
伊丹産業(概要情報)

労働委員会命令データベース

(この寧件の全文矯報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る]上垣墓措報]

概要情報 
庫件名 ��$�仂b�

!事件番号 ��Xﾞ9Wｹ┴勾[ﾙ�ﾃ�ID竕W2��c店ﾘb�大阪府労委平成」4年(不)第25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YB�

l被申立人 ��$�仂hｩH�檍���

i命令年月日 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��Y?｢�

l命令区分 �ｩYHｷ鞋�kﾙ}��益[h,亶鞋�IZｨ,hｯﾈｷ�iH,ﾘｷ�岔YIZｨ/�ｭﾈ-竰�

i重要度 ��

事件概要 �Hｵｸ揶袢ﾛｨ�8ﾗYﾛｨｴYx��xｸｧｾ<頴Hｵｹ�MXｶ8袙袵�WH/�kﾘ+h��+ｸ,ﾉuﾘ,ﾉ�ﾉzx,H,ﾘｯﾈｷ�+X+ﾘ�"�

命令主文 ��i-�9)hﾎｹ�MiGﾉ�ｹ-�y��/�/��+x.�+�,h/���ﾈ�,h+X,H���

(文書略) 
2　申立人のその他の申立ては棄却する。 

判定の要旨 �##3(����6�ｨ�:��
2235　その他組合の態度 
2300　賃金置労働時間 

2244特定条件の固執 

擬欝饗讃欝灘灘饗 鰯鞘龍欝 行わなかったことは 

2252　署名・調印拒否 

管轄誤認譜溺瀬馨諦講認識舌諜鵠驚 讃認讃繚離籍藷藷凝議葦籍 合の申立てが棄却された例。 

1302　就業上の差別 

認識鶉籠翳讃離籍翳籍諾護雷 撥績擬態擬態議譲 

l業種"規模 ��駮ｹ�ｹV�)��%��ｹV��ｹ�(ｼh������������������������������������

園載文献 ��

i評釈等情報 白�

顛末情報
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伊丹産業(概要情報)

薗醍醐4KByte5りますeまた・ PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe F`eader(無料)
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伊丹産業(概要情報)

労働委員会命令データベース

(この事件の全文摺報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る].腰細龍紺

概要情報 

庫件名 ��$�仂b�

i事件番号 �(i┴勾[ﾙ�ﾃ�yD竕W8ﾜB��cCh�SCxﾘb�

l再審査申立人 茶Chﾘb��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB"イxﾘb��$�仂hｩH��檍���

i再審査被申立人 茶Chﾘb��$�仂hｩH�檍��"イxﾘb��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(92�迚YB�

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ�僖��ﾈ���?｢�

命令区分 弍ﾈｷ����9YI¥���

重要度 ��事件概要 凩YX員��)o��円ﾉEﾉ�ｸｭ為Yﾙｹ~ﾙ��ｨ��ﾛｨ袙菱ｵｸ�8�2�>XｵｹJ鞁I���扱ｸ�2�

2大阪府労委は、平成17年6月20日、上甜1](ウ)についての会社の対応は労働 組合法第7条第2号に該当するとして、組合が書面(街頭宣伝活動に行き過ぎが 整蒜諒欝三妄琵説謀議欝灘 ころ、組合及び会社は、これを不服として、組合は同月29日、会社は同月30日に 当委員会に再審査を申し立てた。 

命令主文 ���,HﾗY��{Ie�ﾆ��8�8ﾇ夷ﾈﾗX粂ｷ�+x.��"�

判断の要旨 ��2��駅hｸ���ｴﾈﾝｨ,ﾉwhｸ�馼ﾘ�,佛x.�&9�ﾈﾏ��(,�,(*(,B�
(1)平成14年4月24日の団体交渉(4.24団交) 
団体交渉における会社の対応をみると、会社は、組合要求事項及び分会要求 事項について項目別に相当程度具体的に回答し、このことをめぐって組合との間 藤翳鰯鶉繋繋 い 

○ (2)協定書締結の合意の有無 

要品謂黙諾淫轄捲績藷薄さ認諾糊 実駕篭耕講読喜琵端菰醐轟謹 言築認塞耗鶉鶏罷紫写譜操離籍紫蘇盲監鮮 たということはできない。 

(3)平成14年5月16日の団体交渉(5.16団交) 

の競瑞解読鵠認諾華黙諾轟鰭聖篭輩轟謀る 三鰯諜騙鵠鰯 24団交において会社側に連休明けに協定書の案文をファックスで送る旨述べて 

いたにもかかわらず、これを履行しなかったため、会社が5.16団交に先立って協 定書(案)の内容について検討することができず、このため、5.16団交の場では 組合提宗の協定書案を持ち帰る対応を行ったものと認められる。したがって、5. 

