阪神支部

大阪市港区築港
１−１２−２７
０６−６５７４−８４２４

０７８−３０３−０８００
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さる７月 日名古屋地方裁判所は︑全港湾阪神支部・名
古屋支部両日興サービス分会 名の組合員が︑原告として
一般社団法人日本貨物検数協会︵以下﹁日検﹂という︶の
長年にわたる偽装請負行為に対し︑※労働者派遣法 条の
６第１項５号にもとづき労働契約が成立したとして地位確
認の請求を求めた事件で︑日検の偽装請負を認めましたが︑
不当にも﹁みなし申込み﹂については認めず︑直接雇用を
棄却したので︑ 名は名古屋高裁へ控訴しました︒

名古屋地裁は︑原告 名に不当判決

全港湾関西地方
16

40

そもそものはじまり

て︑日興サービスなど指定 する活動を行ってきました ︒
事業体の若年労働者を日検
日検及び日興サービスは ︑
に直接雇用するよう幾度も こうした両組合の活動を嫌
申し入れを行ってきました ︒ 悪し︑両組合に対しさまざ
そうした中で︑日検は︑ まな不当労働行為をしかけ
平成 年頃になって︑日興 てきました︒
サービスなどの指定事業体
日興サービス分会では︑
の労働者を地域社員として
闘いで不当労働行為是正
採用しようとしました︒
また︑日検は︑名古屋南
しかし︑全国港湾から︑ 労働基準監督署による長時
日検に対して︑日興サービ 間労働の是正勧告への対応
スなどの指定事業体の若年 についての両組合からの団
労働者における低賃金等の 体交渉申入れにつき︑使用
劣悪な労働条件について何 者でないとして︑これを拒
ら改善が図られないまま地 否しました︒︵派遣法違反︶
域社員という賃金格差を付
両組合は︑日検の不当労
けた採用をするのではなく ︑ 働行為に対し︑２０１６年
４協会の社員と同等の労働 ３月２日︑愛知県労働委員
条件とするよう求めて︑２ 会に救済申立てをしました ︒
０１５年９月 日︑いった
日検は︑救済申立てのあっ
ん中止させました︒
たことを聞き及び︑全港湾
しかし︑日検は地域社
阪神支部に対し︑和解によ
員︵正社員より労働条
る解決を申し出てきました ︒
件低下︶として採用を
労使間での協議の結果︑
強行している
同月 日︑﹁指定事業体か
湾産別協定順守
らの社員採用に関しては︑
のたたかい
平成 年度から平成 年度
まで︑毎年度約１２０名の
採用を実施するよう努力す
る﹂との確認書が取り交わ
され︑これを受けて︑両組
合などは救済申立てを取り
下げて︑和解により解決を
図りました︒
ところが︑２０１６年８
月に︑全港湾阪神支部が︑
上記の確認書に基づき︑日
検に対し︑組合員の指定事
業体から移籍させるよう求
めて︑団体交渉を申し入れ
たところ︑日検は︑指定事
業体からの採用をするとし
ても︑条件を満たした応募
者を個別に採用することを
検討しているにすぎないと
して回答した上︑団体交渉
申入れを拒否しました︒

そこで︑全港湾阪神支部
は︑同年 月 日︑大阪府
労働委員会に︑日検に団交
応諾を命じるよう救済申立
てを行いました︒
しかし︑大阪府労委は︑
不当にも申立てを棄却した
ので︑現在中労委に再審査
請求をして審査中です︒
上記申立事件の調査の中
で︑日検は︑日興サービス
から労働者の提供を受けて
いるので︑府労委から繰り
返し契約の釈明を求められ
たにもかかわらず︑ようや
く︑２０１７年４月 日に
なって︑日検と日興サービ
スとの間には︑日興サービ
スが設立されて指定事業体
とな った 平成 年 以降 は
﹁業務委託契約﹂が締結さ
れ︑これに基づき日興サー
ビスから労働者を受け入れ
ていたこと︵偽装請負を行っ
ていたこと︶や︑２０１６
年１月 日に︑秘密裏に労
働者派遣基本契約を締結し
ていたことが発覚していま
した︵なお︑裁判の中で︑
派遣個別契約は同年３月
日付で締結され︑同年４月
１日から開始したことが明
らかにされた︶︒

