
労働審判手続申立書

京都地方裁判所民事部　御中

平成27年11月20日

申立人　　山　田　哲　也

〒626－0071　京都府宮津市字由良1039番地－3

申　立人　　山　田哲也

〒629－2403　京都府与謝郡与謝野町加悦817番地

相手方　　特定非営利活動法人みらい

代表者理事長　上岡誠

地位確認等請求労働審判事件

申立の価格　　　　74万円

貼用印紙額　　　　6，500円

申立ての趣旨

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35万円及び平成27年9月3日から本労働審判確定の

日まで、毎月末日限り月額金6万5千円並びに各支払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、申立て費用は相手方の負担とする。

との労働審判を求める。

申立ての理由

1、申立ての理由

イ）、当該解雇は申立人山田哲也が利用契約更新に当たり、そもそも相手方事業者側

の契約事項説明義務不履行により止む無く、条件付き（雇用関係が維持されるこ

とを条件）で提出した利用契約更新拒絶に関する通知書（甲7号証）を根拠もな

く、まさに奇貨として、利用契約期間満了前に言っていたことを翻して、さらに

利用契約更新拒絶に関する通知書の条件を勝手に無視して、一方的に雇用関係

の消滅を予告もなく主張して、申立人を離職させたもの（甲4号証申立人陳述書

記載）であり、信義則上も許されないことと考える。

ロ）、甲8号証利用契約書第9条に規定する事業者による契約事項説明義務違反の為。
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本件申立てに係る争点となっている2重契約（利用契約と雇用契約）の関係に

ついての相手方による申立人に対する説明の経緯は以下の通りである。

先ず、相手方上岡理事長に関していえば8月20日利用契約期間自動更新の

旨の契約を一旦締結した時には、曖昧な回答ながら、雇用関係は維持されると述

べ、8月24日には分からないとなり、28日には想定外のことで返答できない

と言い、それに対して申立人が事業の根幹にかかわるまさに重要な事項に当た

るので、起業する際に詞べておくか、決めておくべき事項と指摘した事実もあっ

た。そして、利用契約期間満了日の8月31日の回答はグレーで終わり、利用契

約期間満了後は前言を翻して、全く逆の意味である雇用関係は消滅したという

主張（根拠の提示が最後までなかった）に変わったのである。

尚、この相手方理事長兼サービス管理者による甲8号証利用契約書第9条事

業者の契約事項説明義務違反の事実に関する客観的証拠（間接証拠）としては、

8月28日（8月の末日の1日前の出勤日に当たる金曜日）の午前の時点で、

当該2重契約の関係が未だ説明されていなかったことを証言できる障害者生活

支援センターかもめの担当相談員崎山貴史氏の存在があるが、崎山氏に、申立人

が作成した証人陳述書に当該記載事項が事実である旨の署名捺印を求めた（9

月28日）ところ、双方への中立を理由に署名捺印を拒否され（10月28日）、

当該書面の返送を10月31日受けた。しかし、公的行政機関・裁判所から電話

等照会があれば　当該記載事実について事実に相違ない旨申述すると述べてい

るので、署名捺印はないが、間接証拠（事実の主張）として当該甲10号証証人

崎山氏陳述書を提出しておくことにする。

もう一人の相手方使用者と呼べるのかわからないが、事務局長吉田真也氏に

ついては、非常勤ということもあり、8月には話をしたこともなく、9月1日に

なって、初めて面談し（甲4号証申立人陳述書3枚目・2、利用契約期間満了後

の事実に記述）、申立人に述べたことではあるが、相手方使用者側の雇用関係は

消滅したという言葉を受けた申立人が返した、相手方との雇用関係を維持継続

するにはどうすればいいんですか、という質問に対して、もう一度、職安を通し

て、相手方の求人に応募し福祉サービス受給者証の交付を受けて、再度、利用契

約を結んで雇い入れという形となると述べた。つまりは、この回答では、雇用関

係は、解消したということになり（即ち、客観的に不当かつ違法な即時解雇）、

質問に答えたことにもならないし、更新拒絶の意思表示（雇用関係が維持される

ことを条件としているのに反して）により利用契約期間満了で雇用契約の方も

解除されたと言っているのか、根拠を示せない以上、雇用契約は残るが雇用契約

のみでは（国から訓練等給付費が支給されない為）働いて欲しくないという自分

本位な主張なのか判別できず、説明にもなっていないということである。又、こ
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の吉田事務局長の説明は、実際はどうであれ、少なくとも利用契約自動更新の旨

