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労働審判手続申立書 

                                  平成 31年４月 15日 

京都地方裁判所民事部  御 中 

 
                                             申立人  山 田 哲 也   ㊞ 
〒617-0824 京都府長岡京市天神三丁目 10-16 旭ヶ丘ハイツ２F-E 
             申 立 人                山 田 哲 也 
〒617-0833  京都府長岡京市神足 1-18-27 
                 相 手 方  朝日新聞神足専売店 有限会社 川岸新聞舗 
             取 締 役           川 岸 右 文 
 

地位確認等請求労働審判事件 

申立の価格   １９９万円 

貼用印紙額       8,500 円  

申立の趣旨 

１、申立人が、相手方に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 
２、相手方は、申立人に対し、金６９万円（本来受給可能であった加入義務不履行雇用保

険未加入求職者給付相当額）及び平成３０年１１月１日から本労働審判確定の日ま

で、毎月末日に限り月額１０万８千円並びに各支払い日の翌日から支払い済みまで

年６分の割合による金員を支払え。 
３、申立ての費用は相手方の負担とする。  
 との労働審判を求める。 

申立の理由 

１、申立の理由 

イ）、当該解雇は、甲１号証、是正勧告書の通り、相手方の雇い入れに際する労働条件明示

義務(労基法 15 条１項)違反、就業規則周知義務(同法 106 条)違反に端を発し、制裁規

定の有無も不知のまま、申立人が連日不休で、深夜未明時業務遂行中のところの昨年

平成 30 年９月期の台風・豪雨の通過をまさに奇貨として、その天変地異による、相
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手方曰くの“雨濡れ”を理由にした制裁規定なき不当（甲１,２号証）－労契法１６条

違反、且つ、解雇予告なき（甲６，７，８，９，１０号証―向井監督官の判断では、

至極客観的直接的証拠があるにも拘らず、客観的証拠に欠けると判断―相手方の携帯

電話機種変更による SMS 受信記録の証拠隠滅により労基法２０条違反に関しては、

証拠不十分として、甲３号証の指導票の発行交付に止まった。）違法―労基法２０条

違反の、申立人にはその旨何も予告せず、申立人の後任を探した後、一方的に、申立

人を追い出したという結果の、非人道的、反社会的、前近代的、封建的、階級的、格

差社会的、今の世において、決して、看過できない、断罪すべき、あるまじき不当か

つ違法なる解雇である。 
ロ）、相手方事業所は、タイムカードを設置・打刻する勤怠管理を採用している為、当該労

務供給契約のその態様は、出来高払いの雇用契約と擬制されるが、労働条件自体が、

提示明示されない為、雇用契約に偽装した、所謂偽装請負（業務委託）の様相を呈し

ており、労働関係諸法令（雇用保険未加入―甲 12 号証給料明細参照）、社会保険諸法

令潜脱（適用会社でありながら社会保険未加入の従業員が多い）のその悪質・ずさん

な労務管理の放漫経営の相手方の従業員に対するその処遇は、イ）と同じく、決して

許されざるべきものである。 
ハ）、相手方の労働時間の管理は、タイムカードの打刻で行っているが、天変地異・配達用

単車の不具合等会社側の責任で、労働時間が、長時間に亘っても、支払われるその賃

金は、配達担当地区の地区割りで決まっている分のみで、時間超過・深夜帯の割増賃

金分等（給料明細に総労働時間の記載なしー甲 11 号証給料明細参照、労基法 37 条・

最賃法違反）の手当が、何もなく、何か不慮の出来事・天候の影響に依り労働時間が、

延長すると最低賃金をも下回る劣悪な労働条件であった。 
ニ）、今や、その存在すら疑わしい就業規則であるが、イ）の通り、労働条件明示書（15 条

１項)等雇用契約書面が雇い入れから在職中、何も交付されず、また、それに換えての

就業規則の交付,周知の提示もなかった(労基法 15 条１項、106 条違反、甲１号証是正

勧告書)。 
ホ）、就業規則の存在・その設置、周知に供している場所の説明を相手方から受けたことが

ない(同法 106 条,15 条１項違反・甲 1 号証)。 
ヘ）、これは離職後明確となった事実ではあるが、雇用関係にあるにも拘らず、在職期間中、

労働保険（雇用保険）未加入のずさん過ぎる劣悪な労務管理状態であった。 
ト）、当該解雇は、甲３,４,５,６,７,８,９,10 号証の通り、解雇予告のない違法即時解雇(同