16

労働者派遣法 条の
６第１項５号対策

18

つまり︑派遣契約締結か
ら１年以上︵派遣労働開始
日 年４月１日︑回答日
年４月 日︶経って︑日興
サービスの労働者が承諾の
意思表示ができなくなって
から︑従前は︑派遣ではな
く業務委託︵偽装請負︶で
あったことを明らかにしま
した︒

こうしたことから︑日興
サービスの組合員 名が︑
２０１７年 月 日に︑改
めて︑日検に対し︑労働契
約の申込みを承諾する旨を
通知し︑日検との間に労働
契約が成立したことから︑
同年 月 日︑本件地位確
認の訴えを提起しました︒

10

11

31

原告組合員らは︑①偽装
請負があったことは明らか
であり︑②脱法目的も認め
られるので︑日検が日興サー
ビスの労働者に対して労働
契約の申込みをしたものと
みなされるとして︑③派遣
契約が締結されたとしても
労働者の同意を得ていない
以上︑偽装請負が﹁終了し
た﹂︵労働者派遣法 条の
６第２項︶とはいえず︑１
年の期間制限は開始してお
らず︑④仮に個別派遣契約
が開始してから１年の期間
制限が開始するとしても︑
原告らは所属する両組合を
通じて︑使用者に直接雇用
を要求していたから承諾を
通知したといえるし︑⑤こ
れが承諾の通知に当たらな
いとしても︑派遣への労働
者からの同意︵同法 条︶
も得ず︑就業条件等の明示
︵同法 条︶もせず︑府労
委からの釈明も拒否し続け
て︑１年の期間が経過する
まで︑偽装請負であったこ
とを明らかにせず︑承諾す
ることを妨げたのであり︑
信義則に反して︑期間制限
を主張することは許されな
い︑と主張しました︒
未だに組合員へ派遣切替
を 通 知 し せ ず派 遣 法 違 反
これに対し日検は︑①業

争 点 と主 張 立 証

28

2020．8．7
※ 偽装請負等違反行為を派遣先︵日検︶が行ったときは︑当該派遣労働
者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申込みをした
ものとみなす︒ 具体的には︑日検が偽装請負を是正した日より１年以内に︑
名が日検に社員として採用の申込みすると日検は雇用する義務が発生︒

16

16

40

32

27

25

11

全港湾阪神支部と名古屋
支部︵以下﹁両組合﹂とい
う︶の日興サービス分会は ︑
連携し︑２０１５年 月か
ら日検に対して︑旧派遣法
︵最長３年の超えると直接
雇用しなければならない︶
を順守させるため︑直接雇
用するよう要請行動を開始
し︑日興サービスには︑低
賃金などの労働条件の改善
や︑長時間労働の是正など
を要求してたたかいました ︒
長時間労働の是正につい
ては︑派遣先であり︑実際
に日興サービスの労働者に
対し指揮︑監督を行ってい
る日検が責任を負うべきも
のであることから︑日検に
対しても︑その責任を追及

34

臨時号
ど４協会を退職した技能者
以外の若年労働者も採用さ
せて︑多数の労働者を日検
に派遣させ︑検数等の専門
業務に従事させてきました ︒
日検は︑自社で若年労働
者の新規採用を減らす一方 ︑
指定事業体の差別的低賃金
で採用し︑日検へ派遣させ
労務コストを削減する仕組
みを作ってきました︒
このような仕組みは︑港
湾における波動性に対応し ︑
効率的な検数業務の就労シ
ステムの確立として︑定年
退職者の受け皿会社として
指定事業体を位置づけて派
遣労働者を受け入れること
とした労使合意や﹁内かん﹂
の趣旨にも反します︒
また︑全国港湾でも指摘・
改善が求められていた特定
企業 だ け を 派 遣 先 と す る
﹁専ら派遣﹂にも抵触する
ので︑全港湾は日検に対し

