
大東洋生コン(概要情報)

労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このべ-ジの最後でご覧いただけます。 )

土合令一覧に戻る]鯉薗轟駐韓1

概要情報 

l事件名 ��Y8ﾉvﾙ�h5(98��������������������������������������������������

i事件番号 ��Xﾞ9&驗ｨ効諸��c)D竕W2��c3xﾘb�大阪地労委昭和63年(不)第68号 

i申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YH����������������������

i被申立人 冲ﾈﾌ�檍���Y8ﾉvﾙ�h5(98����������������������������������������

l命令年月日 兌ﾙ�ﾃ�D��(ﾈ��9?ｨ������������������������������������������������

l命令区分 ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"�������������������

i重要度 亦�

事件概要 ���*ｨ������xﾘx酋��h,���+X��暹��ｨｹ�Mｸ/�yﾙu(,倅yk�,偖ﾘ馼+8+�+ﾘ+�,h���"��r�ﾘx醜,���+X��暹��ｨｹ�Mｸ/�yﾙu(,僭ｨ棈ﾛy¥ｨ���8ｼhﾛy¥ｩ9�/�ﾗ8,�+ﾘ+�,h���2田�D颯��ih耳鳧ｾ�,ﾈ辷ｸｸ,�9h+ﾘ.維y¥ｩ4偃h宜*(/�ﾗ8*(��c)D陷Hｴx耳鳧ｾ�/�辷ｸｸ+X,�*�,��+ﾘ+�,h��ィ丿X耳鳧ｾ�,ﾈﾏ��(,Y�ﾘ�8/�.�,�,I&8ﾏ�,��+h,�*�,�+ﾘ+�,h��コ�&8ﾏ�,YZ｢�

謹籍欝繋寵邁淫翳善籍鷲諾難究鞍鰭掌醇 等の差別禁止、(4)につき誠実団交応諾、(2)、(3)、(4)、(5)及び(6)については、文 

書の手交を命じた。 

命令主文 ��ﾙdﾉ���ﾈ�9~ｩ��9����Oｩ��>Y�隶ﾙUﾈﾙI�杏謁ﾙu"�
2被申立人は、申立人組合から昭和62年4月15日以降申入れのあった、申立人 組合大東洋生コン分会員の昭和62年夏季、同年年末、及び同63年夏季一時金 を議題とする団体交渉に、申立人組合が過積載に応じることを条件とすることな 

鰭護憲官耕緒謁の堤を速やかに手交しなければならな。。 
記 

年　月　日 

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
執行委員長X2殿　　　有限会社大東洋生コン 

代表取締役Yl 

第7諜樽つ祷龍認卦嶺驚籍翳謹話凝議濃籠洗 ので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 

記 

(1)貴組合大東洋生コン分会員に対し、過積載等の拒否を理由として配車差別 
及び残業差別等を行ったこと 差絹碧鍍東幣諸行鴛一謂お攫韓等義蔑能鷲磐きって 及絹鰭との措官幣鶴鶉鴇暑魂護糖結語魚篭誌 度をとり誠実に対応しなかったこと、及び昭和62年4月15日以降申入れの あった昭和62年夏季、同年年末、及び同63年夏季一時金を議題とする団体 交渉において、貴組合が過積載に応じることを条件として誠実に対応しな 

かったこと 外鰭磐東灘損料離鵠親欝鸞擬装ま 

行ったこと 

判定の要旨 ��#��迚ZX*)'�H�ｸｹWHﾛy¥｢�

識者翳罪襟三時金相当額の出荷協力金を支給し、過積載を拒否した分 会員に支給しなかったことが不当労働行為であるとされた例。 

1302就業上の差別 過積載等の要求に応じないことを理由に分会員に配車、残業等の差別をしたこと 

が不当労働行為であるとされた例。 

1602精神"生活上の不利益 鎗藷濯籍醒鶉欝翳擬装黙諾鵜鴇認諾 

れた例。 

https ‥//www.mhlw. go j p/churoi/meire」db/mei/mO23 7 8.html
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麓翳藷鰯鰯醗驚

