、よう

やく７／１９にＩＬＯに送ることができました。 

 

 

 

＜今後に向けて＞ 

 普通で行けば、次回の８７・９８号条約の専門家委

員会審査は２０２０年となってしまいます。しかし、

日本政府の不手際もあり、今年秋の専門家委員会で審

査がなされます。そこに非正規公務員の労働基本権問

題を提起できることは、思わぬ幸いと言えます。 

しかし、専門家委員会報告書が公開されるのは、来

年３月の理事会前後の時期となります。つまり勧告内

容を私たちが把握できるのは、改定地公法の施行間際

となってしまいます。何とも歯がゆいことです。 

 私たちは専門家委員会に対して、非正規公務員への

労働基本権の勧告を求め続けます。 

 

「ＩＬＯ／ユネスコ教職員勧告適用合同専門家

委員会」が日本政府に勧告！！ 

 アイム’８９東京教育労働組合が、日の丸・君

が代問題で以下の勧告をかちとった。2014年以

降の足掛け５年の取組の大きな成果である。私

たちも決してあきらめることなくＩＬＯ勧告を

獲得して行きたい。 
 
＜勧告内容＞ 

（a）愛国的な式典に関する規則に関して教員団体と対

話する機会を設ける。その目的はそのような式典

に関する教員の義務について合意することであ

り、規則は国旗掲揚や国歌斉唱に参加したくない

教員にも対応できるものとする。 

（b）消極的で混乱をもたらさない不服従の行為に対す

る懲罰を避ける目的で、懲戒のしくみについて教

員団体と対話する機会を設ける。 

（c）懲戒審査機関に教員の立場にある者をかかわらせ

ることを検討する。 

（d）現職教員研修は、教員の専門的発達を目的とし、

懲戒や懲罰の道具として利用しないよう、方針や

実践を見直し改める。 

（e）障がいを持った子どもや教員、および障がいを持

った子どもと関わる者のニーズに照らし、愛国的

式典に関する要件を見直す。 

（f）上記勧告に関する諸努力についてそのつどセアー

トに通知すること 