31

17

19

40

11

31

19

20

１９９９年の労働者派遣
法改正により︑港湾業務の
うち検数業務等については
派遣禁止対象業務から外れ ︑
日検を含む検数等︵鑑定・
検量含む︶事業者４協会は ︑
４協会を退職した検数等の
技能者を４協会が協会毎に
設立した指定事業体で受入
れ︑４協会と指定事業体の
労働者をもって検数業務等
を行うことを全港湾等の検
数関連の労働組合と合意し ︑
行政当局に届け出ました︒
行政当局は︑関係労使合
意を受けて︑港湾における
検数等の業務に関し︑実質
４協会が設立した指定事業
体からの派遣以外を禁止す
る﹁内かん﹂︵管轄内通達︶
を各都道府県の職業安定機
関に発出しました︒
ところが︑その後︑日検
は日興サービスに︑日検な

16

23

28

16

臨時号ー①
２０２０年８月７日

「歩 み 」
全日本港湾労働組合関西地方本部阪神支部

日検直接雇用事件判決
偽装請負認めるも
隠蔽を免罪し請求棄却

30

務請負契約締結時には︑実 て︑被告が何ら反論を裏付
態も請負であった︑②脱法 ける証拠を提出しておらず ︑
目的が故意・過失の要件と 勤務の指示︑作業の指示︑
は別に定められている以上 ︑ 制服・身分証等の貸与など
単なる認識認容︵故意・過 から︑日検が原告らの業務
失により偽装請負行為をし につき指揮命令をしており ︑
ていない︶を超える意図は 派遣への切替えの前後で変
かった︑③派遣契約に切り わっておらず︑そうすると ︑
替えたことにより業務委託 日興サービスから︑原告ら
契約は終了しており︑そこ を派遣労働者とする労働者
から１年の期間制限が開始 派遣を受けていたものとし
する︑④労働者派遣 条の て偽装請負を認めました︒
４第３項の﹁承諾﹂は︑同
また︑関連して︑日検が ︑
１項によってみなされる労
原告らが従事していた業
働契約の申込みに対応した 務は検数ではなく︑その補
ものでなくてはならず︑組 助業務であるから︑業務委
合を通じての直接雇用要求 託の形式ですることには何
はこれに当たらない︑⑤同 ら問題もないとか︑ 業務
意の取得も就業条件等の明 委託の形式での契約の締結
示も日興サービスがすべき が改正労働者派遣法施行の
ことであって︑日検がこれ 平成 年 月１日以降にな
らをしないように指示をし される必要があるなどとも
たものでもないし︑府労委 反論していたが︑判決では ︑
の釈明は争点に関連しない
項で︑原告らが従事して
ものであるから回答しなかっ いたのは検数業務であると
たにすぎず︑隠蔽の意図な いうほかないとして︑前提
どなく︑信義則違反はない ︑ が間違っている︒
などと反論しました︒
ｂ 項で︑施行前に脱法目
的が消滅していたなどの特
争点に対する
別な事情がない限り︑申込
裁判所の判断
みがみなされるとして︑い
ずれも斥けました︒
名を検数労働者として
港湾産別協定を適用せよ！
10

40

裁判は︑ 回の口頭弁論
期日を経て︑各職場から計
４名の原告が尋問をして︑
偽装請負の実態を明らかに
した︒他方︑日検は︑労働
実態について︑業務委託か
ら派遣に切り替えた前後で
変化はないとして︑証人も
申請せず︑偽装請負につい
ては︑事実上︑﹁白旗﹂を
掲げて︑もっぱら︑それ以
外の論点についての弁解を
繰り返しました︒
① 偽 装請 負
判決は︑原告らの就労実
態が派遣であることについ

