
第1012号 2010年12月15日発行（毎月 1日・15日発行）

付 録

人事労務に活かす判例実務誌 No.1012 2010 12/15

2010年(平成22年）

労働判例･命令総索引
2010年1月1・15日号(№991)～12月15日号(№1012)

●言渡日順索引 2

●項目別索引 16

●解説･連載索引 59

産労総合研究所



2006～2008年（平成18～20年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

18.11.30 京都地判
平18(わ)435ほか

近若石油（道交法・労基法違反）事
件

未掲載 労経速2056-11 控訴

19. 8. 6 東京地判
平19(行ウ)222

国・中労委（トヨタ自動車ほか）事
件

未掲載 労経速2063-6 控訴

19. 9.12 大阪高判
平19(う)171

近若石油（道交法・労基法違反）事
件

未掲載 労経速2056-7 上告

19. 9.12 大阪地判
平16(ワ)14236

豊中市・とよなか男女共同参画推進
財団事件

1006-42（要旨） 控訴

19.12.26 東京高判
平19(行コ)290

国・中労委（トヨタ自動車ほか）事
件

未掲載 労経速2063-3 上告・上告
受理申立

20. 2.28 東京高判
平19(行コ)42

国・池袋労基署長（フクダコーポレー
ション）事件

未掲載 判時2076-153 確定

20. 2.29 広島地福山支判
平17(ワ)325

鞆鉄道（第2）事件 994-75 労旬1700-48 控訴

20. 3. 5 東京地判
平17(行ウ)546

国・中労委（南労会・勤務時間変更
等）事件

未掲載 別冊中時1382-44 控訴

20. 3.21 名古屋地判
平18(行ウ)4ほか

稲沢市（消防吏員・深夜勤務手当等）
事件

1003-61 控訴

20. 3.26 名古屋地判
平17(行ウ)58

国・豊橋労基署長（マツヤデンキ）
事件

未掲載 労経速2074-11
労旬1725-38

控訴

20. 3.27 横浜地判
平18(ワ)2668ほか

ことぶき事件 1000-17 控訴

20. 4.24 東京高判
平19(行コ)132

地公災基金静岡県支部長（小学校教
員・自殺）事件
（最三小決平21.10.27＝上告棄却・
不受理）

998-57 上告・上告
受理申立

20. 5.22 東京地判
平19(ワ)11708

もみじ銀行事件 1004-20 労経速2070-35 控訴

20. 6.25 福岡高判
平18(ネ)1008ほか

全国一般労働組合長崎地本・支部（光
仁会病院・組合）旗事件
（最一小決平21.12.10＝上告棄却・
不受理）

1004-134 上告

20. 8.28 名古屋地一宮支判
平19(ワ)296ほか

サクセスほか（三佳テック）事件 1005-14 労経速2073-9 控訴

20. 9. 2 盛岡地判
平18(ワ)450

アルプス電気事件 992-81 控訴
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言渡日順索引

・主として，本誌2010年（平成22年）1月1・15日号（No.991）から12月15日号（No.1012）
までに掲載した判例・命令を言渡日順に収録した。

・「労判掲載号・頁」欄につき，（要旨）は上訴審を全文掲載した場合に原審の要旨を掲載し
たものとして，（ダ）は「判例ダイジェスト」として，また（ダ全）は全文を「判例ダイジェ
スト」として掲載したものとして，（リ）は「本誌未登載判例リスト」（毎15日号掲載）と
して，それぞれ紹介した事件を表す。
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

20. 9.10 東京地判
平20(行ウ)31

国・中労委（東陽印刷労組）事件 未掲載 判時2050-152
判タ1319-133
労経速2026-3

確定

20. 9.22 高松地判
平17(ワ)59

エム・テックほか事件 993-41 判タ1329-132 控訴

20.11.11 東京高判
平20(ネ)2511

ことぶき事件 1000-10 上告

20.11.28 広島高判
平20(ネ)149

鞆鉄道（第2）事件
（最二小決平21.5.20＝上告受理申
立不受理）

994-69 労旬1700-45 上告受理申
立

20.12.24 仙台地判
平19(ワ)206

小野リース事件 未掲載 労経速2078-11 控訴

2009年（平成21年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

《1月》

21. 1.19 東京地判
平19(ワ)769ほか

ライドウェーブコンサルティングほ
か事件

995-49 判時2049-135 控訴

21. 1.19 東京地判
平19(ワ)10777

東京都自動車整備振興会事件 996-25（要旨）労経速2055-19 控訴

21. 1.26 東京地判
平19(ワ)33970

東京都自動車整備振興会（嘱託職員）
事件

1005-88（要旨）労経速2063-29
労旬1722-76

控訴

《2月》

21. 2.13 徳島地判
平19(ワ)190ほか

NTT西日本（継続雇用制度・徳島）
事件

1007-45 控訴

21. 2.13 大阪地判
平19(ワ)7283

関西外国語大学事件 未掲載 労経速2054-40 控訴

21. 2.20 東京地判
平18(ワ)8235ほか

東京・中部地域労働者組合ほか事件 未掲載 判時2058-147 控訴

《3月》

21. 3. 5 名古屋高判
平20(ネ)886

サクセスほか（三佳テック）事件 1005-9 労経速2073-5 上告

21. 3.19 東京高判
平20(ネ)3260

もみじ銀行事件 1004-12 労経速2070-18 上告

21. 3.25 大阪地判
平19(ワ)4864ほか

NTT西日本（高齢者雇用・第1）事
件

1004-118 労旬1703-66 控訴

21. 3.25 大阪地判
平19(ワ)7553ほか

NTT西日本（高齢者雇用・第2）事
件

未掲載 判タ1318-151
労経速2037-12

控訴

21. 3.26 東京高判
平20(ネ)3781ほか

モルガン・スタンレー証券（追加退
職金）事件

994-52 確定

21. 3.26 東京地判
平19(行ウ)68

東京都・都教委（高校教員ら・戒告
処分等）事件

未掲載 判タ1314-146
労旬1709-51

控訴

21. 3.27 最二小決
平18(オ)1186ほか

伊予銀行・いよぎんスタッフサービ
ス事件

991-14 労経速2047-25
労旬1705-54

上告棄却・
不受理

21. 3.27 東京地判
平19(ワ)6548

三井丸紅液化ガス事件 991-171（ダ） 労経速2041-3 控訴

《4月》

21. 4.28 東京地判
平20(行ウ)718

国・亀戸労基署監督官（エコシステ
ム）事件

993-94（ダ） 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

《5月》

21. 5.18 東京地判
平16(ワ)21274

郵便事業（連続「深夜勤」勤務）事
件

991-120 控訴

21. 5.19 福岡高判
平20(行コ)21

国・福岡東労基署長（粕屋農協）事
件

993-76 確定

21. 5.25 大阪地判
平18(行ウ)128

国・気象衛星センター（懲戒免職）
事件

991-101 公判速390-2 確定

21. 5.28 名古屋地判
平20(行ウ)60

国・中央労基署長（日本トランスシ
ティ）事件

1003-74 判タ1310-140 確定

21. 5.28 大阪地判
平20(ワ)2910

サンコトブキ事件 991-166（ダ） 控訴

《6月》

21. 6. 8 山口地岩国支判
平20(ワ)193

岩国市農業協同組合事件 991-85 控訴

21. 6.12 東京地判
平19(ワ)12413

骨髄移植推進財団事件 991-64 判時2066-135
判タ1319-94
労経速2046-3

控訴

21. 6.16 東京地判
平20(ワ)7180

旭東広告社事件 991-55 確定

21. 6.18 福岡地判
平19(ワ)3993

学校法人純真学園事件 996-68 控訴

21. 6.19 大阪地判
平19(ワ)16626

北九州空調事件 未掲載 労経速2057-27 控訴

21. 6.24 青森地判
平20(ワ)269

東奥学園事件 1009-70 控訴

21. 6.25 仙台高判
平20(ネ)393

アルプス電気事件 992-70 上告

21. 6.25 東京地判
平20(行ウ)514

国・中労委（ネスレ日本東京支店・
団交等）事件

未掲載 判時2055-151
判タ1311-161

控訴

21. 6.26 大阪地判
平18(ワ)2949

積水成型工業（乙山一郎商店）事件 995-93（ダ） 確定

21. 6.29 東京地判
平16(ワ)27404

昭和シェル石油（男女差別）事件 992-39 判時2052-116
判タ1314-167
労経速2048-3

控訴

《7月》

21. 7. 1 大阪地判
平20(行ウ)31

大阪市教委（高校管理作業員・懲戒
免職）事件

992-23 控訴

21. 7. 3 大阪地判
平20(行ウ)111ほ

か

大阪市教委ほか（小学校教員・分限
免職等）事件

未掲載 公判速393-2 控訴

21. 7. 7 札幌地決
平21(ヨ)78

釜屋電機（仮処分）事件 991-163（ダ）

21. 7.10 大阪地判
平19(ワ)13316

日本マグドナルド（イーブンキール）
事件

996-90（ダ） 控訴

21. 7.13 東京地判
平20(ワ)2869

東京都観光汽船事件 992-89（ダ） 控訴

21. 7.16 最一小判
平19(あ)1951

近若石油（道交法・労基法違反）事
件

未掲載 判時2060-158
判タ1310-119
労経速2056-3

破棄・差戻
し

21. 7.16 大阪高判
平20(ネ)2188

京都市女性協会事件
（最二小決平22.2.5＝上告棄却・不
受理）

1001-77 労旬1713-40 上告

21. 7.16 大阪高判
平21(ネ)690

関西外国語大学事件 未掲載 労経速2054-30 上告

21. 7.17 和歌山地田辺支判
平17(ワ)39ほか

オオシマニットほか事件 991-29 確定
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

21. 7.23 横浜地判
平19(ワ)2691

学樹社事件 未掲載 判時2056-156 控訴

21. 7.28 東京高判
平20(行コ)153

国・中労委（南労会・勤務時間変更
等）事件

未掲載 別冊中時1382-31 上告

21. 7.30 仙台高判
平21(ネ)54

小野リース事件 未掲載 労経速2078-9 上告

21. 7.30 横浜地判
平20(行ウ)17

国・相模原労基署長（電気工・石綿
曝露）事件

992-11 判時2075-149 確定

《8月》

21. 8. 5 福岡高判
平21(行コ)6

佐賀県・県教委（懲戒免職）事件 991-186（リ） 上告

21. 8. 5 東京地決
平21(ヨ)21084

明石書店（仮処分）事件 991-157（ダ）

21. 8.19 東京高判
平21(行コ)121

国・中労委（医療法人光仁会）事件 1001-94（ダ全） 上告

21. 8.24 東京地判
平20(ワ)10543

日本板硝子（早期退職割増退職金）
事件

991-18 労経速2052-3 控訴

21. 8.26 東京地判
平19(行ウ)608

国・三鷹労基署長（ネッツトヨタ東
京）事件

未掲載 判タ1315-122 控訴

21. 8.26 東京地立川支決
平21(ヨ)46

飛鳥管理（仮処分）事件 993-57

21. 8.31 東京地判
平20(ワ)17767ほ

か

アクサ生命保険ほか事件 995-80 控訴

21. 8.31 東京地判
平20(ワ)4546

京都電子工業事件 未掲載 労経速2063-11 控訴

21. 8.31 大阪地判
平18(ワ)6122

近畿日本鉄道・近鉄ビルサービス事
件

未掲載 判時2068-100
判タ1311-183

控訴

《9月》

21. 9. 3 大阪地判
平19(ワ)16144ほ

か

東亜交通事件 994-41 控訴

21. 9. 8 最三小決
平20(オ)977ほか

ノース・ウエスト航空（FA配転）事
件

993-98（リ） 上告棄却・
不受理

21. 9. 8 東京地判
平20(ワ)25594

日本アルカテル・ルーセント事件 996-56 控訴

21. 9. 9 東京地判
平19(行ウ)791

国・池袋労基署長（横河工事）事件 未掲載 労経速2056-16 控訴

21. 9.10 東京地決
平21(モ)53382

Ａ大学生協労組（保全異議申立）事
件

未掲載 判時2056-99
判タ1314-292

確定

21. 9.14 東京地判
平20(行ウ)331

国・中労委（近畿生コン）事件 未掲載 別冊中時1386-59 確定

21. 9.15 東京高判
平21(ネ)1055ほか

ニュース証券事件 991-153（ダ全） 確定

21. 9.15 高松高判
平20(ネ)357

エム・テックほか事件 993-36 判タ1329-129 上告

21. 9.15 東京地判
平20(ワ)27210ほ

か

アルフィー事件 993-90（ダ） 確定

21. 9.15 東京地判
平20(ワ)18048

ライジングサンセキュリティーサー
ビス事件

996-42 判タ1322-126 確定

21. 9.17 京都地判
平20(ワ)3124

ディバイスリレーションズ事件 994-89（ダ） 控訴

21. 9.24 大阪地判
平17(ワ)8377

大阪エムケイ事件 994-20 控訴

21. 9.25 大阪地判
平20(ワ)3766

全日通労働組合事件 995-70 労旬1713-57 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

21. 9.28 東京地判
平20(ワ)21106

藍澤證券事件 1011-27 労経速2061-17 控訴

21. 9.30 東京高判
平20(行コ)150

国・中労委（千葉動労・運転士発令
差別）事件

未掲載 別冊中時1380-43 上告・上告
受理申立

21. 9.30 東京地判
平20(ワ)20209

高嶺清掃事件 994-85（ダ） 労経速2058-30 控訴

《10月》

21.10. 1 大阪高判
平20(ネ)1564

京都市（教員・勤務管理義務違反）
事件

993-25 上告

21.10. 1 東京地判
平19(行ウ)421

地公災基金東京都支部長（警視庁巡
査・脳内出血）事件

未掲載 判タ1330-105 控訴

21.10. 8 大阪地判
平19(ワ)7915

日本レストランシステム（人事考課）
事件

999-69 控訴

21.10. 9 横浜地決
平21(ヨ)403

アンフィニ（仮処分）事件 1000-30 抗告

21.10.15 東京高判
平21(行コ)62

東京都・都教委（教員・再雇用制度
等）事件

995-60 判時2063-147 上告

21.10.15 東京地判
平20(ワ)14337

医療法人財団健和会事件 999-54 控訴

21.10.16 最二小判
平20(受)6

米国ジョージア州（解雇）事件 992-5 裁時1493-7
判時2064-152
判タ1313-129
労経速2058-3

破棄・差戻
し

21.10.16 大阪地判
平20(ワ)1421

新日本交通ほか事件 1001-66 確定

21.10.16 鳥取地判
平18(ワ)124

鳥取大学附属病院事件 997-79 判タ1320-75 確定

21.10.21 東京高判
平21(ネ)907

ライドウェーブコンサルティングほ
か事件

995-39 確定

21.10.21 東京地判
平19(ワ)24854ほ

か

ボス事件 1000-65 労経速2064-19 確定

21.10.21 鳥取地米子支判
平19(ワ)421

富国生命保険ほか事件 996-28 労経速2053-3 控訴

21.10.23 大阪高判
平21(ネ)432

大阪教育合同労組事件 未掲載 労経速2061-26 確定

21.10.23 大阪地決
平21(ヨ)10020

モリクロ（競業避止義務・仮処分）
事件

1000-50

21.10.28 東京高判
平20(ネ)3171ほか

バイエル薬品・ランクセス（退職年
金）事件

999-43 労経速2057-7 確定

21.10.28 東京地判
平16(ワ)12622

キャンシステム事件 997-55 控訴

21.10.29 東京高判
平19(ネ)1353ほか

早稲田大学（年金減額）事件 995-5 判時2071-129 上告

《11月》

21.11. 4 東京高判
平21(ネ)826

東京都自動車整備振興会事件 996-13 労経速2055-13 上告

21.11. 4 東京地判
平20(ワ)5723

UBS セキュリティーズ・ジャパン事
件

1001-48 労経速2059-10 確定

21.11. 9 東京地判
平20(ワ)8488

三田エンジニアリング事件 1005-25 控訴

21.11.10 東京地判
平21(ワ)69

山崎製パン事件 996-5 控訴

21.11.10 千葉地木更津支判
平19(ワ)196

川島コーポレーション事件 999-35 控訴

21.11.11 名古屋高判
平20(行コ)21ほか

稲沢市（消防吏員・深夜勤務手当等）
事件

1003-48 確定
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

21.11.12 札幌地判
平20(行ウ)18

国・旭川労基署長（NTT 東日本北
海道支店）事件

994-5 判タ1316-154 控訴

21.11.13 東京地判
平20(ワ)38072

舞台美術乙山組ほか事件 997-44 確定

21.11.16 東京地判
平19(行ウ)417

日野市（病院副院長・降格）事件 998-47 判時2074-155
公判速392-14

控訴

21.11.16 東京地判
平21(ワ)4538

不二タクシー事件 1001-39 控訴

21.11.16 東京地判
平20(ワ)10628

NTT東日本（継続雇用制度）事件 1002-88（ダ） 労経速2059-3 控訴

21.11.18 東京高判
平21(ネ)934

東京都自動車整備振興会（嘱託職員）
事件

1005-82（ダ） 労経速2063-21
労旬1722-68

上告

21.11.20 神戸地判
平19(ワ)274

三井倉庫（石綿曝露）事件 997-27 判時2087-110
判タ1324-145

控訴

21.11.20 広島地判
平20(ワ)1412

社団法人キャリアセンター中国事件 998-35 確定

21.11.24 東京地判
平20(ワ)18868

府中おともだち幼稚園事件 1001-30 控訴

21.11.26 宇都宮地栃木支決
平21(ヨ)17

乙山金属運輸（仮処分）事件 未掲載 労経速2074-39

21.11.27 大阪高判
平21(ネ)1234

NTT西日本（高齢者雇用・第1）事
件

1004-112 上告

21.11.27 東京地判
平21(ワ)6598ほか

東京電力（諭旨解職処分等）事件 1003-33 確定

《12月》

21.12. 2 福岡地判
平20(ワ)205ほか

九電工事件 999-14 控訴

21.12. 7 東京地判
平21(行ウ)39

国・中労委（日本ブリタニカ）事件 996-85（ダ） 控訴

21.12. 7 横浜地決
平21(ヨ)478

テクノプロ・エンジニアリング事件 未掲載 労旬1716-58

21.12. 7 山口地下関支判
平20(ワ)75

やまばと会員光園事件 1002-68 労旬1714-50 控訴

21.12. 8 最三小決
平21(オ)628ほか

NTT西日本（大阪・名古屋配転）事
件

995-98（リ） 上告棄却・
不受理

21.12.10 東京地判
平19(ワ)21592

日本言語研究所ほか事件 1000-35 労経速2061-3 控訴

21.12.14 東京地判
平20(ワ)28061

スカイマーク（雇止め）事件 未掲載 労経速2062-30 控訴

21.12.15 熊本地判
平19(ワ)1496

九州経済交流事業協同組合ほか事件 998-80（ダ） 控訴

21.12.16 大阪高判
平20(ネ)2705ほか

日本通運（日通淀川運輸）事件 997-14 労経速2060-28 上告

21.12.18 最二小判
平20(受)1240

パナソニックプラズマディスプレイ
（パスコ）事件

993-5 民集63巻10号
472頁
裁時1498-12
裁時1500-19
判時2067-152
判タ1316-121
労経速2060-3
労旬1714-44

一部破棄・
自判

21.12.18 最二小判
平21(受)440

ことぶき事件 1000-5 判時2068-159
判タ1316-129

一部破棄・
差戻し

21.12.18 大阪地堺支判
平20(ワ)1246

泉州学園事件 1006-73 労経速2062-3 控訴

21.12.21 東京高決
平21ラ1972

アンフィニ（仮処分）事件 1000-24

21.12.21 東京地判
平21(ワ)15590

明石書店事件 1006-65 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

21.12.21 大阪地判
平18(ワ)12828

グルメ杵屋事件 1003-16 判時2089-98 控訴

21.12.22 大阪高判
平21(行コ)11

兵庫県・兵庫県労委（住友ゴム工業）
事件

994-81（ダ全）判時2084-153
労経速2065-3
労旬1715-64
別冊中時1391-54

上告

21.12.24 東京地判
平21(ワ)2808ほか

Ｂ社（法律専門職）事件 1007-67 控訴

21.12.24 東京地判
平20(ワ)15832ほ

か

アールインベストメントアンドデザ
イン事件

未掲載 労経速2068-3 控訴

21.12.24 大阪地判
平21(行ウ)35

堺市（懲戒免職）事件 未掲載 労経速2065-16 控訴

21.12.25 東京高判
平21(ネ)1967ほか

東和システム事件 998-5 確定

21.12.25 高松高判
平21(行コ)4

国・江戸川労基署長（四国化工機工
業）事件

999-83（ダ全） 確定

21.12.25 青森地判
平19(ワ)136

社会福祉法人侑愛会事件 998-22 判時2074-113 確定

21.12.25 大阪地判
平21(ワ)1056

日本郵便輸送（雇止め）事件 1004-174（ダ）労経速2069-3 確定

2010年（平成22年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

《1月》

22. 1. 8 東京地判
平21(ワ)13067ほ

か

Ｊ・クロレラ販売事件 1000-88（ダ） 控訴

22. 1.12 甲府地判
平21(行ウ)3

国・甲府労基署長（甲野左官工業）
事件

1001-19 労旬1724-79 確定

22. 1.12 和歌山地判
平19(行ウ)9

国・橋本労基署長（和歌山銀行）事
件

1004-166（ダ） 控訴

22. 1.15 東京地判
平20(ワ)4156

オリンパス（配転）事件 未掲載 判時2073-137
労経速2067-3

控訴

22. 1.15 東京地判
平20(ワ)26678

フィンエアー事件 未掲載 労経速2064-3 控訴

22. 1.15 静岡地判
平20(ワ)942

EMI ミュージック・ジャパン事件 999-5 控訴

22. 1.20 東京高判
平21(ネ)2799

ガリバー・トラベル・エージェンシー
事件

未掲載 判時2078-158 確定

22. 1.20 大阪地決
平21(ヨ)10079

東大阪市環境保全公社（仮処分）事
件

1002-54

22. 1.21 東京高判
平21(ネ)43ほか

東京都ほか（警視庁海技職員）事件 1001-5 上告

22. 1.21 東京高判
平21(ネ)1800ほか

トリート事件 未掲載 労経速2065-32 上告

22. 1.25 大阪地判
平21(ワ)1865

エックスヴィン（ありがとうサービ
ス）事件

1012-74 判時2080-46
判タ1320-136

控訴

22. 1.28 東京高判
平20(ネ)1430

東京都立高校教職員等（再雇用不採
用）事件

未掲載 判時2086-148 上告

22. 1.29 大阪地判
平21(ワ)49

Ｔ運送事件 1003-92（ダ） 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

22. 1.29 熊本地判
平19(ワ)1711ほか

スキールほか（外国人研修生）事件 1002-34 判時2083-43
判タ1323-166
労旬1717-31

控訴

《2月》

22. 2. 2 東京地判
平19(ワ)27537

東京シーエスピー事件 1005-60 控訴

22. 2. 8 東京地判
平20(ワ)29339

エルメスジャポン事件 1003-84（ダ） 労経速2067-21 控訴

22. 2. 9 東京地判
平19(ワ)30681

三井記念病院（諭旨解雇等）事件 1005-47 判タ1331-123 控訴

22. 2.10 東京地判
平21(行ウ)217ほ

か

国・中労委（ブックローン）事件 1002-20 別冊中時1397-89 控訴

22. 2.15 大阪地判
平19(ワ)9070

Ｙ旅行会社（うつ病自殺）事件 未掲載 判タ1331-187 確定

22. 2.16 東京地判
平20(ワ)11960

Ｓ工業事件 1007-54 確定

22. 2.16 鹿児島地判
平19(ワ)335

康正産業事件 1004-77 判時2078-89
判タ1322-95
労経速2066-3

確定

22. 2.17 福岡地判
平20(行ウ)52

国・福岡中央労基署長（大正製薬）
事件

1009-82（ダ） 確定

22. 2.19 宇都宮地栃木支決
平21(モ)52

乙山金属運輸（保全異議）事件 掲載予定 労経速2074-37

22. 2.22 東京地判
平20(行ウ)113ほ

か

国・中労委（東急バス）事件 1004-61 別冊中時1394-43 控訴

22. 2.25 大阪高判
平21(ネ)2720

全日通労働組合事件 997-94（ダ全） 上告

22. 2.25 東京地判
平20(行ウ)701

国・中労委（NTT西日本）事件 1004-24 判時2079-128
判タ1327-121
別冊中時1392-22

控訴

22. 2.25 横浜地川崎支判
平20(ワ)292

京濱交通事件 1002-5 労経速2085-11 確定

22. 2.25 大津地判
平20(ワ)67ほか

東レリサーチセンターほか事件 1008-73 控訴

22. 2.26 東京地決
平21(ヨ)21167

フィリップ・モリス・ジャパン（仮
処分）事件

1000-84（ダ） 労経速2068-34

22. 2.26 東京地判
平20(ワ)30961ほ

か

宝城建設ほか事件 1006-91（ダ） 確定

22. 2.26 東京地決
平21(ヨ)21167

フィリップ・モリス・ジャパン（仮
処分）事件

1000-84（ダ） 判時2077-158
労経速2068-34

22. 2.26 大阪地判
平20(ワ)5307

ネッツトヨタニューリー北大阪ほか
事件

未掲載 労経速2072-26 控訴

《3月》

22. 3. 3 大阪地判
平21(行ウ)38

国・葛城労基署長（新菱冷熱工業）
事件

999-98（リ） 確定

22. 3. 9 東京地判
平20(ワ)26137ほ

か

第三相互事件 1010-65 控訴

22. 3. 9 東京地判
平19(ワ)1437

ヤマガタ事件 未掲載 労経速2073-15 控訴

22. 3.11 最一小決
平21(オ)1348ほか

JR西日本（森ノ宮電車区・日勤教育
等）事件

997-98（リ） 上告棄却・
不受理

22. 3.11 東京地判
平20(行ウ)402

国・三田労基署長（日本電気）事件 1007-83（ダ） 確定
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22. 3.12 高松高判
平21(ネ)103

NTT西日本（継続雇用制度・徳島）
事件

1007-39 上告

22. 3.15 東京地判
平21(ワ)21342

日本フィスバ事件 1009-78（ダ） 確定

22. 3.15 東京地判
平18(行ウ)183

国・川口労基署長（神戸屋）事件 1010-84（ダ） 判時2088-144 控訴

22. 3.16 最三小判
平21(受)1154

もみじ銀行事件 1004-6 裁時1507-17
判時2078-155
判タ1323-114
労経速2070-3

破棄・差戻
し

22. 3.18 大阪地判
平21(ワ)6317

古河運輸事件 1005-79（ダ） 控訴

22. 3.18 東京地判
平20(ワ)32039

西濃シェンカー事件 1011-73 控訴

22. 3.19 仙台高判
平21(ネ)334

東奥学園事件 1009-61 上告

22. 3.19 千葉地判
平17(ワ)337ほか

三和機材事件 1008-50 労経速2069-11 確定

22. 3.19 東京地判
平15(ワ)26710

西松建設ほか（感電災害）事件 未掲載 労経速2071-3 控訴

22. 3.23 京都地判
平20(ワ)1474

NTTほか（脇田電気産業）事件 未掲載 労経速2072-3 控訴

22. 3.24 東京地判
平20(ワ)36449

Ｊ学園（うつ病・解雇）事件 1008-35 控訴

22. 3.24 東京地判
平19(ワ)28324

労働福祉事故防止協議会（新産別運
転者労組東京地本）事件

未掲載 判タ1325-125 控訴

22. 3.25 最一小判
平21(受)1168

サクセスほか（三佳テック）事件 1005-5 裁時1507-16
判時2084-11
判タ1327-71
労経速2073-3

破棄・自判

22. 3.25 名古屋高判
平21(ネ)353ほか

三和サービス（外国人研修生）事件 1003-5 労旬1717-23 確定

22. 3.25 東京地判
平20(行ウ)305

東京都多摩教育事務所（超過勤務手
当）事件

1009-20 公判速395-19 控訴

22. 3.25 東京地判
平20(行ウ)762

国・中労委（JR東海・事情聴取等）
事件

1011-53 別冊中時1395-42 控訴

22. 3.26 札幌地判
平20(ワ)1119ほか

国（じん肺・北海道）事件 1009-49 確定

22. 3.26 東京地判
平21(ワ)19029

東京地下鉄事件 未掲載 労経速2079-10 控訴

22. 3.26 東京地判
平21(ワ)5102

東京コムウェル事件 未掲載 労経速2073-27 控訴

22. 3.26 神戸地判
平21(ワ)149

郵便事業（身だしなみ基準）事件 1006-49 控訴

22. 3.26 佐賀地判
平20(ワ)281

佐賀ゴルフガーデンほか事件 1005-31 控訴

22. 3.29 東京地判
平20(ワ)4708

妙應寺事件 1008-22 控訴

22. 3.29 大阪地判
平20(行ウ)198

地公災基金大阪府支部長（中学校教
員・自殺）事件

1004-186（リ）判タ1328-93
労旬1721-54

確定

22. 3.30 札幌地判
平20(ワ)3702

日本ニューホランド（再雇用拒否）
事件

1007-26 控訴

22. 3.30 大阪高判
平19(ネ)2853

豊中市・とよなか男女共同参画推進
財団事件

1006-20 労旬1724-60 上告

22. 3.30 東京地判
平20(ワ)29076

ドコモ・サービス（雇止め）事件 1010-51 控訴
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《4月》