16団交の場において、協定書を締結しなかった会社の対応を不誠実であるという ことはできない。 
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伊丹産業(概要情報)

(4)平成14年7月11日、7月23日、9月19日の団体交渉(7 11団交、7 23団交、9.

じ籠離籍京終5撼競灘軍籍薗鵜離籍

竃饗醸績醸醒露
伝活動について先議することを提案し、組合はこれを了承している。これらの事情

繹籠欝業績灘薄紫鶉謹鶉
繕とし薄雪絆掌醇灘鶉薪能寵讃

交渉態度と評価することはできない
Aに対する雇い止め等について

諾攫寵藷嵩擬擬籠繊
組合員であるが故にあるいは同人の正当な組合活動の故に上記取扱いをなした

鶉籠藷翳鶉諒認諾までもなく・この点

轡擬態躍擬襲

は同月25日であり、Aに対してこのような取扱いをするに至る以前から、同人が

不当労働行為事件命令集137集《19年1月 ー4月が887頁

顛末情報 
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZｨ����������侭kﾙ}�霾�?｢�ｸﾈ吋霾�?｢�

大阪府営賽平威14年(不)笛25号"大 阪府営電平成14年(不)第95号 �ｩYHｷ鞋���ｯﾈｷ��平成17年6月15日 

東京地裁平成19毎(行男篤之79号 弍ﾈｷ��平成20年6月23日 

東京恵三謎平成20毎(行コ)篤266号 弍ﾈｷ��平成20年11月19日 

捻塞飽遊璧躁欝8KBytefo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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伊丹産業(概要情報)

労働委貴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。 )

[判例三賞に廃るユ　上顛末陪覿ユ

概要情報 
事件名 ��$�仂b�

事件番号 �8ﾈｹ�&鞏兌ﾙ�ﾃ�僖竏ﾗ84R��c#s俘b�

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

被告 俛�引瓜ｨﾗ9�ﾙ*�ｩ(h匯┼:ﾘ効醜橙��

被告補助参加人 ��$�仂hｩH�檍���

判決年月日 兌ﾙ�ﾃ#�D緝ﾈ�#9?｢�

判決区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 �<�,N<課ｩ�稗�檍��ｷ�-���xﾘx,h.�,�+�,ﾉkﾙ}�/�W9Y�,h+X,H��(i┴効,俐I�(ﾛ�/��ﾉzx,H+ﾘ�"�

器翌譜等撰二鰍百三盤親濡裟碧 棄却した(以下「本件命令」という。) 
本件は、X組合が本件命令を不服としてその取消しを求めた事案である。 

判決主文 ��ﾋHﾙ�,ﾉ���/�ｯﾈｷ�+x.��"�
2訴訟費用は,補助参加によって生じた費用を含め,原告の負担とする。 

判決の要旨 ��&9�ﾈﾏ��(,ﾘ����ｸ*ｨ�y^�/��,ｸ,(,(��┼:ﾘ�(,ﾉ�(ｿh,�*(+Y┴諄ｭhﾅx�8,ﾂ�

籠隷謹藷鶉藷讃縫灘繋 交渉拒否に当たり、不当労働行為となる。しかし、使用者には、上述の範囲を起 嘉講舗蓄課離雑膳搬寮毒鰹績袈裟琵漆 芸灘議盤繕翳競 落驚凝議鰐幣諾講縮察瀧義認巨額鶴発端,で 

ある。 

絹擬態灘駕議競讃黙諾犠欝 また、X組合は、労働基準監督署から指導等を受けたことを根拠に、Y会社では労 働基準法違反の就労実態がまかり通っていたのに、調査を始めとする4回の団体 交渉においてY会社が会社内の他の組合に対しては事務所等を貸与しながら、X 

組合分会に対しては貸与しないという異なる取扱いをすることに合理的な理由が 
あるとはいえない。したがって、Y会社がX組合分会に対して事務所等を貸与しな 
いことは、これによってX組合分会の組合活動に支障をもたらし、その弱体化を図 そう親謹撰燥鵠親銃器嬰績鞍緒)蒜諒訴魂′ に継承されたというべきであるから、分割Y「会社はY会社の支配介入に関する不 