の契約締結時（8月20日）なら説明と言えるが、時機を逸したものであり、イ）、

と同様、利用契約期間満了前とは逆のことを言っており、信義則上も許されず、

さらに根拠の提示もなかったということである。

又、これは別の問題になるのだが、サービス管理者でもなく、かつ、使用者で

もない、勤務実態のない単なる非常勤の申立人の上司でもない事務局長の吉田

氏に利用契約の重要な事項ともいえる2重契約の関係（利用契約と雇用契約）を

説明させること（尤も、説明になっていないが・・）及び人事権もないと解する

ものが労働者の労働条件（退職に関する事項）について説明をすることは如何な

ものかとも思うのだが・・・（尚、申立人は使用者とは認めていない）。

ハ）、本件申立に係る核心的争点である2重契約（利用契約と雇用契約）の関係につ

いての規定が、雇用契約書・労働条件明示書・就業規則のいずれにもなく、又、

あったとしてもその提示がない以上ないものと考えられるため。

申立人が知る限り、唯一この2重契約（利用契約と雇用契約）の関係について

規定があるのは甲8号証利用契約書・（雇用契約の締結等）第8条1項に次のよ

うな条項があるのみである。

（雇用契約の締結等）

第8条　事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と別途雇

用契約を締結します。

この規定のみでは、利用契約と雇用契約の運命の行方を推測することはでき

ず、この両契約の関係性について、利用契約更新時に事業者自らの考えがあれば、

労基法上、退職に関する事項つまり解除条件となる懲戒解雇等の規定が就業規

則記載事項（労基法89条3号）でもあり、同時に、労働条件明示書（同法15

条1項）の絶対的記載事項（労規則5条1項4号）でもあるのと同様に、法定記

載事項ではないにせよ、就業規則・労働条件明示書・利用契約書・雇用契約書に

別段の定め（退職に関する事項）として、例えば、利用契約の解除の意思表示（利

用契約更新拒絶の申出）で雇用契約解除の意思表示とみなし、さらに、離職理由

を自己都合退社とするためには、退職の意思表示とみなす旨の規定が必要と考

える。又、当該規定があれば勿論、当該規定を提示して、なければ少なくとも口

頭のみでも、ロ）、と同様、明確・確定的に、かつ労働者に錯誤がないよう了知

するように、利用契約締結・更新時に説明しなければならないと考える。

ニ）、当該労働者たる申立人山田哲也の方からは天地神明に蓄い、絶対に退職の意思表

示をしたという事実はないと断言できるということである。

ホ）、使用者側による一方的労働条件の不利益変更を強要されたため（労働契約法8条

違反・甲4号証申立人陳述書記載）。

へ）、違法解雇即ち、解雇予告もされず、解雇予告手当も支払われていない為（労基法
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20条1項違反・同法に適用除外の規定もなければ、相手方当該法人に退職に関

する事項として就業規則・労働条件明示書等にも、ハ）、で述べた通り、別段の

定めとして、利用契約解除の意思表示で雇用契約解除の意思表示とみなす旨等

の規定がなく、説明もなかった・又、申立人の提出した更新拒絶に関する通知書

は雇用関係が維持されることを条件として付している）。

尚、甲4号証申立人陳述書5枚目中段に記載の通り、申立人は、当該解雇につ

き、労基法104条1項に基づく労働者（同法9条）による同法20条1項違反

に関する事実の申告を所轄労基署になしており、その結果、当該申告にかかる是

正勧告書が9月15日相手方に発行・交付（甲6号証申告処理台帳及び是正勧告

書（内容はマスキングされているが）の写し記載）され、相手方による所轄労基

署に対する是正報告が同月18日に口頭でなされたが、相手方である当該法人

の使用者は解雇とも認めず、解雇予告手当も支払わないという態度を取り、監督

署の是正勧告にも従わないという結末となった（担当監督官である武田労働基

準監督官より申告（労基法104条1項）処理に関する報告は電話により、申立

人は、逐一受けており、是正報告書の写しは労働局への申請でも不開示となり、

提出できないが、口頭・寓話で、是正勧告書・是正報告書の内容・相手方の対応

については聞いている）。又、本件申立に証拠として提出するため、証人陳述書

として、その経緯を書面に起こし、担当監督官の署名捺印を求めるが拒否される

という事実もあった（9月28日・甲6号証申告処理台帳にもその旨の記載あ

り）。申立人が作成し、証人の署名捺印はないが、事実に関する間接的な証拠（主

張）として、甲12号証・証人武田労働基準監督官陳述書を提出しておくことに

する。

ト）、当該解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ない不当解雇であり無効であるため（労働契約法16条）。

以上、後述3、解雇の事実に基づく、本件、申立て理由を1、申立ての理由　として、7つ

の事項を列挙した。

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、清掃業務（民間・公共施設の屋内外清掃）、パチンコ台解体作業等を事

業内容とした障害者自立支援法に基づく就労継続支援A型事業所を運営する特定非

営利活動法人（N．P．0法人）である（甲5号証法人概要・H．R）。

平成25年8月19日に開所し、開所当時は、2か所ある事業所のうち、2か所とも

労働者を移送させることにより、使用していたが、労働者を増員し、手狭となった本

店（主たる事務所）である加悦事業所は使用しなくなり（平成27年2月初旬）、本

店（主たる事務所）は、実態のない本店（主たる事務所）となり、現在、所在地京丹

後市峰山町菅267の峰山事業所のみで事業展開している。労働者は全員でおよそ、
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25人ほど在籍している。

ロ）、労働契約（雇用契約）の締結

申立人は、当該法人に事業所の開所日（平成25年8月19日・甲2号証）から雇

い入れられ、同日に期間の定めなき労働契約である雇用契約（甲1号証）を締結し、

平成27年9月2日の離職日まで、2年と15日勤務（甲6号証雇用保険受給資格考

証）していたものである。尚、本件申立てに提出している甲1号証雇用契約書は不

注意で水気に晒してしまったこと、印字の劣化等で判読が困難であるが、平成26年

10月22日の最低賃金の改定に際して差し替えられたもののようであり、雇い入

れ日を証する書面として、甲2号証雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

も提出しておいた。

ハ）、申立人の賃金

申立人の賃金の縞目と支払日は末日締めの翌月10日支払いであり、賃金の額

は最低賃金で、時給制の1日労働時間4時間のパートタイム労働者で、月額にし

て、平均およそ6万5千円である。昇給はなく、毎年の最低賃金の改定に伴って、

変動があるのみである。

（甲3号証給料支払明細書（平成27年2月分）・指定口座通帳の写し・雇用保険

被保険者離職票－2）

3、解雇の事実

本件申立てに係る解雇の事実の経緯については甲4号証申立人陳述書に記載。

4、当該法人の開所からの事業展開と本件申立てに至る発端となった事実（本申立てに至

った経緯）

障害者雇用を対象とした、就労継続支援A型事業所というものは支援や配慮が必

要とされる障害者を雇用して、結局は、作業所とも呼ばれるが、事業と言われる限り、

収益を上げることが目的であり、又、雇用関係がある限り、契約締結から当然のこと

ながら、労働関係諸法令の適用があり、権利義務関係が生じ、一般就労とほぼ同じで

あろうという認識で申立人である私山田哲也は、職安を通して当該法人の求人に応

募して、雇い入れられ、開所（平成25年8月19日）とともに8人の利用者兼労働

者のうちの一人として働き始めた。しかし、開所当初に与えられた仕事は仕事と呼

べるものでも、事業と呼べるものでもなく、午前中は、与謝野町加悦事業所で、ごく

一部の人間にのみに意味のある、リハビリ体操（当該法人のホームページには仕事

の一環であったのだが、就業前体操と題して、写真の掲載がある。甲5号証法人概要

H・P．）と午後からは、一般就労に向けて、有益な知識が身につくのであればそれ

なりに価値があるが、全く無益な（申立人にとっては）テーマ・内容（手のひらの東洋

医学に基づくツボに関するもの・心理カウンセラーと称する著者の単なる主観によ

る著作本・呼吸法の本等他）の本を選択して、それの読み合わせ等が座学として行わ

されたのである。
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このような状況が、3か月ほど続き、午後からの約半数の利用者の仕事として、平