法２０条違反)であった。 
チ）、申立人は、相手方に在職中、一度も自ら辞意を表したことがない。 
リ）、相手方事業所の就業規則には制裁規定自体がなく(周知がなければ、ないのと同義)、

また、周知義務も履行されていない(甲１号証労基法 15 条 1 項、106 条違反の昨年 12
月 3 日発行交付是正勧告書、甲２号証労働条件明示書参照)。 
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ヌ）、申立人は、業務の遂行において、譴責処分に当たる相手方曰くの“雨濡れ”の口頭注

意１回（昨年 10 月 11 日申立人架電の時）しか受けておらず、相手方曰く、のこの“雨

濡れ”の事実は、申立人の確実な記憶で断言できるが、件数にして、昨年の９月期の、

世間では屋内業務でも臨時休業としているところが殆どだった警報発令中の台風豪雨

通過の悪天候の下の１，２件に過ぎず、それも、少なくとも断言できるが、商品価値を

失ったもの（印字活字が判読不能になったもの）を購読者に届けたことは１度もない。 
   なお、申立人が、在職中の欠勤は、予め届け出済みの８月期の１日のみであり、殆ど

皆勤の出勤状態であった。   
ル）、この昨年の電話での１０月１１日午前の１回の所謂“水濡れ”の口頭注意（譴責処分）

後、制裁解雇理由とした相手方曰く、の周知なき、制裁規定なき“水濡れ”の事実は、

昨年１０月期１度もなく（甲７号証参照）、全く、虚偽捏造の事実による事実無根の違

法不当解雇である。 
ヲ）、違法解雇、即ち、解雇予告なき、解雇予告手当の支払いもない違法解雇(労基法 20 条

違反―甲７号証 SMS 交信記録参照、因みに、相手方大橋正和氏（労基法１０条）は、

向井監督官時昨年 12 月３日是正勧告書交付接見時点 、携帯電話の機種変更により、

当該証拠の隠滅を図った事実も向井監督官による報告により、露見している。)である。 
ワ）、上記列挙、１、申立ての理由イ）～ヲ）より、当該解雇は、解雇予告、手当の支払い

のない（労基法２０条違反）、客観的に合理的な理由を欠き、微塵ほども、社会通念上

は、言うに及ばず、人道上（雇用を偽装―相手方事業所は、勤怠管理には、タイムカ

ードを設置―した請負というのが、その実態で、雇用契約関係であるにかかわらず、

労働条件明示・就業規則周知・雇用保険加入義務違反（甲 12 号証給料明細参照）、即

ち、労働関係諸法令潜脱の末、突然、申立人を予告なく遺棄した凶悪なる、あるまじ

き違法・不当解雇である）も、相当であるとは到底、認められない、違法且つ、不当

解雇であり、よって、無効となるべきもので、前代未聞、空前絶後、言語道断、の、

労基法２０条違反も含めて、本労契法１６条で、厳罰に処断すべきものである（労働

契約法１６条違反）。 

２、労働契約(雇用契約)の締結等 

 イ）、相手方について 
   相手方は、新聞販売業を主たる事業目的(甲 11 登記情報目的欄―全部事項参照)とし

た合議制を採らず、代表取締役制度を採用できない、代表権を持つ取締役川岸右文氏唯

一１人役員の小規模閉鎖性の既存残存有限会社である（甲 11 号証）。 
      設立年月日は、昭和 59 年 3 月 30 日となっており（甲 11 号証）、３５年足らずの間、

この地、長岡京市神足で、詳細は分からぬが、新聞販売業を主に営んできた様に思われ

る。 
   登記情報を元にした上記、記述から次に、申立人の在職中の記憶から相手方事業所の
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実情を以下、述べると、上述の通り、相手方役員は代表権を持つ川岸右文氏一人だが、

実際の日常業務は、従業員店長の大橋正和氏が、所謂名ばかりでない実権を委ねられ

（因みに、申立人は、信じ難い事実だが、在職中離職後通じて１度も、幽霊の代表者た

る取締役川岸右文氏と面識がない。）、日常、同氏の指揮命令管理の下、昨年 3 月 23 日

～10 月末迄の申立人在職中は、事業運営されていた。 
   従業員数は、タイムカードの枚数から察するに、全員で、３０人～４０人に、およそ

及ぶと推測される。 
   尚、昨年７月期、朝日新聞長岡北店閉鎖相手方長岡京販売事業所との統合により、そ

の時、倍近くの人員の、大幅な従業員の流入増があった。 
ロ）、労働契約（雇用契約）の締結 
  申立人は、本業(不動産・労務コンサル業他)の新聞折り込みチラシの持ち込み依頼の為、