当労働行為を継承したというべきである。 
③労組法上の使用者性を基礎づける労働契約関係は、必ずしも現実の労働契 
約関係のみをいうのではなく、これに近接する過去の時点における労働契約関係 
の存在もまた、労組法上の使用者性を基礎づける要素となると解するのが相当 
であるから、本件会社分割前後で法人格に何ら変動もないY会社とX組合の分会 
の分会員との問に、本件会社分割前おいて労働関係が存在し、事務所等の貸与 
問題も、労働関係が存在した時期において生起したものである以上、分割後の新 
Y会社が使用者たる地位を失うことはないと解するのが相当である。 
④Y会社は、分割Y「会社事業部関連の債務の負担、分割Yl会社に対する設備 
投資及び研究開発投資、労働条件の不変更、経常利益の見込み等については 

攫擢轟窪※据鎗論談悲観濃蘭鶉誤認 

https :〃www.mhlw.go.jp/churoi/meireLdbthanthl O 1 75.html



伊丹産業(概要情報)

顛 剿柾﨣� 

事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�冖ﾙ}�霾�?｢�ｸﾈ吋霾�?｢�

大阪府常香平成14年(不)笛25号重大 阪府営蚕平成14年(不)笛95号 �ｩYHｷ鞋���ｯﾈｷ��兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��Y?｢�

中労委平成17年(不再)第46葛47号 弍ﾈｷ����9YI¥���兌ﾙ�ﾃ�僖��ﾈ���?｢�

東京高裁平成20毎(行コ)籠2鈴島 弍ﾈｷ��兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ���?｢�

轟空瞳　鑓聖篭鰹欝3KBytefo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(無科)

https : //www.mhlw.go jp/churoi/meireLdb瓜an仇1 0 1 7 5.html



伊丹産業(概要情報)

労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文特報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

脚　工題志推測

概要情報 
事件名 ��$�仂b�

事件番号 �8ﾈｹ靼(ﾝ兌ﾙ�ﾃ#�D竏ﾗ85"��c#chﾘb�

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

被控訴人 俛�引瓜ｨﾗ9�ﾙ*�ｩ(h匯┼:ﾘ効醜橙��

被控訴人補助参加人 ��$�仂hｩH�檍���

判決年月日 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ���?｢�

判決区分 弍ﾈｷ��

重要度 �8ｨｭﾉ|ｨｭﾉ|ｩvY|ｩ?��事件概要 ��Hｵｹ�Iﾙｹ:��9ﾙｲ�

藷翳寧讃態愚籠籍讃絹議書、 審査を申し立てた。 

府繋誤認鶉瀞賠諮親電鷲講結託電結晶誓 う)。 

舟雑書課態雑学薄暮擬頴龍欝耀離競 合は控訴した。 

判決主文 ��gｸﾈ�I��/�ｯﾈｷ�+x.��"�
2控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担とする。 

判決の要旨 �9hﾝ僵ｸ�.���x檍,ﾉgｸﾈ�从�,�,ﾙyﾙu(*ｨ,�*(.�,ﾈ,iKｹ&h+x.�+ｸ,ﾉyﾙu"�ヽ　口 部訂正又は付加す おりであるから、こ ���+(�h��.h��������,ﾘ��ﾒ�.�-�*�,ﾘ��ﾋIKｸﾈ�,ﾈ馼��ｷ�-�yﾙu)y8,ﾈ�Y�c9Kｹ&h�h,亢ﾈﾝｨ,ﾈ,b�.ｨ/�初w�+x.��"�

X組合の本件請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないこと からこれを棄却する。 

顛末情報 
事件番号/行詰番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZｨ��������������kﾙ}�霾�?｢�ｸﾈ吋霾�?｢�

大阪府営香平成14年(不)第25号・大 阪府労蚕平成14年(不)第95号 �ｩYHｷ鞋���ｯﾈｷ��平成17年6月15日 

中指電平成17年(不再)笛46!47号 弍ﾈｷ����9YI¥���平成19年1月10日 

東京地裁平成19年(行ウ)篤279号 弍ﾈｷ��平成20年6月23日 

薗空撮　鎧盤箋駐韓1KBytefoりますoまた・ PDF形式になっていますので、ご覧になる一二はAdobe Reader(無料)
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