成25年11月中頃から、屋外京丹後市某所のテーマパークでの薪作りの仕事が入

り、雨天の日を除き、午後から2グループ（峰山事業所で座学としての本の読み合わ

せのグループと屋外テーマパークでの薪作りのグループ）に分かれて仕事をするよ

うになる。そして、翌年平成26年2月中頃、木工品の店舗什器（陳列棚・ペンたて）

の試作品・名義だけの相手方法人の理事の一人が社長である京丹後市の書店に納品

することを予定した陳列棚の製作（組立て）を手掛けるが（部材の切断は外部、木工

屋に外注）、その後、他からの受注はなく、試作品を含めて2つ組み立てを行って

頓挫した。尚、その頃、申立人は、雇い入れから6か月継続勤務し、かつ8割以上の

出動をしていたので、先頭を切って通院日に有休取得申請をしたが、労働者全員に対

して資金繰りを理由として有休は取らせない旨、当時は事務局兼理事であった吉田

氏から説明を受けたという事実もあった。その後、同年3月24日頃、テーマパーク

での薪作りが終了し、それに引き継いで、与謝野町某所の民間老人福祉施設の清掃の

仕事（1か月のうち1週間のみ）に、午後からの仕事として、ほぼ同じメンバーが行

きはじめ、一方、同年4月・5月の峰山事業所での仕事は一部世間で、ブームでも

あった段ボール工作をただ各自、勝手に時間を潰すためだけに、延々と作らされ続け

た。その後は、現在も継続していると思うのだが、パチンコ台解体の作業を、平成2

6年6月4日初入荷して、段ボール什器製作に代わって開始した。

このパチンコ解体作業と民間老人福祉施設の清掃の仕事が、希望者である一部の

人間が同年12月の1か月間ほど、養蚕業に回されたことがあっただけで、ほぼレ

ギュラーの事業・作業内容として、定着する。そして、平成27年2月に増員に伴い、

与謝野町加悦事業所では、手狭になったことにより、移動をなくして、峰山事業所1

か所のみでの事業展開となった。このことにより、申立人は、中継地点である送迎場

所（理事であった吉田氏の運営するコンビニ店）で送迎車に何らかの理由で遅れて、

乗れなかった場合、交通費も支給されないのに、直接峰山事業所まで乗りつけなけれ

ばならないこととなった。当該法人の求人に応募した理由としてば距離的に、加悦

事業所なら、交通費が支給されなくても、我慢して通勤できると判断してのことであ

ったのだが、会社の都合で峰山迄乗りつけて交通費の支給なしで1日4時間労働の

最低賃金では割の合わないこととなってしまうので、申立人としてばできる限り

送迎時間に遅れないようにすることと、多少は遅れても、始業時間に間に合う範囲で

職員は待つのも当然と考えていた。

しかし、平成27年6月の中旬のことと思うが、申立人が、約束の出勤の送迎時間

丁度に送迎場所にきて、コンビニで買い物をしたぐらいのことで、時間的に余裕があ

るにもかかわらず、送迎の運転手である職員がそのことを相手方理事長に報告、理事

長もそれに対して、待つよう指示したらいいものを、1分1秒たりとも、始業時間で

もない送迎時間に遅れてはいけないと申立人に言い、運転手である職員が、勤務時間
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内ということで、賃金も貰って、送迎しているのに、送迎時間に遅れることもあるが、