27

10

b

② 日 検 の 脱 法 目的
判決は︑脱法目的の意義
について︑偽装請負につい
ての悪意又は過失と必ずし
も同一ではないとしつつ︑
﹁このような形式と実質の
齟齬による労働者派遣法等
による規制を回避する意図
を示す客観的な事情の存在
により認定されるべき﹂と
の見解を示しました︒
その上で︑①指定事業体
の成り立ちからして︑派遣

とするのが自然であったの
に︑日検が︑あえて業務委
託契約を締結したこと︑②
業務委託契約であればでき
ないはずなのに︑日興サー
ビスの職員に対し指揮命令
をして︑労働者派遣の役務
提供を受けており︑その期
間も約 年間に及んでいる
こと︑③改正前労働者派遣
法には期間制限があったが ︑
業務委託の形式であったた
めに︑無制限で日興サービ
スの社員の労務提供を受け
ていたなどの客観的な事情
を指摘して︑﹁これらの事
情が労働者派遣法等による
規制を回避する意図を示す
ものではないとするに足り
る事情は見当たらない﹂と
述べて︑脱法目的を認めま
した︒
なお︑③に関し︑日検は ︑
期間制限を撤廃する改正法
の施行は２０１５年９月
日であり︑その１日後に申
込みみなし制度を導入する
改正法が施行された時点で
は︑脱法目的は消滅したと
も主張していました︒
しかし︑判決は︑期間制
限撤廃の改正法の施行は︑
脱法目的が生じた後の事情
であるし︑また︑各種の規
制の一部が緩和されたにす
ぎないとして︑脱法目的を
否定するものではないと判
断しました︒
③ 承 諾 の 意 思 表示 の
期間制限
ア︑ 労 働 者 派 遣 法違 反
行為の終了
一方︑判決は︑日検が日
興サービスとの個別派遣契
約を２０１６年３月 日に
締結したことをもって︑偽
装請負の違法は解消され︑

脱法目的は消滅したと判断
した上で︑そこから１年と
なる平成２９年３月 日ま
で︑申込みみなしの効力が
存続していたとして︑それ
までに承諾の意思表示がな
されたかどうかを検討した ︒
この点について︑前記の
とおり︑原告らは︑日検は ︑
派遣契約の締結から１年が
経過するまで︑派遣への切
替を原告らに隠蔽したこと
などを指摘して︑１年の期
間制限は開始しないと主張
しました︒
しかし︑判決は︑偽装請
負契約が解消されれば足り
ると判断して︑これを斥け
ました︒また︑原告らは︑
派遣労働への切替について
は︑労働者の同意がない以
上︑派遣労働契約はなく︑
派遣先事業者が派遣労働者
を指揮命令して使用する権
限はないとして︑偽装請負
は終了していないと主張し
ましたが︑これに対して判
決は判断を示しませんでし
た︒
イ︑承諾の意思表示の有無
判決は︑労働者派遣法
条の６第１項によってみな
される労働契約の申込みに
対する承諾の意思表示は︑
派遣労働者の選択権の行使
であり︑通常の労働契約締
結における承諾の意思表示
と何ら異なるものではない
として︑当該みなし申込み
の存在を前提とするもので
なければならないとの立場
から︑労働組合を通じての
直接雇用の要求では足りな
いとして︑１年以内の承諾
の意思表示はないと判断し
ました︒
裁判所の判断は︑労働組