22. 4. 7 東京地判
平21(ワ)21376

日本レストランシステム（割増賃金
等）事件

1002-85（ダ） 労旬1722-80 控訴

22. 4. 9 東京地判
平20(ワ)31322

ヘモネティクスジャパン事件 未掲載 労経速2079-14 控訴

22. 4.13 長崎地判
平20(ワ)364

三菱重工業ほか事件 未掲載 労経速2071-27 控訴

22. 4.13 東京地判
平20(ワ)37639ほ

か

ＪＡＬメンテナンスサービス事件 未掲載 判時2089-154 控訴

22. 4.14 東京地判
平21(ワ)8378

医療法人社団大成会事件 1012-92（ダ） 控訴

22. 4.15 最一小決
平21(受)1209

りそな企業年金基金・りそな銀行（退
職年金）事件

1008-98（リ） 上告受理申
立不受理

22. 4.16 名古屋高判
平20(行コ)22

国・豊橋労基署長（マツヤデンキ）
事件

1006-5 判タ1329-121
労経速2074-3
労旬1725-30

上告

22. 4.19 東京地判
平20(ワ)30595

日本相撲協会（解雇）事件 1006-98（リ） 控訴

22. 4.20 仙台地判
平20(ワ)748

佐川急便ほか（うつ病自殺）事件 未掲載 判時2088-116
労経速2082-18

控訴

22. 4.20 東京地判
平20(ワ)33913

ハインズテック事件 未掲載 労経速2079-26 控訴

22. 4.22 大阪高判
平21(ネ)2558

東亜交通事件 1008-15 確定

22. 4.23 大阪地判
平19(ワ)9940ほか

NTT 西日本ほか（全社員販売等）
事件

1009-31 控訴

22. 4.27 最三小判
平21(受)1527

河合塾（非常勤講師・出講契約）事
件

1009-5 労経速2075-3 破棄・自判

22. 4.27 東京高判
平21(ネ)6433

三田エンジニアリング事件 1005-21 確定

22. 4.27 東京高判
平20(ネ)4306

中日本航空・中部電力ほか（信越放
送記者）事件

未掲載 判時2087-67 上告・上告
受理申立

22. 4.28 東京地判
平20(ワ)31550

ソクハイ事件 1010-25 判時1332-71
労経速2076-3

控訴

22. 4.28 東京地判
平19(行ウ)474

東京都・都教委（公立学校教諭・分
限免職処分）事件

未掲載 判時2087-141
公判速398-2

控訴

22. 4.30 最二小決
平20(行ツ)397

丸亀市・市公平委（降任処分不服申
立）事件

1001-98（リ） 上告棄却・
不受理

《5月》

22. 5.11 東京地判
平20(ワ)30382

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・第1）事件

1008-91（ダ） 労経速2080-15 控訴

22. 5.13 東京高判
平19(行コ)206

国・中労委（昭和シェル石油）事件 1007-5 労旬1723-53 上告

22. 5.13 東京地判
平20(行ウ)182

東京都・東京都人事委員会（世田谷
区立小学校）事件

未掲載 労旬1726-54 控訴

22. 5.14 東京地判
平19(ワ)34649

朝日テレビ・電通テック事件 未掲載 労経速2081-23 確定

22. 5.18 横浜地川崎支判
平20(ワ)373ほか

伊藤工業（外国人研修生）事件 1004-154（ダ） 控訴

22. 5.18 京都地判
平20(ワ)4184

京都新聞 COM事件 1004-160（ダ）労経速2079-3 控訴

22. 5.19 大阪地判
平18(ワ)5235

大阪泉南アスベスト事件 未掲載 労旬1731-38 控訴

22. 5.20 東京高裁
平21(行コ)345

地公災基金東京都支部長（警視庁巡
査・脳内出血）事件

未掲載 判タ1330-101 確定
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

22. 5.21 東京高決
平22(ラ)460

乙山金属運輸（保全抗告）事件 掲載予定 労経速2074-28

22. 5.21 大阪地判
平20(ワ)8528

大阪府板金工業組合事件 掲載予定 労経速2084-3 確定

22. 5.25 京都地判
平20(ワ)4090ほか

大庄ほか事件 1011-35 判時2081-144
判タ1326-196
労経速2083-3

控訴

22. 5.25 最三小判
平21(オ)1727ほか

小野リース事件 未掲載 判時2085-160
判タ1327-67
労経速2078-3

破棄・自判

22. 5.27 京都地判
平20(行ウ)39

国・園部労基署長（障害等級男女差）
事件

1010-11 判タ1331-107
労旬1728-69

確定

22. 5.27 東京高判
平21(ネ)5747

藍澤證券事件 1011-20 労経速2076-30 確定

22. 5.28 東京地判
平20(行ウ)467

東京都人事委（判定取消請求）事件 1012-60 控訴

《6月》

22. 6. 2 福岡地判
平21(ワ)1737

コーセーアールイー（第1）事件 未掲載 労経速2077-15
労旬1731-45

控訴

22. 6. 2 福岡地判
平21(ワ)2166

コーセーアールイー（第2）事件 1008-5 労経速2077-7
労旬1731-52

控訴

22. 6. 3 札幌地判
平20(ワ)1211ほか

ウップスほか事件 1012-43 労旬1725-56 控訴

22. 6. 8 最三小決
平20（行ツ）355ほ

か

NTT グループ企業（年金規約変更
不承認処分）事件

1003-98（リ） 上告棄却・
不受理

22. 6.11 大阪地判
平21(ワ)5474

テンブロス事件 1008-89（ダ） 確定

22. 6.18 大阪地判
平21(ワ)1568

乙山産業事件 1011-88（ダ） 控訴

22. 6.22 大津地判
平20(ワ)762

TOTO事件 1012-25 労経速2082-3 確定

22. 6.23 大阪地判
平20(行ウ)144

国・京都下労基署長（富士通）事件 未掲載 労経速2086-3 確定

22. 6.25 大阪地判
平21(ワ)6723

ビー・エム・シー・ソフトウェア事
件

1011-84（ダ） 控訴

22. 6.29 東京地判
平20(ワ)33336

通販新聞社事件 1012-13 控訴

《7月》

22. 7. 2 東京地判
平20(ワ)20502

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・第2）事件

1011-5 労経速2080-3 控訴

22. 7. 7 大阪高判
平22(行コ)11

堺市（懲戒免職・酒気帯び運転）事
件

未掲載 労経速2081-28 上告受理申
立

22. 7.12 最二小判
平20(受)1704

日本アイ・ビー・エム（会社分割）
事件

1010-5 裁時1511-5
裁時1516-1
労経速2081-3

上告棄却

22. 7.22 東京高判
平22(ネ)884

フィンエアー事件 未掲載 労経速2080-23 確定

22. 7.28 東京高判
平22(行コ)159ほ

か

東京都多摩教育事務所（超過勤務手
当）事件

1009-14 確定

《8月》

22. 8.10 札幌高判
平21(行コ)20

国・旭川労基署長（NTT 東日本北
海道支店）事件

1012-5 確定

22. 8.25 東京地判
平21(行ウ)152

国・池袋労基署長（光通信）事件 未掲載 労経速2086-14 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

22. 8.26 東京高判
平21(行コ)294

国・中労委（ビクターサービスエン
ジニアリング）事件

1012-86（ダ全）労経速2083-23 上告・上告
受理申立

22. 8.26 東京地判
平21(ワ)10447

東京大学出版会事件 掲載予定 労経速2085-3 控訴

22. 8.27 東京地判
平21(ワ)28762

マトルストーン事件 未掲載 労経速2085-25 控訴

《9月》

22. 9. 2 最一小決
平21（行ツ）356ほ

か

国・中労委（医療法人光仁会）事件 1010-98（リ） 上告棄却・
不受理

22. 9. 7 東京地判
平20(ワ)11442

デンタルリサーチ事件 未掲載 労経速2084-20 控訴

22. 9. 9 東京高判
平22(行コ)92

国・中労委（ブックローン）事件 未掲載 別冊中時1397-81 確定

22. 9.14 東京地判
平21(ワ)28745

ティーエムピーワールドワイド事件 未掲載 労経速2086-31 控訴

2009年（平成21年）労委命令

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

《7月》

21. 7.21 東京都労委
平19(不)76

ロビンズ事件 991-182

《9月》

21. 9. 2 中労委
平20(不再)41

クボタ事件 992-96 労経速2053-19
別冊中時1386-42

21. 9.15 東京都労委
平19(不)13

セフテック事件 991-181

21. 9.16 中労委
平20(不再)21

吾妻自動車交通ほか1社事件 991-180 別冊中時1385-1

21. 9.28 神奈川県労委
平20(不)7

辻堂交通事件 991-179

《10月》

21.10. 2 大阪府労委
平20(不)13ほか

大阪市（健康福祉局徴収嘱託員）事
件

992-95

21.10. 6 東京都労委
平19(不)77ほか

日本航空インターナショナル事件 992-94 別冊中時1394-1

21.10. 7 中労委
平20(不再)31ほか

東芝小向工場（団交）事件 998-88 別冊中時1397-55

21.10.20 東京都労委
平19(不)54

JR 東海（JR東海労・協約締結拒否）
事件

994-96

21.10.26 北海道労委
平21(不)6

北海道道路エンジニアリング事件 994-95

《11月》

21.11. 4 中労委
平14(不再)25ほか

南労会（懲戒解雇等）事件 994-94 別冊中時1280-3，
同1112-19

21.11.24 鹿児島県労委
平20(不)1

樟南事件 994-93
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

21.11.26 埼玉県労委
平20(不)6

緑光会（脱退勧奨）事件 996-96

《12月》

21.12. 2 中労委
平20(不再)38

東急バス（残業割当・第2）事件 996-95 別冊中時1391-21

21.12. 3 兵庫県労委
平20(不)5

郵便事業（掲示物撤去等）事件 996-94

21.12.22 大阪府労委
平20(不)35

GABA事件 998-86

21.12.22 大阪府労委
平20(不)54

高槻市（市立中学校特嘱）事件 998-87

2010年（平成22年）労委命令

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

22. 1. 7 兵庫県労委
平20(不)4

テーエス運輸事件 1000-96

22. 1.20 神奈川県労委
平20(不)32

ゴールド・スター事件 998-85

22. 1.20 神奈川県労委
平20(不)14ほか

シオン学園事件 1002-96

《2月》

22. 2.17 中労委
平20(不再)37

JR 東海（新幹線鉄事・訓告等）事件 1000-95

22. 2.19 三重県労委
平20(不)3

南勢運輸事件 1000-94

《3月》

22. 3. 5 静岡県労委
平20(不)3

王子特殊紙事件 1002-95

22. 3.23 大阪府労委
平21(不)7

クボタ（契約終了慰労金）事件 1002-94

22. 3.23 千葉県労委
平20(不)4

黒井産業事件 1004-182

22. 3.23 大阪府労委
平20(不)64

堺市（違法スト通知）事件 1009-96

22. 3.31 中労委
平21(不再)13

日本モーターボート競走会事件 1002-93

《4月》

22. 4. 7 中労委
平20(不再)34

光紀産業事件 1004-181

22. 4.13 神奈川県労委
平20(不)21

Ｂ学園事件 1004-180

22. 4.13 大阪府労委
平20(不)79

東京リーガルマインド事件 1011-97

22. 4.16 神奈川県労委
平21(不)6

すかいらーく事件 1007-96

《5月》

22. 5. 6 大阪府労委
平20(不)3ほか

互恵会事件 1007-95
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号 他誌掲載号 係争状況

22. 5.12 中労委
平21(不再)15

ネグロス電工事件 1007-94

22. 5.19 奈良県労委
平20(不)2

帝塚山学園事件 1009-95

《7月》

22. 7. 6 東京都労委
平20(不)39

高嶺清掃事件 1011-95

22. 7. 7 中労委
平21(不再)9

新東陸運事件 1011-94

22. 7.20 兵庫県労委
平21(不)8

ダストマンサービス事件 1009-94

22. 7.21 中労委
平21(不再)43

ゼンショー事件 1009-93
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労 働 契 約

成否：派遣労働者・派遣先会社間の直接雇用契約 派
遣労働者Ｘと派遣先Ｙ1社との間の直接雇用契約関係
の成立を否定し，また，派遣会社Ｙ2社とＸとの間の
雇用契約に解雇権濫用法理が類推適用されることはな
いとした原審が支持され，Ｘの上告が不受理とされた
例（伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件・最高
裁二小平21.3.27決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-14
成否：定年後再雇用 定年後に，Ｙ社との間で期間1
年の再雇用契約を結んだＸに対する懲戒解雇が無効と
され，本件再雇用契約は懲戒解雇後も存続し，少なく
とも数回は更新されるとのＸの期待は法的保護に値す
るといえるが，Ｘは，本件有給休暇申請書提出の翌日
以降は就労の意思を失っており，Ｙ社との契約も同日
をもって終了した等として，Ｘの地位確認等の請求が
棄却された例（旭東広告社事件・東京地裁平21.6.16判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-55
成否：定年後再雇用 職員Ｘに対する懲戒解雇は無効
であるが，Ｘは本件解雇後に定年退職となるところ，
定年後，当然に再雇用されたとはいえない等として，
Ｘの地位確認請求が棄却された例（岩国市農業協同組
合事件・山口地裁岩国支部平21.6.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-85
成否：有期契約社員の雇用継続期待 期間1年間の有
期契約社員として，債務者Ｙ社に勤務していた債権者
Ｘに対する，組合結成後の雇止めにつき，Ｘの雇用継

続の期待は合理的であるといえ，その雇止めについて
は，解雇権濫用法理を成文化した労働契約法16条が類
推適用されるとされた例（明石書店〔仮処分〕事件・
東京地裁平21.8.5決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-157(ダ)
成否：中途採用者の解約留保権付契約 一審被告証券
会社Ｙ社に営業職として中途採用された一審原告Ｘに
対する試用期間中の解雇につき，ＸとＹ社との間に6
か月間の試用期間を定める合意が成立したものと認め
られ，試用期間が経過した時における解約留保条項に
基づく解約権の行使が，解約につき客観的に合理的な
理由が存し社会通念上相当と是認され得る場合に制限
されることに照らせば，6か月の試用期間の経過を待
たずしてＹ社が行った本件解雇には，より一層高度の
合理性と相当性が求められるとされ，結論として解雇
無効とした一審判断が維持された例（ニュース証券事
件・東京高裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-153(ダ全)
成否：注文者，請負者，労働者の三者間の関係 請負
契約において，請負人が労働者に指揮命令をせず，注
文者が具体的指揮命令を行っているために請負契約と
評価できない場合において，注文者と労働者との間に
雇用契約が締結されていないのであれば，注文者，請
負人，労働者の三者間の関係は，労働者派遣法2条1
号にいう労働者派遣に該当すると解すべきであり，そ
れが労働者派遣である以上は，職業安定法4条6項に
いう労働者供給に該当する余地はないとされた例（パ
ナソニックプラズマディスプレイ〔パスコ〕事件・最
高裁二小平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-5
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●個別的労使関係判例
労働契約㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀16
賃金・一時金・退職金㌀㌀㌀㌀22
労働時間・休日・休暇㌀㌀㌀㌀28
人 事㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30
懲戒処分(含：懲戒解雇)㌀㌀㌀34
普通解雇㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
契約の終了㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39

就業規則㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
労働安全・災害補償㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀44
争訟・その他㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀50

●集団的労使関係判例
労働組合･組合活動･争議
行為㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀52
団体交渉㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀53
労働協約㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀53

不当労働行為㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀54
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成否：下請会社従業員・元請会社間の労働契約 業務
請負契約の下で製造業務に従事していた労働者Ｘの労
務提供につき，労働者派遣法に違反する労働者派遣で
あっても，同法の趣旨と取締法規としての性質，派遣
労働者保護の必要性等にかんがみれば，特段の事情の
ないかぎり，そのことだけによって派遣労働者と派遣
元との間の雇用契約が無効になることはないと解すべ
きであり，本件においてＸと下請会社Ａ社との間の雇
用契約関係は有効に成立していたもので，Ｘと発注会
社Ｙ社との間に雇用契約関係が黙示的に成立していた
とは評価できないとして，ＸとＡ社の雇用契約を無効
としＸとＹ社の黙示の労働契約の成立を認めた原判決
（大阪高判平20.4.25労判960号5頁）が取り消された
例（パナソニックプラズマディスプレイ〔パスコ〕事
件・最高裁二小平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-5
成否：業務委託によるパチンコ景品交換業務従事者
本訴被告Ｙ社との間で労務供給契約を締結し，パチン
コ景品の交換業務に従事していた本訴原告Ｘが契約解
除とされた件につき，本件労務供給契約が雇用契約で
あるとはいえないとして，Ｘの雇用契約上の地位確認
の請求が棄却され，また，Ｘの接客態度の悪さなどか
らすれば，本件契約解除はやむを得ないものであって，
業務委託契約である本件労務供給契約はＹ社による契
約解除の意思表示により終了しており，Ｘの業務委託
契約上の地位確認の請求も理由がないとされた例（ア
ルフィー事件・東京地裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀993-90(ダ)
成否：同一当事者間における継続・別異の労働契約締結
同一の当事者間において，従前の労働契約とは内容

の異なる新たな労働契約が締結される場合には，従前
の労働契約をあえて存続せしめるべき特段の事情があ
るのでないかぎり，従前の労働契約を合意解約したう
えで，新たな労働契約を締結するものとするのが当事
者間の合理的な意思というべきであるとされ，Ｙ社は，
アルバイトＸの①本件店舗を就業場所とする労働契約
と，これに続く②杉並工場を就業場所とする労働契約
とを別個の契約として取り扱っていたものの，①の労
働契約は，②の労働契約を締結するに際し合意解約さ
れたといえるとして，①の労働契約にかかるＸの地位
確認請求が棄却された例（山崎製パン事件・東京地裁
平21.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-5
成否：移籍時の従前賃金保障約束 一審被告Ｙ社の直
接雇用化方針により，系列会社である訴外Ａ社からＹ
社に移籍することとなった一審原告Ｘら4名につき，
本件諸事情からすれば，賃金が下がる可能性があって
も本件各雇用契約締結に至ることも不自然ではないか
ら，Ｙ社とＸらとの間で，移籍前賃金の保障約束が成
立したものとは認められないとして，口頭での約束を
認めた一審判断（大阪地判平20.9.26労判974号52頁）

が取り消された例（日本通運〔日通淀川運輸〕事件・
大阪高裁平21.12.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-14
成否：有期雇用者の期間途中での契約期間変更 Ａら
はすでに前年の契約を更新して，期間1年間（平成21
年1～12月）の有期雇用契約を締結していたものであ
るから，その期間の途中で契約期間を短縮する合意を
したとしても，同年12月末日までは契約が更新される
と期待して当然である等とされ，契約期間を同年5月
31日までと変更することが，Ａら従業員に著しく不利
益となるにもかかわらず，Ｙ社がそのことをＡらに告
げずに本件契約を成立させたことは著しく不当であ
り，Ｙ社が，Ａらの意思に反して，同日をもって契約
更新を拒絶し，雇止めとして雇用契約を終了させるこ
とは信義則上許されないとして，本件契約期間変更を
有効とした原決定（横浜地決平21.10.9労判1000号30
頁）の判断が変更された例（アンフィニ〔仮処分〕事
件・東京高裁平21.12.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-24
成否：幼稚園理事長 労働者は使用者からの指示によ
り労務を提供するのであるから，提供した労務の内容
が使用者側の業務であるかによって労働者であるかが
決せられるものではなく，使用者から労働者への指揮
監督が，ある程度一般的抽象的であっても，そのこと
のみによって労働者性が否定されるとはいえないとさ
れ，本件幼稚園の設置者であった訴外Ｏ2の子で，昭
和53年頃からは幼稚園理事長の肩書きで活動していた
原告につき，原告とＯ2は，同時期に労働契約を締結
したと認められた例（府中おともだち幼稚園事件・東
京地裁平21.11.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-30
成否：幼稚園設置者死亡後の相続問題を背景とする労
働契約の帰趨 使用者が個人の場合に当該個人が死
亡したときには，原則として労働契約は終了すると解
され，原告とＯ2との間の労働契約もＯ2の死亡により
終了したが，相続人である被告は，原告との間の契約
が労働契約であることを前提に行動していたと評価で
きるから，原告と被告は，Ｏ2の死亡後に黙示の労働
契約を締結したものとされた例（府中おともだち幼稚
園事件・東京地裁平21.11.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-30
成否：外国人研修生 原告Ａら4名が，研修期間中も
労基法9条および最賃法2条1号所定の「労働者」に
該当するとされ，第2次受入れ機関である被告Ｙ1社
らとの間に，明示または黙示の労働契約が成立してい
るとされた例（スキールほか〔外国人研修生〕事件・
熊本地裁平22.1.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-34
成否：期間雇用労働者の契約更新期待 Ｙ公社の臨時
職員として，期間6か月の契約を更新してきたＡらに
対する本件雇止めにつき，Ａらには毎年10月1日の契
約更新については自動更新への期待が生じていたとさ
れた例（東大阪市環境保全公社〔仮処分〕事件・大阪
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地裁平22.1.20決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-54
成否：有期雇用者の雇用継続期待 グループ会社であ
る企画事業会社および被告Ｙ社との間で有期雇用契約
を締結・更新してきた原告Ａら2名に対する雇止めに
つき，Ａらの雇用契約期間や契約更新回数を考えるに
当たっては，企画事業会社での勤務とＹ社での勤務は
継続しているものと考えるのが相当であるとされ，Ａ
らとＹ社との雇用契約が，期間の定めのない雇用契約
に転化したか，またはそれと実質的に異ならない関係
が生じたとは認められないものの，Ａらに対して，契
約更新年限に関する本件「3年ルール」が周知されて
いたとは認められないこと等からすれば，Ａらの雇用
継続期待には合理性があるといえ，Ｙ社が更新拒絶す
るためには，社会通念上相当とされる客観的に合理的
な理由が必要とされるところ，本件事情からすると，
本件雇止めを相当とする合理的理由があるとまではい
えず無効であるとされた例（京都新聞ＣＯＭ事件・京
都地裁平22.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-160(ダ)
成否：期間臨時社員の契約更新期待 期間臨時社員の
原則全員正社員化を目的とする「地域社員制度」の創
設に際し，全国社員の募集であれば応じるなどとして
これに応募しなかった期間臨時社員の原告Ｘに対し，
被告Ｙ社が，期間臨時社員制度の廃止に伴い，同人の
契約は期間満了をもって終了となり，契約更新できな
いとした件につき，本件契約関係終了は雇止めに該当
するとされ，Ｘの契約更新回数および業務内容等から
すると，Ｘ・Ｙ社間の有期期間雇用契約が期間の定め
のない契約に転化しているとは認められないものの，
Ｘには同契約更新に対する合理的な期待が存在してい
たと認められるとしたうえで，雇止め有効とされた例
（日本郵便輸送〔雇止め〕事件・大阪地裁平21.12.25
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-174(ダ)
成否：外国人研修生 外国人研修生であった被告Ａ，
Ｂが第2次受入機関である原告会社に対し未払割増賃
金を請求した件につき，Ａらが研修期間中，原告会社
から非実務研修および実務研修を受けていなかったと
は認められず，残業をさせられていたとも認めがたい
とされ，Ａらの労基法上の労働者性が否定された例（伊
藤工業〔外国人研修生〕事件・横浜地裁川崎支部平22.
5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-154(ダ)
成否：有期契約社員の口頭での更新合意 被告Ｙ社に
おいて，契約社員として編集業務に従事していた原告
Ｘに対する期間満了を理由とする平成21年1月以降の
就労拒否につき，Ｙ社の常務から口頭で更新提案がな
された平成20年11月27日の時点をもって，ＸとＹ社と
の間に，本件契約を従前と同内容で更新する旨の合意
が成立したものとされ，Ｘの期間1年間の労働契約上
の地位確認および現在までの賃金請求が認められ，さ

らに判決確定までの将来の賃金請求も認められた例
（明石書店事件・東京地裁平21.12.21判決)㌀㌀1006-65
成否：定年後再雇用 被告Ｙ社が，少数組合である訴
外Ｂ組合の中央執行委員長であった原告Ｘの定年（満
60歳）後の再雇用を拒否した件につき，本件再雇用制
度における再雇用契約とは，Ｙ社を定年退職した従業
員がＹ社と新たに締結する雇用契約であり，雇用契約
において賃金の額は契約の本質的要素であるから，再
雇用契約においても当然に賃金の額が定まっていなけ
ればならず，賃金の額が定まっていない再雇用契約の
成立は法律上考えられないとされ，本件再雇用規程8
条によれば，再雇用契約における賃金の額は，再雇用
を希望する従業員とＹ社の合意により定まるものであ
ること，Ｙ社はＸとの再雇用契約締結を拒否しており，
再雇用契約における賃金額について何らの意思表示も
していないことからすると，仮に本件再雇用拒否が無
効であるとしても，Ｘの賃金額が不明である以上，Ｘ
とＹ社との間に再雇用契約が成立したと認めることは
できないとして，Ｘの地位確認および未払賃金の請求
が棄却された例（日本ニューホランド〔再雇用拒否〕
事件・札幌地裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-26
成否：有期の法律専門職 原告Ｂ社の正社員として採
用され，司法試験に合格して司法修習のために同社を
退職するに際して，司法修習後10年間はＢ社に再就職
すること等を内容とする「昭和45年契約」を締結し，
弁護士資格取得後の復職時には，同契約に代えて「昭
和47年覚書」を取り交わしてＢ社の社内法律業務に従
事し，10年経過後には，契約期間を1年とする「昭和
57年契約」を締結して，以後26回の契約更新をしてき
た被告ＹとＢ社との間の法律関係が，労働契約に当た
るとされた例（Ｂ社〔法律専門職〕事件・東京地裁平
21.12.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-67
成否：内々定通知による労働契約の成否 被告Ｙ社か
ら本件内々定取消しの通知を受けた原告Ｘにつき，本
件内々定は正式な内定（労働契約に関する確定的な意
思の合致）とは明らかにその性質を異にするもので
あって，Ｘらもそのこと自体は十分に認識していたと
して，本件内々定によって始期付解約権留保付労働契
約の成立が否定された例（コーセーアールイー〔第2〕
事件・福岡地裁平22.6.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-5
成否：僧侶 Ｙの僧侶で，宗教活動上の教務たる地位
にあるＡらとＹの間の契約が，雇用契約というべきで
あるとされた例（妙應寺事件・東京地裁平22.3.29判決)

……1008-22
成否：派遣労働者・派遣先会社間の労働契約 派遣
元である訴外Ａ社からＹ2社に派遣され就労していた
Ｘにつき，Ａ社・Ｘ間の派遣労働契約に違法無効な点
はなく，Ｙ2社・Ｘ間に黙示の労働契約は成立してい
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ないとされた例（東レリサーチセンターほか事件・大
津地裁平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-73
成否：登録型派遣労働者 派遣労働者として被告Ｙ社
と雇用契約を締結し，訴外Ａ社に派遣されていた原告
Ｘが，44回の契約更新後に雇用契約終了の通知を受け
た件につき，本件雇用契約は登録型雇用契約であり，
反覆更新を重ねたことのみをもって常用型雇用契約に
転化したということはできないとされ，雇止めが有効
とされた例（テンブロス事件・大阪地裁平22.6.11判決)

……1008-89(ダ)
成否：有期高校常勤講師の雇用継続期待 本件高校に
おいて，常勤講師として期間1年の雇用契約を3回更
新してきたＸに対する雇止めにつき，Ｘの雇用継続に
対する期待利益には合理性があり，解雇に関する法理
を類推するのが相当であるとされた例（東奥学園事
件・仙台高裁平22.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-61
成否：営業所長兼バイシクルメッセンジャーの運送請
負契約 被告Ｙ社と運送請負契約（本件契約）を締結
し，バイシクルメッセンジャーとして稼働するととも
に，Ｙ社営業所の所長として他のメッセンジャーらに
対する連絡窓口役を担っていた原告Ｘにつき，本件契
約の性質は請負契約であり，Ｘを含むメッセンジャー
は労働基準法上の労働者には該当しないとされたが，
所長に選出されたメッセンジャーとＹ社との間には，
メッセンジャーにかかる法律関係と所長にかかる法律
関係とが併存していると認められ，Ｙ社からの指揮命
令および時間的・場所的拘束，労務提供の代替性，所
長手当の性格等からすると，所長は労働基準法上の労
働者に該当するとされた例（ソクハイ事件・東京地裁
平22.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-25
成否：有期嘱託社員の雇用継続期待 携帯電話の滞納
料金回収業務を担当してきたＸらの有期の嘱託雇用契
約につき，ある程度継続が期待されていたといえ，本
件雇止めには解雇権濫用法理の類推適用があるとされ
た例（ドコモ・サービス〔雇止め〕事件・東京地裁平
22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-51
成否：ホステスの入店契約 ホステス一般については
ともかく，少なくともＹ1については，就業実態が使
用従属関係の下における労務の提供と評価できるか
ら，労基法上の「労働者」に該当し，かつ本件入店契
約は労働契約（雇用契約）の実質を有するとされた例
（第三相互事件・東京地裁平22.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀1010-65
成否：子会社解散と同族企業グループ内での雇用責任
Ｘの採用，賃金決定および労働条件変更の経緯，Ｘ

らミキサー車オペレータ（MO）の人件費負担，本件解
雇への関与等の事情によれば，Ｙ2社を雇用主とし，
Ｘを労働者とする事実上の使用従属関係が存在してい
たことは明らかであり，Ｘ・Ｓ運輸間の労働契約の成

立を前提とする出向関係が実質的に存在していたとは
いえないから，Ｘ・Ｙ2社間には黙示の労働契約の成
立が認められるとされた例（ウップスほか事件・札幌
地裁平22.6.3判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-43
成否：病院院長の契約関係 Ｙの経営する病院の院長
に就任し，Ｙの理事にも就任したＸが，人事問題につ
いて常務理事の意向に強く反対したことを理由に契約
を解消された件につき，Ｘの副院長・院長就任時のＹ
文書からは，Ｘを雇用契約の対象としていることがう
かがわれ，Ｘの職務内容等の事情からＸが経営者とし
ての立場からの委任契約であるとはいえないこと等か
ら，Ｙ・Ｘ間の契約は委任契約ではなく雇用契約に当
たるとされた例（医療法人社団大成会事件・東京地裁
平22.4.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-92(ダ)
内容：役員退職慰労年金給付契約 経営健全化のため
に公的資金投入を受けるなどの状況下で，Ｙ社取締役
会が役員退職慰労金規程（本件内規）の廃止を決議し，
退職慰労年金の支給を打ち切ったことにつき，退任取
締役がＹ社の株主総会決議による個別の判断を経て具
体的な退職慰労年金債権を取得したものである以上，
会社法361条1項にいう報酬等に当たる退職慰労年金
については，集団的，画一的処理が制度上要請されて
いるという理由のみから，本件内規の廃止の効力を退
任取締役に及ぼすことは許されず，その同意なく退職
慰労年金債権を失わせることはできないとされた例
（もみじ銀行事件・最高裁三小平22.3.16判決)

