
千石外3社(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、このページの最後でご覧いただけます。 )

上命令一覧に戻る]上垣泰鞄轟ユ

報 

庫件名 甲件番号 酷人 ��y�隍�8���

難韻書識語漂凝喜 ii全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 

l被申立人 被申立人 I被申立人 被申立人 冲8ﾌ�檍��486�8(8｢�

囚堕合 
株式会社千石 

株式会社一森 

i命令年月日 I命令区分 兌ﾙ�ﾃ僖緝ﾈ�#i?｢������

口　′　ロ巾書　　二・′　吉 �+#ﾘ���X�������X�����X������������������將�

恒重度 事件概要 ���������������������������ﾏｲ���

馨露羅露 
命令主文 5 た ��

記 

舘藷讃幣欝働組合関西地区霊鼻白 
株式会社一森 
代表取締役Y」 

有限会社イデモリ 

藷緩諜藷隷鶉藩課籠馨翳罵聾2 
記 謀議捷萱統語詣轄掲載柴認諾轟交 

却繍繍送企業組合は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交し 
記 

鵠藷藷幣驚倒組合関西地区霊品目 

https :〃www.mhlw. go jp/churoi血eireLdb血ei/mO2 93 8. h血l



千石外3社(概要情報)

判定の要旨

業種・規模

フ耀籠繁合

鵠諜畠沼既読聾畿韓奈堅鶴悪弊呈蔑豊造幣恕余響鶉琵潟薄藷譜龍言説雇駕峯
記

貴組合員X3氏、同X4氏及び同X5氏に対し平成5年1 1月12日以降就労拒否を
ニ臆臆_.十〇・・〇　し

行ったこと。

1800会社解散"事業閉鎖

灘擬態醸撥讃
2242　回答なし

綜鵠籍籍霧誤認識籠
ある。

籠讃翳霧鵠鰭讃藷緒
断される。

宗鑑鰯隷
董擬態擬籍鱗
である。

難題饗醗翳馨
ついての企業組合に係る申立ては却下する。

圏囲圏圏回国圏国
籍謙醗擬瀧職務己もなされているか

鱒蟻鶉鰭擬灘護籍醗
給う講読緒梁瀬掠文書手交をもって足。ると考える。

道路貨物運送業

https : //www.mhlw ・ gO jp/churoi/meirei_db/mei血02 93 8.html



千石外3社(概要情報)

評釈等情報

上先頭に戻るユ

匪----　--　一間

高言意義立憲二言二二、二二言詫二二二二　日田具伸し　　　　　聖竺「4竿4月10日判決　i

薗宝塩務監護琵欝2KBytefo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)

h坤s : //www.mhlw. go jp/churoi危eireLdb厄ei/mO2 93 8.h血l



千石外3社(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、このページの最後でご覧いただけます。 )

亡命令一覧に戻る] _鰹盤睡閏姐

要 

i事件名　‖千石外3社 事件番号　中労委平成9年(不再)第25号 再審査申立人　=全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 

庫審査申せ人 　..○○ 侭tﾈﾌ�檍��486�8(8｢�

再審査申出入 庫審査申立人 直垂両ここ〒 再審査被申立人 　_」 侭�Xﾞ9t��xｮ仂i�xﾘr�

株式会社一森 

株式会社一森 

全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 

l再審査被申せ人 命令年月日「 命令区分 冲ﾈﾌ�檍��486�8(8｢�

平成13年1月17日 

一部変更(初審命令を鵜部取消し) 

重要度 ��

事件概要 ノゝ.A 剃����

叩巾主文 I 曝�ｩhy>X�ｨﾊ｣�����ﾗY<y��┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YI�y���Z｢�

支諜撥擁護認識覇績講読 
2耀‡謡欝深雪霜寒議艶隷鰭龍罷コン支部。平 成 

3擬馨欝難読霊讐対し 
記 

全擬鞘働組合関畠地出支部 

株式会社　一　森 
代表取締役　Y「 

擬擬韓籠誌二第二 
苗全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の株式会社千石及び有 

会社イチモリに対する救済申立てを却下し、その余の救済申立てを棄却する 

Iその余の本件再審査申立てを棄却する。 

甲走の要旨　l 倡杏xﾎﾘ�(,ﾉ┼:ﾙ�xﾘx,亊h+x.價ﾘﾋ���486�8(8ｨ��藕,ﾈ鰾�

https : //www.mhlw. go jp/churo i/meireLdb/mei/mO 3 5 0 6. htm l



千石外3社(概要情報)

