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労使経営協議会法（第二次改訂案） 

 
前 文 

 

  本法は、産業民主主義、経営民主主義を実現するために基本となる法律

である。  

本法は、事業（産業・企業）の社会的責任と持続可能な開発、職場におけ

るディーセントワーク（安心・働きがいのある人間らしい労働）の実現、民

主的権利としての労働者のコーポレートガバナンス (企業統治 )への参加の

確立。即ち、企業経営における労働者の情報権・協議権・決定参加権を法制

化することによって、労働者の福祉増進や企業の健全性の確保・発展と民主

化を図るとともに、国民経済全般、国際社会に寄与することを目指すもので

ある。  

 

第１章   総則 

 

 (目的) 

第１条  この法律の目的は、労働者の健康で文化的な生活を保障し、そして

事業を円滑に進めるために、労働者に対し、労働基本権に基づいて事業体

が行う事業の運営と管理に参加する権利を保障することにある。  

  

（法律の適用と範囲）  

第２条  この法律は、人間尊重と参加民主主義の理念に立ち、この法律に規

定する事業体、民間部門・公的現業部門に適用される。対象は営利部門、

非営利部門を問わない。中小・未組織労働者や派遣・非正規労働者等も、

この法律の適用を受ける。  

この法律の適用範囲は、労働基準法の適用されるすべての事業体のうち、 

常時 10 人以上の労働者を雇用する事業体とする。ただし、労働組合を有

する事業体は、労働者数に限定されず、この法律の適用を受ける。  

 

(他の法律との関係) 

第３条  本法とは異なる規定が労働者に関係する法律で定められているとき

は、本法で別段の定めがない限り、当該法律の規定が適用される。  

（労働協約との関係）  

第４条  本法に規定した事項と同じ事項が労働協約で定められているとき

は、労働協約の規定を適用する。ただし、労働協約が本法の定めに反する

場合、この限りでない。  
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第２章  経営協議会 

 

 （経営協議会の設置）  

第５条  この法律の目的を達成するために、事業体において労働者代表と使

用者代表は自らによって構成される経営協議会（以下「協議会」という）

を設置しなければならない。以下、労働者代表を労働者委員、使用者代表

を使用者委員という。  

事業所がいくつかの地域・部門に分かれるときは、中央協議会と地域・

部門にかかわる個別協議会が置かれるものとし、その個別協議会の設置の

在り方については労使の協議による。  

また、親会社と直接・間接子会社の連結決算関係にあるグループ企業に

おいては、労働者側の要求により、本法第 25 条に規定されるグループ事

業体別経営協議会を設置することとする。  

 

（構成）  

第６条  いずれの協議会においても、委員の数は労使同数とし、その数は労

使の協議による。  

  ただし、労働者委員または使用者委員が必要と認め、他の側の委員がこ

れを了承した場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くこと

ができる。  

 

(労働者委員の選出・組合のある場合) 

第７条  労働者委員の選出に当たっては、その事業体におけるすべての労働

者の意見を反映できるよう留意しなければならない。選出にあたっての選

挙区は、一つの協議会について一つの選挙区とする。  

  １ その事業体において、使用者と労働協約を締結している労働組合が

一つであるときは、その労働組合員数が全労働者数の過半数を有す

るときは協議会の労働者委員の選出方法については、その当該労働

組合に委ねられる。  

  ２  一つの事業体内に使用者と労働協約を締結している２つ以上の労

働組合があり、その労働組合員数の合計が全労働者数の過半数を有

するときはその労働組合員の数に応じて、労働者委員の数を比例配

分し、各組合毎に労働者委員を選出するものとする。  

  ３ その事業体において、非組合員(未組織労働者)がいるときは、その

労働者委員の選出は、前項と同様、比例配分方式による。  

     ただし、完全な無組合の事業体でない限り、労働組合から最低１

名の労働者委員を優先的に選出しなければならない。  

  ４ 比例配分の式は、次による。  

    （A 組合の得る委員定数）  A 組合の組合員数：A 組合の得る委員

定数（X）＝全労働者数：労働者委員定数   
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 （組合のない場合）  

第８条  その事業体に労働協約を締結している労働組合がないときは、その

事業体の労働者による投票によって経営協議会の労働者委員を選出する。

その場合は、その投票の組織化に当たっては、産別・地方労働組織や本法

第９章に規定される経営民主センターが協力する。  

 