……1004-6
内容：非常勤館長の雇用関係 被控訴人Ｙ1市および
同Ｙ2財団が設立した男女共同参画推進センター「す
てっぷ」の非常勤館長に就任した控訴人Ｘが，3度の
契約更新後に雇止めとされ，また本件組織変更後の常
勤館長選考試験においても不採用とされた件につき，
「すてっぷ」館長職の雇用関係は，地方公共団体の職
務を行う特別職の非常勤の公務員の地位に準ずるもの
として扱われるべきであるとされ，館長としてのＸの
雇用について期限を定めたことを違法とはいえず，期
限付き雇用が数回更新されても期限付きでない雇用に
転化するものではなく，信義則から更新の権利義務が
生じることもなく，更新拒絶については原則として雇
用者の自由であって，特段の合理的理由を必要としな
いとされ，また，Ｘが本件雇止め後に，当然に新館長
に雇用されなかったことを違法ということはできず，
Ｘが当然に新館長に就任する権利を有していたともい
えないとして，本件雇止めまたは本件不採用につき，
雇用契約上の債務不履行または不法行為には該当しな
いとされた例（豊中市・とよなか男女共同参画推進財
団事件・大阪高裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-20
内容：求人票の記載と異なる有期の雇用契約 ハロー
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ワークの求人票に雇用形態につき「正社員」と記載さ
れていたとしても，本件採用時の態様等からすれば，
Ｘ・Ｙ社間の雇用契約関係は，期間の定めのある第1
契約の契約書記載の内容で合意され，第2契約におい
てこれを更新したものであるとされた例（一審維持）
（藍澤證券事件・東京高裁平22.5.27判決)㌀㌀㌀㌀1011-20
承継：事業の再譲渡と労働契約の承継 当初は被告Ｙ
社の直営店舗（Ｎ店）において勤務し，Ｎ店の訴外Ｅ
Ｋ社への譲渡に伴い新たにＥＫ社との間で有期労働契
約を締結し更新してきた原告Ｘが，Ｎ店のＹ社への再
譲渡に伴い，ＥＫ社から雇止めを通知され，Ｙ社から
は労働契約を締結しない旨を通知されたという事案に
つき，Ｙ社・ＥＫ社間の労働契約承継合意，Ｙ社の労
働契約締結義務，公序良俗違反，雇止め告知の不当遅
延等のＸ主張がすべて退けられ，ＸがＹ社に対してな
した地位確認等の請求が棄却された例（日本マクドナ
ルド〔イーブンキール〕事件・大阪地裁平21.7.10判決)

……996-90(ダ)
承継：事業譲渡後の労働条件変更と譲渡元の説明義務
事業譲渡目的で会社分割（新設分割）が行われる場
合に労働条件の変更が分割後に行われるかについて，
分割前の段階で分割会社が関与・判断することは不合
理であり，原則として，商法等の一部を改正する法律
（平成12年法律第90号）附則5条（平成17年法律第87
号による改正前のもの）の協議の対象とはならず，分
割後に勤務することとなる会社の概要の一内容として
も説明をする必要はないが，譲渡先の会社が速やかに
労働条件変更の交渉を行うことを具体的に予定し，そ
のことを転籍予定の従業員に周知させるよう希望して
おり，かつ，譲渡元の会社も周知を合意しているとい
うような例外的な場合には，労働契約に基づく法的義
務として，分割会社は説明する義務を負うものと解さ
れ，本件事業譲渡においては，譲渡元の被告Ｙ社と譲
渡先Ａ社との間の合意により，Ｙ社に譲渡される事業
に従事する労働者に対する説明義務があったところ，
Ｙ社がその説明を果たしたとはいえず，原告ＸらはＹ
社の説明義務違反により十分な説明を受けて改正法附
則5条に基づく協議に臨むことができなくなったもの
であるとして，慰謝料各15万円が認容された例（EMI
ミュージック・ジャパン事件・静岡地裁平22.1.15判決)

……999-5
承継：倒産・事業譲渡と前訴確定判決による雇用契約上
の地位の承継 前訴において訴外Ｚ研究所による解
雇を無効とする確定判決を得ていた原告Ｘが，Ｚ研究
所の倒産を受け，事業を承継した同族経営の被告Ｙ1
研究所らに対して地位確認等の請求をした件につき，
Ｚ研究所の倒産および被告2社への営業権の承継は，
未払賃金等の債務の免脱を目的としてされた会社制度

の濫用であり，Ｙ1研究所は，法人格否認の法理によ
り，前訴判決の内容につきＺ研究所と並んで責任を負
うとして，ＸのＹ1研究所に対する地位確認および未
払賃金等の請求が認容された例（日本言語研究所ほか
事件・東京地裁平21.12.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-35
承継：事業譲渡に伴う雇用契約関係の承継 訴外Ｚ社
の従業員であった原告Ａらが，Ｚ社からＹ社への事業
譲渡に際し，黙示または明示に雇用契約承継および退
職金支払債務引受けがあったとした件につき，譲渡後
にＹ社から賃金支払いがなされた原告1名につき契約
承継があったと認められた例（Ｊ・クロレラ販売事件・
東京地裁平22.1.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000－88(ダ)
承継：事業譲渡後の子会社設立・取締役就任 当初は，
訴外Ｂ社に雇用され，本件事業譲渡により親会社Ｙ2
産業と雇用契約を締結し，その後，子会社Ｙ1社設立
時にＹ1社取締役に就任したＸにつき，本件事情等に
照らせば，ＸとＹ2産業との間の雇用関係は暫定的な
契約であったと解され，ＸとＹ1社との間で新たな労
働提供関係が開始されたことをもって，黙示の合意に
よって解約され，あるいは終了したといえ，また，Ｙ1
社の法人格が全く形骸化しているとは認められず，
Ｙ1社の法人格がＹ2産業によって濫用されていたと
もいえないから，同社の法人格を否定することはでき
ないとして，Ｙ2産業のＸにかかる雇用契約上の責任
が否定された例（佐賀ゴルフガーデンほか事件・佐賀
地裁平22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-31
承継：会社分割の効力と労働契約の承継 7条措置や
5条協議において分割会社が説明等をすべき内容等に
関する「指針」の定めは，基本的に合理性を有するも
のであり，個別の事案において行われた7条措置や5
条協議が法の求める趣旨を満たすか否かを判断するに
当たっては，それが指針に沿ったものであるか否かも
十分に考慮されるべきであるとされ，本件につき，Ｙ
社が5条協議ないし7条措置として行った説明，協議，
書面での回答等は本件指針の趣旨にもかなうもので不
十分であったとはいえず，よって，Ｘらの設立会社へ
の労働契約承継の効力が生じないということはできな
いとされ，また，5条協議等の不十分を理由とする不
法行為が成立するともいえないとして，同旨の原審（東
京高判平20.6.26労判963号16頁）判断が是認され，Ｘ
らの上告が棄却された例（日本アイ・ビー・エム〔会
社分割〕事件・最高裁二小平22.7.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-5
職種限定合意 被告Ｙ社にＩＴ技術者として採用さ
れ，情報システム部門の業務に従事してきた原告Ｘに
対する在庫商品管理部門（銀座ストック）への配転命
令につき，Ｘ・Ｙ社間において，明示または黙示の職
種限定合意の成立が否定された例（エルメスジャポン
事件・東京地裁平22.2.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-84(ダ)
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競業避止義務 一審原告Ｘ社の従業員であった一審被
告Ｙ1が，在職中に同社の事業と競合する訴外Ｓ社の
事業活動に従事し投資・支援したことにつき，Ｘ社と
Ｙ1との間で締結された本件機密保持契約上の競業避
止義務違反に当たるとされたものの，Ｙ1の上記競業
避止義務違反の行為がなかったならば，Ｓ社が受注し
た本件各取引をＸ社が当然に受注したとまでは認めら
れないなどとして，Ｘ社による受注機会喪失に関する
債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した一審（東
京地判平21.1.19労判995号49頁）の判断が維持された
例（ライドウェーブコンサルティングほか事件・東京
高裁平21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-39
競業避止義務 理美容店の総店長であったＸの退職時
の顧客カード持出し行為および他店での競業行為が競
業避止義務違反として不法行為に当たるとされ，Ｙ社
の損害賠償請求が二審において一部認容（確定）され
た例（ことぶき事件・東京高裁平20.11.11判決)

……1000-10
競業避止義務 債務者らのうち，製造職としてＸ社に
勤務していたＢら4名の訴外Ｔ社での製造業務従事に
つき，（a)X 社には競業避止を必要とする正当な利益
があり，⒝競業避止の期間・禁止内容は合理的範囲に
とどまっているといえ，（c)B らには競業避止義務に
対する相応の措置がとられていたもので，加えて，Ｂ
らの製造業務従事につき保全の必要性が認められると
して，Ｂらが被る可能性のある損害につき担保（10～40
万円）を立てることを条件に，Ｂらに対し，解雇後1
年間の製造業務従事につき仮に差し止めることが相当
とされた例（モリクロ〔競業避止義務・仮処分〕事件・
大阪地裁平21.10.23決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-50
競業避止義務 被上告人Ｙ社に勤務していた上告人
Ｘ1ら2名による退職後の競合会社（上告人Ｘ3社）設
立と，Ｙ社の取引先4社からの受注（本件競業行為）
につき，Ｙ社・Ｘ1ら間には退職後の競業避止義務に
関する特約等は定められていなかったところ，ⅰ営業
担当であったＸ1が不当な方法で営業活動を行ったと
は認められないこと，ⅱＹ社と本件取引先との自由な
取引が本件競業行為によって阻害されたという事情は
うかがわれないこと等を総合すれば，本件競業行為は
社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものとい
うことはできず，Ｙ社に対する不法行為には当たらな
いとされ，また，上告人らに信義則上の競業避止義務
違反があるとはいえないとして，本件競業行為の一部
は不法行為を構成するとした原判決（名古屋高判平21.
3.5労判1005号9頁）が破棄された例（サクセスほか〔三
佳テック〕事件・最高裁一小平22.3.25判決)㌀㌀㌀1005-5
競業避止義務 一審原告Ｘ社が就業規則の本件競業禁
止規定に基づき，競業他社に転職した一審被告の従業

員Ｙに対して支給済みの退職金の返還を求めた件につ
き，本件競業禁止規定の趣旨・内容，ならびに退職時
に提出された誓約書の記載に照らせば，本件競業禁止
規定により禁止されるのは，従業員が退職後に行う競
合する事業の実施あるいは競業他社への就職のうち，
それによりＸ社の営業機密を開示，漏洩し，あるいは
これを第三者のために使用するに至るような態様のも
のに限定されると解すべきであり，その限りにおいて
当該規定の有効性を認めることができるが，Ｙが従事
してきたビルの空調自動制御機器・システムの保守点
検等の作業のノウハウが，その性質上Ｘ社の営業機密
に当たるとは認めがたいとして，本件競業禁止規定違
反を前提とするＸ社の控訴を棄却し，請求棄却とした
一審判断（東京地判平21.11.9労判1005号25頁）が結論
において相当とされた例（三田エンジニアリング事
件・東京高裁平22.4.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-21
競業避止義務 原告Ｘ社のフランチャイジーであった
被告Ｙ1らが，Ｘ社との契約終了後も屋号のみ変更し
て同種の営業を行ったことにつき，本件フランチャイ
ズ契約における契約終了後の競業避止義務を定めた本
件競業避止義務規定は，Ｙ1がＸ社のフランチャイズ
システムを利用して獲得・形成した顧客・商圏をその
まま流用することを防止し，営業秘密を保持する意義
を有するものでもあり，合理性を有するとされ，また，
本件規定が定める競業避止期間，事業範囲，対象地域
からすれば，当該規定によってＹ1が被る営業の自由
の制約等の不利益は，相当程度緩和されているものと
され，さらに，本件規定は，Ｙ1の営業の自由等を過度
に制約するものではなく，公序良俗に違反し無効とは
いえないとして，Ｙ1に対する本件フランチャイズ契
約に基づく営業差止めおよび損害金の請求が認容され
た例（エックスヴィン〔ありがとうサービス〕事件・
大阪地裁平22.1.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-74
その他：労働条件の明示 原告Ｘ社が，雇用する労働
者Ｂの労働条件通知書の記載について，労働基準監督
官から是正勧告を受けたことにつき，本件是正勧告は
当該通知書の労基法15条1項（労働条件の明示）違反
をいう点で誤りはない等として，Ｘ社の国家賠償請求
が棄却された例（国・亀戸労基署監督官〔エコシステ
ム〕事件・東京地裁平21.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-94(ダ)
その他：ホステスの売掛金保証特約と公序良俗 Ｘ社
が経営する本件クラブにおいて，ホステスとして業務
従事していたＹ1につき，本件入店契約では，Ｙ1が顧
客に掛売りをした場合にはその代金債務について連帯
保証するものとされていたところ（売掛金保証特約），
当該特約は，本来Ｘ社が経営者として負担すべき売掛
金の回収不能の危険をＹ1に負担させるものといえる
が，Ｙ1が常に顧客の売掛金の回収不能の危険を負う
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わけではない等の本件事情を踏まえると，本件特約は，
例外として，公序良俗に反しないとされた例（第三相
互事件・東京地裁平22.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-65

賃金・一時金・退職金

未払賃金等，解雇と賃金 職員Ｘに対する懲戒解雇が
無効とされ，また定年後再雇用の成立が否定されたこ
とから，Ｙに，定年退職時までの未払賃金および退職
金等の支払いが命じられた例（岩国市農業協同組合事
件・山口地裁岩国支部平21.6.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-85
未払賃金等 Ｙ社とＸらとの間で，本件移籍に当たり，
移籍前の月例賃金額および一時金額の保障約束が成立
したものとは認められず，これを前提とする差額賃金
等請求は理由がないとして，これを認めた一審判断が
取り消された例（日本通運〔日通淀川運輸〕事件・大
阪高裁平21.12.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-14
未払賃金等 訴外Ｚ社の従業員であった原告Ａらが，
Ｚ社からＹ社への事業譲渡に際し，雇用契約承継およ
び退職金支払債務引受けを前提に，未払賃金・退職金
の請求をした件につき，譲渡後にＹ社から賃金支払い
がなされた原告1名については契約承継があったもの
として上記各請求を認めたが，他の原告については契
約承継等を認めず，Ｙ社が支払いを約した1か月分の
未払賃金請求のみが認容された例（Ｊ・クロレラ販売
事件・東京地裁平22.1.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-88(ダ)
未払賃金，割増賃金，付加金 Ａらは，研修期間中を
含めてＹ1社らに対し賃金等を請求できるとされ，県
の最低賃金額を算定基礎として，未払賃金，割増賃金，
付加金が算定された例（スキールほか〔外国人研修生〕
事件・熊本地裁平22.1.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-34
未払賃金，割増賃金，付加金 Ｙ社に，アルバイト社
員Ｘの請求に基づく未払残業代，付加金，未払賃金の
支払い（一部消滅時効）が命じられた例（日本レスト
ランシステム〔割増賃金等〕事件・東京地裁平22.4.7
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-85(ダ)
未払賃金 Ｘの労働契約上の地位確認請求が棄却さ
れ，本件所長解任通告から本件契約解除までの間の所
長手当については報酬請求権が認められるとして，Ｙ
社に対し未払賃金約290万円の支払いが命じられた例
（ソクハイ事件・東京地裁平22.4.28判決)㌀㌀㌀㌀1010-25
未払賃金，退職後の残債務との相殺 ホステスのＹ1
とＸ社との間の本件準消費貸借契約に基づく債務およ
び第2売掛金債務について，退職後の弁済の後に残る
債務を未払報酬（賃金）債務によって相殺するとの
Ｙ1の充当の指定が適法かつ有効であるとされ，相殺
充当の結果，Ｙ1の上記各債務は支払い済みとなり，
Ｙ1はなおＸ社に対し，未払報酬（賃金）合計173万余

円の支払いを求めることができるとされた例（第三相
互事件・東京地裁平22.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-65
賃金減額：別居手当等 控訴人Ｘに対し，異動後2年
経過をもって，別居手当，単身赴任用社宅費等が支給打
切りとされた件につき，支給打切りにかかるＹ社の本件
措置は，Ｘの労働契約上の基本的な権利を不当に侵害す
るもので違法であるとして，Ｘの損害賠償請求につき，
本件支給打切りから定年退職時までの本件手当相当額
合計231万余円が認容され，請求棄却とした一審判断（盛
岡地判平20.9.2労判992号81頁）が変更された例（アル
プス電気事件・仙台高裁平21.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-70
賃金減額：調整手当 新賃金体系導入時に規定された
新調整手当が支給停止とされた件につき，Ａらのうち，
Ａ，Ｂ，Ｄには新調整手当の不支給事由は存せず，ま
たＢによる不支給同意は労基法93条に反し無効である
として，上記3名につき未払賃金請求が認められたが，
ＣおよびＥについては，不支給事由が存するとして，
請求が棄却された例（東京都観光汽船事件・東京地裁
平21.7.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-89(ダ)
賃金減額 一審被告バス輸送会社における56歳以上の
従業員の基本給を一律30％減額する内容の労働協約お
よび就業規則等を無効として，減額分の未払賃金請求
を認容した一審判断（広島地福山支判平20.2.29労判
994号75頁）が正当とされた例（鞆鉄道〔第2〕事件・
広島高裁平20.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-69
賃金減額：通勤手当 本件通勤費補助支給基準（本件
支給基準）の新設によって通勤手当が大幅減額となっ
た原告Ｘが差額分の支払いを求めた件につき，本件変
更前の通勤手当は労基法11条にいう賃金に該当すると
され，就業規則の一部といえる本件支給基準による不
利益変更は有効であり，これに従った通勤手当支給も
有効であるとして，Ｘの請求が棄却された例（古河運
輸事件・大阪地裁平22.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-79(ダ)
賃金減額 被告Ｙ社と原告Ｘとは，平成4年3月の本
件採用時に，賃金額につき基本給20万円，技術手当10
万円の合計30万円と合意したものと認められるとさ
れ，Ｙ社が最初の給与から基本給20万円，技術手当1
万円しか支給しなかったことにつき，Ｘは，遅くとも
本件給与体系変更のあった同年6月25日頃までに，4
月に遡って給与の月額が21万円であることをやむを得
ず受け容れたものであるとして，差額賃金請求が棄却
された例（Ｓ工業事件・東京地裁平22.2.16判決)

……1007-54
昇給：経営状態悪化による定昇停止等 被告Ｙ社らが，
平成10～15年に原告Ａら9名の昇給を停止したことに
つき，遅くとも平成9年までには，Ｙ社らとその従業
員との間において，昇給停止事由に該当しないかぎり，
年齢給は年齢に応じ，能力給は査定に基づいて昇給額
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を算定するとの黙示の合意が成立したものと認めら
れ，Ａらは昇給する権利を有するとされた例（三和機
材事件・千葉地裁平22.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-50
男女賃金差別 Ｙ社においては，旧人事制度下の平成
5年前後に存した高校卒，短大卒の女性社員に対する
資格および賃金上の違法な男女差別が，平成12年の新
人事制度実施後も実態としては残存・継続していたと
され，原告Ａら12名の請求のうち，在職中の原告9名
の昇格地位等の請求およびＡら12名の差額賃金請求は
明確な基準がない等として棄却されたが，Ｙ社が不当
な男女間の差別的取扱いを是正せず維持している点に
つき損害賠償責任を認め，慰謝料として，Ａらそれぞ
れにつき600万円～300万円が相当とされた例（昭和
シェル石油〔男女差別〕事件・東京地裁平21.6.29判決)

……992-39
賃金処遇差別 嘱託職員として勤務していたＸが，一
般職員との賃金処遇格差を違法無効としてなした差額
賃金，慰謝料等の請求を棄却した一審判断（京都地判
平20.7.9労判973号52頁）が維持された例（京都市女性
協会事件・大阪高裁平21.7.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-77
労務提供と賃金 Ｙ社との間で，①本件店舗を就業場
所とする労働契約に続いて，②本件工場を就業場所と
する労働契約を締結したＸによる，本件店舗閉鎖後の
休業補償の請求につき，一部の期間については就労不
能を認めたものの，既払額を上回るものではないとし
て，同請求が棄却された例（山崎製パン事件・東京地
裁平21.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-5
労務提供と賃金 Ｚ駅警備業務の請負終了に伴い，Ｙ
社が原告Ａ，Ｈを同業務から外したことが「自宅待機」
に当たるとしてなされた未払賃金請求につき，Ａは他
勤務地での勤務を求めるＹ社の申出を拒否しており，
またＨ・Ｙ社間に勤務地限定の合意は認められず，そ
して，Ａらはパート社員であって，雇用契約上，所定
の勤務日はあらかじめ勤務日程表で定めた日であると
され，また勤務日の最低保障日数も定められていない
のであるから，Ｙ社においては，そもそも自宅待機を
命じる必要性がなく，自宅待機命令があったとは認め
られないとして，同請求が退けられた例（東京シーエ
スピー事件・東京地裁平22.2.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-60
割増賃金 外国人実習生の原告らの時間外手当等の請
求が認められた例（オオシマニットほか事件・和歌山
地裁田辺支部平21.7.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-29
割増賃金 被告Ｙ社に契約社員として採用され，居酒
屋（本件店舗）の調理責任者として勤務していた原告
Ｘの割増賃金請求につき，Ｘの時間外労働時間を算定
のうえ，Ｙ社に対し，時間外手当541万余円および年14.6
％の遅延損害金の支払いが命じられた例（サンコトブ
キ事件・大阪地裁平21.5.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-166(ダ)

割増賃金，付加金 タクシー乗務員らの時間外・深夜
労働時間を認定し，未払割増賃金（一部時効消滅・既
払額控除）および付加金の支払いが命じられた例（大
阪エムケイ事件・大阪地裁平21.9.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-20
割増賃金・付加金 飲食店を経営する被告Ｙ社の従業
員であった原告Ａら6名につき，就業月報等から労働
時間の算定がなされ，また原告Ａ（料理長）につき管
理監督者には当たらないとして，Ｙ社に対し，時間外・
深夜労働にかかる未払割増賃金および付加金の支払い
が命じられた例（ディバイスリレーションズ事件・京
都地裁平21.9.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-89(ダ)
割増賃金，付加金 被告Ｙ社に勤務し警備業務に従事
していた原告Ｘら2名の割増賃金請求が，一部時効消
滅部分を除き認容され，また，同額の付加金請求が認
められた例（ライジングサンセキュリティーサービス
事件・東京地裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-42
割増賃金 本件においては，夜勤時間帯の休憩時間（1
時間）が22時から24時の間になるかどうかは勤務日に
よって異なるから，それによって通常の労働時間の1
時間当たり賃金が異なってしまうこととなり，また，
Ｙ社は労基法の規定に従った割増賃金を支払っていた
とはいえないとして，夜勤および当務の賃金は一部割
増賃金を含むとのＹ社主張が退けられた例（ライジン
グサンセキュリティーサービス事件・東京地裁平21.9.
15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-42
割増賃金：労基法37条の規定を超える時間外勤務手当
等 Ｙ社の就業規則等は，時間外・深夜勤務手当は「支
給対象社員」に限って支給されると規定し，Ｘ・Ｙ社
間の雇用契約において時間外勤務手当等を支払う旨の
明示の合意は認められず，また，就業規則等の規定は
労基法37条の割増賃金を超える支給内容となっている
一方，当該規定は同条の適用を排斥するものでもない
から，本件就業規則Ⅲ－8条1項の「監督もしくは管
理の地位にある社員」は労基法41条2号の「監督若し
くは管理の地位にある者」と同様に解釈すべきではな
いとされ，本件事情からすれば，Ｘは本件就業規則等
上の就業時間，時間外勤務手当等の適用を受けないも
のとして取り扱われていたもので，「支給対象社員」で
あったとは認められないとして，同人の時間外勤務手
当等の請求が棄却された例（日本アルカテル・ルーセ
ント事件・東京地裁平21.9.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-56
割増賃金 課長代理職であったＸらは管理監督者に該
当せず，また，Ｙ社の給与規程22条は，課長代理が超
過勤務手当請求権を有しないとしている点において無
効であるから，課長代理職にある者は，法定時間外労
働に加えて所定時間外・法定時間内の労働についても，
超過勤務手当の支給を請求できるとされた例（東和シ
ステム事件・東京高裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-5
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割増賃金 Ｘらに支給されていた本件特励手当は，超
過勤務手当の代替または補填の趣旨を持つものと解せ
られるから，Ｘらが受給しうる未払超過勤務手当から
既払いの特励手当を控除すべきであるとして，当該手
当を時間外手当算定の基礎に含めて計算すべきとした
一審判断（東京地判平21.3.9労判981号21頁）が変更さ
れ，Ｘらの超過勤務手当額の算定につき，一部時効消
滅を認めたうえで，一審認容額を大幅に減額した55万
～534万余円が認められた例（東和システム事件・東京
高裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-5
付加金 Ｙ社に対し付加金の支払いを命じるのが相当
ではあるが，その額は未払超過勤務手当額の3割が相
当であるとして，一審認容額が減額された例（東和シ
ステム事件・東京高裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-5
割増賃金：外国人研修生に対する時間外研修実施と損
害把握 農家である被告Ｙは，原告Ｘ協同組合を通じ
て受け入れた原告外国人研修生Ａら3名に対しトマト
栽培作業の実務研修を行うものとされていたところ，
ＡらはＹらに強いられ超過の研修を余儀なくされてい
たもので，Ｙが不法行為に基づき損害賠償責任を負う
ことは明らかであるとされ，本件事情を総合すれば，
350時間程度の超過研修時間があったものと推認でき
るが，Ａらは当時，外国人研修生であって労働をして
その対価を受け得る地位にはなかったから，本件超過
研修の強制にかかる損害を賃金相当の損害額をもって
把握することはできず，当該損害は，本来，自己の自由
な選択に基づいて自己研鑽なり気分転換なりに費やす
ことができる時間を不当に奪われ，かつ，その間，意に
沿わない肉体労働に従事させられて精神的損害を被っ
たことと把握するべきであるとされ，また，慰謝料につ
いては中国国内の物価水準や貨幣価値等を基準として
判断するとして，Ａら各人につき慰謝料20万円，弁護士
費用7万円が認められた例（九州経済交流事業協同組
合ほか事件・熊本地裁平21.12.15判決)㌀㌀㌀㌀998-80(ダ)
割増賃金：管理監督者の深夜割増賃金 労基法41条2
号の規定によって同法37条3項の適用が除外されるこ
とはなく，管理監督者に該当する労働者であっても同
項に基づく深夜割増賃金を請求できるとされた例（こ
とぶき事件・最高裁二小平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀1000-5
割増賃金：管理監督者の深夜割増賃金 理美容店の総
店長として勤務していた上告人Ｘが割増賃金等の支払
い（反訴）を求めたところ，二審においてＸの管理監
督者性が肯定され請求棄却とされた件につき，Ｘに対
して支払われていた店長手当等の賃金の趣旨や労基法
37条3項所定の方法により計算された深夜割増賃金の
額について審理することなく，Ｘの深夜割増賃金請求
権の有無について判断することはできないとして，原
判決（東京高判平20.11.11労判1000号10頁）のうち深

夜割増賃金にかかる反訴請求に関する部分が破棄さ
れ，差し戻された例（ことぶき事件・最高裁二小平21.
12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-5
割増賃金，付加金 コンビニエンスストア店長のＸの
割増賃金請求につき，Ｘは労基法41条2号の管理監督
者には該当せず，Ｘに支給されていた「職務手当」を
算定基礎から除外するのは相当とはいえない等とした
うえで，Ｙ社に対し合計743万余円の支払いが命じら
れたが，付加金請求は棄却された例（ボス事件・東京
地裁平21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-65
割増賃金，付加金 最初の1年間は外国人研修生とし
て，その後は外国人技能実習生として，控訴人Ｘ社の
縫製作業に従事していた被控訴人中国人5名（Ｙら）
につき，Ｙらの外国人研修生期間についても労働者と
して最低賃金法の適用があるとして，研修生期間にお
ける時間外研修にかかる時間外手当と最低賃金額との
差額請求を認めた一審判断（津地裁四日市支判平21.3.
18労判983号27頁）が維持され，付加金の増額請求も認
められた例（三和サービス〔外国人研修生〕事件・名
古屋高裁平22.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-5
割増賃金：管理職手当受給と深夜勤務手当 労基法上
の管理監督者には該当しないとされた管理職員Ｄらに
つき，給与条例上の管理職手当支給対象者ではない職
員に管理職手当を支給すると定めた本件給与規則はＹ
の給与条例に違反するものであり，Ｄらが得た管理職
手当は不当利得となるから深夜割増賃金債務の有効な
弁済とは認められないし，本来支給されるべきもので
なかったとすれば，管理職手当を名目の異なる他の手
当の支給に振り替えて，結果的に適法化しようとする
ことも給与条例主義に反するとされ，Ｄらは不当利得
の返還義務を負うが，労基法24条の趣旨に照らし相殺
は許されないとして，Ｄらの深夜勤務手当請求が一部
時効消滅のうえ認容され，管理職手当の支給をもって
深夜割増賃金相当分は支払い済みであるとした一審判
断（名古屋地判平20.3.21労判1003号61頁）が取り消さ
れた例（稲沢市〔消防吏員・深夜勤務手当等〕事件・
名古屋高裁平21.11.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-48
割増賃金：管理職手当受給と時間外手当 管理職手当
が時間外勤務に対する割増分として相当な額であると
しても，その支払いをもって同割増分の支払いには当
たらないとし，仮眠時間中の火災出動等に対する時間
外手当Ａの請求，および週休日等の勤務について条例
上定められた時間外手当Ｂの請求を一部時効消滅のう
え認容した一審判断が維持された例（稲沢市〔消防吏
員・深夜勤務手当等〕事件・名古屋高裁平21.11.11判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-48
割増賃金：時間外手当等 一審において，非管理職の
消防吏員等であるＣ1ら45名の休日勤務手当，夜間勤
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務に対する特殊手当の請求が一部時効消滅のうえ認容
された例（確定）（稲沢市〔消防吏員・深夜勤務手当等〕
事件・名古屋地裁平20.3.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-61
割増賃金 飲食店の支配人であった原告Ｘ1が自宅で
就寝中に心室細動を発症し低酸素脳症による完全麻痺
となったことにつき，Ｘ1は本件発症直前には月100時
間を優に超える時間外労働に従事していたが，被告Ｙ
社においては，所定労働時間ないし法定労働時間とい
う概念が極めて形骸化し，労働時間を管理する機能を
有しない状態であったといえ，またＹ社は正社員の時
間外労働に対する賃金を一切支払っていなかった等と
認定したうえで，Ｙ社の安全配慮義務違反を認めた件
につき，Ｘ1はその職務内容，権限および責任の点か
らも，勤務態様や待遇の点からも，管理監督者に該当
するとは認められないとして，時間外労働に関する未
払賃金732万余円の支払いが命じられた例（康正産業
事件・鹿児島地裁平22.2.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-77
割増賃金 外国人研修生のＡらは労基法上の労働者に
該当せず，またＡら主張の労働時間算定の基である「乙
出勤簿」の記載等は信用性が著しく低いとして，Ａら
の請求が棄却された例（伊藤工業〔外国人研修生〕事
件・横浜地裁川崎支部平22.5.18判決)㌀㌀㌀1004-154(ダ)
割増賃金，付加金 警備員の原告Ａら8名がなした時
間外・休日・深夜割増賃金請求が一部認容され，他方，
付加金請求は棄却された例（東京シーエスピー事件・
東京地裁平22.2.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-60
割増賃金，付加金 国内旅行添乗員Ｘの未払割増賃金
請求につき，始業時刻から終業時刻までの間の時間は
休憩時間（1時間）を除き，Ｙ社（および派遣先Ｚ社）
の指揮命令下に置かれていると評価できる等として，
Ｘ主張に沿った時間外労働時間等の算定がなされ，割
増賃金合計56万余円と同額の付加金が認容された例
（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・第1〕事件・
東京地裁平22.5.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-91(ダ)
割増賃金 一般職地方公務員Ｘの行った正規の勤務時
間外の業務従事につき，労基法37条に基づく割増賃金
請求を認容（一部時効消滅）した一審判断（東京地判
平22.3.25労判1009号20頁）が相当とされた例（東京都
多摩教育事務所〔超過勤務手当〕事件・東京高裁平22.
7.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-14
割増賃金，付加金 Ｘの時間外・休日手当の請求につ
き，同人が全社員販売やＷＥＢ学習に要した時間が労
働時間と認められ，Ｙ1社に対し，上記各手当として
合計214万余円および付加金60万円の支払いが命じら
れた例（ＮＴＴ西日本ほか〔全社員販売等〕事件・大
阪地裁平22.4.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-31
割増賃金・付加金 登録型派遣添乗員として被告Ｙ社
に雇用された原告Ｘの海外旅行の添乗業務従事につ

