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１　労働トラブル（労使紛争）とは

【主なトラブルの類型】
　・解雇
　・有期労働契約の雇い止め
　・退職勧奨、合意退職、辞職の自由
　・残業代請求
　・労働条件の切り下げ
　・人事異動（配転、出向、転籍）
　・ハラスメント
　・高齢者雇用
　・非正規労働者の労働条件（均等、均衡）
　・労災保険と損害賠償
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
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【トラブルの主体別の類型】

　（１）会社（使用者）ｖｓ．労働組合

　　　⇒　「集団的労使紛争」

　　　　・不当労働行為か否か　　　　⇒　「審査」

　　　　・労働争議の調整（あっせん等） ⇒　「調整」

　（２）会社（使用者）ｖｓ．労働者（個人）

　　　⇒　「個別労使紛争」

　　　　・あっせん　　　　　　　　　　　　⇒　「調整」
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　皆さんは「我が社の労働組合組織率は高くないから、ｏｒ
組合員は多くないから、労使紛争は関係ない」と思って　
いませんか？

　トラブルが発生したとき、労働者が社外の労働組合　
（合同労組など）に加入して、突然、会社に団体交渉を　　
申し入れしてくることもあります。

　

　合同労組であっても、社内の労働組合と本質的には変
わりありません。
　会社が正当な理由なく団体交渉に応じないと、不当労
働行為となる場合があります。
　　

２　労使トラブルの現状

【合同労組】
　　勤務する会社を問わず、１人でも加入できる、地域の労働組合。
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□　 ：公益を代表する者
　　　　　　　　　（弁護士、特定社会保険労務士など）

□　 ：労働者を代表する者
　　　　　　　　　　　（労働者団体や労働組合の役員など）

□　 ：使用者を代表する者
　　　　　　　　　　　（経営者団体役員、会社経営者など）
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■　労使紛争の解決を中立の立場で手助けする
　　専門的な行政機関です。

■　 三者各同数の委員で構成されています。
　　（秋田県労働委員会は、各５名の計１５名です）

３　労働委員会とは
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（１）不当労働行為の審査
　    会社による、「団体交渉拒否」「労働組合への不当な介
　入」「労働組合員に対する差別（不利益取り扱い）」などの
　有無を判断します。

（2）労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁）
　    労働組合と会社が労働組合員の労働条件や労使関係　　　　　
   をめぐって対立し、自主解決が困難になったとき、円満な 
　解決を手助けします。

（３）個別労働紛争のあっせん
　    労働者個人と会社が解雇や労働条件などをめぐってト
　ラブルとなり、自主解決が困難になったとき、円満な解決
　を手助けします。
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　労働者と会社との間で労働トラブルが起こったとき、　　　　　　
両者が話し合って自主的に解決されることが望ましい　　　　　　
のですが、必ずしも円満に解決するとは限りません。

　　　話し合ったがなかなか妥協点が見つからず、行き詰まって　

　　　しまった・・・。
　　　相手に何度か話し合いを申し出たが、応じてくれない・・・。

　　　裁判となると、手続が難しくて、費用も時間もかかりそう

　　　だし・・・。

　　　　　　
　　　　

そんなときに、裁判よりも簡易・迅速に
解決を試みることができる方法があります！



４　労働トラブルの解決への主な制度

(2)労働審判

  ◆　地方裁判所が行っています。

　◆　裁判官と労働問題の専門家が、労働者と使用者の双方から

　　話を聞き、話し合いによる合意を図りますが、不調の場合は審判　

　　（判断）を下します。【有料】

 (1)あっせん
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(3)裁判

　   

◆　労働委員会のあっせん員３名（公労使１名ずつ）が、労働者と
　使用者の双方から事情や主張をお聞きして歩み寄りを促しなが
　ら、妥協点を見い出し、解決案（あっせん案）を示すなどして、
　合意を手助けする方法です。【無料】
◆　県の労働委員会のほか、国の労働局などでも行っています。　
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（１）あっせんを申請できる方
　　◆　秋田県内の事業所に勤務している（勤務して
　　　いた）労働者
　　◆　秋田県内の事業主