 (使用者委員の選出) 

第９条  使用者委員の選出は、その事業体の使用者に委ねられている。  

 

 （任期）  

第 10 条  経営協議会委員の任期は原則として、２年とする。  

 

 (届出義務) 

第 11 条  法施行後、協議会委員の選出が終われば、そのリストを含む組織

と運営に関する経営協議会の協定（書）を経営協議調停局に３ヵ月以内に

提出しなければならない。  

 

第３章   情報権 

 

 （情報開示）  

第 12 条 使用者は、次の各号の事項について協議会に常に情報を与えねばな

らない。情報は、必ず文書(電子媒体を含む)をもって提供されねばならな

い。  

 一  その事業活動の現況  

 二  その事業活動に係る中長期の経営計画（総合経営戦略を含む）、年次

計画・予算  

 三  当面する人事・雇用政策のガイドライン  

四 職場の安全、健康保持、労働教育など事業所における労働環境に関し

て重大な影響を与えると思われる計画とその変更  

五 年次決算、中間決算等の財務諸表及びそのもととなる会計帳簿  

六 その他、労働者側からの情報開示が求められ、使用者側でそれに同意

した事項  

 

（関係事項）  

第 13 条  経営協議会において労働者委員から要求された場合、使用者側は

前条により提供された情報についての理解に必要とみられる事項につい

ての資料を提供しなければならない。  

 

 （秘匿義務）  

第 14 条  経営協議会の委員は会議で知り得た「機密」を漏らしてはならな

い。ただし、機密(情報秘匿義務)の範囲は会議毎に定める。  
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第４章   協議権  

 

（事前協議権）  

第 15 条  使用者は、次の各号事項にかかわる決定を実施する前に、必ず協

議会にその該当案を提出し、労働者委員の意見を求め、協議・決定しなけ

ればならない。  

  この場合、協議会の労働者側委員が過半数労働組合（複数組合可）で占

められているときは「共同決定（交渉）権」を有する。そうでないときに

は、情報提供と協議権だけを持つ。  

  一 事業体および事業所組織にかかわる計画及びその重大なる変更  

  二  事業体および事業所における労働編成に係る計画及びその重大な

る変更  

  三 その他、事業体及び事業所内における労働環境に関して重大な影響

を与えると思われる計画とその変更  

  四 公益通報制度など「労働者保護法」に係る制度整備  

 

第 15 条の２  経営協議会は２ヵ月毎に定期的に会議を開催しなければなら  

 ない。  

②経営協議会は必要に応じて臨時会議を開催することができる。  

 

第５章   協議事項の処理  

 

 （意見尊重の義務）  

第 16 条  協議会で労働者委員の一致した意見が表明され、その内容が使用

者側の当初の決定案と異なる場合、使用者は、その労働者側の意見を検討

し、その意見に沿う方向での決定案を作成し、再度、協議会に提出しなけ

ればならない。３ヵ月を限度として、両者の意見が一致するまで、この協

議を継続しなければならない。この間、使用者側の決定案は実施されては

ならない。  

 

 （調停の依頼）  

第 17 条  ３ヵ月を経て、両者の意見が一致しない場合、使用者側の当該決

定案は白紙撤回される。ただし、共同決定権 (同意約款ならびに経営協議

会協定 )を締結していない経営措置に関しては、その旨及び賛否の意見を

議事録に記載して協議を打ち切ることができる。  

  労使が合意しなかった共同決定事項に関する経営問題については、労使

双方が新たな代替案を持ち寄り、再協議を行う。それでも調停がつかない

ときは労使の合意または一方の当事者の依頼により、第８章に定める経営

協議会調停局に調停を委ねることができる。この場合、両者は当局からの

調停案（仲裁）を受け入れる義務を有する。  
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 (提訴) 

第 18 条  上記の規定にかかわらず、使用者側が労働者の意見に反した決定

や手続きを実施しようとしていると、労働者委員はそのことを経営協議調

停局に提訴することができる。  

  経営協議調停局は、両者の代表を招集して協議させる。この間、決定の

実施は延期されねばならない。  

 