き，みなし労働時間制の適用を認めたうえで，時間外・
休日割増賃金合計12万0700円および同額の付加金請求
が認容された例（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・
第2〕事件・東京地裁平22.7.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-5
賃金控除 外国人実習生のＸ1らに対する本件管理費
控除は，労基法24条1項ただし書による例外に該当す
るとは認められず，またＸ1らの自由な意思に基づく
同意の存在もなく違法であるとして，被告各社に当該
管理費相当額の未払賃金等の支払いが命じられ，また，
本件管理費徴収も，違法な控除の脱法行為に他ならず
不法行為に当たるとして，徴収額分の損害賠償請求が
認容された例（オオシマニットほか事件・和歌山地裁
田辺支部平21.7.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-29
賃金控除 本件「利益配分」は，各賃金規程に基本給，
諸手当と並ぶ賃金の支給項目として位置づけられ，各
乗務員の売上額から固定経費および変動経費ならびに
通勤手当等を控除して算定されるものとされていると
ころ，固定経費中の「管理費」および変動経費中の「走
行費」の控除は，いずれも賃金規程の根拠を欠き認め
られないとして，タクシー乗務員らの，未払賃金請求
が認められた例（大阪エムケイ事件・大阪地裁平21.9.
24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-20
賃金控除：給与振込手数料，親睦会費 Ｘらが負担さ
せられていた給与振込手数料相当額についての不当利
得返還請求が認容され，他方，親睦会費名目での賃金
控除については，従業員との合意に基づくものであっ
た等として不当利得返還請求が棄却された例（舞台美
術乙山組ほか事件・東京地裁平21.11.13判決)

……997-44
賃金控除 労働基準法24条1項ただし書は賃金の「一
部」の控除を許容するものであるし，労働者の経済生
活を脅かすことがないようにするという同条の立法趣
旨からすれば，労使協定を根拠に行う使用者の従業員
の賃金からの控除については，民事執行法152条およ
び民法510条に照らし，控除限度額は「賃金額」の4分
の1にとどまるとされた例（不二タクシー事件・東京
地裁平21.11.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-39
賃金控除 被告Ｙ社にタクシー運転手として勤務中，
同社から賃金前払金や貸付金を受領し，また運送収入
の未納を発生させるなどしていた原告Ｘに対し，Ｙ社
が本件協定に基づきなした本件賃金控除につき，上記
運収未納等にかかる控除対象合計額のうち，Ｘの賃金
額の4分の1を超過した額は，労働基準法24条1項に
反し違法無効であるとして，Ｘによる未払賃金請求が
一部認容された例（不二タクシー事件・東京地裁平21.
11.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-39
賃金控除 月々の給与支払いに関して，「経費」も含め
た一括支払いの方法がとられていたにもかかわらず，

労働判例2010. 12. 15（No.1012）付録 25



Ｙ1社がＸの給与を退職月のみ「経費」を差し引いて
支払ったことにつき，本件差引支払処理によりＸに特
段の不利益が生じたとはいいがたく，またＸはすでに
Ｙ1社を退職し従前の処理を行う合理的な理由がなく
なっているとして，差し引かれた金員の支払請求が退
けられた例（新日本交通ほか事件・大阪地裁平21.10.
16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-66
賞与 被告Ｙ社から退職勧奨および自宅待機命令を受
け，その後，解雇された原告Ｘ（マネージングディレ
クター）がなした1億1620万円の賞与請求につき，Ｙ
社における賞与請求権は，Ｙ社が支給すべき金額を定
めることにより初めて具体的権利として発生するもの
であるところ，本件賞与の支払請求権が発生したとは
認められないとして棄却され，また，Ｙ社には，賞与
の支給等決定につき広範な裁量があり，Ｘの賞与支給
に対する期待が合理的期待として法的保護に値する場
合は自ずと限定されるところ，Ｘの業績はＹ社の要求
に十分にこたえたものとはいえず，本件賞与不支給に
裁量権の逸脱または濫用は認められないとして，賞与
相当額の損害賠償請求も棄却された例（ＵＢＳセキュ
リティーズ・ジャパン事件・東京地裁平21.11.4判決)

……1001-48
退職金：割増退職金 Ｘは本件早期退職者優遇措置の
適用を受けないとされ，2つの早期退職優遇制度間の
退職金差額相当額および未払賃金の請求が棄却された
例（日本板硝子〔早期退職割増退職金〕事件・東京地
裁平21.8.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-18
退職金 定年後再雇用されていたＸに対する懲戒解雇
が無効とされ，Ｘの退職慰労金につき，従来の給与規
程に基づき算定された額から既払金を差し引いた484
万余円の支払いがＹ社に命じられた例（旭東広告社事
件・東京地裁平21.6.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-55
退職金：追加退職金の法的性質と全額不支給の適否
本件ＳＲＰ（追加退職金）の法的性質は退職金であ
り，裁量業績賞与およびそれを基準に積み立てられる
ＳＲＰは任意恩恵的給付であって，労働の対償として
の「賃金」には当たらないとしたうえで，Ｘの非違行
為はＳＲＰ規定の懲戒事由に該当するとして，Ｘによ
るＳＲＰの請求を棄却した一審判断（東京地判平20.6.
13労判969号61頁）が維持された例（モルガン・スタン
レー証券〔追加退職金〕事件・東京高裁平21.3.26判決)

……994-52
退職金 Ｘは，無効とされた本件懲戒解雇後に定年を
迎えたものであるところ，Ｙ学園による定年年齢の引
下げが労働条件の不利益変更に当たり無効とされ，旧
規則に基づく定年年齢（63歳）および退職金支払請求
権が認められた例（学校法人純真学園事件・福岡地裁
平21.6.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-68

退職金 被告Ｙ1社に6年間従業員として勤務後，取
締役に就任し約17年間在籍の後に退任した原告Ｘ16に
つき，従業員であった期間についてのみ退職金請求が
認められた例（舞台美術乙山組ほか事件・東京地裁平
21.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-44
退職金 経営状況の悪化を理由に解雇された原告Ｘ1
～Ｘ15に対し，Ｙ1社は無償で同人らの新会社設立・事
業引継に協力したこと等を理由に退職金を不支給とし
たものであるところ，同人らは，退職金規定の定めに
より所定の退職金額の3割相当の支払いを求めること
ができるとされた例（舞台美術乙山組ほか事件・東京
地裁平21.11.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-44
退職金 一斉退職・新会社移籍したＸらに対する懲戒
解雇・退職金不支給処分につき，一斉退職日から遅れ
て退職した者らに対する懲戒解雇が無効とされ，また，
本件退職金規定の全額不支給条項および支給制限条項
の適用が否定されて，Ｙ社に退職金の全額支払いが命
じられた例（キャンシステム事件・東京地裁平21.10.
28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-55
退職金 退職金制度新設に伴う給与体系変更により，
Ｘの賃金を，「基本給21万円」から，「基本給を本給7万
5500円，加給5万0500円とし，職務手当，技術手当を
加算して合計21万円」に変更したことは不利益変更と
はいえないとして，退職金の差額分の請求が棄却され
た例(Ｓ工業事件･東京地裁平22.2.16判決)㌀㌀㌀㌀1007-54
退職年金：支給額減額 Ｙ大学が年金規則を改定し年
金を減額したことに対し，受給者（退職者やその遺族）
であるＸらが，改定前の年金額を受給する権利の確認
請求をなした件につき，本件年金契約は，教職員に対
する福利厚生，功労報償の性格を強く有するものであ
り，賃金の後払いの要素が一部含まれているとしても，
その比重は本件年金契約のこの基本的性格に影響を与
えるほどに大きくはなく，また，本件年金制度は教職
員の相互扶助の性格をも具有するとされ，Ｘらは，本
件年金契約締結により，在職中のみならず，退職後，
受給者となってからも同規則による規律を受ける立場
にあると解されるところ，本件年金規則の改定により
年金制度維持に必要な合理的な範囲内で給付額の減額
を行うことは，原始規則32条およびこれと同趣旨の本
件年金規則28条1項により許容されているとしたうえ
で，本件改定による年金減額を有効として，当該請求
を認容した一審判決（東京地判平19.1.26労判939号36
頁）が取り消され，請求棄却とされた例（早稲田大学
〔年金減額〕事件・東京高裁平21.10.29判決)㌀995-5
退職年金：適年廃止に伴う受給者に対する終身年金の
一時金支払い 本件退職年金制度廃止につき，本件
年金規約改正によりＸとＹ2社との退職金給付にかか
る合意内容は変更された等としてＹ1社およびＹ2社

26 2010年(平成22年)労働判例･命令総索引 (No.991～1012)



の控訴を認め，本件年金制度廃止の合理性を否定しＸ
の退職金を終身年金の方法で支払う義務があることの
確認請求を認容した一審判決（東京地判平20.5.20労
判966号37頁）が取り消された例（バイエル薬品・ラン
クセス〔退職年金〕事件・東京高裁平21.10.28判決)

……999-43
退職年金：退任取締役に対する退職慰労年金 Ｙ社取
締役会が役員退職慰労金規程（本件内規）の廃止を決
議し，退任取締役Ｘの退職慰労年金の支給を打ち切っ
たことに対し，Ｘが未支給分の支払いを求めた件につ
き，本件退職慰労年金は，取締役の職務執行の対価と
して支給される趣旨を含むものと解されるから，会社
法361条1項にいう報酬等に当たるとされた例（もみ
じ銀行事件・最高裁三小平22.3.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-6
解雇と賃金，慰謝料 総務部長Ｘに対する内部告発的
文書提出，情報管理義務違反を理由とする懲戒処分と
しての諭旨解雇が無効とされ，Ｘによる地位確認およ
び未払賃金・賞与の請求が認容されたほか，慰謝料50
万円が認められた例（骨髄移植推進財団事件・東京地
裁平21.6.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-64
雇止めと賃金 Ｘに対する雇止めが無効とされ，Ｘは，
本件雇用契約満了後も従前と同一の条件で労働契約を
締結したものとして取り扱われるとして賃金仮払いが
認められた例（明石書店〔仮処分〕事件・東京地裁平
21.8.5決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-157(ダ)
解雇と賃金，慰謝料 Ｘに対する試用期間中の解雇を
無効とし，Ｘの訴外Ｃ社入社までの期間分の賃金請求
および慰謝料等を認めた一審判断（東京地判平21.1.
30労判980号18頁）が相当とされた例（ニュース証券事
件・東京高裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-153(ダ全)
解雇と賃金 解雇無効により，Ａらの労働契約上の権
利を有する地位が仮に定められ，またＡらの解雇後の
賃金につき，実支給額に基づき仮払いの必要が認めら
れた例（釜屋電機〔仮処分〕事件・札幌地裁平21.7.7
決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-163(ダ)
解雇と賃金 自動車教習所の教習指導員であったＡら
6名に対する整理解雇が無効とされ，賃金仮払いの必
要性が認められた例（飛鳥管理〔仮処分〕事件・東京
地裁立川支部平21.8.26決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-57
解雇・雇止めと賃金 原告Ａ，Ｂに対する部門廃止に
伴う解雇ないし雇止めが無効とされ，同人らの地位確
認および未払賃金の請求が認容された例（高嶺清掃事
件・東京地裁平21.9.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-85(ダ)
解雇と賃金，慰謝料等 中途採用された原告Ｘに対す
る経歴詐称等を理由とする試用期間満了前の解雇（本
採用拒否）につき，解雇権の濫用には当たらず有効で
あって，Ｘの被告Ｙ社に対する地位確認請求および賃
金請求はいずれも理由がないとされ，さらに，Ｙ社お

よび被告上司Ｂや被告人事部長Ｃに対する慰謝料請
求，未払時間外手当相当分請求および付加金請求がす
べて棄却された例（アクサ生命保険ほか事件・東京地
裁平21.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-80
解雇と賃金 大学教員Ｘに対する懲戒解雇が無効とさ
れ，Ｘの解雇後の賞与請求が認められた例（学校法人
純真学園事件・福岡地裁平21.6.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-68
解雇と賃金 派遣期間1年間の派遣労働者として被告
Ｙから訴外Ｍ社に派遣されていた原告Ｘに対する期間
満了前の中途解約につき，本件解約通知による本件労
働契約の終了は認められないとして，Ｘによる期間満
了までの賃金相当額の請求が認容された例（社団法人
キャリアセンター中国事件・広島地裁平21.11.20判決)

……998-35
解雇と賃金 原告Ｘに対する事務能力欠如を理由とす
る試用期間中の解雇が無効とされ，Ｘの地位確認およ
び解雇後の賃金請求が認容された例（医療法人財団健
和会事件・東京地裁平21.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-54
雇止めと賃金 相手方Ｙ社と有期雇用契約を締結し，
訴外Ｚ社の工場において作業従事していた抗告人Ａら
7名に対する解雇および契約期間短縮による雇止めの
効力が否定され，Ａらにつき約45万～66万円の賃金仮
払いがＹ社に命じられた例（アンフィニ〔仮処分〕事
件・東京高裁平21.12.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-24
解雇と賃金 Ｘに対する本件解雇が無効とされ，解雇
後の賃金請求が認められた例（府中おともだち幼稚園
事件・東京地裁平21.11.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-30
雇止めと賃金 本件雇止めおよび期間途中での解雇が
無効とされたが，Ａらの継続雇用に対する期待は6か
月間の雇用契約に関するものであり，賃金仮払いは次
期契約期間満了時までに限って認められるとされた例
（東大阪市環境保全公社〔仮処分〕事件・大阪地裁平
22.1.20決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-54
解雇と賃金 組合執行委員長のＸに対する懲戒解雇が
無効とされ，Ｘの地位確認および賃金・賞与支払いの
請求が認容された例（やまばと会員光園事件・山口地
裁下関支部平21.12.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-68
解雇と賃金 外国人技能実習生としての期間満了前に
帰国したＹらにつき，Ｙらの就労継続希望に対しＸ社
代表者が労務受領拒否（解雇）したものであるとされ，
解雇無効により，Ｙらの実習期間満了までの未払賃金
請求が認められた例（三和サービス〔外国人研修生〕
事件・名古屋高裁平22.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-5
解雇と賃金 原告Ｘに対する，他の女性従業員をいじ
め等によって退職に追い込んだことなどを理由とする
解雇が無効とされ，Ｘの地位確認・賃金請求が認めら
れた例（Ｔ運送事件・大阪地裁平22.1.29判決)

……1003-92(ダ)
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雇止めと賃金 Ａら2名に対する雇止めが無効とさ
れ，Ａらは現在もＹ社において期間の定めのある契約
社員としての地位にあるとして，本判決確定までの賃
金支払いが命じられた例（京都新聞ＣＯＭ事件・京都
地裁平22.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-160(ダ)
雇止めと賃金 契約社員Ｘに対する期間満了を理由と
する就労拒否が更新合意の成立により否定され，期間
1年間の地位確認および現在までの賃金請求が認めら
れたほか，契約更新が予定されていたことや担当業務
が継続的・計画的業務であったことなどの事実によれ
ば，本件契約はこれまでの更新回数は少ないが，少な
くともある程度の継続が期待されるものといえるか
ら，Ｘの判決確定までの将来の賃金請求にも理由があ
るとされた例（明石書店事件・東京地裁平21.12.21判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-65
解雇と賃金 学校法人Ｙがなした専任教員5名に対す
る整理解雇が教員1名につき無効とされ，同人の地位
確認および解雇後の賃金請求が認められた例（泉州学
園事件・大阪地裁堺支部平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀1006-73
解雇と賃金 ナイジェリア国籍の原告に対する解雇の
意思表示が違法であるとされ，Ｙ社に対し，再就職先
での就労開始までの期間の未払賃金額39万6000円の支
払いが命じられた例（宝城建設ほか事件・東京地裁平
22.2.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-91(ダ)
解雇と賃金 うつ病を発症し休職するなどした教員Ｘ
に対する解雇が無効とされ，未払賃金請求につき，既
払退職金を充当のうえ一部認容された例（Ｊ学園〔う
つ病・解雇〕事件・東京地裁平22.3.24判決)㌀1008-35
雇止めと賃金 本件雇止めにより本件雇用関係が終了
したとはいえないとして，高校の有期常勤講師Ｘの地
位確認請求および未払賃金請求が認容された例（東奥
学園事件・仙台高裁平22.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-61
雇止めと賃金，健康保険料の立替金返還請求 Ｘらに
対する雇止めが無効であるとして，地位確認および未
払賃金の請求が認められ，またＸらは本件雇止め後に
健康保険料の事業主負担分を立替払いしていたとこ
ろ，当該立替金の返還請求が認められた例（ドコモ・
サービス〔雇止め〕事件・東京地裁平22.3.30判決)

……1010-51
解雇と賃金 同族経営による企業グループ内におい
て，訴外Ｓ運輸に採用され，MOとして被告Ｙ2社で
出向形式により就労していた原告Ｘが，雇用主とされ
たＳ運輸の解散後に，Ｙ2社に対して行った地位確認
請求および毎月の賃金支払請求が認容された例（ウッ
プスほか事件・札幌地裁平22.6.3判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-43
その他：通勤交通費の二重受給 Ｘに対するＹ社およ
び本件出向先からの通勤交通費の二重支給につき，Ｙ
社による通勤交通費の返還請求が認容された例（東京

電力〔諭旨解職処分等〕事件・東京地裁平21.11.27判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-33
その他：教習費等の性質と労基法16条 タクシー会社
Ｙ社が入社を希望したＸら2名に対し，本件教習費等
を800日の乗務完了を返還義務免除の条件として貸し
付けたとする件につき，本件教習費等のうち教習費お
よび就職支度金については賃金的性格を有するもので
あるとされ，Ｘ2が返済した同金員分合計31万円につ
いてはＹ社に返還を請求できるとして，同人の不当利
得返還請求を棄却した一審判断（大阪地判平21.9.3労
判994号41頁）が変更された例（東亜交通事件・大阪高
裁平22.4.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-15

労働時間・休日・休暇

労働時間性，時間外労働 警備業務に従事していた原
告Ｘら2名につき，各勤務シフト（日勤①，日勤②，
夜勤，当務）の所定労働時間および算定基礎額につい
て概ねＸら主張に沿った認定がなされたが，本件各シ
フトを連続して勤務する場合の所定労働時間重複部分
については重複して算定しないのが相当であるが，本
件においては，重複部分につき賃金カットしないこと
が労使慣行となっていたといえるから，時間外労働時
間の算定上は重複して計算はしないものの，既払賃金
から当該重複時間にかかる賃金分を控除すべきではな
いとされた例（ライジングサンセキュリティーサービ
ス事件・東京地裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-42
労働時間性 駅巡回警備業務等に従事していた警備員
の原告Ａら8名につき，就勤実績表の記載を基本とし
つつ，出退勤時刻につき準備時間等を考慮して労働時
間が算定された例（東京シーエスピー事件・東京地裁
平22.2.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-60
労働時間性 警備員Ａらの労働時間算定において，上
番報告から警備業務開始までの時間は警備業務に密接
不可欠な準備行為をする時間であったとして，所定始
業時刻の30分前の時刻が出勤時刻とされ，また，Ａら
は下番報告時刻より後の一定時間（30分）も労働契約
上の役務の提供が義務づけられていたとして，下番報
告の30分後の時刻が退勤時刻とされた例（東京シーエ
スピー事件・東京地裁平22.2.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-60
労働時間性：全社員販売 「社員の協力により，知人，
家族等にＹ1社グループの商品等を購入してもらう」
取組みである本件全社員販売につき，Ｙ1社らが利潤
を得るための活動であり，これを社員らが行うのは雇
用関係が存在すればこそであること，年間100万円の
売上目標が設定されていたこと，評価の参考資料とな
るチャレンジシートの上司記入欄にその目標達成指示
や達成状況を評価する記載があること等からすれば，
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本件全社員販売はＹ1社らの業務上の指示によるもの
であって，労働時間性が認められるとされた例（ＮＴ
Ｔ西日本ほか〔全社員販売等〕事件・大阪地裁平22.4.
23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-31
労働時間性：ＷＥＢ学習 Ｙ1社らが従業員らに業務
関連の技能を習得させるべく奨励するＷＥＢ上のサー
ビスを利用した本件ＷＥＢ学習につき，Ｙ1社らの業
務上の指示によるものであって，労働時間性が認めら
れるとされた例（ＮＴＴ西日本ほか〔全社員販売等〕
事件・大阪地裁平22.4.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-31
時間外・深夜・休日労働 被告Ｙ1社ないしＹ3社にお
いて，外国人実習生として就労していた原告Ｘ1ら10
名につき，午後7時を優に超える時間外労働や休日労
働の存在が優に推認できるとされ，Ｘ1らが自ら作成
したメモの記載に従い，時間外，深夜，休日労働の時
間が算定された例（オオシマニットほか事件・和歌山
地裁田辺支部平21.7.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-29
時間外・深夜・休日労働 居酒屋の調理責任者として
勤務していた原告契約社員Ｘにつき，16か月間の合計
として，平日の時間外労働1610時間，深夜労働時間396
時間，休日労働時間66時間等と認定された例（サンコ
トブキ事件・大阪地裁平21.5.28判決)㌀㌀㌀㌀991-166(ダ)
時間外労働：市教育職員 一審原告の教員9名の時間
外勤務につき，校長から具体的指示があったり自由意
思を極めて強く拘束したりする形態で行われていたと
はいえず，違法とはいえないとする一審判断（京都地
判平20.4.23労判961号13頁）が維持された例（京都市
〔教員・勤務管理義務違反〕事件・大阪高裁平21.10.
1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-25
時間外・深夜労働 タクシー乗務員である原告Ａら10
名の始終業時間を出入庫前後15分の各時刻とし，また，
休憩時間を1時間と認めて各人の時間外・深夜労働時
間が認定された例（大阪エムケイ事件・大阪地裁平21.
9.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-20
時間外労働，管理監督者性 一審被告Ｙ社において
SE として勤務していた一審原告Ｘら3名につき，同
人らが一定の時間外労働に従事したことに争いはな
く，Ｘらは課長代理職にあったものの労基法41条2号
の管理監督者には当たらない（一審維持）とされた例
（東和システム事件・東京高裁平21.12.25判決)

……998-5
時間外・深夜・休日労働 被告Ｙ社経営のコンビニエ
ンスストアの店長ないし副店長であった原告Ｘの時間
外・深夜・休日労働時間につき，原則としてタイムカー
ド記載の始終業時刻に基づき認定するとされたが，Ｘ
の勤務実態等から，始業または終業時刻のいずれかし
か記載されていない日については勤務しなかったのと
同様の扱いをするとされた例（ボス事件・東京地裁平

21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-65
深夜労働，管理監督者性 被上告人Ｙ社が経営する理
美容店の総店長として勤務していた上告人Ｘが割増賃
金等の支払い（反訴）を求めた件につき，二審におい
てＸの管理監督者性が肯定され請求棄却とされたが，
上告審において二審判決のうち深夜割増賃金にかかる
反訴請求に関する部分が破棄・差戻しとされた例（こ
とぶき事件・最高裁二小平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀1000-5
時間外・休日・深夜労働 外国人研修生として来日し
た原告Ａら4名の縫製作業従事時間につき，Ａらの手
帳の記載内容に沿って認定がなされ，概ね午前8時30
分から午後6～11時までＹ1社らの指揮監督下におい
て作業従事していたとされた例（スキールほか〔外国
人研修生〕事件・熊本地裁平22.1.29判決)㌀㌀㌀㌀1002-34
時間外・休日・深夜労働 アルバイト社員としてレス
トラン店舗にて業務従事していた原告Ｘにつき，同人
の主張に基づき法外残業時間数，深夜残業時間数が認
定され，他方，Ｙ社主張の変形労働時間制の適用が否
定された例（日本レストランシステム〔割増賃金等〕
事件・東京地裁平22.4.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-85(ダ)
時間外労働：みなし労働時間制 原告Ｘを含む本件派
遣添乗員の国内旅行添乗業務につき，添乗員にある程
度の裁量があるとしても，被告Ｙ社が添乗報告書や添
乗日報，携帯電話による確認等を総合して，派遣添乗
員の労働時間を把握することは社会通念上可能であっ
て，「労働時間を算定し難い」とはいえず，Ｘの添乗業
務については労基法38条の2第1項は適用されないも
のとされた例（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・
第1〕事件・東京地裁平22.5.11判決)㌀㌀㌀㌀1008-91(ダ)
時間外労働：一般職地方公務員 一般職地方公務員Ｘ
の行った正規の勤務時間外の業務従事につき，公務の
円滑な遂行に必要な行為であり，管理課長も超過勤務
があることを知悉し容認していたこと，本件教育事務
所では，予算制約の関係から超過勤務の一定割合のみ
を命令簿に転記させていたもので，管理課長らが個別
に緊急性や必要性を判断していたとは認められないこ
となどからすれば，当該業務従事の時間は労基法上の
労働時間に当たるとされ，同旨の一審判断が相当とさ
れた例（東京都多摩教育事務所〔超過勤務手当〕事件・
東京高裁平22.7.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009－14
時間外・休日労働 Ｘが全社員販売およびＷＥＢ学習
に要した時間としてノートに記載した部分等を基に，
同人の時間外・休日労働時間が算定された例（ＮＴＴ
西日本ほか〔全社員販売等〕事件・大阪地裁平22.4.23
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-31
時間外労働：みなし労働時間制 登録型派遣添乗員と
して被告Ｙ社に雇用された原告Ｘが従事した本件海外
旅行添乗業務につき，「労働時間を算定し難いとき」に
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該当するとされ，本件における「業務に通常必要とさ
れる時間」は11時間であるとして，8時間を超える部
分についての時間外割増賃金支払義務，および法定休
日の労働の存在と休日割増賃金の支払義務が認められ
た例（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・第2〕事
件・東京地裁平22.7.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-5
管理監督者性 Ｘは，コンビニエンスストアの店長と
して当該店舗の経営に一定の裁量権を有していたもの
の，その権限，勤務態様，賃金等の待遇を考慮すれば，
労基法41条2号の管理監督者には該当しないとされた
例（ボス事件・東京地裁平21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀1000-65
管理監督者性 一審被告Ｙ市の消防吏員であり管理職
員であった一審原告Ｄら5名につき，Ｙの給与条例上，
管理職手当の支給対象となる管理監督職員とは労基法
41条2号の管理監督者と同義と解されるところ，Ｄら
は労基法上の管理監督者には該当しないとした一審判
断が維持された例（稲沢市〔消防吏員・深夜勤務手当
等〕事件・名古屋高裁平21.11.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-48
その他：長時間労働と慰謝料 Ｘは1日12時間にも及
ぶ労働を強いられ，休日も満足にない状況にあったと
ころ，Ｙ社の本件訴訟等における態度・行為は，労働
者の勤務時間管理および賃金支払義務についての基本
的認識を欠いたもので違法であるとして，Ｘの慰謝料
請求につき60万円が相当とされた例（サンコトブキ事
件・大阪地裁平21.5.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-166(ダ)
その他：時間外手当不払いと不法行為 原告Ａらの割
増賃金請求が認められた件につき，時間外・深夜労働
の手当を支払わないことについて，使用者に不法行為
が成立し得るのは，使用者がその手当（賃金）の支払
義務を認識しながら，労働者による賃金請求が行われ
るための制度を全く整えていなかったり，賃金債権発
生後にその権利行使をことさら妨害したなどの特段の
事情が認められる場合に限られるとされ，本件につき
不法行為の成立が否定された例（ディバイスリレー
ションズ事件・京都地裁平21.9.17判決)㌀㌀㌀994-89(ダ)

人 事

配転 空港の警備業務に従事していたＸらに対する本
件異動命令は，少なからぬ経済的影響を与えるもので
相応の必要性が必要とされるところ，Ｙ社は，組合員
であることを理由として異動の打診を行ったと推認で
き，当該異動命令は組合をつぶすためのもので不法行
為であるとされ，Ｘらの損害につき，慰謝料各50万円
が認められた例（ライジングサンセキュリティーサー
ビス事件・東京地裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-42
出向：前訴にて無効とされた出向命令の継続 前件高
裁判決が，本件出向命令は人事権濫用として無効であ