（２）あっせんで取り扱わない主なトラブル
　　◆　単なる私的な争いと認められる紛争
　　◆　労働基準法などの法令違反の紛争
　　　　（例：残業代の未払い → まずは労働基準監督署へ）

　　◆　労働局であっせん中または解決した紛争
　　◆　裁判で係争中または確定判決が出た紛争
　　◆　あっせんの対象として不適当な紛争　など
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（１）　労使どちらからでも申請可能

（２）　被申請者があっせんに参加するかどうかは任意

（３）　利用は無料

（４）　非公開、秘密厳守

（５）　手続が簡単(弁護士などを代理人にする必要はない)

（６）　どちらの主張が正しいかの判定はしない

　　　（白黒はつけない）

（７）　あっせん案の受諾は任意。受諾は強制されない。
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申請書の提出（電子申請も可能）

解決

労働者個人、会社

秋田県労働委員会

事務局による調査

あっせんの開催
（解決の見込みがあれば
３回程度まで実施）

労働者、会社の双方に
調査を実施

打切り
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●申請の概要

　 Ａさんは、半年契約で更新を１０回行ってきましたが、社長から「今日で契約

満了だから明日から来なくていい」と言われました。そのためＡさんは、合同労
組に加入し、組合はＡさんの雇止めの無効と復職を求め、会社と団体交渉を行
いましたが、折り合いがつかず、労働委員会に労働争議のあっせんを申請しま
した。

●両者の主張

【組合の主張】
 ・　更新が繰り返されており、当然次も更新されると思っていた。
　　また、会社から更新を予定しているような言動もあった。
 ・　「仕事のミスが多い」との説明があったが、根拠がなく、指導も受けていない。

【会社の主張】
 ・　Ｘさんは仕事のミスが多かった。
 ・　契約期間満了なので、問題はない。

５　あっせんの具体例
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●あっせんの結果

　 あっせんでは、更新の回数や雇用の通算期間を確認するとともに、更新時

期に、毎回更新の合意書や契約書を交わしているか、面談を実施しているか
などを確認しました。
　 また、Ａさんに対する指導や研修の状況を確認し、会社の対応が不十分で
あること等が明らかになりました。

　あっせんの結果、Ａさんが雇止めを受け入れる一方、会社が解決金を支払
うことで解決しました。　

●事例のポイント

　有期労働契約は、３回以上契約が更新されている場合や、１年を超えて継続
勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は３０日前までに
予告しなければならないとされています。

　さらに、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる等の場合、
雇止めをすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると
認められないときは雇止めが認められません。
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●申請の概要

　 Ｂさんは、採用後、上司からたびたび厳しい叱責を受け、精神的に落ち込んで

いたところ、一方的に○月末で退職扱いとなることを告げられ、退職を余儀なく
されました。
　 会社の一連の対応に納得がいかないＢさんは、労働委員会にあっせんを　　
申請しました。

●両者の主張

【Ｂさんの主張】
 ・上司から数々の暴言を受け、退職を余儀なくされたので謝罪して欲しい。
 ・精神的・経済的損害の賠償金として給料の△か月相当額の支払いを求める。　

【会社の主張】
 ・○月末での退職としたのは、Ｂさんがその旨申し出たからである。
 ・上司の行った発言等は、教育係としての指導の範囲内と判断している。　
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●あっせんの結果

　 両者の主張の隔たりは大きい状況でしたが、あっせん員が双方の控え室を

訪ねて譲歩を引き出すなど、粘り強い説得の結果、双方から金銭解決の意向
が示され、事件は終結しました。　

●事例のポイント

　 新人職員への指導であっても、それが仕事とは関係ないものであったり、　

その方法が職員に強い精神的苦痛を生じさせる場合は違法となり、行為の
内容によっては、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などの刑事上の責任や、民事上の
損害賠償責任を問われる場合があります。