 （緊急的な労働停止）  

第 19 条  第 16 条に係る協議において、協議事項が第 15 条２項にかかわり、

かつ労働の安全衛生の確保に関して緊急の状況を含むもとで、使用者側が

この法の規定に反して、その決定案を一方的に実施する事態を、労働者側

委員が選出した労働者組織は経営協議調停局と協議のうえ、関係する作業

についての労働を停止させることができる。  

 

 (協議事項の追加) 

第 20 条  労働者委員の求めにより、第 15 条の経営協議会における事前協議

事項について、その他の項を加えることができる。  

  ただし、賃金・労働条件の変更などの労働組合の団体交渉（労働協約）

事項を経営協議会協議事項に加えてはならない。  

  追加事項に係る協議については、第 16 条、17 条の規定は適用されない。  

 

 （協定の締結）  

第 21 条  第 12 条から第 15 条にいたる事項及び第 21 条について、労使双方

で協議し決定した詳細について「経営協議会協定（仮称）」を締結し、こ

れを経営協議調停局に届け出ねばならない。本法の趣旨に背かない限り、

労使双方の意見の一致した事項を協定書に盛り込むことを妨げない。労働

者側に、労働組合が未組織や、過半数労働組合のない場合にも選出された

労働者委員と使用者委員との間で協議決定した内容（協定書）を経営協議

調停局に届け出なければならない。  

 

第６章   労務担当役員の解任、監査役及び労働者代表取締役の選出  

 

 （労務担当役員またはそれに当たる者の解任）  

第 22 条  労務（人事）担当役員またはそれに当たる者が経営協議会の趣旨

に著しく反する行為に出たと労働者委員が判断した場合には、労働者委員

の申し出により、労務担当役員またはそれに当たる者の解任に係る「労働

者投票」を実施できる。投票が実施されて、労務担当またはそれに当たる

ものの解任を求める票数が有権者総数の三分の二を超えたときは、使用者

側は、労務担当役員またはそれに当たる者の解任を行わなければならない。 

 

 （監査役・労働者代表取締役の選出）  

第 23 条  株式会社たる事業体では、労働者が選出した者を監査役会に加え
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ねばならない。監査役選出については、経営協議会労働者委員の指名する

者が株主総会の議決によって選任され、労働者代表として監査役会に複数

（２名以上）参加する形式をとる。  

  このため、労働者選出監査役はその事業体（従業員 50 人以上企業）に

おいて、労働者（組合）の経営に対するチェック機能の発揮の目的から設

置されるものであって、そのことを除けば、他の監査役といかなる意味に

おいても、同等の権限を持たねばならない。  

  同条第１項の規定は、公的部門（非現業）にも適用され、労働者側から

監査委員（非常勤）を選出するものとする。  

第 23 条の２  株式会社たる事業体（連結決算のグループ企業を含む）では、

労働者が選任した者を取締役会に加えねばならない。取締役選出について

は、労働組合の指名、推薦する者が全労働者集会の議決によって任命され、

労働者代表として、取締役会に三分の一（従業員 100 人以上企業）または

二分の一（従業員 1000 人以上企業）参加する形式をとる。  

  このため、労働者代表取締役はその事業体において、企業統治（経営に

対する監視・監督）並びに産業民主主義、経営民主主義の目的から設置さ

れるものであって、そのことを除けば、他の取締役と同等の権限を持たね

ばならない。  

  なお、労働者代表取締役の任期は２年間である。  

第 23 条の３  従業員 1000 人以上企業の取締役会で、労使同数の票決で決ま

らない場合、労使の共同選出した中立委員が最終決定権をもつ。  

 

第７章  産業別労使会議  
 

（産業別労使会議）  
第 24 条  第 12 条、15 条にかかわる問題で当該産業部門（業種）において共   
 通した問題の場合、また、その産業部門内の事業体相互間において調整の

必要がある問題の場合、当該産業部門の経営協議会を有する労働組合（団

体）から、その産業部門における労使会議の必要があった場合には、その

産業部門における産業別（業種）労使会議を開くこととする。  
  産業別労使会議は、当該産業（業種）部門における使用者団体、産業別

労働組合団体によって組織される。  
  また、産業別労使会議にある地域の規模において、それぞれの当該団体

によって組織することもできる。  
 
第８章  グループ事業体別経営協議会 

  
（グループ事業体別経営協議会）  

第 25 条  民間部門の場合のグループ企業、すなわち同一資本系列ならびに

金融取引関連で、親会社（本社）と直接・間接子会社（孫会社）の連結決

算関係にある当該労使間において、経営協議の必要がある場合には、グル

ープ企業別経営協議会を設置、開催することとする。 
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また、公的部門においても、特殊（公益）法人や第３セクター等とこれ