昨年 3 月中旬当新聞販売事業所を訪れたが、その時に、店頭の貼り出し求人を見て、即

求人応募する。 
   応募当初、雇い入れに際して、当事業所がタイムカードの勤怠管理方法を採用設置し

ている為、申立人は、本労務供給契約条件の、月額の最低の手取り給料額だけ聞いて、

雇用契約(労働契約)であると認識して、昨年３月２３日(金)雇い入れられる（甲 12 号証

３月分給料明細参照）。 
   しかしながら、雇い入れ後、給料明細(甲 12 号証)を見ると、労働保険控除がされて

いないことと、何ら書面交付による労働条件の明示（労基法 15 条１項）がないので、 
  本労務供給契約が、雇用契約を外形上偽装した請負・業務委託(所謂偽装請負)ではない

か？との疑念が生起した。 
   これにより、申立人在職中は、書面交付による条件明示がない為、本労務供給契約が、 
  出来高払いの雇用契約か？或いは、雇用契約を偽装した請負・業務委託契約なのか？と

いう疑義を抱き続けながら、業務を遂行継続することを相手方から余儀なくされる。 
   従って、この状況のまま、申立人は、昨年 10 月末日に何の予告もなく、離職に追い

やられたのだが（甲７号証１頁目、冒頭部分参照）、先ず申立人は、本労務供給契約の

態様・性質を大前提として、明確にする必要があった（甲７号証参照）。 
そこで、申立人は、本契約が、タイムカードの設置という外形から本契約が、雇用契

約と擬制されるのでは？と、想起指摘して、京都下労働基準監督署の堀内監督官に、昨

年１１月５日月曜日午後、労基法 104 条 1 項の申告（２０条・１５条・１０６条違反）

に至る。―同日仮受理。 
   その後、同法２０条違反の違法判断の、前提要件の申立人による解雇予告手当の請

求済み、と、相手方のその不払いの結果の事実を待ち（甲４号証解雇予告手当（３０日

分）の請求とその明細参照）、同労基署向井監督官昨年１１月２０日火曜日同法２０条

違反と併せて、同法１５条、１０６条違反の申告（同法 104 条 1 項）受理となり、当

該労務供給契約が、労働関係諸法令潜脱の目的（申立人は、雇用保険未加入のまま離職
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させられている。甲 12 号証給料明細控除欄参照）の疑いが極めて濃厚たる雇用契約を