　会社も、社内のパワハラを放置すると、債務不履行責任（安全配慮義務違
反）または不法行為責任を問われることがあります。

近年、パワハラ事案が増加傾向
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６　パワーハラスメントについて
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大企業は令和２年６月１日から、中小企業は令和４年４月１日
から、職場におけるパワハラ防止のために、雇用管理上必要
な措置を講じることが義務とされました。
　　　　　　ȩቅӈᨃʴటሦցʮؔᇴ̴٠ᆃ
　　　　Ȫᆸ៦ϰԞʴѰ
　　　　ȫᜫד˘࠶ʗʥՓѾᒊʾʴˮ˟ɱӍᆃย　　　

　

パワハラを行った者は、
　　法的責任（刑事、民事の不法行為）を問われる場合が
　　あります。会社から懲戒処分を受ける場合もあります。

会社も、社内のパワハラを放置すると、
　　法的責任（安全配慮義務違反、不法行為）を問われる
　　場合があります。 22



７　労使トラブル防止１０か条
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労働者の声：１　賃金や労働時間などの労働条件が採用時に聞いた話と違う。

第１条：採用時には必ず労働条件通知書を交付すること！

労働者の声：２　「就業規則」があることを知らない。見せてもらえない。

第２条：職場のルールブック「就業規則」は、会社全体で共有を！

労働者の声：３　バイトに有給休暇はないと言われた。

第３条：有給休暇はすべての労働者の権利！取得しやすい環境づくりを！

労働者の声：４　後片付けには賃金は支払えないと言われた。

第４条：労働への適正な対価支払は、基本中の基本！

労働者の声：５　転勤はない約束で就職したのに、遠隔地に転勤を命じられた。

第５条：人事権は無制限ではありません！じっくり話合いを！
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労働者の声：６　上司のパワハラがつらい。

第６条：社員の笑顔は企業の活力源！見て見ぬふりは厳禁！

労働者の声：７　退職を申し出たが、辞めさせてくれない。

第７条：労働者からの退職申出は拒否できません！

労働者の声：８　退職届にサインするよう強要された。

第８条：円満退社への努力は、惜しまないのが肝心！

労働者の声：９　突然、解雇を言い渡された。

第９条：解雇には慎重な判断と適切な対応が必要です！

労働者の声：１０　６か月契約の更新で３年目だが、「次の更新はしない」と言われた。

第１０条：雇止めは使用者の自由にできるものではありません！



８　労働トラブル発生時の（初動）対応
　１　トラブルに共通の初動の例
　　・関係者のプライバシーの保護
　　・法的見地を踏まえた事案の把握
　　・事実関係を裏付ける証拠の収集・吟味
　　・組織として対応

　２　紛争別の初動の例
　　・解雇・・・⇒解雇の真の動機が解雇理由と別のところにあると疑われ
　　　　　　　　　 ない対応
　　　　　　　　⇒解雇権濫用の法理と解雇の最後手段の原則
　　・残業代請求・・・⇒労働時間の把握、調査期間等の決定
　　・団体交渉要求・⇒労働組合の適格性確認、会社の交渉者の特定（代理
　　　　　　　　　　　　　　人に丸投げしない）、期日に関する事前交渉重視、
　　　　　　　　　　　　　　交渉内容に応じ根拠（資料等）を可能な範囲で提示
　　　　　　　　　　　　　　などを通じ、「不誠実団交」の疑いを生じさせない　　　　
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９　おわりに
・　使用者側の方に対する貴重な機会に感謝

・　最近のトラブルは、対労働組合から対労働

　 者個人、への流れ

・　労働法上の基本ルールに加え、個別具体的

　 な対応を

・　初動対応が大切、その際には専門家の活用

　　も視野に

・　万一の場合は、労働委員会も選択肢の一つ

　 に
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