その場合はどうなのかと問いただすと、それは、仕方ないと返し、それでは立場の弱

いものを苛めているだけと内心思い、申立人は、2便3便となく、交通費の支給もな

いので、始業時間に間に合う範囲で待つべきと主張、また、始業時間でもない時間に

出てくる義務もないので、職員が自分で考えて、始業時間に遅れないように出発すれ

ばいい旨、言い渡した。その日から、数日後に、又同様の出来事があったが、相手方

理事長は最も遠距離のマイカーによる実費負担通勤をしている申立人に対する態

度を改めるでも、譲歩するでもなく、契約外のことで何の権利義務もないのに、1分

1秒たりとも遅れるなと繰り返し迫ってきたので、申立人はもう相手にならないと

判断し、「好きにすれば」とのみ相手方に告げ、送迎運転手の職員のその後の行動を

窺がうことにした。すると、1分はおろか、20秒後、定刻に来た時でさえ、待つこ

となく、送迎車が出発していて、乗れないことがあり、その事実を相手方理事長には

報告だけはしておいた。これでは当該法人は障害者の、少なくとも申立人にとって

は支援にもなっていないのは勿論、一方、事業の方はどうかというと、開所より2年

もたつのに、労働時間も増えず（尤も8時間労働になっても、最低賃金の時給制では

生活保護レベルの話で経済的自立は到底望めなく、一般就労へ移行した者も一人も

存在せず）、時給は上がらず、有休は取らせず、又、解体した部材の計量さえ出荷の

際行なわず、量もわからず値段さえ知らない、又、労働者に売り上げの報告もない、

という常識からかけ離れた事業の体をなしたものでもなく、又それを指摘されても

改めようともせず、努力しようともしない姿勢で、労働者が働いている最中、相手方

理事長はというと、別室に引きこもったまま出て来ず、何をしているのか、パソコン

の作業なら、家でやるか、事務員を雇うか、すればいいのに、パソコンに向かい合っ

ているのみで経営者としての仕事（営業・労働者に仕事に関する指導）というべきも

のは何も、やっていないのが申立人の見るところの実情であった。

よって、当該法人で働いても何ら、経済的自立に向けての展望なり、実現が望める

ことは考えられず、辿り着いた結論は以下の通りである。

即ち、支援なり配慮を受け障害者枠で、職を求めようとしていたこの10年間を顧

みると、雇用保険上、就職困難者ともされている通り、就職の機会から、障害者は疎

外されており、希望する求人も出て来なければまた、人間として生きていく最低の

賃金も得られるような仕事にも巡り会えなかったということ、又、障害年金も受給し

ていない申立人としてば障害者として、当該法人に在籍していても、経済的自立は

不可能という現実もあり、よって、とるべき行動を考えたとき、障害・病気が快復し、

全く症状もなく、さらに、能力が失われたとも言えないと思うので、再び、健常者に

戻り、資格等を取得するなりして、経済的自立を目指す道を選択することしかないと

いうことである。尚、そう決心したのは、去年の10月末ごろのことではある。

尤も健常者となっても当該法人には雇用継続可能なようなので、仕事が決まるまで
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は現状維持でいかなければならないが‥・。

この送迎をめぐる相手方との対立が発端となり、申立人に同時に取らせた行動と

してば事業にも（相手方は福祉関係出身者で、営業経験もなく、自分で仕事を取っ

てくる気さえない）、支援にも（支援が必要な障害者であるのに、それに反し、健常

者以下の労働条件）、なっていないと考えるため、相手方並びに当該法人を、このよ

ぅな人間に公金の支給を認めた厚労省の責任も含めて、糾弾する意味でも、それ以前

は我慢していたが、それでは何も変わらないことから、適法・正当な手段で権利主張

し、労働条件・待遇の改善を要求し、一人でも、闘おうということであるo

結局、生産性が低いとされる障害者を雇用して、会社経営を行う経営者とは、さぞ

かし、経営能力の才があるのだろうと申立人が雇い入れ当時抱いていた期待が全く

裏切られる結果となったのである。

先ず、申立人が、上述の如く決意のもとで、取った行動は労働契約（雇用契約）

を結んでおきながら、労務管理に関して、ずさんあるいは障害者の人権無視ともい

ぇる状態だったので、労働関係諸法令の遵守等を求めて、違反等事項（有休・最賃法

8条最低賃金の概要の周知義務違反・労働時間の管理の不備）について、監督行政機

関を通じて、是正・改善させることであったoこの申立人の行動については誰から

か、相手方に借報が漏れたのか、申立人に対し、相手方は・労働者としての権利は

労働契約（雇用契約）を締結しておきながら、障害者を馬鹿にしているのか、信じら

れないが、自ら認めて待遇改善等要求に応ずるのならともかく、聞く耳も持たず、主

張してくれるな、と言い、これに対して、申立人は立場が違うから断ると拒絶し、

さらに、断固として、どこまでも闘ってやるという意味のことを相手方に、宣言し、

宣戦布告という形となった。それが、7月の初旬のことであり、7月中旬には、第1

回目の是正勧告書・指導票の発行・交付（全部で3回是正勧告書・指導票が発行・交

付）となった。

そして、申立人は、当該法人は開所してほぼ2年近くになるが、すべての労働者の

誰もが未だ有休を取ったことがなかったが、先頭を切って、8月17日の通院日に有

休取得した。それにより、3つの是正・要是正事項については、改善されることとな

った。

その後の本件申立に至る直接の原因と言える事実の経緯（平成27年8月20日

から9月3日迄）については甲4号証申立人陳述書記載の通りであり、当該法人の

事業が支援（利用契約）にも、事業（雇用契約）にも、なっていないと考える申立人

はその一方のみを選び、つまり、事業（雇用関係のみ）のみを選び、それに対する相

手方の対応（不当かつ違法な解雇）によって、本件申立てに至ったのである0

5、結語

従って、本件申立書、上記、申立ての理由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
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≡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

仁．ニあることを確認し、金35万円及び平成27年9月3日から本労働審判確定の日

三で、毎月末日限り月額金6万5千円並びに各支払日の翌月から支払い済みまで年6

三つ割合による金員（逸失利益・民法536条2項）の支払いを求めるものである。そ

こ善果、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、上記本件申立書の申立ての理由・1、申立ての理由のト）、

．ニ基づいて、職場復帰は考えていない。従って、解雇自体の成否を争い、不当解雇によ

三宮毒無効（労働契約法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

等奨金）5か月分の給料と解雇日・平成27年9月3日から和解成立時までの未払い

貸室（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。

三雲される争点及び争点に関する申立人の主張

㍉∴予想される争点について

ノ、舘雇か否かについて

相手方は、単なる賃金支払い債務の債務不履行を宣言したわけではなく、雇用関係

つ消滅を主張し（甲15号証・ボイスレコーダーにも消滅の当該相手方主張は録音さ

れている）、その結果、賃金を支払わないと述べ、一方的に申立人を離職させたもの

であり、従って、客観的にも解雇と言わざるを得ず、又、所轄監督署から違法解雇と

して当該法人に対して20条1項違反の是正勧告書（甲6号証）も発行・交付されて

t㌫T、る事実もある。

従って、相手方は当該事実に対して反対の抗弁をすることは許されず、相手方がど

ういった主張をしようとも、本件、労働審判手続き申立てに係る事案は、消滅を主張

した解雇であり、しかも不当かつ違法な解雇であると断言できる。

尚、相手方が申立人を離職させた9月3日から所轄労基署の是正勧告（9月15

ヨ）・それに対する是正報告（9月18日）の時点では、相手方は、一方的に、根拠

も説明もなく、雇用関係の「消滅」を主張して、離職させておきながら、解雇とも認

めなかった（解雇予告手当の支払いを拒絶）が、その後、申立人の、相手方の送付し

三裏用保険資格喪失確認通知書（雇用保険被保険者資格喪失届）・離職票（甲6号証）

つ霞職理由・離職日の虚偽記載についての職安を通しての補正申請（所轄労基署が違

雲嬉雇（労基法20条違反）と認め是正勧告が出されており、それにも従ってない旨

高遠し、かつ、事実確認の為、申立人が作成した労働局斡旋申請書等・関係書類を職

安に堤出した）に対しては、これに応じ、申立人が主張する事実に即した離職理由（解

毒享・離職日（9月2日）に相手方は訂正した（甲6号証雇用保険受給資格者証）。

従って、必ずしもそうとも言えないかもしれないが、相手方は本件申立てに係る事

案を解雇と認めたことになると考える。

又、未払い賃金（9月分の給料・支払日10月9日分労基法24条違反）が生じた

つで、この事実と併せて、上記による雇用保険受給資格者証（甲6号証）の申立人が
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訂正させた離職理由（解雇）の記載を根拠として、再度、次のロ）、でも述べるが、