らの傘下事業所(体)の当該労使間において、経営協議の必要がある場合に

は、公的関連事業体グループ別経営協議会を開くこととする。  

これらのグループ事業体別経営協議会は、当該グループの労働者側から

要求がある場合に、随時開催することとし、たとえば親会社(本社)の使用

者代表と親・子会社（孫会社）の労働者代表（組合）などによって組織さ

れる。  

 

第９章 経営協議調停局 

 

 （経営協議調停局の設置）  

第 26 条  主務官庁に中央経営協議調停局を、各都道府県に都道府県経営協

議調停局を設置する。  

第 26 条の２  経営協議調停局は、第 15 条の事前協議事項において、意見が

対立して決定に至らない場合には、労使の合意または一方の当事者の要請

に基づき、調停を行う権限を有する。  

 ②経営協議調停局は、労働者委員又は使用者委員が本法に違反した場合、

司法への提訴機関となる。  

  

第 10 章 経営民主センター 

 

 （経営民主センター）  

第 27 条  本法の実施を円滑ならしめるために、「監視・監督機関」としての

経営民主センターを設置する。また、各都道府県には、各都道府県・経営

民主センターを置く。  

 

 （経営民主センターの組織）  

第 28 条  経営民主センターは経営協議調停局、労働組合団体の各ナショナ

ルセンター、使用者団体の全国組織の合議によって運営される「独立の法

人」であり、その組織については、別に定める。  

 

 （経営民主センターの職務）  

第 29 条  経営民主センター及び各都道府県経営民主センターは主として、

次に掲げる各号の事業を行う。  

一 本法及び経営協議会活動に係る調停研究と普及、教育活動。 

二 本法及び経営協議会活動に係る各種の相談、調査、監督。  

三 経営協議会に係る支援。  

四  労働組合の組織されていない事業体における労働者委員の選出に

ついての協力と事務。  
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なお、この第４号の職務に関しては、経営民主センターはその事業所  

の属する産業の労働組合の全国組織・府県組織と合議し協力して進めね

ばならない。経営民主センターが妥当と認めたときは、この職務をその

事業所の属する産業の労働組合の全国組織・府県組織に委任することが

できる。  

 

第 11 章 罰則 

 

（罰則規定）  

第 30 条  使用者または労働者側が正当な理由なく第５条の規定による協議

会の設置を拒否・妨害したり、第 21 条の規定による経営協議会協定及び

第 17 条の調停決定を正当な事由なく履行しない場合には、懲役１年以下

または２千万円以下の罰金の処罰を受ける。  

第 30 条の２  使用者が第 15 条２項の規定を履行しなかったり、第 12 条お

よび第 13 条の規定による資料提出義務を履行しなかったときには１千万

円以下の罰金の処罰を受ける。  

 

第 12 章 附則 

 

 （第 23 条関連・決定参加権に関する標準規則）  

第 3１条  労働組合は、事業体（グループ企業を構成する事業所を含む）の

労働者の数に比例して、取締役会の議席の配分を決定する。労働組合によ

って、指名または推薦された事業体の取締役は、株主を代表する取締役と

同じ権利を有し、義務を負う。  

 ただし、労働者代表取締役は、非常勤・無報酬。会議参加費や職務を遂

行するのに必要な経費は企業が負担する。  

 このような労働組合の企業経営への決定参加権は、経済的責任を負わな

い。労働者（組合）が全労働者集会の議決（同意）を得て、提起し、労使

合意して実行された経営施策に対して、最終な経営責任は所有権が前提と

なる経営権をもつ株主代表の取締役（使用者）側が負う。  

 

（法改正）  

第 32 条  この法律の定めにより必要となる法改正を行う。  

  

（施行）  

第 33 条  この法律は＊＊＊＊年＊月＊日より施行する。なお、施行規則に  

ついては別に定める。  