り不法行為に当たるとしたにもかかわらず，Ｙ社がそ
れ以降もＸを出向先で就労させ，それまで以上に強い
精神的苦痛を甘受せざるを得ない状態に置いたことが
不法行為に当たるとされ，慰謝料200万円が認められ
た例（日本レストランシステム〔人事考課〕事件・大
阪地裁平21.10.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-69
配転，降格 被告Ｙが設置する特別養護老人ホーム（本
件施設）において副施設長の地位にあった原告Ｘに対
する，教育研修センター長への配転および研修・マニュ
アル作成等の業務命令は，Ｘを退職に追い込む目的で
行われた人事上の裁量を逸脱するものとはいえない
が，その後に発せられた本件業務命令違反，配転に伴
う移動命令違反を理由とする教育研修センター長から
同センター職員への降格命令については，他に職員は
おらず業務内容等は同一であるはずなのに賃金減額と
なることなどから不当とされた例（三井記念病院〔諭
旨解雇等〕事件・東京地裁平22.2.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀1005-47
降格：新人事・賃金制度上の低格付け 原告Ｘが，新
たな人事・賃金制度の導入時に，降格に当たる格付け
を受けたとする件につき，新制度導入時の社内周知に
不適法はなく，本件格付けは，移行処理規程に反する
扱いとも，人事権の濫用に当たるとも認められず，さ
らに，Ｙ社が本件格付け後にＸの役割を上位職のＳＳ
Ｆに決定しなかったことに不当な点はないとして，Ｘ
の差額賃金および慰謝料の請求がすべて棄却された例
（三井丸紅液化ガス事件・東京地裁平21.3.27判決)

……991-171(ダ)
降格 控訴人（一審被告）社団Ｙの副課長であった被
控訴人（一審原告）Ｘに対し，不適切な窓口対応が繰
り返されたことなどからなされた係長への降格処分に
つき，懲戒処分ではなく人事権の行使として行われた
ものであり，本件降格処分にＹの裁量権逸脱・濫用は
認められず，また不当労働行為意思からなされたもの
ともいえないとしてＹの控訴が認容され，本件降格処
分を無効とした一審判決（東京地判平21.1.19労判996
号25頁〔要旨〕）が取り消された例（東京都自動車整備
振興会事件・東京高裁平21.11.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-13
降格：地公法49条1項 被告Ｙが設置する病院（Ｙ病
院）の副院長であった原告Ｘに対し，「参事を命ずる」，
「Ｙ病院付属市民健康相談室勤務を命ずる」旨の処分
がなされた件につき，Ｘは本件処分により給与および
職務内容において降格されたといえ，本件処分は，Ｘ
を副院長からはずし，Ｙ病院から排除する目的でなさ
れたもので，Ｘは元の職に戻ることにより回復すべき
法律上の利益を侵害されているといえるから，本件処
分は地公法49条1項の不利益処分に当たり，また，本
件処分をＹの裁量権の範囲内のものと認めることもで
きないとして，Ｘの処分取消請求が認容された例（日
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野市〔病院副院長・降格〕事件・東京地裁平21.11.16
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-47
業務上の指導 一般に，職場で上司が部下に対し，客
観的には誤った事実認識に基づいて注意や指導を行っ
たとしても，直ちにその指導等が違法と評価されるわ
けではなく，その指導等の方法，回数および態様が，
社会通念上相当と認められる範囲を超える場合に初め
て違法と評価されるものであるとされ，Ｘの本件各身
だしなみ基準違反を前提として，月に1回以上，Ｘを
別室に呼んで個別の対話指導等を行うなどした上司ら
の行為が，Ｘに対し義務のないことを行うよう繰り返
し要求したものであって，違法であるとされた例（郵
便事業〔身だしなみ基準〕事件・神戸地裁平22.3.26判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-49
業務上の指導：障害を有する労働者に対する指導等と
障害者雇用促進法4，5条 障害者雇用促進法は，障
害者である労働者に対しても，「職業に従事する者と
しての自覚を持ち，自ら進んで，その能力の開発及び
向上を図り，有為な職業人として自立するように努め
なければならない」（同法4条）として，その努力義務
について定めているのであって，事業者が労働者の自
立した業務遂行ができるよう相応の支援および指導を
行った場合は，当該労働者も業務遂行能力の向上に努
力する義務を負うものであるところ，Ｙ社はＸをその
能力に見合った業務に従事させたうえ，適正な雇用管
理を行っていたということができ，にもかかわらず，
Ｘは作業上のミスを重ね，指導を受けても改善を図ら
なかったばかりか，失敗を隠蔽していたものであるか
ら，本件雇止めには合理性が認められるとして，同法
違反をいうＸの二審主張が退けられた例（藍澤證券事
件・東京高裁平22.5.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-20
人事評価 本件出向期間中のＸに対する異常に低い評
価は，会社の意に沿わない言動を行った従業員に対す
る嫌がらせないし見せしめの目的をもってなされたも
のと認められ，Ｙ社の本件人事考課は，人事権を甚だ
しく濫用したもので不法行為に当たるとして，慰謝料
300万円が認められた例（日本レストランシステム〔人
事考課〕事件・大阪地裁平21.10.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-69
人事評価：男性職員の長髪・ひげと低査定等 労働者
の服装や髪型等の身だしなみは，もともとは労働者個
人が自己の外観をいかに表現するかという労働者の個
人的自由に属する事柄であり，また，髪型やひげに関
する服務中の規律は，勤務関係または労働契約の拘束
を離れた私生活にも及び得るものであることから，そ
のような服務規律は，事業遂行上の必要性が認められ，
その具体的な制限の内容が労働者の利益や自由を過度
に侵害しない合理的な内容の限度で拘束力が認められ
るとされ，男性職員の長髪およびひげを「不可」等と

する本件各「身だしなみ基準」は「顧客に不快感を与
えるようなひげおよび長髪は不可とする」との内容に
限定して適用されるべきであるとされ，職員Ｘの整え
られた長髪およびひげは，いずれもこれらの基準には
該当しないとして，各基準違反を前提とする違法な人
事評価の結果，支給停止とされた職能調整額合計7万
5600円相当額と，上司らによる違法な指導等および違
法な担務限定に対する慰謝料30万円が，Ｘの損害とし
て認められた例（郵便事業〔身だしなみ基準〕事件・
神戸地裁平22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-49
人事評価：裁量権濫用 被告Ｙ（東京都）に一般職員
として勤務していた原告Ｘが，平成16年度の人事考課
において業績評価の第一次評定，第二次評定ともにＤ
評定であるとされ，翌17年度の昇給につき延伸3か月
とされたことに対し，東京都人事委員会（Ｙ人事委）
にその取消しを求めたところ棄却された件につき，Ｘ
の業績評価における対象事項で摘示した点は，事実に
基づかないか，または第一次評定者が誤認した事実に
基づいたものであり，これらを踏まえてされた第一次
評定（総合「Ｄ」評定）は，事実に基づくものではな
いか，または第一次評定者による誤認した事実に基づ
いた不公正なものであることから，第一次評定者が評
定にかかる裁量権を濫用した違法があるとされ，また，
第二次評定者はその過程において，第一次評定者によ
るＸに対する否定的な評価結果と同人の説明等を参考
にしていること，対象事項において摘示された点と別
の考慮事項が存在したとは認められないことからする
と，第二次評定は，第一次評定を追認したにすぎない
ものであって，事実に基づかない，または誤認した事
実に基づいた不公正なものであるとのそしりは免れ
ず，第二次評定者が第二次評定にかかる裁量権を濫用
した違法があるとされた例（東京都人事委〔判定取消
請求〕事件・東京地裁平22.5.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-60
人事評価：審査手続 Ｙ人事委の判定には，第一次評
定と第二次評定の適否の判断の前提となる事実関係の
把握において，審査手続上の適正性を欠いた重大な瑕
疵があり，本件判定には，Ｙ人事委の裁量範囲を逸脱
した違法があるとして，Ｘがなした本件判定の取消請
求が認容された例（東京都人事委〔判定取消請求〕事
件・東京地裁平22.5.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-60
昇格差別 前件訴訟において降格有効，配転・出向命
令無効との高裁判決の確定を得た原告Ｘが，同高裁判
決後の合理的期間内に降格前の職位に昇格（復帰）し
たはずであるとしてなした賃金請求および損害賠償請
求につき，被告Ｙ社においては職能資格制度が採用さ
れているところ，就業規則ないし労使慣行上，昇格の
決定に当たっては，人事考課の結果を踏まえたＹ社の
幅広い裁量が前提とされているから，社会通念上許容
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しがたい不公平な取扱いが存在したとすれば，別途不
法行為責任を問われることになるが，Ｘ・Ｙ社間の雇
用契約上，Ｘが上位の職位にあることを求めることは
できず，昇格を前提とするＸの請求は理由がないとさ
れた例（日本レストランシステム〔人事考課〕事件・
大阪地裁平21.10.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-69
均等待遇：男女昇格差別と不法行為 Ｙ社においては，
旧人事制度下の平成5年前後には実質的な男女別昇格
管理が行われ，原告Ａら12名を含む高校卒，短大卒の
女性社員は，資格および賃金上，違法な男女差別を受
けていたもので，また，平成12年の新人事制度実施後
も，同人らは違法な男女差別による職能資格および賃
金における処遇を受けていたところ，不当な男女間の
差別的取扱いが残存・継続していることに対し，Ｙ社
がこれを是正せず維持している点は，労基法4条に違
反する違法な行為であるといえ，しかも，この点につ
きＹ社には故意または過失が認められる等として，Ｙ
社の損害賠償責任が認められた例（昭和シェル石油〔男
女差別〕事件・東京地裁平21.6.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-39
均等待遇：一般職員と嘱託職員の処遇格差 財団法人
Ｙにおいて嘱託職員として勤務していたＸが，Ｙが同
人を一般職員の給与規定等を当てはめた賃金よりも低
額の嘱託職員賃金しか支給しなかったことが違法無効
であるとしてなした差額賃金，慰謝料等の請求につき，
憲法14条および労基法の基底にある理念からすれば，
非正規雇用労働者が提供する労働が，正規雇用労働者
との比較において同一（価値）労働であることが認め
られるにもかかわらず，当該事業所における慣行や就
業の実態を考慮しても許容できないほど著しい賃金格
差が生じている場合には，均衡の理念に基づく公序違
反として不法行為が成立する余地があると解され，上
記の見地からすると，本件で不法行為が成立するには，
①Ｘの労働が，一般職員との比較において同一（価値）
労働であると認められること，②Ｙにおける慣行や就
業の実態を考慮しても許容できないほど著しい賃金格
差が生じていることが必要と考えられるところ，いず
れも認められないとして，Ｘの請求を棄却した一審判
決が相当とされた例（京都市女性協会事件・大阪高裁
平21.7.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-77
休職：職場復帰支援 学校法人Ｙは教員Ｘの復職に際
し，慎重な配慮を行っていたと認められ，にもかかわ
らずＸは円滑に復職できなかったものであり，ＹがＸ
の退職を意思決定したことにはやむを得ない面がある
が，本件事情を総合すれば，Ｘには回復可能性が認め
られ，また，Ｘの主治医であるＡ医師が，Ｙの校医で
あるＦ医師からの情報提供依頼に回答しなかったとい
う事情があるにせよ，Ｘの退職の当否を検討するに当
たり，Ｙが治療経過や回復可能性について，Ａ医師か

ら意見聴取をしなかったことは，現代のメンタルヘル
ス対策のあり方として不備なものといわざるを得ない
とされた例（Ｊ学園〔うつ病・解雇〕事件・東京地裁
平22.3.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-35
休職：休職期間満了後の延長措置と復職の認否 被告
Ｙ社に勤務していた原告Ｘにつき，同人は自宅におい
て脳出血を発症し，その後遺症（右片麻痺）により休
職となったが，就業規則所定の休職期間満了（平成19
年9月25日）の翌月から，人事部等において，無給で
週3日・短時間の作業に従事するようになり，約1年
後に退職取扱いとされたものであるところ，本件作業
従事はリハビリのための事実上の作業従事という域を
出ないものであり，休職期間満了時点で復職という取
扱いがなされたとはいえないとされた例（西濃シェン
カー事件・東京地裁平22.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-73
キャリア開発：資格取得費返還請求 入社希望者に普
通第2種免許取得のための教習費等を貸し付ける本件
貸与制度を有するＹ社が，Ｘらに対してなした資格取
得費返還請求につき，教習所での教習期間中の教習費
および就職支度金は労働の対価としての実質を備えた
ものとはいえず，Ｙ社がＸらの教習費等を支出した時
点で消費貸借契約が成立したものとされ，また教習費
等の性質に照らせば，800日の乗務完了を本件教習費
等の返還免除の条件とする本件返還合意が労基法16条
に違反することはないとして，当該請求が認容された
例（東亜交通事件・大阪地裁平21.9.3判決)㌀㌀㌀㌀994-41
キャリア開発：中途採用者に対する配転命令とキャリ
ア形成上の期待 ＩＴ技術者として中途採用された
Ｘにつき，職種限定合意の成立は認められないものの，
Ｘの経歴，本件採用経緯，採用面接でのＹ社の対応，
入社後の業務およびＹ社人事制度等からすると，Ｘが
Ｙ社において情報システム専門職としてのキャリア形
成をしていけるとする期待は合理的なものであって法
的保護に値するとされ，Ｙ社が配転を含めＸの業務を
決定するに当たっては，上記期待に対して相応の配慮
が求められるのであり，具体的な事実関係の如何に
よっては，配慮を欠いた配転命令が配転命令権を濫用
するものと解すべき特段の事情があると判断せざるを
得ない場合があり得るとされ，本件配転命令は，配転
命令権を濫用するものと解すべき特段の事情があり無
効であるとして，Ｘの本件配転先での就労義務の不存
在確認請求が認容され，また，Ｘに対する慰謝料とし
ては50万円が相当とされた例（エルメスジャポン事
件・東京地裁平22.2.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-84(ダ)
キャリア開発：担務限定と能力開発機会喪失 Ｘに対
する「特殊」業務の「夜勤」のみの担当指定は，Ｘの
本件各基準違反を前提とする誤った判断に基づくもの
で，Ｙ社の裁量権を逸脱した違法なものであるとされ，
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また，担務の広がりがないことは人事評価項目でマイ
ナスに評価されるものであるから，Ｙ社がＸに「特殊」
業務以外の業務を担当させなかったことは，Ｘが職務
経験を広げ，業務知識を増やす機会を喪失させるもの
といえ，これによりＸは一定の精神的損害を受けたと
認められるとされた例（郵便事業〔身だしなみ基準〕
事件・神戸地裁平22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-49
キャリア開発：資格取得費返還請求 本件教習費等の
うち教習所の授業料および交通費については，Ｘらと
Ｙ社の間で消費貸借契約が成立したと認められ，また
本件返還合意に労基法16条違反はないとして，Ｙ社の
本件請求のうち未返済であったＸ1の授業料21万余円
のみが認められ，同人の教習費等の全額を認めた一審
判断が変更された例（東亜交通事件・大阪高裁平22.4.
22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-15
情報管理：総務部長による内部告発的上申 総務部長
Ｘが常務理事の問題行動に関する報告書を理事長に提
出した件につき，常務理事に，真実，問題行動がある
のであれば，これを被告財団Ｙの理事長に伝え是正を
図ること自体は総務部長の職責というべきものであ
り，本件報告書提出に違法性は認められないが，報告
書の記載内容はパワハラやセクハラに関するもので，
Ｘは総務部長として当該情報の外部漏出がないように
することはもちろん，Ｙ内部においても，必要な範囲
に当該情報が保持されるように努める義務（情報管理
義務）を負っていたところ，Ｘには上記義務に反する
行為があったとされた例（骨髄移植推進財団事件・東
京地裁平21.6.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-64
情報管理：従業員の個人情報の第三者への提供 被告
Ｙ1社が，同社のタクシー運転手であった原告Ｘに無
断で，第三者（Ｘの乗客）に対し，同人の携帯電話番
号を伝えた情報提供行為につき，会社は，原則として，
業務上知り得た従業員の個人情報について，みだりに
第三者に提供することは許されず，Ｙ1社のかかる行
為はＸの「個人情報に係る法的利益ないしプライバ
シー権を侵害する不法行為」であるとして，繰り返し
クレーム電話の嫌がらせを受けたことによる精神的苦
痛に対する慰謝料30万円が認められた例（新日本交通
ほか事件・大阪地裁平21.10.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-66
情報管理：館長に対する情報秘匿 非常勤館長Ｘに対
する本件雇止めおよび本件不採用に至る経緯におい
て，Ｘに説明のないまま新体制への移行に向けた働き
かけをするなどしたＹらの担当者の動きは，事務職あ
るいは公務員の立場を超えたものといえ，Ｘを次期館
長職には就かせないとの明確な意図をもってなされた
ものと評価できるから，Ｘの人格的利益を侵害するも
のとして不法行為を構成するとして，慰謝料100万円，
弁護士費用50万円が認められ，Ｘの請求を棄却した一

審判断（大阪地判平19.9.12労判1006号42頁）が変更さ
れた例（豊中市・とよなか男女共同参画推進財団事件・
大阪高裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-20
退職勧奨 一審原告Ｘが所属する部署の幹部らにおい
ては，休職期間満了に伴うＸの職場復帰に際し，Ｘに
依願退職を働きかけていこうという合意が，少なくと
も暗黙のうちに多数の意思によって形成され，一審被
告Ａ課長らによって不法行為と評価される本件各行為
が行われたもので，上記意思はＸの復職後も維持され
ていたとされたが，これを考慮しても，本件各行為の
一部についてはＸに対する不法行為を構成するという
ことはできないとして，本件各行為全体を不法行為と
認めた一審判断（東京地判平20.11.28労判981号91頁）
が変更された例（東京都ほか〔警視庁海技職員〕事件・
東京高裁平22.1.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-5
退職勧奨 Ａ課長らの各不法行為につき，国賠法1条
1号に基づき一審被告東京都（Ｙ1）の損害賠償責任
のみを認めた一審判断が維持され，Ｘの損害につき，
慰謝料150万円，弁護士費用15万円が相当とされた例
（東京都ほか〔警視庁海技職員〕事件・東京高裁平22.
1.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-5
退職勧奨等 退職勧奨を行うことは，不当労働行為に
該当する場合や不当な差別に該当する場合等を除き，
労働者の任意の意思を尊重する態様で行われるかぎ
り，原則として使用者の自由であり，不法行為を構成
しないとされ，本件退職勧奨およびその後のＹ社の対
応に違法性は認められず，また本件自宅待機命令によ
るＸの就労請求権侵害は認められないとして，Ｘの慰
謝料請求が棄却された例（ＵＢＳセキュリティーズ・
ジャパン事件・東京地裁平21.11.4判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-48
退職勧奨等 仕事中に拾った飲料等の持ち帰りや服装
や身体から異臭がすることについて相勤務者や駅の助
役から数回指導を受けるなどしていた原告1名(Ｇ)に
対する改善指導・退職勧奨等につき，Ｇの勤務態度は
明らかに品位を欠くものであり，Ｙ社としても始末書
提出により反省を促すだけでなく，勤務場所の変更な
どをして雇用維持の努力をしてきたが，Ｇは勤務態度
等を改善しなかったのであり，同人に対する退職勧奨
等には合理的な理由があるとして，Ｇの退職勧奨後の
未払賃金等の請求が棄却された例（東京シーエスピー
事件・東京地裁平22.2.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-60
退職勧奨 Ｙ社のＸに対する退職勧奨等の行為に違法
性はない等として，Ｘの精神障害罹患にかかる不法行
為の成立が否定された例（ビー・エム・シー・ソフト
ウェア事件・大阪地裁平22.6.25判決)㌀㌀㌀㌀1011-84(ダ)
ハラスメント：上司らの言動とストレス性うつ病発症
被告Ｙ1社の営業所において班長・マネージャーで

あった原告Ｘが，営業所長である被告Ｙ3の手続懈怠
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が元で発生した死亡保険金のトラブルなどを契機にス
トレス性うつ病に罹患し，欠勤，休職の後，自動退職
となったという事案において，被告Ｙ2支社長および
同Ｙ3所長が行った叱責等が違法な行為であったとさ
れ，被告らの不法行為責任が認められたが，Ｘの被っ
た損害につき，上記不法行為との間に相当因果関係が
認められるのは，ストレス性うつ病の発症までであり，
Ｘ主張の逸失利益および治療関係費のうち重篤化や入
院を前提とするものについては相当因果関係のある損
害とは認められないとされ，他方，本件事情を斟酌す
ると，慰謝料の額は300万円，弁護士費用30万円が相当
であるとされた例（富国生命保険ほか事件・鳥取地裁
米子支部平21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-28
ハラスメント：上司の注意，指導等 Ｘの上司Ａは，
単純ミスを繰り返すＸに対して，時には厳しい指摘・
指導や物言いをしたことがうかがわれるが，それは生
命・健康を預かる職場の管理職が医療現場において当
然になすべき業務上の指示の範囲内にとどまるもので
あり，その他の発言等も違法なパワハラ・いじめ・退
職強要とはいえず，また本件解雇が不法行為を構成す
るほどの違法性を有するとは認められないとして，Ｙ
の安全配慮義務違反および不法行為の成立を否定し，
Ｘの損害賠償請求が棄却された例（医療法人財団健和
会事件・東京地裁平21.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-54
ハラスメント 食事をともにすることやメールへの対
応等を条件に，上司である被告Ａから経済的支援を受
けていたＸによる，パワハラ，セクハラを理由とする
慰謝料請求につき，Ａによる働きかけは外形的にはセ
クシュアルハラスメントに当たるともいえるが，Ｘは
総額約300万円の経済的支援を得ることを優先して，
過剰な干渉を受けながらも条件付で定期的に食事等に
応ずるという不自然な状態を自発的に解消しようとは
しなかったのであって，Ａのセクハラの程度が損害賠
償を要するほどの違法性を帯びていたとはいえないと
して，同請求が棄却された例（Ｓ工業事件・東京地裁
平22.2.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-54
ハラスメント 派遣労働者のＸは，Ｙ2社での就労中
にＹ3社からの出向社員Ｅよりセクシュアルハラスメ
ントを受けたもので，Ｅの言動はＸの人格権を侵害す
る違法なものといえ，Ｙ2社は使用者責任に基づきＸ
の損害を賠償すべき立場にあったといえるが，Ｙ2社・
Ｘ間において和解が成立していたなどとして，Ｘの損
害賠償請求が棄却された例（東レリサーチセンターほ
か事件・大津地裁平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-73
業務命令と不法行為 Ｙ社がＸに対してのみ一定の業
務に従事させたことにつき，慰謝料支払いを命じた原
判決が維持された例（パナソニックプラズマディスプ
レイ〔パスコ〕事件・最高裁二小平21.12.18判決)

……993-5
従業員所有物の紛失等 業務用車両に取り付けていた
Ｘ所有のカーナビ等を，タクシー会社の被告Ｙ2社が
取り外した際に紛失したことにつき，それらを適正に
保管し，返還する義務を負っていたとして，購入代金
相当額の損害賠償請求が認められた例（新日本交通ほ
か事件・大阪地裁平21.10.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-66
会社代表者による暴行 被告Ｙ社において土木工事の
業務に従事していたナイジェリア国籍の原告が，作業
従事中にＹ社代表者の被告Ａから暴行を受け負傷した
件につき，Ｙ社およびＡは，原告の負傷による損害に
対して，連帯して損害賠償責任を負担すべきとされた
が，損害額の算定につき，傷害慰謝料および休業損害
等が認められた（3割の素因減額）一方，原告の残存
する痛みが，本件暴行による負傷に起因するものか，
既往症に起因するものか等が特定できないことなどか
ら，逸失利益，後遺障害慰謝料は認められないとされ
た例（宝城建設ほか事件・東京地裁平22.2.26判決)

……1006-91(ダ)
採用内々定取消しと不法行為 採用内定通知書交付の
数日前に内々定取消しの通知を受けたＸにつき，同時
点では，Ｙ社との労働契約締結に対するＸの期待は法
的保護に十分に値する程度に高まっていたとされ，本
件内々定取消しは，労働契約締結過程における信義則
に反し，Ｘの期待利益を侵害するものとして不法行為
を構成するとして，慰謝料100万円，弁護士費用10万円
が認められた例（コーセーアールイー〔第2〕事件・
福岡地裁平22.6.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-5
契約解消後の病院内立入り禁止 常務理事らがＸ所有
の私物を院長室から搬出し，Ｘの病院内への立入りを
禁止したことにつき，私物はいつでも返還できる状態
で保管され，Ｘが必要な私物は引取りが可能であり，
現実に引取りをしたこともあることから，Ｙに対する
損害賠償請求は棄却され，慰謝料についても，本件契
約解消は無効で雇用契約上の労働者の権利が実現し精
神的苦痛は認められないとして棄却された例（医療法
人社団大成会事件・東京地裁平22.4.14判決)

……1012-92(ダ)

懲 戒 処 分

懲戒解雇：非違行為 飲酒の席で専務に対して暴言・
暴行を加えたことを理由として，Ｙ社が定年後再雇用
のＸを懲戒解雇した件につき，懲戒権の濫用に当たり
解雇無効とされ，契約終了日までの未払賃金および60
万円の慰謝料支払いが命じられた例（旭東広告社事
件・東京地裁平21.6.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-55
懲戒解雇：個人情報漏洩等 被告農協Ｙの職員である
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原告Ｘが，理事・監事候補者に対し，常務理事に関す
る内部通報文書（本件報告書）を配布したことにつき，
理事・監事候補者は，組織体としてのＹと密接な接触
を有するに至っていた者であるといえ，本件配布行為
を「組合外」への情報漏洩と評価することは相当でな
い等として，Ｘに対し，個人情報漏洩等を理由として
なされた懲戒解雇が無効とされた例（岩国市農業協同
組合事件・山口地裁岩国支部平21.6.8判決)㌀㌀㌀㌀991-85
懲戒免職：長期無断欠勤と統合失調症罹患 平成14年
春頃から，同僚に対し宗教勧誘行為を繰り返し，16年
8月21日以降，なんら連絡することなく46日間の無断
欠勤をした原告Ｘに対する懲戒免職処分につき，Ｘの
無断欠勤中の失踪は解離性遁走といえ，またＸは，平
成16年8月当時，すでに統合失調症を発症していたこ
と，Ｘの上司らが無断欠席がＸの自由意思に基づくも
のであることについて疑いを抱くことは十分可能で
あったことなどを踏まえると，Ｘに対する本件処分は，
社会通念上著しく妥当を欠き，裁量権を逸脱・濫用し
たものといわざるを得ないとして，当該処分が取り消
された例（国・気象衛星センター〔懲戒免職〕事件・
大阪地裁平21.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-101
懲戒免職：現業職の酒気帯び運転 定時制高校の管理
作業員である原告Ｘに対する，公務外の酒気帯び運転
を理由とする懲戒免職処分につき，本件酒気帯び運転
は重大な非違行為で懲戒処分に値する行為であるが，
本件事実を踏まえると，本件処分は過酷であって重き
に失し，社会的相当性を逸脱している等として，Ｘに
対する本件懲戒免職処分には裁量権の範囲を逸脱濫用
した違法があり，取消しを免れないとされた例（大阪
市教委〔高校管理作業員・懲戒免職〕事件・大阪地裁
平21.7.1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-23
懲戒解雇，懲戒手続 被告Ｙ学園の経営する大学の教
員であった原告Ｘが懲戒解雇された件につき，非違行
為として認定できるのは，Ｈ学長が本件講座開設を委
嘱したＥ元教授に対する本件架電の件のみであり，本
件架電についても懲戒解雇が相当であるとは認められ
ず，本件懲戒解雇は懲戒権の濫用として違法無効であ
るとされ，また，Ｙは，懲戒解雇事由のうちのマスコ
ミへのリーク問題等については弁明の機会を付与して
おらず，本件懲戒解雇手続は違法であるとされ，Ｙに
対し慰謝料100万円の支払いが命じられた例（学校法
人純真学園事件・福岡地裁平21.6.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-68
懲戒解雇 被告Ｙ社の取締役であったＢが，退職後の
平成15年7月1日にＹ社の競合会社と業務提携するＮ
社を設立し，原告Ｘらを含むＹ社従業員500人以上が，
同年7月11日以降，一斉に退職届を提出して欠勤・職
場放棄し，その大半がＮ社に入社したという事案にお
いて，Ｘら311名のうち⒜7月10日付から同月16日付

の退職届を提出した者については，一斉退職の共謀が
あったものと推認でき，したがって（業務引継をした
1名を除き）就業規則規定の懲戒解雇事由が存在し，
解雇権の濫用はないとして懲戒解雇が有効とされ，ま
た同人らの一斉退職・就労放棄は，それまでの勤続の
功を抹消するほどの著しく信義に反する背信的行為と
認められるとして，規定上の退職金不支給条項適用に
より退職金請求が棄却されたが，⒝7月17日付以後の
退職届を提出した者については，一斉退職の共謀が
あったとまでは認められず，懲戒解雇は無効であると
された例（キャンシステム事件・東京地裁平21.10.28
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-55
懲戒解雇 Ｘに対し，組合結成および執行委員長就任
後になされたビラ配布等を理由とする懲戒解雇が解雇
権濫用に当たり無効とされた例（やまばと会員光園事
件・山口地裁下関支部平21.12.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-68
懲戒解雇：僧侶に対する破門 宗教法人である被告Ｙ
が，Ｙの僧侶であった原告Ａら16名を破門した件につ
き，ＡらとＹとの間の法律関係は雇用関係であり，そ
の破門は解雇としての性質を有するが，ＡらはＹの業
務命令に従わなかったのであって，本件解雇には客観
的に合理的な理由があり社会通念上相当であるとし
て，Ａらの地位確認および賃金支払請求が棄却された
例（妙應寺事件・東京地裁平22.3.29判決)㌀㌀㌀㌀1008-22
懲戒解雇：勤務態度不良等 社内ミーティングでの労
働条件に関する質問や批判的言動が直ちに懲戒事由に
当たるとはいえず，これをもって懲戒解雇とすること
はできないから，懲戒解雇である第1次解雇および普
通解雇である第2次解雇は無効で，会社解散を理由と
した第3次解雇も，形式的な雇用主にすぎないＳ運輸
の解散が，Ｙ2社との実質的な労働契約関係を解消す
る理由とはならず，解雇しなければならない具体的な
経営上の必要性もなく，いずれの解雇も無効であると
された例（ウップスほか事件・札幌地裁平22.6.3判決)

……1012-43
懲戒解雇：非違行為 Ｙ社が作成・発行する業界紙の
編集長であったＸが，同紙に掲載したグラフ等を訴外
会社発行のＸ執筆による書籍に掲載したことに対し，
Ｙ社が同社の信用を損なう等としてＸを懲戒解雇し，
同紙にその旨の社告等を掲載した件につき，本件書籍
への掲載はＹ社の社会的信用や企業秩序を害するもの
ではなく懲戒事由該当事実が存在しないとして懲戒解
雇が無効とされ，Ｘの地位確認および賃金請求が認容
された例（通販新聞社事件・東京地裁平22.6.29判決)

