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労働委員会命令データベース

(この事件の全文鰭報は言二のべ-ジの最後でご襲いただけます。 )

脚　上醍蓋艦艶l
概要情報 

薫　∃藷馨)第11号-1　　呈 
命A年月日 傴ｩ��c�D纔ﾈ��9?ｨ������������������������������������口丁l AA区分 ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"���������������

ロロー巾 重要度 事件概要 ���

麗醗 命令主文 刋傚8�9�ｼ��

馨薩醗翳讃露 
昭和　年　月　日 

京都福田労働組合 
執行委員長X「居島式会社京都福田 

代表取締役Yl 

判定の要旨 業種"規模 掲載文献 伜ﾘｵｹﾙｸ袢ﾛｨｺ9z9���

艶麗醗擬擬態襲灘驚 
窯業"土石製品製造業 

不当労働行為事件命令集78集263頁 

評釈等情報　　二二コ ��
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京都福田(概要情報)

労働委員会命令データベース

(この事件の全文鰭報は、このぺ-ジの最後でご覧いただけます。 )

脚　厳畳表睦覿1
概要　報 

事件名 仍�79Y�68��������������������������������������

事件番号 弍ﾉ�Y}飩鞁H��鰄��(������������ﾂ�

申立人 被申立人 命令年月日 仍�79Y�69┼:ﾙ�xﾘx��������������������������������ﾂ�

株式会社京都福田　　　　　　　　　　　　　　　1 

誓議諾呈文,こ棄却又は却下部分を含まな。,　　i 命令区分 重要度 口I丁夢 三三三襲 　　　主任か‾の 
事件概要 

命令主文 刋刋�<挨ﾙ������"��I~ﾘ�9J襍ｹ��袵�

んo以上・京都府地方労働委員会の命令により静ま喜o月日 

戴聾讃繁殿　　株式会社京都福田 

代表取締役Yl 

判定の要旨 亢X袱<鰻円ｩJ�'ｨ,h/�yﾙu(,����xﾘx��ｴﾂ�

攫醸襲駿擬態醒鮨長X 

鑑鰭顎饗離艦醗醗灘 

筈鵠器籍鮭灘帰を命ずるにあたり・主 

蕎諜　薫藷翳籠集7。集。78頁 評釈等情報 
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労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

間脳艶聞阻

京 剴s福田 事件名 事件番号　　葺 剋]闇結締雑言 

再審査申立人 再審査被申立人 ■ゝ.会 刳博ｮ会社京都福田 ��こさしつま　ヽ 京都福田労働組合 

昭和62年11月4日 ��叩巾年月日 会区分 刪齦舶ﾏ更(初審命令を一部取消し) 命巾 重要度 刹c題露馨馨 
事件概要 

命令主文 凵vとの　日 干中労委晶。。年(不再)第47号事件に係る初審命令主文第1項を・次のとおり 

讃醗馨襲 　昭和年月日 
韓籠談合殿株式会社京都福田 

三三≡≡ 
漢 倅ﾘ+ｸ5����fHｶ8�8�~ｨ�ﾊｨｽ雹�Mｸ+X+ﾘ+�,h/�yﾙu(,��

判定の要旨 

醜議艶鰯蔀語長X 

嚢‡三業三 
https : //www.血lw ・ gO j p/churo弛eireLdb/me血O 1 8 9 6.h血l
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孟塾地労委昭和59年(不)甜1号±
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薗盤醐69KByteavますoまた・ PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(鮒)の
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労働委員会関係裁判例データベース

京都福田(概要情報)

概要情報 

事件名 事件番号 仍�79Y�62�自&鞏傴ｩ��c9D竏ﾗ84笙.Cxﾘb�
東泉 　労働委国会 

申立人 被申立人 _.」 �(h匣､ﾉ<R�ｩH�檍��ｹ�79Y�62�ｹ�79Y�69┼:ﾙ�xﾘr�[ﾙ�ﾃ)D纔ﾈ�#�?｢�

中止人参加入 判決年月日 判決区分 重要度 

全部認容 

≡≡≡≡ 事件概要 

定した。 燕藷鰯灘蕗圭鰯藷饗等羅難弼鵜譲 
判決主文 

購読用及び参加によって生じた費用は被申立人の負担とする0 

鞄鶉醒繋籍彊整繕藷 
判決の要旨 亊H���8,�,(*(,H,ﾙ9h･��:�?ｦ"�､xｶ9Di��H柑_�ﾙIDhｺ9�h,ﾈｽ亶ﾙkﾒ�婪HHｼh��揵HHｼh��徐��5��ﾙ�檍ﾅxﾝ僵ｹ~��#X�sC�¥R�

業種"規模 

掲載文献 刋ｩ:ﾘ効蹴�Kｹ~�鳧饕�5x8X8ｨ5��罫関、 閥喜諾謹3暴2頁 
評釈等情報 

判例タイムズ原田 

坤S : //www.mhlw. go.jp′churoi/meirei」f皿anthOO4 1 0 ・html



京都福田(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

上艶蝕=豊玉靂盃ユ　臆謎盟覿1

概要情報 

事件名 仍�79Y�68������������������������������������������ﾂ�

事件番号 �8ﾈｹ�&鞏傴ｩ��c9D竏ﾗ84R��c8ﾘh����������������������������

原生 乘H�檍��ｹ�79Y�68����������������������������������ヽ口 被生 �(h匯┼:ﾘ効醜檍������������������������������������

i=ミ 殺生参加人 仍�79Y�69┼:ﾙ�xﾘr�

iこ】 判決年月日 兌ﾙ�ﾃ)D纔ﾈ�#�?ｨ����������������������������������

判決区分 ����,ﾈｯﾈｷ���������������������������������������

重要度 ��������������

事件概要 

判決主文 偃XﾝX�z9��閇�h+h+ﾙN��/�ｭﾈ-��"�,ﾘﾋHﾙ�,ﾉX�%8,h+x.��"�

判決の要旨 業種・規模 献 �8ﾒ�;iV杏�菱ｼ�~ｨ貧,Hﾊｨ�r�

1300転勤・配転 藷鰯一灘親灘 益を与えることを意図した支配介入である。 

怒籠讃豊鵠舘醒謹籍親藷鶉 る 

讐翳籠酸類諮籠鵠耀躍譜 

続擬鰭灘諾翳 
法はない。 

卸善業小売業飲食店 ンじヽ 労働委員会関係裁判例集25集524頁 

掲載文 評釈等情報 俛I>�ﾉeﾈ�(ﾘh�##)¥R�
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労働委員会関係裁判例データベース

脚　上壇悲観姐
概要情報 

事件名　　　　　原都福田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 

事件番号 �8ﾈｹ靼(ﾝ兌ﾙ�ﾃ)D竏ﾗ85"��c�S�ﾘh����������������������������

控訴人 乘H�檍��ｹ�79Y�68��������������������������������������

爾轟青天‾‾一二 �(h匯┼:ﾘ効醜檍����������������������������������������

整人醒葦　　　i 事件概要 凅YJ驃ﾘｵｹ�Hｺ��

謹翳藷籠議醗整整護醗畢 
判決主文 凛9��i�fHﾇｹX�%8,h+x.��"�

判決の要旨 ��#����ﾗ隕��YW8箞ｦ��

畿藷競離籍誤犠鵜離縁諜翫謹 
ま不当労働行為である。 

欒讃藷籍藷鶉撥躍統諌 

鱗書籍議躍籍籍諜認 
面両種‾‾‾「 掲載文献 �YHHｼh��揵HHｼh��徐��5��

労働委員会関係裁判例集26集261頁 

評釈等情報 刋ｩ:ﾙKｹ~���S滴ﾘc��I¥R�
中央労働時報　831号51頁 

闘一重誓ヨ一一三二
日≡≡≡≡≡=ここここ=

里聖　「。蚤　口的年(不

し三些〇一〇__〇〇〇〇〇〇〇鵜_。_○○_○○_○○-」」∠牡「〇〇〇〇〇十に玉露「〇〇〇°「

喧塑垂堕哩型」〇二_二〇〇〇_○○一〇〇〇〇一一‥二=二手喧嘩
亘夏雲昭和61年(不再)第24号/坦

重宝坦裁昭手口63年(行の制臆皇室

霞露語墨壷臆臆臆音臆音臆音喜田遺書

https ‥//www.mhlw. go.j p/churoi/meirei-dbthanthO O 5 7 8.html
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労働委員会関係裁判例データベース

脚　上親誌瞳認1
概要情報 

事件名　　　　　「 仍�79Y�68������������������������������������������

事件番号 俐Xﾘ(ﾝ兌ﾙ�ﾃ9D竏ﾗ862��c�s�ﾘh����������������������������

上土土人 乘H�檍��ｹ�79Y�68������������������������������������

彊嚢藍馨　　　　与 
重要度 亦�

事件概要 

判決主文 �-�<H袙慂,厩�%8,h+x.��(������������ﾂ�

判決の要旨 ��#����ﾗ隕�)W8箞ｦ��

蓮鰯緒謹諦親懸 
盤徳鞍手諜課令拒否を理由とする解雇が不当労働行為に該当するとした 
原判決に違法はない。 

鰭態鰭鶉鰭蘭醗 
業種"規模　　　　　窯業"土石製品製造業 

載文献 刋ｩ:ﾘ効醜檍ｭhﾅxﾝ僵ｹ~��#x�ラ¥R�掲 評釈等情報 �8畔鳧ﾊc^�h�(�)¥R�
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