可能ならば、解雇予告手当の支払いもするよう、10月26日に申立人は、労基法1

04条l項の申告として、所轄労基署に相手方に対して是正指導を要請した（甲13

号証）。

その結果、相手方は、11月13日に未払い賃金（￥6，312円）と解雇予告手当

（28日分・￥59，552円）を申立人の指定口座に入金してきた（甲14号証に

添付当該入金の記載のある指定口座通帳の写し参照）。

よって、当該事実からも、相手方は、本件申立てに係る事案を解雇と認めたと主張

する。尤も、当該争点については、相手方は争わないかもしれないが・‥。

ロ）、申立人が所轄労基署を通して解雇予告手当の支払いを求めてきて、相手方が支払っ

たという事実に基づき、相手方は、申立人は解雇を受け容れたと考えることが出来る

と主張して、相手方は違法な解雇でもなく、また、不当解雇による解雇無効を申立人

が求めるのは矛盾していると主張して、解決金額を低くしようと試みることが想定

される。

しかしながら、これに対してば相手方より申立人は、一方的に、生活の糧を奪わ

れ、殺されたに等しく、所轄労基署を通して、経済的困窮を理由に、解雇予告手当の

支払いを相手方に請求するほか、生計を維持するすべがなく、決して、不当かつ違法

な解雇の無効の異議を放棄したわけでもなく、当該解雇を受け容れたわけでもない

ことを主張しておく。つまりは、申立人は当該金員は、解雇予告手当として受領し

たのではなく、解雇無効の異議を留保し、解雇後の賃金（民法536条2項）として

仮に受領したものであると主張する。

尚、申立人は相手方に対して、上記当該主張を、労働審判申立て前まで（11月1

7日）に、内容証明郵便にて通知している（甲14号証解雇予告手当の受領に関

する通知書）。

2、解雇に客観的に合理的理由があるか否か、社会通念上相当か否か（労働契約法16条・

解雇の有効性）・不当解雇か否か、について

解雇が有効となるには客観的・合理的・社会通念上相当という3つの要件が、3

っとも満たされた場合に限られる（労働契約法16条）とされるが、申立人が当該法

人の就業規則の解雇規定に該当する事実を行ったということはなく、従って、第一の

要件である「客観的」にもあてはまらず、「合理的」の就業規則に規定があるか否か、

及び「社会通念上相当」の、解雇されてもしかたないという妥当性の判断を待つまで

もなく、当該解雇は、相手方使用者が、解雇権を濫用したものとして、無効とされる

ものである。

ところで、蛇足になるが、申立人が、一度だけ就業規則の制裁の規定に触れそうに

なったことが、7月末日に、あった。それは、当該法人の勤務表を曜日の記載をする

ため（当該法人の勤務表は自己申告制になっている）、持ち帰り、当該行為が就業規
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則の懲戒規定・讃責の条項に該当し、始末書処分にする旨相手方使用者から言われた

のである。しかし、申立人はこれに対して就業規則の当該根拠規定を示すよう求めて、

当該条項を見たところ、「勤務表を社外に持ち出した場合」とは規定されておらず、

「会社の書類を持ち出した場合」と規定されており、これでは会社の書類は複数あり、

持ち出しを許している書類もあるし、持ち出してよい書類と持ち出しを禁止してい

る書類の区別が出来ないと主張し、書類を具体的に特定する規定が必要と述べ又、

制裁に関する事項つまり、懲戒規定は労働条件明示事項（労基法15条1項）でも

あり、雇い入れの際、当該事項について明示がなかったと述べ又勤務表を管理して

いる職員の責任はどうなるのかとも聞いたところ、管理責任は問わずに、申立人だけ

を処分する旨述べたので、始末書処分を拒否したという事実があった。尤も、就業規

則に疑義がある場合の規定もしくは包括条項が入っていれば申立人を処分するこ

とが出来たのであろうが・・・。

しかしながら、この讃責処分にもならない、口頭注意程度のことで解雇になること

は考えられず、このことから、解雇にしたとしてもそれば客観的・合理的・社会通

念上相当の要件いずれも満たしておらず、権利を濫用したものとして、無効とされる

のは言うまでもないことである。

従って、本件申立てに係る解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当

であると認められない不当な解雇であり、申立人は繰り返し、ここでも、無効（労

働契約法16条）を主張するものである。

以　上
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証拠方法

雇用契約書

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

賃金を証する書面（給料支払明細書（平成27年2月分）・

指定口座通帳・雇用保険被保険者離職票－2）

申立人陳述書

法人概要（H．P．）

違法な解雇・解雇であることを証する書面

（申告処理台帳及び是正勧告書・雇用保険受給資格者証）

利用契約更新拒絶に関する通知書

利用契約書

重要事項説明書

証人崎山氏陳述書

違法解雇に対する所轄労基署発行・交付（9月15日）の

是正勧告書の要旨に関する申立人の当該労基署にあてた

質問書

証人武田労働基準監督官陳述書

所轄労基署に対する申立人による労基法違反（24条・賃

金不払い・20条）の事実に関する申告書（同法104条

1項）

解雇予告手当の受領に関する通知書（内容証明郵便）

ボイスレコーダーの録音記録

付属書類

1　労働審判手続申立書

2　甲号証写し

4通

各4通

（甲15号証については、ダビングしたカセットテープ　　　　　2本）

3　証拠説明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4通

4　代表者事項証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1通
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地位確認等請求労働審判事件