合の要求は組合員︵労働者
個人︶を代表しないと言う
不当な判断と言わなければ
なりません︒
厚生労働省委託﹁労働者
派遣法施行状況調査︵令和
元年度実施︶﹂においても ︑
派遣労働者の ・１％が労
働契約申込みみなし制度の
存在を知らないとの結果が
出ており︑みなし規定にす
ぎない﹁申込み﹂の存在を
認識しなければならないと
いうのでは︑派遣労働者に
とって著しく不利です︒
派遣先に対する直接雇用
を求める何らかの意思表示
があれば足りると解するの
が︑改正労働者派遣法の趣
旨に合致するものというべ
きでなければなりません︒
ウ 期間制限の主張が
信義則に反するか
判決は︑日興サービスの
役職者が日検の社員として
の身分を有していることな
どの事情を指摘して︑﹁そ
の運営に当たって被告︵日
検︶の強い影響を受ける立
場にあった﹂とか︑派遣へ
の切り替えについて日興サー
ビスの従業員に周知せず︑
日検が府労委から釈明を受
けていたにもかかわらず︑
申込みの効力が消滅するま
では回答を拒否して︑よう
やく２０１７年４月 日に
なって初めて派遣労働者で
あることを認めたことから
すれば︑﹁被告は︑原告ら
に対して上記みなし申込み
の効力が消滅するまで当該
みなし申込みの存在を知ら
せず︑結果として︑当該み
なし申込みに対する承諾の
意思表示をするか否かとい
う原告らの選択権を行使す

る機会を喪失させた﹂と批 り︑脱法目的の解釈につい
判し︑そのような態度は︑ ては︑客観的な状況から判
﹁当該選択権の行使機会の 断すべきとするなど︑派遣
剥奪という不法行為を構成 労働者にとって一歩前進さ
するとみる余地がないでは せる側面もありました︒
ない﹂とまで述べています ︒
他方で︑日検が偽装請負
ところが︑派遣に切り替 を隠蔽したと認めているに
えたことをもって︑﹁違法 もかかわらず︑直接雇用を
な労働者派遣の受入れを既 認めず︑派遣労働者の雇用
に解消した﹂のであるから ︑ の安定を図る願いに背を向
﹁更に原告らに対してみな けた判決は︑改正労働者派
し申込みに基づく労働契約 遣法の趣旨を踏みにじるも
締結の機会を与え︑もって のであり︑到底︑承服でき
被告に対して民事的制裁を るものではありません︒
加える理由に乏しい﹂など
原告 名の組合員と両組
として信義則違反を否定し 合は︑高裁へ控訴し︑地裁
ています︒
判決の誤りを正すべき︑控
しかしながら︑承諾の意 訴審の主張立証に全力を挙
思表示をする機会を奪って ︑ げてたたかいます︒
直接雇用という派遣労働者
同時に︑偽装請負と脱法
の権利を保護をしないでお 目的を認めて︑労働契約を
いて︑なぜ︑派遣契約をす 申し込んだものとみなした
るだけで十分であるという 点については︑日検が団交
価値判断を示すのか︑まっ に応ずべき地位にあったこ
たく理解できません︒
とを明らかにするものであ
り︑団交拒否の中労委の審
地裁判決の限界を
査にもよい影響を与えるも
乗り越えて︑直接雇 のでした︒
また︑均等均衡待遇への
用獲得へ
対応で︑日検が派遣を継続
することも有利とはいえな
い状況が作り出されました︒
さらに︑２０２０年３月
には︑日検にも全港湾阪神
支部の分会が設立され︑団
交等の労使交渉により︑直
接雇用問題の解決を迫る新
たな足場ができています︒
両組合は全港湾の﹁港湾
産別闘争﹂の伝統に基づき︑
控訴審の逆転勝訴をめざし︑
直接雇用を勝ち取るべく︑
裁判・労働委員会への取組
を進めるとともに︑職場闘
争を強化し︑ 名の組合員
は頑張っていく決意を固め︑
紙面を借り報告にかえます︒

事案の解決にとっても︑
また︑改正労働者派遣法・
申込みみなし制度の趣旨か
らしても︑きわめて重大な
あやまりというほかありま
せん︒
地裁判決は︑労働契約申
込みみなし制度に基づき提
訴された事件として︑東リ
︵ライフイズアート︶事件
の神戸地裁令和２年３月
日判決に次いで２例目であ
るが︑偽装請負と脱法目的
を認め︑派遣先が派遣労働
者に対し労働契約を申し込
んだものとみなされるとの
初の判断を示したものであ
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臨時号ー②
２０２０年８月７日

「歩 み 」
全日本港湾労働組合関西地方本部阪神支部
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