……1012-13
諭旨解雇：内部告発的文書の提出 被告財団Ｙにおい
て，常務理事兼事務局長Ｈの不適切な言動について改
善措置を求める旨の報告書（Ｘ報告書）を作成し理事
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長に提出した原告総務部長Ｘに対し，総務部長解任の
後，懲戒処分としての諭旨解雇がなされた件につき，
Ｘ報告書は，基本的に真実性のある文書と評価でき，
本件報告書提出は懲戒事由に該当せず，他方，情報漏
洩の点につきＸには懲戒事由に該当する事実が認めら
れるが，Ｙにも責任の一端はあり，Ｘの情報管理義務
違反を理由として本件解雇をすることは重きに失する
とされ，以上から，Ｘに対する本件解雇は，権利濫用
として無効であるとされた例（骨髄移植推進財団事
件・東京地裁平21.6.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-64
諭旨解雇 債務者Ｙ社が本件パックレール不正使用に
関し，部下に虚偽報告を指示し，かつ社内調査におい
て自身の関与を認めず部下に責任を負わせようとした
として，同社ユニットマネージャーの債権者Ａを諭旨
解雇とした件につき，Ａには就業規則上の諭旨退職事
由が認められるとされ，また，Ａの本件退職の意思表
示につき，Ｉ人事部長の強迫・強制やＡの錯誤は認め
られず有効にされたものであって，本件につき被保全
権利の存在は認められないとして，Ａの仮の地位確認
と賃金仮払いを求める訴えが却下された例（フィリッ
プ・モリス・ジャパン〔仮処分〕事件・東京地裁平22.
2.26決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-84(ダ)
諭旨解雇：無断外出等 被告Ｙ社の技術開発研究所に
所長直属の特別管理職として異動後，業務上の必要性
の認められない不出社を全出勤日数の3分の1にわ
たって敢行し，Ｙ社から度重なる注意・指導およびけ
ん責処分を受けた後も外出行為を行っていた原告Ｘに
対する諭旨解職処分につき，本件処分には社会的相当
性が認められ，何らの瑕疵もない等として，Ｘがなし
た労働契約上の地位確認請求および本件退職後の賃
金・賞与請求が棄却された例（東京電力〔諭旨解職処
分等〕事件・東京地裁平21.11.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-33
諭旨解雇 特別養護老人ホームの副施設長Ｘが配転に
伴う執務場所の移動命令に一定期間従わなかったこと
は就業規則の定める懲戒事由には当たらず，他方，Ｘ
が本件業務命令の一部を遂行しなかったこと，理事長
らに上申書を提出したことは懲戒事由に該当するとさ
れたが，業務方針をめぐる意見等の対立を背景とする
本件業務命令違反の結果を，解雇という形でＸに負わ
せるのは相当でないとして，Ｘに対する諭旨解雇が無
効とされ，地位確認および降格前の金額での賃金支払
いが認められた例（三井記念病院〔諭旨解雇等〕事件・
東京地裁平22.2.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-47
停職 組合分会長Ｙ3に対する停職3か月の懲戒処分
につき，本件組合旗設置行為等の行為内容と対比して
あまりに均衡を失するものであって，社会通念上合理
性を欠き権利の濫用として無効であるとして本件停職
期間中の賃金請求権を認め，また，本件懲戒処分によ

る損害の慰謝料として，Ｙ3につき30万円，Ｙ2組合に
つき20万円を相当として，当該処分を適法とした一審
判断（長崎地判平18.11.16労判932号24頁）が変更され
た例（全国一般労働組合長崎地本・支部〔光仁会病院・
組合旗〕事件・福岡高裁平20.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-134
減給 コンビニエンスストア店長のＸに対し，商品管
理や従業員への指示・指導を怠ったこと，所在不明と
なったこと等を理由としてなされた本件各減給処分に
つき，Ｙ社が始末書を証拠として提出していない部分
については賃金控除の理由があるということはでき
ず，また，同一事実について複数の始末書が提出され
ている場合には始末書が一通提出された場合と同一の
扱いをするとされ，さらに1回の処分につき1日の平
均賃金の半分を超える部分の減額は無効である（労基
法13条，91条，民法90条）として，Ｘの減額分の未払
賃金の請求が認容された例（ボス事件・東京地裁平21.
10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-65
減給：罰金控除と労基法24条，91条 本件クラブを経
営するＸ社の就業規則に規定された本件罰金条項①～
⑫につき，これらの条項に基づく罰金控除は，懲戒処
分としての減給であって労基法91条に反しない限度で
有効であるか，または公序良俗に反し無効で労基法24
条に反し全額違法であるとされ，また，Ｘ社は，強制
日に客を呼べなかった場合，および売上ノルマ未達成
の場合にも罰金を科していたところ，いずれの罰金控
除も，就業規則に根拠を有しないもので労基法24条に
反し全額違法とされた例（第三相互事件・東京地裁平
22.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-65
戒告処分：国歌斉唱・起立命令違反 国歌斉唱時起立
命令に違反して戒告処分を受けた高校教員Ｘにつき，
本件職務命令は，Ｘの思想および良心の自由（憲法19
条）を侵害するものとはいえないとした一審判断が維
持された例（東京都・都教委〔教員・再雇用制度等〕
事件・東京高裁平21.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-60
懲戒手続：懲戒指針の周知 教職員に対する懲戒処分
の基準を定めた本件指針が，日常の職務の中で文書に
親しむことが比較的少ないＸのような現業の職員に対
して周知されたといえるためには，文書を直接交付し，
口頭で直接，重要な文書であることを告げる等，個々
の職員の注意を引くような方法でその周知がなされな
ければならず，単に文書を配布すればそれでもって足
りるといえるかは疑問であるとされ，本件につき，職
員集会を通じた方法によっても，掲示板への掲示に
よっても，さらに，レターケースへの配布という方法
によっても，周知がなされていたとは認めがたいとさ
れた例（大阪市教委〔高校管理作業員・懲戒免職〕事
件・大阪地裁平21.7.1判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-23
その他：解雇の社告と名誉毀損 Ｙ社は懲戒解雇事由
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該当事実が存在しないのにＸを懲戒解雇としたもの
で，不法行為が成立し，また，本件社告等の内容はＸ
の社会的評価を低下させるもので，これが通販業界を
はじめとして広く公表されたことは明らかであるか
ら，名誉毀損の不法行為も成立するとされ，また，Ｙ
社の名誉毀損の違法性の程度はかなり重大なものとい
うべきであり，Ｙ社に対し，Ｘの名誉回復措置として
同紙1面に1回，同ウェブ版に1か月間の謝罪広告の
掲載が命じられ，また，慰謝料200万円の支払いが命じ
られた例（通販新聞社事件・東京地裁平22.6.29判決)

……1012-13

普 通 解 雇

試用期間中の解雇 営業職として中途採用されたＸに
対する試用期間中の解雇につき，試用期間を6か月と
定める合意に反し，客観的に合理的な理由がないもの
で無効とした一審の判断が維持された例（ニュース証
券事件・東京高裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-153(ダ全)
試用期間中の解雇，経歴詐称等 期間の定めのない労
働契約を締結して被告Ｙ社に中途採用された原告Ｘに
対する経歴詐称等を理由とする試用期間満了前の解雇
（本採用拒否）につき，意図的に履歴書等に虚偽の記
載をすることは，当該記載の内容によっては，従業員
としての適格性を損なう事情であり得るとされ，当該
経歴詐称のほかＸの勤務態度等が就業規則上の解雇事
由（「試用期間中の者が，不適格と判断されたとき」）
に該当するとして，本件解雇が解雇権の濫用には当た
らず有効であるとされた例（アクサ生命保険ほか事
件・東京地裁平21.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-80
試用期間中の解雇 被告Ｙ経営の本件病院健康管理室
に事務総合職として採用された原告Ｘが，事務能力欠
如を理由として試用期間中に解雇された件につき，Ｙ
は試用期間3か月間のうち20日間程度を残して本件解
雇をしているところ，残りの試用期間を勤務すること
によって，ＸがＹの要求する常勤事務職員の水準に達
する可能性もあったのであって，Ｙは解雇すべき時期
の選択を誤ったものといえ，本件解雇は，試用期間中
の本採用拒否として客観的に合理的な理由を有し社会
通念上相当であるとまでは認められず，無効であると
された例（医療法人財団健和会事件・東京地裁平21.10.
15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-54
勤務態度等 Ｙ社の発言（「明日から来なくてよい」等）
は原告に対する解雇の意思表示であると解されるが，
解雇事由につき明確な説明をしていないことや，原告
の就業不能状態がＹ社代表者Ａの暴行によってもたら
されたものであることなどから違法とされ，また書面
による解雇の意思表示も違法といえるから，Ｙ社によ

る原告の労務提供の拒否には正当な事由は認められな
いとされた例（宝城建設ほか事件・東京地裁平22.2.26
判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-91(ダ)
勤務態度：所長解任等 都労委に出頭したことを契機
になされたＸに対する所長解任通告が解雇の意思表示
として無効とされ，他方，景気低迷による即配便依頼
件数の減少からなされた本件稼働停止通告について
は，本件運送請負契約上，許されないとする理由はな
いとされた例（ソクハイ事件・東京地裁平22.4.28判決)

……1010-25
非違行為：競業会社設立 競合会社Ｚ社設立・代表取
締役就任を理由とする本件契約解除の意思表示につ
き，所長としてのＸについては解雇の問題として，メッ
センジャーとしてのＸについては本件契約の解除の問
題として，それぞれその適否等が検討されるべきとさ
れ，本件契約解除は，所長としてのＸを解雇するもの
として適法であり，また，Ｘの上記行為は本件契約上
の解除事由にも該当するから，本件契約は当該契約解
除により終了したとされた例（ソクハイ事件・東京地
裁平22.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-25
職務能力，いじめ 原告Ｘに対する，他の女性従業員
をいじめ等の陰湿な行動によって退職に追い込んだこ
と，事務スキル向上の望みがないことを理由とする解
雇につき，Ｘがいじめ等を行っていたとまでは認めら
れず，また，Ｘのスキル不足も認めがたいとして，無
効とされた例（Ｔ運送事件・大阪地裁平22.1.29判決)

……1003-92(ダ)
職務能力，信頼関係喪失 Ｂ社およびＹの間の本件昭
和57年契約は更新条項により更新され，本件契約終了
通知時点では27年目に入っていたものであるところ，
同契約は，期間の定めのない契約と実質的に変わらな
い状態で存続していたものといえ，本件契約終了通知
は実質的に解雇の意思表示に当たるとされたが，結論
として契約終了が認められた例（Ｂ社〔法律専門職〕
事件・東京地裁平21.12.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-67
職務能力 Ｘの解雇が協約の事前協議条項に反し無効
とされ，労契法16条違反の有無から検討しても，Ｘの
運転業務遂行能力不足を理由とする本件解雇には客観
的合理的な理由がなく，社会通念上相当な理由がない
として，ＸのＹ社に対する地位確認および賃金支払請
求がすべて認められた例（乙山産業事件・大阪地裁平
22.6.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-88(ダ)
心身故障 Ｙはうつ病を発症し休職したＸに対し，休
職期間について誤った通知をしたうえ，Ｘに回復可能
性が認められるにもかかわらず，メンタルヘルス対策
の不備もあって同可能性をないものと断定し，再検討
の交渉にも応じずに本件解雇に踏み切ったものであ
り，本件解雇はやや性急なものであったといわざるを
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得ず，無効であるとされた例（Ｊ学園〔うつ病・解雇〕
事件・東京地裁平22.3.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-35
心身故障：アルバイト従業員の長期病気欠勤 Ｙ社が，
Ｘの抑うつ状態を理由とする2か月以上の欠勤を理由
に解雇したことに解雇権濫用はなく，Ｘの②杉並工場
を就業場所とする労働契約はこれにより終了したとさ
れた例（山崎製パン事件・東京地裁平21.11.10判決)

……996-5
整理解雇 景気悪化・受注減を背景に製造部門の一部
海外移管が実施され，これに伴う希望退職募集の結果
が不十分であったことからなされた，債権者Ａら2名
に対する解雇が合理的な理由が認められず無効とされ
た例（釜屋電機〔仮処分〕事件・札幌地裁平21.7.7決
定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-163(ダ)
整理解雇 債務者Ｙ社経営の自動車教習所で教習指導
員として勤務していた債権者Ａら6名に対する業績不
振を理由とする解雇につき，本件では人員削減を必要
とする合理的事情が一応は認められるものの，Ｙ社の
財務状態に特段の事情があったとは認められず，人員
削減の必要性の程度も高度なものとはいえず，また選
定基準自体には特段不合理な点は認められないもの
の，Ｙ社が十分な解雇回避措置を講じていたとは認め
がたいうえ，Ｙ社がＡら所属の組合に対し行った説
明・協議手続は，本件協定が定める相互理解のうえで
本件再建案を実施したとは到底いえないものであり，
これらの事情を考慮すると本件解雇は解雇権の濫用と
して無効であるとされた例（飛鳥管理〔仮処分〕事件・
東京地裁立川支部平21.8.26決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-57
整理解雇 被告Ｙ学校法人がなした専任教員の原告Ａ
ら5名に対する整理解雇につき，人員削減の必要性お
よび解雇回避努力を十分につくしたことが認められ，
人選の合理性についても，教員1名(Ｅ)を除けば，特
に不合理な点はなく，手続きの相当性については，事
前の協議が十二分にされたかは問題があるものの，全
く不合理とも断定しがたいとして，教員4名について
は整理解雇が有効とされ，他方，Ｅに対する本件整理
解雇は人選の合理性に欠け無効とされた例（泉州学園
事件・大阪地裁堺支部平21.12.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-73
整理解雇 百貨店内の店舗にて室内装飾品の販売業務
に従事していた原告Ｘに対する店舗撤退・販売業務委
託に伴う解雇につき，人員削減の手段として解雇を選
択することの必要性と合理性が認められず，また，解
雇者の選定が公正にされているともいえないから，本
件解雇は無効であるとして，Ｘの地位確認・未払賃金
請求が認容された例（日本フィスバ事件・東京地裁平
22.3.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-78(ダ)
整理解雇：米国本社の指示・意向による解雇 米国本
社の100％子会社である被告Ｙ社が，同本社の指示・意

向を受けて，従業員の原告Ｘに解雇を通知した件につ
き，外資系グループ企業が親会社の意向を受けて整理
解雇を行う場合であっても，本社からの人員削減指
示・意向のみをもって人員削減の必要性があったとは
認められず，かつＸに対する解雇回避措置も十分とは
言いがたく，人選の合理性やＸへの説明等の点を考慮
してもなお，本件解雇は解雇権を濫用したもので無効
であるとされた例（ビー・エム・シー・ソフトウェア
事件・大阪地裁平22.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-84(ダ)
派遣労働者の期間途中での解雇 派遣労働者として被
告Ｙに登録し，派遣期間を1年間として訴外Ｍ社に派
遣されていた原告Ｘに対し，期間満了前の中途解約の
通告がなされた件につき，Ｙ・Ｍ社間の労働者派遣契
約の終了が当然にＸの派遣労働契約の終了事由になる
とも，Ｘ・Ｙ間に派遣先の事情による派遣契約解消が
派遣労働契約の終了事由となる旨の合意があったとも
認められず，また，本件派遣労働契約の中途解約につ
いては，派遣先Ｍ社の事業の状況を基準にその必要性
等を判断するのが合理的であり，ＹとＭ社を一体とし
た「使用者側」とみて「やむを得ない事由」の有無を
検討すべきであるとされ，本件の事情からすれば，Ｘ
の派遣労働契約をあえて期間満了前に解消しなければ
ならないようなやむを得ない事由を認めることはでき
ず，当該解約通知による本件労働契約の終了は認めら
れないとして，Ｘによる期間満了までの賃金相当額の
請求が認容された例（社団法人キャリアセンター中国
事件・広島地裁平21.11.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-35
有期労働者の期間途中での解雇 相手方Ｙ社と有期雇
用契約を締結し，訴外Ｚ社の工場において作業従事し
ていた抗告人Ａら7名のうちのＡ～Ｅに対する契約期
間途中の解雇につき，やむを得ない事由（労働契約法
17条1項，民法628条）があるとはいえず無効であると
して，同旨の原決定（横浜地決平21.10.9労判1000号30
頁）の判断が維持された例（アンフィニ〔仮処分〕事
件・東京高裁平21.12.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-24
外国人技能実習生の期間満了前の解雇 Ｙらが外国人
技能実習生としての期間満了前に帰国せざるを得なく
なったことにつき，Ｙらの就労継続希望に対しＸ社代
表者が労務受領拒否（解雇）したものであるとされ，
Ｙらの解雇はやむを得ないものとは認めがたく，解雇
権の濫用として無効であるとして，これを合意解約で
あるとした一審判断が変更された例（三和サービス〔外
国人研修生〕事件・名古屋高裁平22.3.25判決)

……1003-5
有期嘱託社員の期間途中での解雇 期間1年の嘱託社
員契約を17回更新してきたＸに対する満60歳到達日で
の契約終了通知につき，本件雇用契約終了は契約期間
内の解雇にほかならないとされ，本件解雇事由の存否
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につき，Ｙ社には，正社員対象の継続雇用制度導入お
よび同制度のＸへの適用にかかる事業運営上やむを得
ない事情があったもので，本件解雇が客観的合理性あ
るいは社会的相当性を欠くとは認められないとしてＸ
に対する解雇が有効とされ，本件解雇の相当性を否定
し，Ｘの地位確認および未払賃金請求を認めた一審判
断（東京地判平21.1.26労判1005号88頁〔要旨〕）が取
り消された例（東京都自動車整備振興会〔嘱託職員〕
事件・東京高裁平21.11.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-82(ダ)
米国州極東代表部の閉鎖に伴う解雇 米国ジョージア
州（被上告人Ｙ）が現地職員（上告人Ｘ）に対してな
した事務所閉鎖に伴う解雇につき，民事裁判権の免除
を認めてＸの本件訴えを却下した二審判決（東京高判
平19.10.4労判955号83頁）が，破棄・差戻しとされた
例（米国ジョージア州〔解雇〕事件・最高裁二小平21.
10.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-5
就任承諾拒絶等 原告と被告は，本件幼稚園設置者で
あった訴外Ｏ2の死亡後に黙示の労働契約を締結した
ものとされ，被告が原告に対してなした教諭としての
就任承諾拒絶等を理由とする本件解雇は普通解雇と認
められるが，客観的に合理的な理由を欠き，社会通念
上相当とはいえず無効とされた例（府中おともだち幼
稚園事件・東京地裁平21.11.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-30
病院院長に対する契約解消 常務理事が，人事問題に
ついてのＸの意見が自分の意向に反していることを伝
え聞いただけで，Ｘと特に意見交換することなく契約
解消を実行した行為は，解雇権濫用に当たり無効であ
るとして，Ｘの損害賠償請求が認められた例（医療法
人社団大成会事件・東京地裁平22.4.14判決)

……1012-92(ダ)

契 約 の 終 了

退職：退職合意 プログラム・マネージャーとして被
告Ｙ社に勤務していたが，退職勧奨に応じて本件合意
書に署名し，同社を退職した原告Ｘにつき，当該退職合
意に錯誤や信義則違反は認められないとして，同人の
地位確認等の請求が棄却された例（日本アルカテル・
ルーセント事件・東京地裁平21.9.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-56
退職 Ｘの退職届提出に当たり，Ｙ社が，退職届を提
出した場合とこれを拒否した場合における退職金減額
割合等の差異に関して説明した内容は，就業規則等の
規定に従い，本件諭旨解職処分の法的効果として当然
に生じる内容等を具体的にＸに説明したものにすぎ
ず，本件退職届の本件提出行為について何らの瑕疵も
認められないとされ，よって，Ｘの雇用契約の終了原
因は本件退職届提出によるものとなるから，労基法20
条の適用はないとされた例（東京電力〔諭旨解職処分

等〕事件・東京地裁平21.11.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-33
雇止め Ｘに不誠実な勤務態度等があったとはいえ
ず，本件出勤停止処分は違法かつ無効（民法90条）で
あり，本件雇止めは，その更新拒絶権を濫用したもの
として無効であるとされた例（明石書店〔仮処分〕事
件・東京地裁平21.8.5決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-157(ダ)
雇止め Ｙ社が期間を定めてＸを直接雇用し，雇止め
としたことにつき，期間の定めのない契約と実質的に
異ならない状態であったとはいえず，雇用継続に対す
る期待にも合理性が認められないから，許されないと
はいえず，Ｘ・Ｙ社間の雇用契約は期間満了により終
了したものとされた例（パナソニックプラズマディス
プレイ〔パスコ〕事件・最高裁二小平21.12.18判決)

……993-5
雇止め 被告Ｙ社にアルバイト社員として雇用された
原告Ｂに対する部門廃止に伴う雇止めにつき，Ｂの労
働契約は期間1年であるが，実質的には期間の定めの
ない契約と異ならない状態に至っているものとされ，
本件雇止めに客観的に合理的な理由は認められず，Ｂ
の労働契約は本件雇止めによっては終了せずに更新さ
れたものとされた例（高嶺清掃事件・東京地裁平21.9.
30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-85(ダ)
雇止め Ｙ社が抗告人らについてなした本件契約変更
が無効とされ，変更後の期間満了日をもって雇止めと
することはできないとされた例（アンフィニ〔仮処分〕
事件・東京高裁平21.12.21決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-24
雇止め等 臨時職員であるＡらに対する本件雇止めに
つき，Ｙ公社では毎年4月と10月に契約更新手続がと
られてきたところ，Ａらには毎年10月1日の契約更新
については自動更新への期待が生じているとして，解
雇権濫用法理の類推適用が検討され，本件雇止めに合
理的な理由があるとはいえず無効であるとされ，また，
Ａに対する期間満了前の解雇も無効とされた例（東大
阪市環境保全公社〔仮処分〕事件・大阪地裁平22.1.20
決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-54
雇止め 期間臨時社員の正社員化を目的とする本件地
域社員制度に応募せず雇止めとされた大型運転士Ｘに
つき，同制度の導入には合理性が認められること，地
域社員のほうが退職金・各種手当等の点で優遇されて
いること，制度移行に際しＸには応募するか否かを検
討する機会が保障されていたことなどを総合考慮すれ
ば，本件雇止めには客観的な合理性があり社会通念上
相当であるとされた例（日本郵便輸送〔雇止め〕事件・
大阪地裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-174(ダ)
雇止め 非常勤館長Ｘに対する本件雇止め・不採用に
つき，雇用契約上の債務不履行または不法行為には該
当しないが，本件雇止め・不採用に至る経緯において，
Ｙらの担当者にＸの人格的利益を侵害する言動があっ
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たとされた例（豊中市・とよなか男女共同参画推進財
団事件・大阪高裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-20
雇止め 本件契約終了通知による昭和57年契約の終了
に関して解雇に関する法理が類推適用されるとして
も，同通知には客観的に合理的な理由があり，同契約
の終了が社会通念に照らして不相当であるとはいえな
いから，同契約は，本件契約終了通知により終了した
ものというべきであるとされた例（Ｂ社〔法律専門職〕
事件・東京地裁平21.12.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-67
雇止め 本件契約更新時のＹ社の対応等からすると，
本件雇用契約があたかも期間の定めのない契約と実質
的に異ならない状態で存在していたとはいえず，また
本件雇用契約は，労働者派遣契約の存在を前提とする
登録型雇用契約であって，Ｙ社・Ａ社間の本件派遣契
約が期間満了により終了している以上，雇用継続に対
する合理的期待を認める余地はなく，本件雇用契約は
期間満了により終了したとして，Ｘの地位確認等の請
求が棄却された例（テンブロス事件・大阪地裁平22.6.
11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-89(ダ)
雇止め 本件高校において有期の常勤講師であったＸ
は，婚約者との同居によりＹに提出した通勤届等と異
なる住居・通勤状況にあったもので，これによりＹか
ら戒告処分を受け，その後，住所変更届の即時提出を
怠ったことなどから雇止めとなったものであるとこ
ろ，Ｘが「以後は実家から通勤する」との本件顛末書
提出後から雇止めまでの間に婚約者宅に居住していた
とは認められず，またＹが実施した本件住居調査につ
きＸに弁明の機会が与えられていないことは不当であ
る等として，本件雇止めは社会的相当性を欠き，権利
濫用に当たるとし，雇止め有効とした一審判断（青森
地判平21.6.24労判1009号70頁）が取り消された例（東
奥学園事件・仙台高裁平22.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-61
雇止め 本件インセンティブ（回収額に応じた能率給）
制度の廃止に伴う社員区分の移行提案に応じなかった
Ｘらに対する雇止めにつき，制度廃止の必要性を認め
つつ，補償措置および廃止の手段・経緯に合理性がな
いとして無効とされた例（ドコモ・サービス〔雇止め〕
事件・東京地裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-51
雇止め うつ病罹患により障害等級3級と認定されて
いた原告Ｘが，法定障害者雇用率回復のためにハロー
ワークに障害者の求人を出していた被告Ｙ社に採用さ
れ，有期の第1契約とこれに続く第2契約を締結した
後に雇止めとされた件につき，Ｘの契約更新回数およ
び勤務態度から雇止めを有効とした一審判断（東京地
判平21.9.28労判1011号27頁）が維持された例（藍澤證
券事件・東京高裁平22.5.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-20
期間満了：非常勤講師の出講契約不更新と不法行為
期間1年間の出講契約を25年間にわたり更新してきた

予備校の非常勤講師Ｘが，契約条件が折り合わなかっ
たために次年度の出講契約を締結できず，契約終了と
された件につき，学校法人ＹによるＸの担当コマ数削
減の提案は，経営判断としてやむを得ないものであり，
ＹがＸのコマ数確保等の申入れに応じなかったことは
不当とはいえず，また，合意に至らない部分につき労
働審判を申し立てるとの条件で合意するとのＸからの
申入れに応じなかったことも，講義編成全体への影響
等からすれば特段非難されるべきものとはいえないの
であって，交渉の過程でＹが不適切な説明をしたり，
不当な手段を用いたりした等の事情があるともうかが
われず，Ｙの対応が不法行為に当たるとはいえないと
して，Ｙの交渉態度につき不法行為の成立を認めた原
判決（福岡高判平21.5.19労判989号39頁）が破棄され
た例（河合塾〔非常勤講師・出講契約〕事件・最高裁
三小平22.4.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-5
退職：休職期間延長後の退職取扱い 脳出血の後遺症
により休職したＸに対し，Ｙ社が休職期間満了後に，
復職とまでいかないものの人事部等での簡易作業従事
を認め，その約1年後に退職取扱いとしたことにつき，
Ｙ社の本件休職期間満了後の取扱いは休職期間を延長
したものと捉えざるを得ないが，これは就業規則所定
の解雇事由の適用を排除するという趣旨において一種
の解雇猶予措置と位置づけられるものであって，それ
自体を論難することはできず，また，本件退職取扱い
の時点において，Ｘの片麻痺は従前の通常業務を遂行
できる程度には回復していなかった等として，本件退
職取扱いが労働契約上の信義則に反し，無効であると
はいえないとされ，さらに，仮にＹ社において，雇用
労働者の数的状況が障害者雇用促進法43条の規定に反
する状況にあったとしても，Ｙ社が本件退職取扱いの
時点で，Ｘに対し契約社員としての再雇用の道を開い
ていることからすれば，上記の判断が左右されるもの
ではなく，ＸとＹ社との間の労働契約は休職期間満了
により終了しているとして，Ｘの地位確認および賃金
請求は理由がないとされた例（西濃シェンカー事件・
東京地裁平22.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-73
定年制：継続雇用制度 定年年齢（60歳）に到達した
原告Ｘに対する再雇用拒否につき，定年および定年後
の再雇用基準を定めた就業規則規定が手続要件を欠き
無効とされ，Ｘの地位確認・判決確定日までの未払賃
金請求が認容された例（京濱交通事件・横浜地裁川崎
支部平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-5
定年制：継続雇用制度 構造改革に伴う雇用形態・処
遇体系多様化制度の実施により，グループ会社に転籍
する「繰延型」および「一時金型」の選択者のみが定
年後も雇用継続され得ることとなったところ，「60歳
満了型」となった原告Ｘらが，60歳定年制を定めたＹ
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社の就業規則は無効であるとしてなした地位確認等の
請求につき，Ｘらは定年退職によりすでにＹ社の従業
員たる地位を失ったことになるとして，当該請求が棄
却された例（ＮＴＴ東日本〔継続雇用制度〕事件・東
京地裁平21.11.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-88(ダ)
定年制：企業グループ内での継続雇用 高年齢者雇用
安定法9条1項2号の継続雇用制度は，65歳までの安
定した雇用機会の確保という同法の目的に反しないか
ぎり，各事業主がその実情に応じ，同一事業主に限ら
ず同一企業グループ内での継続雇用を図ることを含
む，多様かつ柔軟な措置を講ずることを許容している
と解され，同一企業グループ内で継続雇用する本件制
度が，同号の継続雇用制度に該当しないとはいえない
として，Ｘらの損害賠償請求が棄却された例（ＮＴＴ
東日本〔継続雇用制度〕事件・東京地裁平21.11.16判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-88(ダ)
定年制：継続雇用制度 本件雇用形態・処遇選択制度
（本件制度）において，転籍せずＹ社にとどまる（60
歳満了型）選択をし，定年退職したものとして扱われ
た一審原告Ａら7名が，定年後の継続的雇用確保義務
違反等を主張して損害賠償を請求した件につき，高年
雇用安定法は，社会政策誘導立法ないし政策実現型立
法として公法的性格を有しており，その作為義務の内
容は抽象的であって，ただちに私法的強行性ないし私
法上の効力を発生させるほどの具体性を備えていると
は認めがたいから，事業主が同法9条1項に基づいて，
私法上の義務として継続雇用制度の導入義務ないし継
続雇用義務まで負っているとまではいえないとして，
同旨の一審判断（大阪地判平21.3.25労判1004号118頁）
が相当とされた例（ＮＴＴ西日本〔高齢者雇用・第1〕
事件・大阪高裁平21.11.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-112
定年制：企業グループ内での継続雇用 高年雇用安定
法9条1項2号にいう継続雇用制度によって確保され
るべき雇用の形態は，労働者の希望や事業主の実情等
を踏まえた多様な雇用形態を含むものと解せられ，同
号の継続雇用制度には転籍による雇用継続も含まれる
が，事業主が転籍型の継続雇用制度を採用する場合，
特段の事情がないかぎり，事業主と転籍先の間で少な
くとも同一企業グループの関係とともに転籍後も高年
齢者の安定した雇用が確保されるような関係性が認め
られなければならないとされ，本件制度については，
そのような関係性が認められるから，本件制度は同条
1項2号に適合するものであるとして，結論として一
審原告Ａらの損害賠償請求を棄却した一審判断が相当
とされた例（ＮＴＴ西日本〔高齢者雇用・第1〕事件・
大阪高裁平21.11.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-112
定年制：再雇用拒否 少数組合の中央執行委員長Ｘに
対する定年後の再雇用拒否につき，それまでＹ社と対