申立人　　山　田　哲　也

相手方　　特定非営利活動法人みらい

証　拠　説　明　書

京都地方裁判所民事部　御中

平成27年11月20日

申立人　　山　田　哲　也

号証 �標　　目 ��作　成　年　月　日 �立証趣旨 （原本・写しの別） ��作　成　者等 �（提出根拠） 

甲l �雇用契約書 �原 本 �平成26年10月某日 �申立人が、平成26年10月 

相手方作成 �22日、最低賃金の改定に伴 

同年同月22日雇用契約 �い、時給額の改定を行い相手 

更改 �方と期間の定めのない労働契 約を締結し、最低賃金（789円） の1日4時間労働の雇用契約 の締結をしていること。本件 申立書申立ての理由2－、ロ）、 の立証。 

甲2 �雇用保険被 �写 �確認（受理） �申立人の雇い入れ日が開所日 

保険者資格 ��通知年月日 �の平成25年8月19日であ 

取得等確認 �し �平成25年9月27日 �ること、本件申立書申立ての 

通知書 ��峰山公共職業安定所長 �理由2、ロ）、の立証。 

甲3 �賃金を証す �写 �1．平成27年2月・相手方 �1．給料の縞目と支払日が末日 

る書面1．給 ��2．雇い入れ（平成25年8月 �締めの翌月10日支払いであ 

料支払明細 ��19日）からの給料入金指 �ること。 

書（平成27年 ��定口座・北都信用金庫 �2．給料の額より勤務実績を 

2月分）2．指定 �し �3．平成27年9月14日・ �明らかにするため。 

口座通帳　3． ��峰山（宮津）公共職業安定 �3．解雇前直近6か月の賃金 

雇用保険被 ��所長受理・交付（相手方届 �を明らかにするため。 

保険者離職 ��出・申立人へ9I26送付） �本件申立書申立の価格の妥当 

票－2 ���性の提示の為・申立ての理由 2、ハ）、立証のため。 



甲4 ��申立人陳述 書 �原 本 �平成27年9月初旬 �解雇に至る直接の原因と言え 

申立人作成。 �る残存契約期間を契約期間と した利用契約自動更新の旨の 契約締結（8月20日）から、解 雇（9月3日）までの事実（申立 書申立ての理由3、解雇の事 実）の経緯の主張をするため 