「 4 尤 ���G�>�ﾘ菱��ｼb�

籍欝饗饗撥 
諾翳藷競憩醗鶉鵠寵諜瀧擢課 

轡擬醸欝轡襲護 
4908営業譲渡後の譲受人 

冨藷醒襲臨擬擬 
4908営業譲渡後の譲受人 

諦離艶統轄鶉龍討蒜非難課鵠締等に 

醗纂欝認識鵜認諾撥 

曇萎嚢嚢輩≡ 
908　営業譲渡後の譲受人 

籠灘繋擬欝欝襲 
業種・規模 掲 �;刋�ﾙZ���xｼb�

載文献　　　月 評釈等情報 �.衣ｹ(h匯┼:ﾘ鳬_��#SHﾘc3�i¥R�

中央労働時報2001年5月　983号」6頁 

https ://www.mhlw. go jp/churoi/meireLdb/mei/mO3 5 06.html



千石外2社(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

閏例一覧に戻る].鰹醒轍

概要情報 
i事件名 ��y����､�(���

庫件番号 �8ﾈｹ�&鞏兌ﾙ�ﾃ�9D竏ﾗ84R��cドﾘb�

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

i被告 �(h匯┼:ﾘ効醜橙�

l被告参加人 乘H�檍���y���

i被告参加人 ��Xﾞ9t��xｮ仂i�xﾘr�

圃決年月日 兌ﾙ�ﾃ�ID紿ﾈ���?｢�

l判決区分 亶鞋�ﾙ}�,ﾈ自YH竧��+R�

恒要度 ��

事件概要 ��

藷籍謹話諾籠怒蕪辞端整誓 
甲決主文 冏ｸﾈ��8ﾙ�/�ｯﾈｷ�+x.��"�本件を上告審として受理しない。 

判決の要旨 鼎���馼ｼiG�鉅,僵ｨ*I�hﾆ�8�"�

躍態饗讃 

きない。 

6160　訴訟参加 

讃態鷺鑑繁藤擬擬態 
h坤s : //www.mhlw.go jp/churoi厄eireLdb瓜an仇O l O3 0.htm l



千石外2社(概要情報)

轍凄艶鴇轄競籠籍堀措艶講鶉鵡幣 
「401労務の受領拒否 
3700使用者の認識・嫌悪 

灘灘醗擬翳 るに足りる証拠はない。 

讃醸撥麗議 

露馨馨藷轟 
籍麗鶉蓋饗競欝蓬 

l業種"規模　ii 旧識文献　i 冽�ｼb)7����ｹV��ｹ�(ｼb�

労働委員会関係裁判例集37集267頁 

庫駅等情報 ��

顛末情報 l`- 
汀新番号/事件番号 僵ｸﾈ粟iZ｢�ﾙ}�iZ｢�判決年月日/命令年月日 

大阪地労委平成5年(不)箪28号/ 凭ｩV��ﾘｨﾘ��ｷ鞋�IZｨ,hｯﾂ�平成9年6月26日決定 
也 

中労委平成9毎(木耳憎25喜　　一郎変更(初審命令を-部取消し)　平成13年1月17日決定 

東京高裁華麗14毎(行コ)築140口 俔I��,ﾈｯﾈｷ�������������������[ﾙ�ﾃ�YD��ﾈ�#�?ｩKｸﾈ��

労霞平成15毎(木南)箆8母 傚8ﾛ葦ﾈｷ�引��)kﾙ}�/�+ｸ,ﾈ-ﾈ-ﾈ佐�平成15年11月5日決定 

https ://www.mhlw. go.jp/ch町Oi/meireLdbthan仇O l O3 0.h血1



千石外2社(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

J軸例二塾三屋盃ユ.地軸

概要情報 
事件名　千石外2社 主劃牛番号　慄京高裁平成14年(行コ)第140号 龍　嵩嵩麗讐萱労働組合関西地区生コン支部 上と. 

敬白参加人 被告参加人 l被告参加人 綿ｩH�檍���y���

i大阪輸送企業組合 

i有限会社イチモiノ 

判決年月日　　　　　平成15年1月21日 

圃決区分 俔I��,ﾈｯﾈｷ��

恒要度 事件概要 �%8ﾋ隘�･�･�･�･�･�･�vY|ｨ����������������������������������U9U9U9U9U6俶傚��

罷謀議籍藩籍犠鑑擬 した。 
判決主文 　たつ ��gｸﾈ�I��/�ｯﾈｷ�+x.��"�

2控訴費用は、控訴人の負担とする。 

判決の要目 田##(��&9gｸﾏ��(��Mｲ�

饗饗 
≡≡≡≡ 
6160　訴訟参加 

擬態蟻鶉韓薫擬碧 
ht申S :〃www.mhlw. go jp/churoi血eireLdbthanthO l O64.html



千石外2社(概要情報)

1302就業上の差別 

擬讃醗鷲翳醸 

藁繰醗薮欝灘籍翳 

馨醸馨麗議 
態欝莞議藷欝諜翳灘鰭 イとまヽ 

業種・規模 �;刋�.YZ���xｼb�

旧識文献 評釈等情報 ��

中央労働時報2003年10月10日1018号57頁 

藍霊雷門E繭同一繭〒
蘭書三言≡=こ=幸手こ三三三三=三三三≒≒≒三三=二三===二===こ=こ∃⊆=====二====二=〇〇〇〇〇〇〇○○

里芋室平成9年臆(不菖)第竺呈
1績し九・を信田霊十〇月雑i Jヰし丁丁’三上二塁

匝童画=〒匿三雲≡三三三]±=室_〇〇〇〇〇」

https : //www.mhlw. go jp/churoi厄eire」dbthanthO I O64.html