驚擬繚親鸞瀬欝離籍鶉操

鵠擁護練鴇露擦嚢籍拝謂謀議藷諒
て団交に応じることを命じた例。

讐攫醗繚鰯

藍董雲量≡∃藍霊≡≡≡≡∃藍藍雲量
匡重畳豊平成3年(行コ)鱒皇室　一躍印書　臆　　　　　　十十即中門∠I早ま誓書「
lJ]宣i"1重l|丁」|L 「“T¥ i 」ノ’‾“T] i’′∴’二⊥　　　　L二二臆‾ -‾ ‾`‾“　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　し　　　‾

薗韮護盤議翳欝4KBytefoりますoまた・ PDF形式になっていますので’ご覧になるに’まAdobe Reader(鮒’
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労働委貴会関係裁判例データベース

(この事件の全文鰭報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

上関囲星団圃
概要情報 

事件名 ��大東洋生コン 

事件番号 ��大阪地裁平成2年(行り)第1号 

原告 ��有限会社　大東洋生コン 

被告 ��大阪府地方労働委員会 

被告参加人 剔S日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部 

判決年月日 剳ｽ成3年11月14日 

判決区分 ��請求の棄却 

重要度 �� 

事件概要 ��本件は、過積載拒否を理由とする組合分会員に対する配車差別、残業差別、年 
未一時金に関する不誠実団交等をめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済 
命令(元"12"13決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、大阪地裁は請 
求を棄却した。 

判決主文 ��原告の請求を棄却する。 
訴訟費用は原告の負担とする。 

判決の要旨 �1302　就業上の差別 
分会員が過積載等を拒否し、会社が過積載等を行うよう要求しても応じないこと 
を理由に、分会員に配車・残業等を指示しなかったことは不当労働行為である。 

1205　別組合員に対する特別手当の支給 
2900　非組合員の優遇 

非組合員のみに年末一時金相当額の出荷協力金を支給し、過積載を拒否した分 
会員に支給しなかったことは不当労働行為である。 

2249　その他使用者の態度 
一時金の団交において、組合に過積載拒否の中止が〇時金支給の前提条件で 

あるなどとして実質的な協議に応じなかったことは、誠実に団交に応じたものとは 
いえない。 

2900　非組合員の優遇 
3700使用者の認識"嫌悪 
待機時間中の分会員に対し、車外での雑談を禁止したり、シートを後ろに倒すこと 
を禁止したことは不当労働行為である。 

業種・規模 剽q業"土石製品製造業 

掲載文献 ��労働委員会関係裁判例集26集440頁 

評釈等情報 劍J働関係民事裁判例集　42巻6号　817頁 
判例タイムズ　793号171頁 
労働判例　593号　37頁 

顛末情報 

行訴番号/事件番号 僵ｸﾈ粟iZ｢�ﾙ}�iZ｢�判決年月日/命令年月日 

大阪地労委昭和63年(不)筈68号/ ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YB�平成1年12月13日決定 

他 兒ｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"��

大阪地労委昭和62年(不)第37号/ ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YB�平成1年12月13日決定 

他 兒ｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"��

大阪高裁平成3毎(行コ)第42号 俔I��,ﾈｯﾈｷ��平成4年8月27日半 佇��

最高裁平成4毎(行ツ)篤194号 ��8ﾙ�,ﾈｯﾈｷ��平成5年6月22日宇 ��hﾈ��

薗唖講堂謹撰欝:1KByteありますoまた・ PDF形式になっていますので・ご覧になるにはAdobe Reader(無料)
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労働委員会関係裁判例データベース

(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。 )

脚　埋弼閥
概要情報 

事件名 ��Y8ﾉvﾙ�h5(98����������������������������������������������

事件番号 ��Xﾞ8ﾘ(ﾝ兌ﾙ�ﾃ9D竏ﾗ85"�<CC(ﾘh����������������������������������

控訴人 冲ﾈﾌ�檍�����Y8ﾉvﾙ�h5(92�

被控訴人 ��Xﾞ9Wｹ&饑ｹ┼:ﾘ効醜橙�

被控訴人参加入 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

判決年月日 兌ﾙ�ﾃID繹ﾈ�#y?｢�

判決区分 俔I��,ﾈｯﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 儿痔~､y>���.i~ｨｹｨｭｨｪ霾ｹfHｶ8繁z9��ｶﾉ4��依8�S�"#�8ﾈ�.ｘ/�辷鰄+X+ﾙ�Xﾞ9&鞏僵ｸﾈｃ2#��#�B�/�W9Y�,h+X,H檍��*ｨ��ﾕI��+R�

ていたが、大阪高裁は控訴を棄却した。 

判決主文 ��gｸﾈ�I��/�ｯﾈｷ�+x.��"�
2控訴費用は控訴人の負担とする。 

判決の要旨 ��3�(����ｼh�8,ﾈﾛy¥｢�

雑誌籠絹鶉停止,下車勤等の場合 窒繕i驚醗監護篭誤読紫蘇蟻謙 ることを条件とすることなく、誠実な団交の実施を命じた労委命令を支持した原判 

決が維持された。 

4301労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合 
4416将来にわたる不作為を命じた例 

譲擬籠議擬讃撥護籍 
作為命令を発したのは相当である。 

業種・規模 冽�ｼb)7����ｹV��ｹ�(ｼb�

掲載文献 刋ｩ:ﾘ効醜檍ｭhﾅxﾝ僵ｹ~��#x��s噂R�

評釈等情報 刋ｩ:ﾘｭhﾅyj�hﾝ僵ｹ~��C8ｪ｣Hﾘh��ss�¥R�
労働判例　629号131頁 
中央労働時報　851号45頁 

顛末情報 ��

行訴番号/事件番号 僵ｸﾈ粟iZ｢�ﾙ}�iZ｢�判決年月日/命令年月日 

地営垂昭和63(不)第68号/ ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YB�平成1年12月13日決定 
他 兒ｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"��

大阪的常春昭和62年(不)笛37号/ ��9YHｷ鞋�kﾙ}�Y[h,弍ﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YB�平成1年12月13日決定 

他 兒ｨ/�ｭﾈ-ﾈ,�*"��

大阪地裁平成2年(行ウ)第1号 ����,ﾈｯﾈｷ��平成3年11月14日判決 

最高裁平成4年(行ツ)篤194号 ��8ﾙ�,ﾈｯﾈｷ��平成5年6月22日判決 

韓醜護幾箋翳難誓yteanますoまた、 PDF形式になっていますので・ご覧になるに’まAdobe Read8r(無料’
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労働委員会関係裁判例データベース

(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。 )

工数睡連　理轟基瞳踵ユ
概要情報 

事件名 ��Y8ﾉvﾙ�h5(98����������������������������������������

事件番口 俐Xﾘ(ﾝ兌ﾙ�ﾃID竏ﾗ862��s滴ﾘh����������������������������
一号“ 上瞳・人 冲ﾈﾌ�檍���Y8ﾉvﾙ�h5(98��������������������������������

口 被上星人 ��Xﾞ9Wｹ&饑ｹ┼:ﾘ効醜檍������������������������������ﾂ�

口 被上星人参加人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YH��������������ﾂ�

口 判決年月日 兌ﾙ�ﾃYD緝ﾈ�#)?ｨ��������������������������������������

判決区分 重要度 ��8ﾙ�,ﾈｯﾈｷ�����������������������������������������

事件概要 冖iOｨ�8ﾄ�iJ�>Y:��

嘗議諾高裁判決を維持し、会社の上告を棄却した。 

判決主文 �-�JXﾆ�ﾘ,厩�%8,h+x.��"�

判決の要旨 伜ﾘ�飲8ｵｹ�X了ﾙｸ袢Di���

業種"規模 冽�ｼb)7����ｹV��ｹ�(ｼb�

掲載文献 刋ｩ:ﾘ効醜檍ｭhﾅxﾝ僵ｹ~��#員s#3噂R�

評釈等情報 佩ｹ>X�ﾎｩJH�#y¥R�

巴≡≡ ‾‾醒∃竃董童
大阪地労委昭和範ヰ中小)男J Iモ∠

i玉串市電平成臆3年(行コ)皐4Z旦　1世間Uノ東町　　　　　　　　　　1丁l’い丁〕ノ’‾“ H ‥‾、

薗蝿 三選望遠愁製㌢KByteあります。また、 PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAd。be Reader(無料)の
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