甲5 ��法人概要 �写 し �平成26年6月以降某日・ �　　　　　　〇 本申立書申立ての理由2、 相手方作成 �イ）、及び、4、の記述の真正 

（H．P．） ���を担保するため。 

甲6 ��違法な解雇・ �写 し �1．申告処理台帳（自平成2 �1．違法な解雇であること（申 

解雇である ��7年9月3日至9月28 �立書申立ての理由1、へ）、及 

ことを証す ��日）・是正勧告書（平成27 �び予想される争点及び争点に 

る書面・1．申 ��年9月15日発行・交付）・ �関する申立て人の主張1、 

告処理台帳 ��丹後労働基準監督署・武田 �イ）、につき）、解雇であるこ 

及び是正勧 ��監督官（労働局への保有個 �との立証のため。2．相手方 

告書2．雇用 ��人情報開示申請により写 �が解雇と認めるに至っている 

保険受給資 ��しを開示決定後交付分） �と主張するため（2．につい 

格者証（虚偽 ��2．交付平成27年10月 �て、離職票の離職理由の虚偽 

記載の雇用 ��16日峰山宮津出張所公 �記載に対する職安への申立人 � 

保険資格喪 ��共職業安定所長発行・交付 �の補正申請によって相手方は � 

失確認通知 ��（平成27年9月14日柄 �自ら訂正し離職理由を解雇と � 

書・離職票） ��手方届出峰山（宮津）公共職 �したことの立証・申立書9枚 � 

業安定所長受理交付・α26 申立人に送付） �目後段記述）。 � 

甲7 ��利用契約更 新拒絶に関 �写 し �平成27年8月24日 �雇用関係が維持されることを � 

申立人作成、26日提出 �条件としていること、相手方 

（甲4号証申立人陳述書 �の契約事項説明義務違反を立 

する通知書 ��2枚目記述） �証するため。甲4号証の真正 を担保するため。 

甲8 � �利用契約書 �原 本 �平成27年8月某日 �甲4号証の記載の真正を担保 � 

相手方作成 �するため（双方の署名捺印あ 

同年8月20日一旦は契 �り）。又、申立書・申立ての理 

約締結 �由1、ロ）、ハ）、の記述の根 拠の提示の為。 



甲9 �重要事項説 明書 �原 本 �平成27年8月某日 �甲4号証申立人陳述書の記述 

相手方作成 �の真正を担保するため（双方 

同年8月20日甲8号証 の契約締結とともに一旦 は双方契約内容として合 意。 �の署名捺印あり）。 

甲10 �証人崎山氏 �写 し �平成27年9月28日中 �相手方の契約事項説明義務違 

立入作成同i日崎山氏へ署 �反の事実の主張（返送用封筒 

名捺印要請・同年10月2 �に消印の日付・法人名・住所・ 

8日双方への中立を理由 �氏名・電話・FAX番号の記 

に拒否同年10月31日 �載あり）、のため。これにより 

陳述書 ��申立人に返送 �本人への証拠調べ可能・本人 承諾済み（労働審判法17 条）。（申立書・申立の理由1． ロ）、2枚目の記述の間接証拠 として提出） 

甲Il �違法解雇に �写 し �平成27年9月24日申 �甲6号証是正勧告書（9月l 

対する是正 ��立入作成・同日丹後労働基 �5日）の要旨が記載、開示請 

勧告書の要 ��準監督署へ郵送翌日着 �求でもマスキングがされ開示 

旨に関する 質問書 ��甲61．申告処理台帳（9月 25日）に記載あり。 �されなかったため。 

甲12 �証人武田労 �写 し �平成27年9月28日中 �是正勧告に対する相手方の対 

働基準監督 ��立入作成同日電話で当該 �応を明らかにするため（申立 

官陳述書 ��監督官に署名捺印を要請、 �人の労働局への開示請求によ 

拒否される・甲61．申告処 �り是正報告書は開示されなか 

理台帳に記載あり・労働局 に情報開示制度があるこ とを聞く。 �ったため）。／ 

≡13 ��労基法104条 �写 し �平成27年10月26日・ �2日間（釧1，釧妙の解雇予告を 

1項に基づく ��申立人同日所轄基督署へ �したと相手方は主張している 

同法24・20 ��書面の郵送により、労基法 �が、予告期間の賃金さえ支払 

条違反の事 ��104条1項（同法24条・ �わなかったという事実の主張 

実に関する ��20条違反）による申告を申 �のため（予告は実際されてい 

申告書 ��立入が行う。 �ない）。本申立書10枚目前段 記述の事実の主張の為。 



甲14 �解雇予告手 �控 �平成27年11月13日 �本申立て書・9枚目・予想さ 

当の受領に ��申立人作成同年11月1 �れる争点及び争点に関する申 

関する通知 ��6日内容証明郵便で相手 �立入の主張1．予想される争点 

書（内容証明 �え �方に郵送11月17月到 �について、ロ）、の争点の想定 

郵便）・入金 �の �達 �される相手方の主張・試みを 

の記載ある 指定口座通 帳の写し添 付 �写 し ��封じるため。 

甲15 ま �ボイスレコ �写 �平成27年9月3日朝、始 �甲4号証申立人陳述書4枚日 

ーダーの録 ��業前体操中、当該法人峰山 �後段以降の記述・本申立書9 

音記録（カセ ��事業所にて、相手方と申立 �枚目・イ）、解雇か否かについ 

ットテープ ��人が接見し録音。 �て、の冒頭括弧書きの記述の 

にダビング �し ��立証。相手方が雇用関係の「消 

したもの） ���滅」を主張し、予告もなく一 方的に申立人を離職（即時解 雇）させたことの客観的根拠 の提示のため。 

以　上



／

京都地方裁判所第6民事部　御中

平成27年11月24日

〒626－0071京都府宮津市字由良1039番地－3

申立人　　山　田哲也

TELO772ゼ6・0168

労働審判手続申立て（上記申立人の申立てに係る平成27

年11月20日平井書記官受理分）に係る予納郵便切手の納

付及び別添労働審判委員会に対する証拠調べ申立書（労働審

判法17条）提出の件について

記

1、標記の件、予納郵便切手については同封の通り、下記納付致します。

合計　郵便切手　　￥2，845円分

（内訳・500円3枚，100円5枚，82円5枚，50円5枚，20円5枚，10円5枚，5

円5枚，2円5枚・計38枚）

2、標記の件、別添本件労働審判事件の申立人による労働審判委員会に対する

証拠調べ申立書（労働審判法17条）を提出致します。



地位確認等請求労働審判事件（平成27年11月20日受理）

申立人　　山　田哲也

相手方　　特定非営利活動法人みらい

労働審判委員会に対する申立人による証拠調べ申立書

（労働審判法17条）

京都地方裁判所第6民事部　御中

平成27年11月24日

申立人　山田哲也轡
セミも∝寄手タ

標記の件につき下記の通り、申立人は、労働審判委員会に対して、離拠調べを

要諦致します。

本件労働審判申立書・申立の理由1、申立の理由　ロ）、前段相手方上岡理事

長の利用契約書（甲8号証）第9条契約事項説明義務違反の事実の主張の証拠方

法として提出した間接証拠甲10号請託人崎山氏陳述書記載の事実の主張（申

立人作成）の証拠調べの為、労働審判委員会に対して、崎山貴史氏へ証人崎山氏

陳述書（申立人作成）記載の事実につき、甲10号証証人崎山氏陳述書添付返送

用封筒の写し本人記載の住所・電話番号・ファクシミリ番号へ、これらのうちい

ずれかの方法による照会を求める。

崎山氏からは裁判所等からの照会に対しては事実を述べる旨申立人は回答を

受けており、当該記載事実の確認を労働審判委員会に要請する。尚、当該証人崎

山氏の甲10号証添付返送用封筒の写しに記載の連絡先は下記の通りである。

〒626－0041

障害者生活支援センターかもめ

京都府宮津市字鶴賀2174－1

TEL（0772）20－2011　FAX（0772）20－2022

担当相談員　　崎山貴史

以　上



／

事件番号平成27年（労）第55号

地位確認等請求事件労働審判申立事件

申立人　　山田哲也

相手方　特定非営利活動法人みらい

労働審判手続期日呼出状

申立人　山田哲也　殿

平成27年12月2日

京都地方裁判所第6民事部はA係

裁判所書記官　岡　　田　　望三二

電話番号　075－330－7042　（薗通）

FAX番号　075－255－6833

頭書の事件について・次回の期日及び場所が下記のとおり定められましたので，出頭してく
ださい。

記

期　　　　日　　　平成28年1月25日午前10時30分

（1時間30分程度の時間を要する予定です。）

出　頭　場　所　　当裁判所第6民事部書記官室（当庁3階）

（出頭の際にぽこの呼出状を上記場所で示してください。）

尋l



事件番号

平成27年（労）第55号

〒626－0071

京都府宮津肩章由良1039番地－3

山田哲也　様

胴脚ill聞Il胴脚脚脚問
pO212001150022407

1／1



平成27年（労）第55号　地位確認等請求労働審判事件

（期日：平成28年1月25日（月）午前10時30分）

送　　付　　書

申立人　　山田哲也

相手方　特定非営利活動法人みらい

代表者上岡理事長

代理人担当弁護士　金用大

上記事件につき下記文書を送付します。（送付書含み4枚）

折り返し、下記の受領書を裁判所に御送信ください。

2016年1月21日

申立人　山田哲也　㊥

TEL（0772）26－0168

相手方代理人　担当弁護士　金用大　（直送）

付　文　書　（次のうち○印のもの）

準備書面（平成28年1月21日付）　　　　3枚

上申書（

証拠申出書（

証拠説明書（

証拠書類（

申立書（

付）　　　　　　枚

付）　　　　　　枚

付）　　　　　枚

付）　　　　　枚

付）　　　　　枚

受　　領　　書

上記文書を受領しました。

年　　月　　日

相手方代理人弁護士

京都地方裁判所第6民事部はA係　　御中　　　FAXO75－255・6833

送

①

2

　