立路線を歩んできたＸに対して不利益を与えることを
目的としてなされたと強く推認されるもので，権利の
濫用に該当し，かつ不法行為にも該当するとして，Ｘ
の損害額につき500万円，弁護士費用につき50万円が
相当とされた例（日本ニューホランド〔再雇用拒否〕
事件・札幌地裁平22.3.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-26
定年制：継続雇用制度と高年法9条1項2号該当性 本
件雇用形態・処遇選択制度につき，Ｙ社の労働者がそ
の選択によりＹ社と密接な関係を有する地域会社にお
いて年金支給開始年齢に達するまで継続して雇用され
ることを保障したものといえ，高年法9条1項2号所
定の継続雇用制度に該当するとして，Ｘら2名による
同条違反を理由とする損害賠償請求を棄却した一審判
断（徳島地判平21.2.13労判1007号45頁）が相当とされ
た例（ＮＴＴ西日本〔継続雇用制度・徳島〕事件・高
松高裁平22.3.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-39
定年制：定年後再雇用・再任用制度不合格 Ｘに対す
る本件再雇用・再任用制度不合格につき，Ｙには，本
件再雇用および再任用制度における合否・採否の判定
に広範な裁量権があるのであって，この裁量権の逸脱，
濫用がないかぎり，違法の問題は生じないというべき
ところ，Ｘは本件職務命令に反して卒業式の国歌斉唱
の際に起立しなかったのであって，これにより戒告処
分を受けたのであるから，本件戒告処分からいまだ3
年も経過していない本件採用選考においてＹがＸを不
合格としたことが著しく客観的合理性および社会的相
当性を欠くものとまではいえず，裁量権を逸脱，濫用
したものとまではいえないとしてＹ側の控訴を認め，
裁量権の逸脱，濫用があったとしてＸの損害賠償請求
を認容した一審判断（東京地判平21.1.19労判979号5
頁）が取り消された例（東京都・都教委〔教員・再雇
用制度等〕事件・東京高裁平21.10.15判決)㌀㌀㌀㌀995-60
契約解除 外国人実習生のＸ1らのうちすでに次年度
の契約を締結していた5名に対する次年度以降の契約
解除および更新拒否は，不当労働行為に当たる解雇と
して違法であり，また不法行為に当たるとして，各人
の損害につき1年間の就労により得べかりし利益156
万円に加え，慰謝料20万円が認容された例（オオシマ
ニットほか事件・和歌山地裁田辺支部平21.7.17判決)

……991-29
合意解約：早期退職募集に対する意思表示の撤回 定
期的・定例的な早期退職優遇制度（ネクストライフサ
ポート制度）の適用を受けるために退職届を提出した
原告Ｘがその後に実施が決定された早期退職者優遇措
置に応募するために当該退職届による退職の意思表示
を撤回したことにつき，当該退職届による意思表示は
雇用契約の合意解約の申込みであり，合意解約の成立
により，本件退職の意思表示の撤回は効力を有しない
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とされ，また，早期退職者優遇措置の本件除外条項は
公序に違反せず，Ｘは本件退職届のとおり退職したも
のと扱われるとされた例（日本板硝子〔早期退職割増
退職金〕事件・東京地裁平21.8.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-18

就 業 規 則

効力：不利益変更 連続「深夜勤」指定を定める就業
規則等は，公序良俗に反するとか強行法規に反すると
はいえないし，連続「深夜勤」勤務を指定することも，
（一般的には）違法無効とまではいえないとされた例
（郵便事業〔連続「深夜勤」勤務〕事件・東京地裁平
21.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-120
効力：不利益変更 被控訴人Ｙ社の盛岡工場において，
実務職群に属する社員として勤務し，同工場閉鎖後は
小名浜工場に異動し勤務していた控訴人Ｘに対し，異
動後2年経過をもって，別居手当，単身赴任用社宅費
等が支給打切りとされた件につき，Ｘは本件支給打切
りによって年間約115万円の賃金減額となり，他方，Ｙ
社も賃金削減を含む経営再建策を講じる必要に迫られ
ていたところ，Ｙ社の企画職群と実務職群等との間の
賃金減額の期間・割合，および転勤に関する取扱いの
相違からすれば，本件支給打切りは，実務職群に属す
る社員等に対して甚大な不利益取扱いをするもので
あって，本件就業規則変更は，上記のような不利益を
労働者に法的に受忍させ得る高度の必要性に基づくも
のとはいえず，Ｘに対する本件支給打切りを是認させ
るだけの合理性を有しないとされた例（アルプス電気
事件・仙台高裁平21.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-70
効力・適用：数次にわたる賃金規程等の改正，周知
Ｙ社では数次にわたる改正がなされているところ，
各就業規則および賃金規程による変更内容自体は合理
性を有するものと解され，各就業規則および賃金規程
について周知がなされ，それが労働契約の内容になっ
ているといえるのであれば，原告Ａらに対する関係で
も有効といえるとされ，Ｙ社における実際の賃金算定
方法，労働組合の同意と労基署への届出の状況，従業
員が閲覧可能となった時期等の事実認定を前提に，Ａ
らに適用されるべき就業規則および賃金規程，ならび
にそれらが効力を有した時期につき判断がなされた例
（大阪エムケイ事件・大阪地裁平21.9.24判決)

……994-20
効力：遡及適用 使用者は就業規則の変更によって労
働契約の内容を変更できるが，就業規則変更までに生
じた労働者の権利を，労働者の個別の同意なく一方的
に変更したり奪ったりすることはできず，乙42の就業
規則および乙43の賃金規程の効力を遡らせることにつ
いて各従業員の同意はなかったとして，従業員に閲覧

可能となった時点以前の効力が否定された例（大阪エ
ムケイ事件・大阪地裁平21.9.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-20
効力：不利益変更，周知 本件就業規則および賃金規
程の不利益変更につき，56歳での基本給一律30％減額
は，当該年齢から労働条件が減額率に相応して変更さ
れるなどの合理的理由がないかぎり許されず，また，
規範的効力が認められない本件協約と同一内容の改定
就業規則等を周知していたとしても，Ｘ・Ｙ社間の労
働契約の内容とはならないとされた例（鞆鉄道〔第2〕
事件・広島高裁平20.11.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-69
効力：年金規則改定 大学教職員らに対する年金受給
額減額につき，本件年金規則には，改定の必要性，改
定内容および手続きの相当性が認められ，本件改定に
よる給付額の減額は有効であって，Ｘらについてもそ
の効力が生じたものということができるとして，これ
を無効とした一審判決が取り消された例（早稲田大学
〔年金減額〕事件・東京高裁平21.10.29判決)

……995-5
効力：不利益変更 移籍したＸらの賃金の最低保障額
を変更する平成12年および13年賃金規程改正につき，
いずれも就業規則の不利益変更には当たらず有効であ
るとされ，これらを無効とした一審判断が否定された
例（日本通運〔日通淀川運輸〕事件・大阪高裁平21.12.
16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-14
効力：不利益変更 懲戒解雇相当の行為があった場合
に退職金を不支給とする旨定めたＹ社退職金規定8条
3号および半額支給するとした9条2号は，平成5年
に新設された規定であるところ，これらの条項の追加
は不利益変更に該当するものの，その法規範性を是認
するだけの合理性を有するとされた例（キャンシステ
ム事件・東京地裁平21.10.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-55
効力：周知，実体法的効力 Ｙ社は一斉欠勤しＮ社に
移籍したＸら311名（一部の者を除く）に対し，就業規
則等に基づき懲戒解雇・退職金不支給としたものであ
るところ，Ｙ社の就業規則および退職金規定に周知義
務違反等の手続的瑕疵はなく有効とされ，また，同業
他社に転職した場合には退職金を半減させる旨定めた
Ｙ社退職金規定9条2号については，それまでの勤続
の功を抹消・減殺する程度の背信性をもつ転職の場合
にかぎり半額支給とする趣旨のものと解するのが相当
であり，その限度で実体法的にも有効とされた例（キャ
ンシステム事件・東京地裁平21.10.28判決)㌀㌀㌀㌀997-55
効力：規定に基づく年金制度廃止 本件合意内容変更
の効力につき，本件改廃条項は，「一般経済情勢の変化，
会社経理内容の変化または社会保障制度の改正等を慎
重に考慮の上，必要と認める」ことを要件としている
が，変更は通常受給者に一方的に不利益なものといえ
るから，そこでいう必要性の要件は厳密に判断される
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必要があるところ，Ｙ2社のした本件年金規約の改正
は本件改廃条項の要件を充足しており，ＸとＹ2社と
の退職金給付にかかる合意内容は変更されたといえる
等としてＹ1社およびＹ2社の控訴を認め，本件年金制
度廃止の合理性を否定した一審判決が取り消された例
（バイエル薬品・ランクセス〔退職年金〕事件・東京
高裁平21.10.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-43
効力 めっき加工業を営む債権者Ｘ社が，就業規則を
変更して退職後の秘密保持・競業避止義務の規定を新
設したうえで，同社勤務後に訴外Ｔ社に就職した債務
者らに対し，当該義務に違反する行為の差止めを求め
た件につき，本件就業規則の変更が有効とされた例（モ
リクロ〔競業避止義務・仮処分〕事件・大阪地裁平21.
10.23決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-50
効力：継続雇用制度 定年年齢（60歳）に到達した原
告タクシー運転手Ｘに対する再雇用拒否につき，本件
継続雇用制度の導入を定める就業規則29条は，高年齢
者雇用安定法9条2項および同法附則5条1項の手続
要件を満たしておらず，無効であるとされた例（京濱
交通事件・横浜地裁川崎支部平22.2.25判決)

……1002-5
効力：役員退職慰労金規程の廃止 Ｙ社取締役会の役
員退職慰労金規程（本件内規）廃止決議により退任取
締役Ｘの退職慰労年金支給が打ち切られたことにつ
き，Ｙ社の株主総会決議による個別の判断を経て具体
的な退職慰労年金債権を取得したものである以上，そ
の支給期間が長期にわたり，その間に社会経済情勢等
が変化し得ることや，その後の本件内規の改廃により
将来退任する取締役との間に不公平が生ずるおそれが
あることなどを勘案しても，退職慰労年金については，
集団的，画一的処理が制度上要請されているという理
由のみから，本件内規の廃止の効力を退任取締役に及
ぼすことは許されず，その同意なく退職慰労年金債権
を失わせることはできないとして，制度廃止に同意し
ないＸに対してもその効力が及ぶとする原判決が破
棄・差戻しとされた例（もみじ銀行事件・最高裁三小
平22.3.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-6
効力：不利益変更 被告Ｙ社は従前，自動車通勤の従
業員に対し，便宜的に公共交通機関を利用していたと
して算定した額の通勤手当を支給していたが，通勤費
補助支給基準（本件支給基準）を定め，自動車通勤者
に対してガソリン代の実費相当額を支給するようにな
り，これによって原告Ｘの通勤手当が大幅減額となっ
た件につき，本件変更前の通勤手当は労基法11条にい
う賃金であり，本件支給基準は就業規則の一部といえ
るとしたうえで，本件支給基準による不利益変更の必
要性，合理性につき検討し，Ｙ社には従業員間の不公
平感の解消とともに経費削減の必要性があり，本件支

給基準を設定すべき必要性があったこと，本件支給基
準の内容には一応の合理性が認められることのほか，
Ｘの被る不利益の程度および労働組合への説明態様か
らすれば，本件支給基準は有効であり，これに従った
通勤手当支給も有効であるとされた例（古河運輸事
件・大阪地裁平22.3.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-79(ダ)
効力：不利益変更（旧定年後再雇用制度の廃止) 従来
の定年後再雇用制度（キャリアスタッフ制度）の廃止
につき，社員の労働条件に直接影響を及ぼすものでは
なく，Ｙ社にＸらを再雇用すべき義務が生じていたと
も認められない等とされ，また，同制度廃止は，グルー
プ会社での継続雇用を保障する本件制度の導入と同時
に実施されたものであって，本件制度には導入の必要
性があり，多数組合との間で合意が成立しており，ま
た，不利益の程度も著しいものとはいえないことを考
慮すると，キャリアスタッフ制度の廃止は合理性を有
するとして，Ｘらの二審における追加主張（就業規則
の不利益変更）が退けられた例（ＮＴＴ西日本〔継続
雇用制度・徳島〕事件・高松高裁平22.3.12判決)

……1007-39
解釈：別居手当等の支給打切り Ｙ社の就業規則には，
Ｘのような実務職群に属する社員に転勤を命じた場合
に，本件手当の支給対象から外す旨の明文の規定は存
在せず，本件支給打切りの根拠となるべき就業規則変
更の事実も認められないとされた例（アルプス電気事
件・仙台高裁平21.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-70
適用：調整手当の支給停止要件 能力型の新賃金体系
を規定した就業規則，賃金規程等の導入に際し，賃金
減額の場合の是正措置として規定された新調整手当
が，一定期間経過後，原告Ａら5名に支給されなくなっ
た件につき，被告Ｙ社の現行賃金規程では，新調整手
当の不支給に関し，「昇格・降格が行われた場合はその
時点で適用しない」とする以外に定めがなく，協約締
結および就業規則変更等も認められず，Ｙ社は，昇格・
降格がされた場合のほかは新調整手当を支給停止とす
ることはできないとされた例（東京都観光汽船事件・
東京地裁平21.7.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-89(ダ)
適用：特別弔慰金支払規定 Ｋの石綿曝露による中皮
腫発症・死亡につき，遺族のＸ1は就業規則に基づく
特別弔慰金の請求も行っているところ，Ｙ社の特別弔
慰金支払規定の改正経緯や現行規定の文言等から同請
求が棄却された例（三井倉庫〔石綿曝露〕事件・神戸
地裁平21.11.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-27
適用：既受給者への年金廃止規定適用 一審被告Ｙ1
社（バイエル社）を定年退職し，同社年金規約により
税制適格年金制度に基づく終身の退職年金を受給して
いた一審原告Ｘに対し，新設分割により設立された一
審被告Ｙ2社（ランクセス社）が当該年金制度を廃止

労働判例2010. 12. 15（No.1012）付録 43



し，一定基準により終身年金を一時金で支払うとした
件につき，本件年金規約は，本件改廃条項部分を含め
てＸとＹ1社の雇用契約の内容になっていたものであ
り，Ｘの退職後も，本件年金規約部分はＸとＹ1社の
合意としての効力を失わないものといえ，Ｙ2社は当
該合意の当事者としての地位を承継したと解されるか
ら，本件改廃条項に基づき，本件年金規約に基づく合
意内容を変更できるとされた例（バイエル薬品・ラン
クセス〔退職年金〕事件・東京高裁平21.10.28判決)

……999-43
適用：昇給停止規定 事業の情勢によっては昇給停止
とする旨の規定適用を，Ｙ社の裁量によるものとする
ことは相当でなく，①昇給停止の必要性，②昇給停止
の内容と従業員が被る不利益の程度，③労働組合との
交渉経過等を考慮して決めるのが相当であるとされ，
Ｙ社には上記必要性が認められるものの，Ｙ社らの資
産内容，定昇実施による支出額，Ｘ組合らへの説明の
態様からすると，本件昇給停止は相当ではなく，Ａら
は昇給した賃金を受ける地位にあるとされた例（三和
機材事件・千葉地裁平22.3.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1008-50

労働安全・災害補償

労災法上の労働者性：同居の親族 同居の親族のみを
使用する事業については労基法を適用しないとする同
法116条2項につき，被告は「他人を使用している事業
において使用されている同居の親族は，原則として労
働者性を否定すべき」と主張するところ，同項は「同
居の親族のみを使用する事業」を労基法上の事業から
除外する規定であって，「同居の親族」を除外する規定
でないことはいうまでもなく，さらに，同居の親族の
労務の提供実態はさまざまであるから，実質的に使用
従属性等の有無を判断するのが相当であるとして同主
張が否定され，同居する父親の営む左官業において，
父や兄の指示を受け，他のアルバイト従業員らととも
に左官工として労務提供していた原告二郎の本件転落
事故による負傷につき，二郎は労基法および労災保険
法上の労働者に当たるとされた例（国・甲府労基署長
〔甲野左官工業〕事件・甲府地裁平22.1.12判決)

……1001-19
業務上外：石綿曝露労働者の原発性肺がん罹患 肺が
ん（本件疾病）は石綿以外にも発症原因が多く存在す
る疾患であるところ，石綿曝露と肺がん発症との間に
直線的な量－反応関係があり，かつ石綿曝露作業に概
ね10年以上従事した場合には，肺がんが石綿に起因す
ると判断されることが相当であるとされ，Ｘは昭和30
年4月から昭和62年2月までの本件労働者期間中の石
綿曝露により本件疾病を発症したもので，労働者期間

中の石綿曝露と本件疾病との間には因果関係が認めら
れるとされた例（国・相模原労基署長〔電気工・石綿
曝露〕事件・横浜地裁平21.7.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-11
業務上外：石綿曝露の転々労働者に対する労災補償
石綿による疾病に対する労災補償については最終曝

露事業場にかかる労災保険関係により行うこととする
行政実務上の基準は，石綿曝露歴の事実認定が困難な
場合における特例的な事実認定方法を示したものであ
り，これを，Ｘに対する石綿曝露状況およびそれに基づ
く労災保険の適用の有無等を判断し得る本件に適用す
るのは相当でないとされた例(国・相模原労基署長[電
気工・石綿曝露〕事件・横浜地裁平21.7.30判決)

……992-11
業務上外：石綿曝露労働者の特別加入期間にかかる労
災保険関係に基づく支給決定処分取消請求 Ｘの請
求が認容され，特別加入期間にかかる労災保険関係に
基づき行われた休業補償給付の支給決定処分が判断を
誤ったものであるとして取り消された例（国・相模原
労基署長〔電気工・石綿曝露〕事件・横浜地裁平21.7.
30判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-11
業務上外：業務起因性の判断要素 業務と精神障害と
の間に相当因果関係が認められるためには，当該精神
障害が業務に内在する危険が現実化したものであると
評価し得ることが必要であり，その評価は，平均的な
労働者の受け止め方を基準として，①業務による心理
的負荷，②業務以外の要因による心理的負荷，③個体
側の反応性，脆弱性を総合考慮して行うのが相当であ
るところ，業務起因性判断に当たっては，上記の3要
素がどのように絡み合うかによって幾つかの場合分け
が可能であり，①による心理的負荷が，社会通念上，
客観的に見て，それのみで精神障害を発症させる程度
に過重であるといえる場合には，業務に内在ないし随
伴する危険が現実化したものとして，当該精神障害の
業務起因性を肯定できるが，①による心理的負荷のみ
では精神障害を発症させるまでに過重であるとは認め
られない場合においても，②による心理的負荷，また
は③の個体側要因のいずれかと相俟って，または，そ
の両者と合わさることにより，いわば複合的な要因が
絡み合って精神障害が発症したという場合の業務起因
性の有無はより慎重な検討が求められることになり，
他方，①および②による心理的負荷が，単独では，い
ずれも一般的には精神的な変調を来すことなく適応で
きる程度のものであるのみならず，両者が合わさって
も同様のことがいえるにもかかわらず，精神障害が発
症したという場合には，その要因は③によるものとみ
るほかはなく，業務起因性は否定されるとされた例
（国・福岡東労基署長〔粕屋農協〕事件・福岡高裁平
21.5.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-76
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業務上外：農協職員の配転後の精神障害発症・自殺
未経験の金融業務部門配転後にうつ病エピソードを発
症し，自殺した農協職員Ｋにつき，Ｋの精神障害発症
は，上記①の要因と③の要因とが相俟って発症したも
のと解せられ，ⅰ本件配置転換による心理的負荷，ⅱ
配転後の業務内容および目標額の設定等による心理的
負荷，ⅲＫに対する援助体制の不十分さなどからすれ
ば，業務起因性が肯定できるとして，結論において同
旨の一審判断（福岡地判平20.3.26労判964号35頁）が
正当とされた例（国・福岡東労基署長〔粕屋農協〕事
件・福岡高裁平21.5.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-76
業務上外：心疾患既往労働者の急性心筋梗塞死 既往
症のある被災者Ｋが処遇選択に伴う職種転換研修期間
中の休日に急性心筋虚血により死亡した件につき，本
件研修参加や雇用形態選択時から続いていた異動可能
性への不安が，Ｋにとって大きな肉体的・精神的スト
レスとなり，Ｋの陳旧性心筋梗塞をその自然的経過を
超えて増悪させ，急性の虚血性心臓疾患を発症させた
として相当因果関係を肯定し，本件不支給処分が取り
消された例（国・旭川労基署長〔ＮＴＴ東日本北海道
支店〕事件・札幌地裁平21.11.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-5
業務上外：単身赴任・出向後のうつ病発症と自宅療養・
復職後の自殺 徳島県所在の機械製造会社（親会社）
に勤務していた設計技師Ｋが，東京都所在の子会社へ
の出向・赴任直後にうつ状態と診断されて約3か月間
自宅療養し，その後，出向解除により親会社に職場復
帰したが，うつ病症状の再発により再び自宅療養とな
り，その自宅療養中に自殺した件につき，Ｋのうつ病
発症・増悪および自殺に業務起因性を認め，遺族補償
給付等の不支給処分を取り消した一審判断（高松地判
平21.2.9労判990号174頁）が相当とされた例（国・江
戸川労基署長〔四国化工機工業〕事件・高松高裁平21.
12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-93(ダ全)
業務上外：左官工の転落事故による負傷 同居する父
親の営む左官業において，父らの指示を受け労務提供
していた二郎が，本件転落事故により傷害を負った件
につき，二郎は労働者に当たらないとしてなされた本
件不支給処分が取り消された例（国・甲府労基署長〔甲
野左官工業〕事件・甲府地裁平22.1.12判決)

……1001-19
業務上外：国際輸送関連業務従事者の精神障害発症・自
殺 海外への貨物輸送手配等の業務にほぼ1人で従
事し，高い評価を得ていた被災者Ｋの自殺（死亡当時
30歳）につき，Ｋは継続して過重な業務に従事する中
で本件発症をし自殺したところ，発症の時期は断定で
きないものの，発症までの間に過重な業務によってそ
の原因となりうる程度の精神的負荷を受けた可能性が
十分にあるうえ，その後もこれが重症化するまでの間，

客観的に過重な業務に従事したと認められるから，Ｋ
が従事した業務は平均的な労働者にとって量的および
質的にも過重なものであった等として本件災害の業務
起因性を肯定し，本件不支給処分が取り消された例
（国・中央労基署長〔日本トランスシティ〕事件・名
古屋地裁平21.5.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-74
業務上外：銀行支店長代理の降格後の脳出血発症 本
件銀行のＧ支店からＨ支店に転勤し，支店長代理に就
任した被災者Ｋ（本件発症当時36歳）が，Ｇ支店時代
の不祥事が発覚したことにより係長に降格となり，そ
の翌月に脳出血（右被殻出血）を発症して，左上下肢
不全麻痺の後遺障害を残した件につき，本件発症前2
～6か月間に1か月当たり概ね80時間を超える時間外
労働があったことや，降格処分によるＫへの精神的負
担は相当大きかったことなどから，Ｋの業務と本件疾
病との間の相当因果関係を認め，本件不支給処分が取
り消された例（国・橋本労基署長〔和歌山銀行〕事件・
和歌山地裁平22.1.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-166(ダ)
業務上外：身障者枠採用者にかかる業務起因性の判断
基準 慢性心不全（身体障害者等級3級）の基礎疾患
を有していた被災者Ｋが，大手家電量販店に身体障害
者枠で採用され，販売員として勤務を開始した1か月
半後に致死性不整脈・心停止の発症によって死亡した
件につき，労基法および労災保険法の趣旨からすると，
平均的な労働者を業務起因性の判断基準とするのが自
然であるが，憲法27条1項や障害者雇用促進法などの
趣旨からも明らかなとおり，常に平均的労働者が基準
となるわけではなく，少なくとも，身体障害者である
ことを前提として業務に従事させた場合に，その障害
とされている基礎疾患が悪化して災害が発生した場合
には，その業務起因性の判断基準は当該労働者が基準
となるとされた例（国・豊橋労基署長〔マツヤデンキ〕
事件・名古屋高裁平22.4.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-5
業務上外:有基礎疾患労働者の致死性不整脈発症･死亡
立位による販売業務という労働強度はＫの心不全の

重症度（ＮＹＨＡⅡ）からみて運動耐容能の基準を超
えており，また，死亡前11日間（うち2日は休日）の
時間外労働がそれ以前より増え，慢性心不全患者のＫ
にとってはかなりの過重労働であったと推認できるこ
となどからＫの業務の過重性を認めたうえで，時間外
労働が増えるまでは特に慢性心不全の悪化はみられな
かったことから，Ｋの致死性不整脈による死亡は，上
記過重業務による疲労ないしストレスの蓄積からその
自然的悪化を超えて発生したものであるとして，業務
起因性を認め，これを否定した一審判断（名古屋地判
平20.3.26労判未掲載，労経速2074号11頁）を取り消し，
Ｙ労基署長による本件不支給処分が取り消された例
（国・豊橋労基署長〔マツヤデンキ〕事件・名古屋高
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裁平22.4.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-5
業務上外：ソフトウエア開発業務責任者のうつ病自殺
本件会社においてミドルウェア事業部第2技術部の
部長等の地位にあったＫ（死亡当時52歳）が，経営危
機により事業の収益性が厳しく追求されるようになる
中で，うつ病を発症し自殺した件につき，責任者とし
ての事業遂行上の心理的負荷の強さと，極度の長時間
労働から業務過重性が認められるとして，本件自殺の
業務起因性が肯定され，Ｙ労基署長による遺族補償給
付不支給処分が取り消された例（国・三田労基署長〔日
本電気〕事件・東京地裁平22.3.11判決)

……1007-83(ダ)
業務上外：製薬会社の営業担当者の脳内出血発症・死
亡 製薬会社の営業担当者として，九州各県（鹿児島
県を除く）所在の大手スーパー等の店舗を訪問する業
務に従事していたＫ（死亡当時42歳）が，出張中の宿
泊先であるホテルにおいて脳内出血により死亡した件
につき，Ｋは，平日の業務以外にも自宅や宿泊先のホ
テルで業務を行ったり，休日にも出勤するなどして，
相当の時間外労働を長期間にわたって恒常的に行って
おり，また，長距離・長時間かつ多数回の宿泊を伴う
出張があり，これらを総合すると，全体として業務に
よるＫの精神的・身体的負荷は相当程度重かった等と
して，Ｋの業務と本件疾病との間に相当因果関係を認
めて，Ｙ労基署長による遺族補償給付等不支給処分が
取り消された例（国・福岡中央労基署長〔大正製薬〕
事件・福岡地裁平22.2.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-82(ダ)
業務上外：物流係係長の喘息死 大手食品メーカーＺ
社に物流係係長として勤務していたＫ（死亡当時41歳）
が，単身赴任先のマンション前で喘息発作により心臓
停止に至り，死亡した件につき，Ｋの業務は精神的・
肉体的負担が大きいものであり，長時間労働が継続し，
かつ夜勤交代制勤務であったことから，Ｋの業務は相
当程度に過重なものであったとされ，Ｋの本件喘息死
は，Ｋの基礎疾患としての喘息が過重な業務負荷によ
り，その自然の経過を超えて増悪して死に至ったもの
と評価できるとして相当因果関係を認め，本件不支給
処分が取り消された例（国・川口労基署長〔神戸屋〕
事件・東京地裁平22.3.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-84(ダ)
業務上外：陳旧性心筋梗塞既往労働者の急性心筋虚血
死 陳旧性心筋梗塞の既往症のある被災者Ｋが処遇
選択に伴う職種転換研修期間中の休日に急性心筋虚血
により死亡した件につき，厚生労働省の専門検討会報
告書には，心筋虚血のリスクファクター（危険因子）
の1つとして精神的ストレスをあげていることを証拠
として採用したうえ，仕事のストレスの原因となる可
能性のある主な要因として『過重労働による健康障害
防止のための産業医研修テキスト』（厚生労働省編集）

が例示している状況と，発症当時Ｋが置かれていた状
況等との間に共通ないし類似した点がみられることを
併せ考えると，「雇用形態選択に端を発し本件研修中
にも増大したＫの精神的ストレスは，その心臓疾患を
自然的経過を超えて増悪させたことに相当程度悪影響
を及ぼしたものというべきである」とされ，Ｋの死亡
と業務の間の相当因果関係を認め，Ｙ労基署長による
本件不支給処分を取り消した一審の判断が維持された
例（国・旭川労基署長〔NTT東日本北海道支店〕事件・
札幌高裁平22.8.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-5
公務上外：公立小学校教員のうつ病自殺 公立小学校
の教員として20年以上勤務し，本件当時，養護学級担
任として勤務していた被災者Ｋが，本件体験入学終了
後にうつ状態と診断されて休職し，自殺した件につき，
Ｋは，本件体験入学実施期間中にこれによる精神的重
圧によりうつ病に罹患し，復職間近になって重症化し，
うつ病に基づく自殺企図の発作によって自殺したもの
と認められるのであり，Ｋの自殺と公務の間には相当
因果関係があるといえるとして，これを否定した一審
判決（静岡地判平19.3.22労判未掲載）が取り消され，
本件公務外認定処分が取り消された例（地公災基金静
岡県支部長〔小学校教員・自殺〕事件・東京高裁平20.
4.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-57
損害賠償：「深夜勤」勤務の連続指定とうつ病等罹患
郵便局に勤務する原告2名が，本件各協約および就