偽装した外形の所謂偽装請負(業務委託)であることが判明し、昨年１２月３日月曜日向

井監督官是正勧告書(同法 15 条、106 条違反)、指導票（甲３号証同法２０条の適正化

指導）発行交付の結末となった（甲３号証、甲５号証参照）。 
   これに続いて、相手方は、申立人離職後のその是正勧告の是正措置として、申立人に、

労働契約（雇用契約）関係にあったことを証する書面の後付けの労働条件明示書(労基

法１５条書面)を初めて発行交付送付して提示する。 
   よって、以上の事実経緯により、本労務供給契約は、平成３０年３月２３日金曜日締

結の「期間の定めなき労働契約」(雇用契約、甲２号証労働条件明示書参照)であったと、

確定、離職後申告是正勧告後の是正措置として相手方に発行送付交付させた甲 2 号証

労働条件明示書(同法 15 条)を労働契約（雇用契約）関係にあったことを証する書面と

して提出、立証済み。 
ハ）、申立人の賃金 
   申立人の賃金の締め日と支払日は、末日締めの翌月１０日払いであり、賃金の額は、

出来高払いの雇用契約で、配達担当件数・地区の地区割りにより、算定され、担当地区

が約１地区で始まった雇い入れ当初(約１３０件)は、平均およそ５万５千円～６万円で、

もう一地区、申立人からの希望で、担当地区が、増加した、昨年８月期からは、件数約

２８０件で、平均およそ１０万円程度の１か月の賃金であった。  
   
   なお、繰り返しになるが、本件解雇は、相手方が、使用者の労働保険加入義務不履行

のままで、予告なく申立人を、恰も野良犬の如く、雨の中捨てた、違法で正当理由なき

不当な解雇であったのは以上を以て、明らかである(甲 12 号証給料明細白紙控除欄参

照)。 
   更なる蛇足として、なお、相手方には、減給の制裁規定が皆無ということが、是正措

置としての労働条件明示書の交付で、制裁の規定として、独立した項目としても、また、

「他、就業規則の規定に依る」との文言記載もない為、規定自体ないことが、明らかと

なったので、何も理由も根拠も告げず一方的に、仕事量は増えたにもかかわらず、恣意

的に減給された９月分の給料の後付けの相手方曰くの“雨濡れ”による根拠規定なき減

給処分分は請求し、労基法２４条違反の是正勧告の是正措置として、請求額の一部支払

い（6,000 円）は受けている（甲 13 号証、甲 14 号証参照）。 

３、解雇の事実 

   本件申立に係る解雇の事実の経緯については、甲６号証申立人陳述書に、

時系列（甲７号証申立人携帯電話 SMS 交信記録―離職に至らしめられる

と予感した時点からの申立人と相手方との SMS 交信記録―の時系列に即

して）にして記載。  
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４、結語 

   従って、本件申立書、前述、申立書の理由３、解雇の事実に基づく、 
1、申立ての理由、によって、申立人 山田哲也 は、相手方に対して、不当

解雇による解雇無効（労働契約法 16 条）を求め、申立ての趣旨 の通り、労

働契約(雇用契約)上の権利を有する地位にあることを確認し、金６９万円及

び平成３０年１１月１日から本労働審判確定の日まで、毎月末日に限り、月

額金１０万８千円並びに各支払い日の翌日から支払い済みまで年６分の割

合による金員(逸失利益・民法 536 条 2 項)の支払いを求めるものである。 
 その結果、不当解雇による解雇無効確認が得られても、申立人山田哲也は、 
当該法人に戻って、復職する意思はないので、前述、本件申立書の申立の理

由・１、申立ての理由 の ワ）、に基づいて、職場復帰は考えていない。 
 それ故、解雇自体の成否を争い、不当解雇による解雇無効(労契法１６条) 
となった場合でも、退職することを条件として和解金(解決金)６か月分の給

料と解雇日翌日平成 30 年 11 月 1 日から和解成立までの未払い賃金(民法

536 条 2 項・逸失利益分)と、本来受給可能の相手方加入義務不履行により

受給できなかった雇用保険求職者給付相当額(民法 536 条２項・逸失利益分)
の支払いを併せて要求するものである。 
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予想される争点及び争点に関する申立人の主張 

先ず、本項の最初に、もう一つの本件申し立ての核心目的部分である本件申し立ての本旨、

即ち、本申立書・申立の理由・１、申立ての理由 の ロ）、の通り、二つ目の本件申立の

目的を明言して、その後、順を追って、もう更に何も言うに及ぶ必要もない本項標題に関す

る記述をする。 
本件申立書・申立の理由・１、申立ての理由ワ）、―前項４、結語 記述―と並

び二つ目の本申し立ての本旨は、同・１、申立の理由ロ）、記述の通り、本契約

が、外形上雇用契約を偽装した、その実相は、請負・業務委託契約であったこと

による、労働関係諸法令、惹いては、適用会社の法人であるにも拘らず、社会保

険制度潜脱の暴挙を断じて、在職中の他の従業員のためにも、みすみす見逃して

はならない、という目的のためである。 
そこで、具体的には、申立人は、当該目的のために、この本契約が雇用契約（労

働契約）であったという結論（２、労働契約（雇用契約）の締結等ロ）、に記述）

は、最早、労基署の介入でも明らかで、動かしえない大前提であるから、働かず

して私利私欲私腹を肥やすためのみに、少なくとも真実を伝える社会的意義の

ある報道の一端を担う、更に、社会的存在の法人が、少なくともその労働関係諸

法令潜脱という世間を欺いた以上、当然、悪質な労務管理、放漫経営のその代償

として、社会浄化措置の為、即ち、本申立の結果の解決金・及び社会的制裁（本

申し立ての内容結果を ASA 本部はもとより、世間にも公表する）として、支払

わせる、所存である。 
これにより、本項の表題・題目に戻ることにするが、以上の記述、本申立に提

出した証拠で、最早十分で、これ以上、記述する必要もないと考える。 
よって、最後に、それを端的に表す言葉を結びとして引用し、本項、本件申立

書の筆を置くことにする。 
 
本件申し立てに係る解雇は、制裁規定（そもそも周知がなかったのであるから、

規定があったとしてもないのと同義）・制裁の事実もなかった、事実無根・使用

者（労基法 10 条）の悪意の手による身勝手極まりない、恣意的・悪意的・正当

理由の微塵のかけらもない、真っ黒な、不当・違法解雇だったのである。 

  即ち、「法律なきところに罪はなし。疑わしきは、被告の利益に

（罰せず）。」－罪刑法定主義             以 上 

 
                                    合  掌  
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