3

　

4

　

5

　

6



事件番号　平成27年（労）第55号

地位確認等請求事件労働審判申立事件

申立人　　山田哲也

相手方　　特定非営利活動法人みらい

準備書面

相手方答弁書に対する申立人の反論（審判規則17条）

補充書面

平成28年1月21日

京都地方裁判所第6民事部はA係　労働審判委員会　御中

〒農芸1039番嵩山田哲也⑬

電話（0772）26－0168

頭書の事件についての相手方の答弁書（平成28年1月20日受領）
に対して申立人は下記の通り、第1回目期日（平成28年1月25日）

に際して反論致します。

相手方答弁書は、終始本件申立書に対する棄却・認否・争う・認
める旨述べられているのみで、当該主張を根拠づける証拠は一切提

出されておらず、これらすべての証拠（乙1号証から乙11号証迄）
では不当（労働契約法16条）かつ違法（労基法20条違反）な解雇

を争う根拠とは到底考えられず（就業規則さえ提出されていない）、

申立人は逐一個別に反論するに値しないものと考え、又、答弁書の最

初から順を追って、反論を述べても冗長となるだけであるので、根拠
のない当該不当解雇に唯一正当性が認められるであろうとする（到

底考えらないと思うが）、相手方の自分本位な虚偽捏造・でっち上げ
の事実（相手方答弁書9枚目第3答弁を理由付ける具体的な事実　2

本件解雇に至る経緯（1）申立人による個別支援計画作成拒否）を大

前提とした当該解雇が正当なものとなるという論理とも言えない強

弁による主張に対してのみ申立人は以下の通り反証提示する。

相手方代理人は本件申し立て関係書類のすべてに目を通して当

且



該答弁書を作成したのか定かではないが、上述の相手方答弁書9枚

目第3　2　本件解雇に至る経緯（1）申立人による個別支援計画

作成拒否の事実に関する記載は事実無根の主張であるということで
ある。

何故なら申立人が、平成27年8月下旬アセスメント（モニタリン
グ）を拒否したという事実はなく、利用契約更新拒絶に至った経緯は

申立人提出証拠・甲6号証違法な解雇・解雇であることを証する書面

（申告処理台帳・平成27年9月3日丹後労働基準監督署・武田監督
官申告受理・作成（申告の内容続き）＜解雇までの経過＞と題する項

目のあるページ）に記載された通りであるからだ。それによるとアセ
スメント（モニタリング）を拒否したという事実がないということは

明白であり、また、平成27年8月28日金曜日午前に障害者生活支

援センターかもめ生活相談員崎山貴史氏による利用契約に基づく定

期的な個別支援計画の作成（モニタリング）にも応じており、また、
このモニタリングで崎山氏と2重契約の関係が説明されていないと

いう話をしたというのは甲10号証崎山氏証人陳述書にも記載の通

りでもある。尤も、崎山氏も同じ穴の猪というべき福祉関係者である
ので相手方が口裏合わせを依頼していれば真実と異なることを述べ

るかもしれないが・・・。兎に角、真偽のほどは労働審判委員会の御

判断に御任せすることにする。

従って、相手方の主張する大前提となる事実・申立人による個別支

援計画作成拒否の事実は単なるでっち上げに過ぎず（証拠の提出が
ない）、当該事実の捏造による演繹法（ただの強弁に過ぎないと考え

るが）による推論はただの作文の域を出ず何ら意味をなさないもの

と主張する。

最後に、申立人なりに相手方の当該解雇の正当性の主張を換言し
て要約すると、大前提となる申立人による個別支援計画作成拒否の

事実の不存在・利用契約と雇用契約はリンクしたものでもないこと、

さらに、申立人に対する説明もなく、特定非営利活動法人（N．P．
0）が就労継続A型事業所のためのものだけでもなく、雇用契約が期

間の定めのない労働契約であるという客観的事実から導き出される

結論は、当該解雇は申立人が利用契約の更新拒絶（雇用契約が残るこ

とを条件として）をしたことをまさに奇貨として、公金・訓練等給付

費が支給されないこと（資金繰りは経営者の仕事である）を理由とし
て、解雇のリスクを避けるため退職勧奨・合意解雇による金銭的合意

が一般的ではあるが、労基法の要求する解雇予告手当の支払いさえ

2



潜脱するために解雇とも認めず、消滅を主張して申立人を解雇（追い

出した）したものであり、さらには、雇用保険資格喪失届・離職票の

離職理由を不当かつ違法な解雇をしておきながら、4D正当な理由
のない自己都合退職と虚偽の記載をし（甲6号証虚偽記載の雇用保

険資格喪失確認通知書・離職票・申立人が事実に即した記載を赤ペン
で記入）刑法199条の適用を受けてもおかしくない行為と断じるべ

きである。こういった解雇に正当性も何もないものであると申立人

は主張する。

なお、迅速処理を旨とする労働審判において相手方が就業規則さ

え提出しないのは不当解雇をめぐる争いを放棄したものと申立人は

考える。

義を見てせざるは勇なきなり　天網恢恢疎にして漏らさず

臥薪嘗胆の日々　　痩せガェル負けるな一茶これにあり

勝てば官軍ではない　　　　　玲持の念はないのか？

恥を知れ　　　　　　　　　法律なきところに罪はなし

余談ではあるが、個人的思いを最後に付記しておいた悪しからず。

以　　上
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