業規則変更により実施されることとなった「深夜勤（ふ
かやきん）」の連続指定・勤務によりうつ病ないしうつ
状態に罹患したとする件につき，原告らのうつ病ない
しうつ状態罹患と連続「深夜勤」勤務との間には因果
関係があると認められ，被告が連続「深夜勤」の不規
則な指定をしていること等からすると，被告には原告
らに対する安全配慮義務違反（過失）があるとして，
原告らにそれぞれ80万円，50万円の損害額（慰謝料額）
が認められた例（郵便事業〔連続「深夜勤」勤務〕事
件・東京地裁平21.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-120
損害賠償：重層的雇用関係の下での転落事故 建設工
事における転落事故により障害を負った原告労働者Ｘ
（事故当時17歳）が，元請の被告Ｍ社，下請の同Ｈ工
業，孫請・派遣先の同Ｋ社，派遣元の同Ｔ（建設）お
よびＸを雇用していた同Ｉ（工業所）に対し，安全配
慮義務違反に基づく損害賠償を求めた件につき，Ｈ工
業を除く被告ら4者の安全配慮義務違反（不法行為）
を認め，過失相殺・損益相殺のうえ，Ｘに対し586万余
円を支払うよう命じた一審判断（高松地判平20.9.22
労判993号41頁）が相当とされた例（エム・テックほか
事件・高松高裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-36
損害賠償：過失相殺 Ｘは安全帯の使用が可能な状態
にあったにもかかわらずこれをせず，また，自己の年

46 2010年(平成22年)労働判例･命令総索引 (No.991～1012)



齢について虚偽の申告を行っていたもので，Ｘ自身に
も一定の過失があるとして1割の過失相殺を相当とし
た一審判断が維持された例（エム・テックほか事件・
高松高裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-36
損害賠償：勤務管理義務違反 公立学校設置者には教
育職員に対する安全配慮義務があるところ，教育職員
の健康の保持，確保の観点から労働時間を管理し，そ
の勤務内容，態様が生命や健康を害するような状態で
あることを認識，予見した場合，または予見し得た場
合には，その事務の分配等を適正にする等して当該教
育職員が勤務により健康を害しないよう配慮すべき勤
務管理義務を負うと解するのが相当であり，週休日の
振替等の配慮がなされず，時間外勤務が常態化してい
たとみられる場合は，当該義務をつくしていないもの
として，国家賠償法上の責任が生じる余地があるとし，
教員Ａら9名中，1名について健康管理義務違反を認
めた一審判断を維持しつつ，さらに2名について，同
義務違反があったと認め，計3名につき，それぞれ慰
謝料50万円等が認められた例（京都市〔教員・勤務管
理義務違反〕事件・大阪高裁平21.10.1判決)㌀㌀㌀993-25
損害賠償：石綿運搬業務等従事者の中皮腫発症・死亡
石綿が輸入されていた当時に被告Ｙ社に勤務し，ト

ラクターによる港湾での運搬業務等に従事していた労
働者Ｋの中皮腫発症・死亡につき，Ｋは，少なくとも
昭和40～51年までの間は数か月に1回程度は石綿を運
搬する機会があったもので，Ｋの本件曝露機会が石綿
による疾病に関する平成15年認定基準（平15.9.19基
発0919001）があげる石綿曝露作業に該当すること，本
件業務以外に有力な曝露機会がないことなどからする
と，上記期間の本件業務とＫの死亡との間には相当因
果関係があるとされ，Ｙ社には，当該期間について，
安全配慮義務の前提としての予見可能性があり，また，
昭和40年以降，労働者が石綿の粉じんをできるだけ吸
入しないようにするための措置をとるべき義務を負っ
ていたというべきところ，そのような措置をとってい
なかったＹ社には安全配慮義務違反があったといわざ
るを得ず，さらにＹ社には不法行為上の注意義務違反
も認められるとして，遺族の原告Ｘ1およびＸ2の損害
につき各1683万余円が認容された例（三井倉庫〔石綿
曝露〕事件・神戸地裁平21.11.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-27
損害賠償：損益相殺 Ｘ1が石綿健康被害救済法に基
づき取得した特別遺族年金にかかる損益相殺の可否に
つき，労災保険法上の遺族補償給付と同一の補償目的
を有する特別遺族年金は，逸失利益などの消極損害と
同性質の損害をてん補するものとして，その間に「同
一の事由」（同法65条参照）を肯定し，給付に伴う消極
損害については損益相殺を認めるのが相当であるが，
本件においてＸ1は，Ｋの消極損害をＫの損害賠償金

として請求していないから，特別遺族年金の損益相殺
はできないとされた例（三井倉庫〔石綿曝露〕事件・
神戸地裁平21.11.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-27
損害賠償：医大院生の過労による交通事故死 医師免
許取得後に被告Ｙ大学の大学院生となり，他の病院で
の勤務開始までの間，Ｙ大学附属病院（鳥大病院）に
おいて無報酬で診療行為等に従事していた被災者Ｋ
が，徹夜の緊急手術参加後に交通事故死した件につき，
ＫはＹと在学関係にあり，かつ現実に鳥大病院におい
て診療行為等に従事していたもので，ＫとＹとの間に
安全配慮義務発生の基礎となる法律関係および特別の
社会的接触の関係があったことは明らかであるから，
当事者間に争いがあるＫの診療行為等の法的性質（勤
務該当性）を論じる必要はないとされ，Ｋの業務は量
的に過重であり，また業務内容も一般の社会人が従事
する業務に比して責任と緊張の強いものであったとこ
ろ，Ｋは，本件事故の直前には過労状態で，本件事故
の原因はそのことによる居眠り運転にあったとされ，
ＹにはＫにそのような態様で業務に従事させたことに
つき安全配慮義務違反があり，これと本件事故との間
の因果関係も認められるとして，Ｋの損害として逸失
利益1億0263万円等を認めたが，他方，医師であるＫ
は，一般人よりも正確に自己の心身の状態を把握し得
た等として6割の過失相殺が相当とされた例（鳥取大
学附属病院事件・鳥取地裁平21.10.16判決)㌀㌀㌀㌀997-79
損害賠償：安全配慮義務履行補助者の注意義務 安全
配慮義務の発生が肯定される場合でも，その履行補助
者に当然に同様の不法行為法上の注意義務が発生する
ものではなく，Ｋを指導する立場にあった医局長Ａに
注意義務違反（過失）は認められないとして，Ｙの不
法行為責任が否定された例（鳥取大学附属病院事件・
鳥取地裁平21.10.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-79
損害賠償：知的障害児施設管理者の安全配慮義務，保護
者への報告義務 自閉症，てんかん等の障害を有し，
被告社会福祉法人Ｙ1が設置運営する知的障害児施設
の寮に入所していた亡Ｋが，他の入所者から5回にわ
たり暴行等（本件各行為）を受けていたことにつき，
Ｙ1に安全配慮義務違反があったとされたが，知的障
害者施設の設置者が，同施設において発生するトラブ
ルのすべてについて，当事者の保護者への報告義務を
負っているものということはできず，Ｙ1がＫの両親
である原告Ｘ1およびＸ2に対し，本件各行為の詳細
を報告すべき義務を信義則上負っていたものと解する
ことはできないとされた例（社会福祉法人侑愛会事
件・青森地裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-22
損害賠償：自閉症児の死亡事故と逸失利益算定 Ｙ1
の職員であった被告Ｙ2がＫの入浴時の見守りを怠
り，他の職員に引継ぎをせずに退勤した後，Ｋが溺水
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により死亡したこと（本件死亡事故）につき，Ｙ2は不
法行為に基づき，Ｙ1は使用者責任に基づき損害賠償
義務を負うとされ，本件死亡事故にかかるＫの逸失利
益につき，Ｋには一定程度の就労可能性はあったが，
同人の基礎収入として賃金センサスの全労働者平均賃
金を採用することはできず，県の最低賃金額を基礎収
入とすべきであるとし，また生活費控除につき7割を
相当として，Ｋの就労可能期間（18～67歳）における
逸失利益が603万余円とされた例（社会福祉法人侑愛
会事件・青森地裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-22
損害賠償：慰謝料 本件各行為に関するＫの慰謝料に
つき合計14万円が相当とされ，また本件死亡事故につ
き上記逸失利益に加え，Ｋの死亡慰謝料1800万円，
Ｘ1ら固有の慰謝料各200万円，弁護士費用各140万円
等が認められた例（社会福祉法人侑愛会事件・青森地
裁平21.12.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-22
損害賠償：現場監督業務従事者のうつ病自殺 被告Ｙ
社に勤務し空調衛生施設工事等の現場監督業務に従事
していた被災者Ｋ（死亡当時30歳）の平成16年9月6
日の自殺につき，Ｋは，午後5時以降の施工図の作成・
修正作業など，平成16年7月までの1年間に月100時
間超の過重な時間外労働に従事したことによって著し
い肉体的・心理的負荷を受け，疲労を蓄積させた結果，
本件精神障害を発症し自殺に及んだというべきであっ
て，Ｋが従事した業務と本件自殺との間に相当因果関
係があるとされ，Ｙ社は労働時間について自己申告制
を採っていたものであるから，厚生労働省が策定した
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関する基準」（平13.4.6）に照らし，長時間労働が
続いていたＫに対し，適正な自己申告について十分に
説明するとともに，必要に応じて労働時間の実態調査
を実施するなどし，Ｋが過剰な時間外労働をすること
を余儀なくされ，その健康状態を悪化することがない
ように注意すべき義務があったというべきところ，こ
れを怠り，Ｋの長時間労働の状況を何ら是正しないで
放置していたＹ社には不法行為を構成する注意義務違
反があったといえ，また本件結果の予見可能性もあっ
たとして，Ｋの損害につき，逸失利益4451万余円，慰
謝料2400万円等が認められ，加えてＫの妻であるＸ1
がＹ社の業務上災害補償規程に基づきなした弔慰金
3000万円の請求も認められ，Ｙ社に対し，合計9905万
余円の支払いが命じられた例（九電工事件・福岡地裁
平21.12.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-14
損害賠償：過失相殺 Ｋのうつ病自殺につき，同人の
妻である原告Ｘ1らは，Ｋに病院を受診させるなどの
対応をとっていなかったが，うつ病の発症や治療の要
否の判断は容易ではなく，ＫやＸ1がうつ病に関する
十分な知識を有していたとも認められず，むしろＫの

就労状況からすれば，使用者であるＹ社が当然に労働
時間の抑制その他適切な処置をとるべきであった等と
して，Ｙ社主張の過失相殺が否定された例（九電工事
件・福岡地裁平21.12.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-14
損害賠償：有資格介護ヘルパーの負傷と健康・安全教育
義務，過失相殺 介護ヘルパー2級の資格を取得し，
被告Ｙ社経営の有料老人ホームにおいて勤務を開始し
た原告Ｘが，本来2人以上の者によって対処しなけれ
ばならない状況において単独で入所者の介助をし，後
遺障害の残る傷害を負った件につき，Ｙ社には，Ｘに
対する「健康・安全教育義務」を怠った安全配慮義務
違反があるとして損害賠償請求が認められたが，Ｘに
も介護ヘルパー2級の資格にかかる業務の危険を回避
する義務があり，これを怠っていたことは軽視できな
いとして，過失割合を原告7割，被告3割とする過失
相殺が行われた例（川島コーポレーション事件・千葉
地裁木更津支部平21.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-35
損害賠償：若年飲食店店長の急性心筋梗塞発症・死亡と
安全配慮義務，過失相殺等 被告Ｙ社らの経営する
飲食店の店長Ｋが，急性心筋梗塞を発症し死亡（死亡
当時29歳）した件につき，Ｋの業務と本件発症・死亡
との間には相当因果関係があったとされ，Ｋの過重労
働について，Ｙ社らは自己申告による出勤表を提出さ
せるのみで，Ｋの労働時間を適正に管理する義務を
怠っていた等として，Ｙ社らの安全配慮義務違反を認
め，Ｋの損害につき2割の過失相殺および損益相殺を
認めたうえで，Ｙ社に対し，遺族である原告Ｘ1，Ｘ2
への各2745万余円の支払いが命じられた例（グルメ杵
屋事件・大阪地裁平21.12.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-16
損害賠償：飲食店支配人の心室細動発症・低酸素脳症罹
患 被告Ｙ社が経営する飲食店の支配人であった原
告Ｘ1が自宅で就寝中に心室細動を発症し低酸素脳症
による完全麻痺となったことにつき，Ｘ1は本件発症
直前には月100時間を優に超える時間外労働に従事し，
相当程度の疲労の蓄積があったと認められること，人
手不足とノルマ等の制約の中で，同人には精神的にも
過重な負荷がかかっていたと考えられること等からす
れば，Ｘ1の業務と本件発症との間には相当因果関係
が認められるとされ，Ｙ社は，Ｘ1の過酷な労働環境
に対して見て見ぬふりをし，これを漫然と放置したと
いえるのであって，Ｙ社に安全配慮義務違反があった
ことは明らかである等と認められた例（康正産業事
件・鹿児島地裁平22.2.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-77
損害賠償：過失相殺 Ｘ1の損害につき，Ｘ1の過重労
働については，Ｙ社に多分の非難可能性があるが，そ
の点を斟酌してもなお，疲労が蓄積しているにもかか
わらず睡眠時間を削って深夜にドライブや食事をする
のは，健康維持の観点から労働者に合理的に期待され
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る生活態度を逸脱しているというほかない等として，
本件につき2割の過失相殺を相当とし，また，労災保
険給付を損益相殺をするなどしたうえで，Ｘ1への損
害賠償額が1億8000万余円とされた例（康正産業事
件・鹿児島地裁平22.2.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-77
損害賠償：教員のうつ病発症 被告Ｙ学校法人が経営
する中高一貫の学校において教員をしていた原告Ｘの
うつ病発症につき，ストレス脆弱性の程度をＸを基準
に判断するとしても業務起因性を認めることは相当で
ないとされ，さらに，Ｘのうつ病の悪化および休職に
ついても，Ｙの一連の行為にかかる安全配慮義務違反
または不法行為の成立が否定された例（Ｊ学園〔うつ
病・解雇〕事件・東京地裁平22.3.24判決)㌀㌀㌀㌀1008-35
損害賠償：元炭鉱労働者の石炭じん肺罹患と国の責任
被告国はじん肺に罹患した原告の元炭鉱労働者らに

対し，国家賠償法1条1項に基づき，原告らに生じた
損害を賠償する責任を負うが，国の責任は，使用者の
安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任の存在を前提
とする二次的，補充的責任であると解せられ，国が負
うべき損害賠償義務の具体的範囲は，本件被災労働者
らの損害の3分の1を限度とするのが相当とされ，ま
た，原告らが，本件提訴時から3年遡った時点より以
前に，国に対して損害賠償請求が可能であることを現
実に認識した場合には消滅時効が完成していたことに
なるところ，原告らについては消滅時効は完成してい
ないとして，国に対し，原告らのじん肺管理区分等に
応じた損害額の3分の1の額と弁護士費用の支払いが
命じられた例（国〔じん肺・北海道〕事件・札幌地裁
平22.3.26判決）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-49
損害賠償：新卒社員の急性心不全死 飲食店の調理業
務に従事していた新卒社員Ｋが，入社約4か月後に急
性左心機能不全により死亡した件につき，長時間（約
88～141時間）の時間外労働等から，被告Ｙ1社の安全
配慮義務違反等と本件死亡との間の相当因果関係が肯
認され，Ｙ1社の給与体系では，基本給ともいうべき
最低支給額中に80時間の時間外労働が前提として組み
込まれており，また，三六協定においては1か月100時
間・回数6回を限度とする時間外労働を許容する定め
がなされ，1か月300時間を超える異常ともいえる長
時間労働が常態化されていたのであり，にもかかわら
ず何ら対策を取っていなかったＹ1社には，健康配慮
義務を怠った不法行為上の責任があるとされた例（大
庄ほか事件・京都地裁平22.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-35
損害賠償：新卒社員の急性心不全死と取締役らの責任
Ｋの急性心不全死につき，代表取締役である被告

Ｙ2ほか4名の被告取締役らは，労働時間が過重にな
らないよう適切な体制をとらなかっただけでなく，一
見して不合理な体制をとっていたのであり，そのよう

な体制に基づいて労働者が就労していることを十分に
認識し得たのであるから，Ｙ2らには悪意または重大
な過失による任務懈怠があったとして，会社法429条
1項に基づく責任が認められた例（大庄ほか事件・京
都地裁平22.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-35
損害賠償：派遣労働者に対する下請・元請会社の責任
派遣労働者Ｋが死亡した事故につき，現場責任者で

ある業務請負会社Ｙ2社の社員Ｙ1の過失が認められ，
民法709条に基づく損害賠償責任があり，その使用者
である被告Ｙ2社も民法715条の使用者責任に基づく
損害賠償責任を免れないとされ，また，Ｙ1は，雇用契
約のうえではＹ2社の従業員であったが，被告Ｙ3社の
請負の適正化に伴って通常必要とされる約1年間の実
習を受けることなく組長になり，事故当時，Ｙ3社の
従業員Ｂの指導を受けていたこと等の事実を総合すれ
ば，Ｙ3社とＹ1との間には，実質的な指揮監督関係が
存在していたと認めるに十分であるから，Ｙ3社は，
Ｙ1の実質的な使用者として，民法715条に基づく損害
賠償責任があるとされた例（TOTO事件・大津地裁平
22.6.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-25
過失相殺 Ｙ3社らの過失相殺の主張については，Ｋ
の行った方法がＹ3社ら主張の方法と比較して特段危
険性が高いとまではいえないし，本件マニュアルに反
する方法がとられていたことを容認，放置してきたＹ3
社らとの関係では，過失相殺をするのは相当でなく，
組長およびオペレーター経験者のみが本件方法により
復旧を行っていたとは認められないから，Ｙ3社らの
指摘は前提を欠くとされた例（TOTO事件・大津地裁
平22.6.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-25
その他：障害等級表上の性別による差別的取扱いと憲
法14条1項 業務上の災害により全身に火傷を負っ
た原告男性が，その労災認定において，Ｙ労基署長が
障害等級につき性別により差を設けることは憲法違反
であるとして，本件支給決定処分の取消しを求めた件
につき，本件で憲法判断の対象となるのは，「ほとんど
顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感を抱かせる程度
に達しない外ぼうの醜状障害」についての差別的取扱
いであるとしたうえで検討がなされ，結局，本件差別
的取扱いの程度は，策定理由との関連で著しく不合理
なものといわざるを得ず，障害等級表の本件差別的取
扱いを定める部分は，合理的理由なく性別による差別
的取扱いをするものとして憲法14条1項に違反すると
判断できるから，本件処分は原則として違法であると
された例（国・園部労基署長〔障害等級男女差〕事件・
京都地裁平22.5.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-11
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争訟・その他

行訴：労働基準監督官の是正勧告に対する取消請求
原告Ｘ社が，雇用する労働者Ｂの労働条件通知書の
勤務時間の記載について，管轄する労基署のＡ労働基
準監督官から是正勧告を受けたことに対し，これを「処
分」であるとして取消しを求めた件につき，本件是正
勧告の処分性が否定され，その取消しを求める訴えが
却下された例（国・亀戸労基署監督官〔エコシステム〕
事件・東京地裁平21.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-94(ダ)
行訴：再雇用制度等不合格の行政処分性 卒業式の国
歌斉唱時に職務命令に違反して起立せず，戒告処分を
受けた一審原告高校教員Ｘが定年退職後になした本件
再雇用職員および再任用職員の採用選考申請に対し，
一審被告Ｙ（都教委）が不合格とした件につき，本件
不合格に行政処分性を認めることはできないとして，
Ｘの不合格処分取消しまたは無効確認の請求，ならび
に採用義務づけの訴えを不適法却下とした一審判断が
維持された例（東京都・都教委〔教員・再雇用制度等〕
事件・東京高裁平21.10.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-60
行訴：同一災害にかかる2つの公務災害認定請求と不
支給処分取消請求 公務災害認定の請求において，
被災者の父親による請求に対し公務外認定がなされ
（「第一次処分」。審査請求棄却・再審査請求せず），そ
の後，母親が同一の請求を行い公務外認定を受けたた
めに（「本件処分」。審査請求棄却・再審査請求後3か
月経過），本件処分の取消しを求める訴えを提起した
件につき，地公災法は遺族補償年金を受ける権利を有
する者が2人以上あるときは，該当者に個別に同権利
を付与し，各人が個別に補償の請求をできることとし
ている等として，本件訴えを適法とした一審判断が維
持された例（地公災基金静岡県支部長〔小学校教員・
自殺〕事件・東京高裁平20.4.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-57
行訴：消滅時効 本件各手当の請求権は地方公共団体
に対する公法上の債権であるところ，地方公務員法58
条は労働基準法115条の適用を排除していないから，
2年の消滅時効にかかるとした一審判断が維持された
例（稲沢市〔消防吏員・深夜勤務手当等〕事件・名古
屋高裁平21.11.11判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-48
行訴：消滅時効 一般職地方公務員Ｘの割増賃金請求
権が認められた件につき，地公法46条に基づく人事委
員会への措置要求において未払超過勤務手当の支払い
を求めたからといって，民法149条の裁判上の請求に
準じた時効中断効を付することはできないとして，当
該請求権の一部時効消滅を認めた一審判断が維持され
た例（東京都多摩教育事務所〔超過勤務手当〕事件・
東京高裁平22.7.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-14

行訴：消滅時効：民法724条前段の「加害者を知った時」
じん肺管理区分2,3と決定され，かつ合併症の認定

を受けた者，および同区分4と決定された者が，通産
大臣の規制権限の不行使を理由に，国に対して国家賠
償法1条1項に基づく損害賠償請求をする場合，なら
びに，じん肺によって死亡した者の相続人が同様の損
害賠償請求をする場合における，「加害者を知った時」
（民法724条前段）とは，当該労働者および当該相続人
が国に対して損害賠償請求が可能であることを現実に
認識した時を意味すると解するのが相当であるとさ
れ，本件原告らについては消滅時効は完成していない
とされた例（国〔じん肺・北海道〕事件・札幌地裁平
22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-49
外国国家に対する民事裁判権免除 外国国家の私法的
ないし業務管理的な行為については，わが国による民
事裁判権の行使がその主権的な権能を侵害するおそれ
があるなど特段の事情がないかぎり，わが国の民事裁
判権から免除されないと解するのが相当である（最二
小判平18.7.21参照）ところ，わが国に置かれた事務所
において米国ジョージア州（被上告人Ｙ）がなした本
件解雇は私法的ないし業務管理的な行為に当たるとさ
れ，解雇無効を理由に雇用契約上の地位確認および解
雇後の賃金支払いを求める本件請求は，国連裁判権免
除条約11条2⒟の「解雇」に当たり，この場合には，
雇用主である政府の長等が当該裁判手続が当該国の安
全保障上の利益を害し得ると認める場合にかぎり，裁
判権の免除が認められるとして，これを同条2⒞の「復
職」を主題とする訴訟に当たるものとしてＹの民事裁
判権免除を認め，現地職員Ｘの訴えを却下した二審判
決が，破棄・差戻しとされた例（米国ジョージア州〔解
雇〕事件・最高裁二小平21.10.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-5
会社による貸金請求 Ｙ社との間で労務供給契約を締
結し，パチンコ景品の交換業務に従事していたＸに対
する契約解除が有効とされた件につき，Ｘの本件借入
金返還債務の免除にかかる主張は採用できず，Ｙ社の
貸金請求には理由があるとして，Ｘに対し，借入金残
金40万円の支払いが命じられた例（アルフィー事件・
東京地裁平21.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-90(ダ)
懲戒解雇確定後の退職金請求 控訴人Ｘが懲戒解雇の
有効性の確定後にあらためて退職金請求訴訟を提起し
たことにつき，訴権の濫用に当たらないとした一審判
断が維持された例（モルガン・スタンレー証券〔追加
退職金〕事件・東京高裁平21.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-52
2社間の製品製造にかかる秘密保持義務違反と解約補
償金返還請求 被告Ｙ社と原告Ｘ社との間で締結さ
れた合成樹脂製畳表の製品供給契約（本件基本契約）
の解消に際して，Ｙ社の秘密保持義務およびＸ社によ
る解約補償金1800万円の支払い等が合意され（本件合
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意），これに基づきＸ社からＹ社に1800万円が支払わ
れたものの，Ｙ社がＸ社との協議を経ずに当該製品製
造にかかる特許を出願していたことから，Ｘ社が上記
解約補償金について不当利得返還請求をした件につ
き，少なくとも本件各技術の8点のうち6点はいずれ
もノウハウ（秘密性のある無形財）であったと認めら
れ，開発・製造に関与したＹ社およびＸ社に帰属する
と推定されるから，Ｙ社による本件特許出願は，本件
契約書所定の秘密保持義務に違反する行為であるとさ
れ，本件合意当時，Ｘ社はＹ社の上記契約書違反の具
体的事実を知らなかったもので，Ｘ社の本件合意の意
思表示は，動機において要素の錯誤があり無効である
として，Ｘ社の不当利得返還請求が全額認容された例
（積水成型工業〔乙山一郎商店〕事件・大阪地裁平21.
6.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-93(ダ)
外国人研修生協同受入事業者による未払派遣機関管理
費等請求 Ｘ協同組合がＹに代わって外国人研修生
Ａらに支払った未払研修費用およびＹがＸ協同組合に
支払うべき派遣機関管理費の支払いを求める請求が認
容された例（九州経済交流事業協同組合ほか事件・熊
本地裁平21.12.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-80(ダ)
二審における付加金の増額請求 Ｙらの二審における
付加金の増額請求につき，付加金請求権は通常の訴訟
物とは異なり，また，付加金の額は本体の未払金の額
に規定されることから（労基法114条本文），違反時か
ら2年以内に請求された付加金の額が仮に誤って少額
で，その後，その未払金額に合致した額に付加金請求
を増額したとしても，2年の除斥期間によりその増額
が制限されることはないとして，Ｙらの一審請求期間
分に対する付加金については増額請求が認められると
された例（三和サービス〔外国人研修生〕事件・名古
屋高裁平22.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-5
外国人研修・実習生に対する賃料相当損害金請求 外
国人研修生のＡらは，技能実習期間終了後も，原告社
員寮の一室である本件居室を不法に占有していたもの
である等として，原告会社による賃料相当損害金の請
求が認容された例（伊藤工業〔外国人研修生〕事件・
横浜地裁川崎支部平22.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-154(ダ)
建物明渡請求等 Ｙが社内法律業務を行うための執務
室としてのＢ社建物部分の使用は，昭和57年契約の存
続を前提とした使用貸借に基づくものと認められ，Ｙ
は，同契約の終了日限り，本件建物部分を返還する義
務を負うとして，Ｂ社の建物明渡請求および賃料等相
当の損害賠償請求が認められた例（Ｂ社〔法律専門職〕
事件・東京地裁平21.12.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-67
宗教上の教義・信仰内容と法律上の争訟 当事者間の
具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっ
ても，宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が

請求の当否を決する前提問題となっており，その効力
の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすととも
に，それが宗教上の教義，信仰の内容に深く関わって
いるため，同教義，信仰内容に立ち入ることなくして
その効力の有無を判断することができず，しかも，そ
の判断が訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものであ
る場合には，同訴訟は，その実質において法令の適用
による終局的解決に適しないものとして，裁判所法3
条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた
例（妙應寺事件・東京地裁平22.3.29判決)㌀㌀㌀㌀1008-22
会社分割による労働契約承継無効の訴えと5条協議
法が，5条協議として，会社分割に伴う労働契約の承
継に関し，労働者との協議を分割会社に求めているの
は，分割会社が個々の労働者の労働契約の承継につい
て決定するに先立ち，承継される営業に従事する労働
者の希望等をも踏まえつつ分割会社に承継の判断をさ
せることによって，労働者の保護を図ろうとする趣旨
と解され，承継法3条所定の場合，労働者はその労働
契約の承継にかかる分割会社の決定に対して異議申出
ができない立場にあるが，上記5条協議の趣旨からす
ると，承継法3条は適正な5条協議による労働者の保
護を当然の前提としているものと解されるから，特定
の労働者との関係において5条協議が全く行われな
かった場合や，5条協議が行われた場合であっても，
分割会社からの説明や協議の内容が著しく不十分で，
法が5条協議を求めた趣旨に反することが明らかな場
合には，分割会社に5条協議の違反があったと評価し
てよく，当該労働者は承継法3条の定める労働契約承
継の効力を争うことができるとされた例（日本アイ・
ビー・エム〔会社分割〕事件・最高裁二小平22.7.12判
決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-5
会社分割による労働契約承継無効の訴えと7条措置
7条措置は，分割会社に対して努力義務を課したもの
と解され，これに違反したこと自体は労働契約承継の
効力を左右する事由にはならず，7条措置において十
分な情報提供等がされなかったがために5条協議がそ
の実質を欠くことになったといった特段の事情がある
場合に，5条協議義務違反の有無を判断する一事情と
して，7条措置のいかんが問題となるにとどまるとさ
れた例（日本アイ・ビー・エム〔会社分割〕事件・最
高裁二小平22.7.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1010-5
損害賠償：代表取締役らの不法行為責任 被告3社の
代表取締役である被告Ｙ4～Ｙ6につき，本件管理費徴
収および契約解除については独立に個人として不法行
為責任を負うべきとして，原告外国人実習生らの損害
について，被告各社と連帯して支払う義務を負うとさ
れた例（オオシマニットほか事件・和歌山地裁田辺支
部平21.7.17判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-29
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損害賠償：従業員による詐欺行為 一審被告Ｙ1は，
一審原告Ｘ社在職中に，同人が全額出資して設立した
一審被告Ｙ2社の従業員であるＢについて，訴外Ｎ社
に同社の従業員としてＸ社に派遣するよう依頼し，こ
れによりＮ社・Ｘ社間で本件派遣契約が締結され，Ｘ
社からＮ社にＢにかかる派遣料が支払われ，その一部
相当額がＮ社からＹ2社に支払われていたものである
ところ，Ｙ1は，Ｂをプログラマーとしてプロジェク
トに参画させる意思・認識がなかったにもかかわらず，
プログラマーとしてのＢのプロジェクト参画をＸ社に
申請し，本件派遣契約を締結・継続させていたもので
あるから，Ｙ1は詐欺による不法行為責任を負うとし
た一審の判断が維持され，他方，上記詐欺行為につき，
Ｙ2社もＹ1と連帯して会社法350条（会社法附則2条）
により損害賠償責任を負うとして，Ｙ2社の不法行為
責任を否定した一審の判断を変更したうえで，Ｘ社の
損害につき同社がＮ社に支払った派遣料882万円の全
額を認め，また二審新主張の弁護士費用につき88万円
を相当として，Ｙらに対し，合計970万円の連帯支払い
が命じられた例（ライドウェーブコンサルティングほ
か事件・東京高裁平21.10.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-39
損害賠償：代表取締役の職務懈怠 Ｙ1社の代表取締
役であったＹ2に対する職務懈怠行為を理由とする損
害賠償請求につき，従業員の退職金確保のための積立
てを行わなかったことについては職務懈怠行為の成立
が否定されたが，給与振込手数料控除についてはその
成立が認められ，Ｙ2は当該職務懈怠につき故意また
は重過失を理由とする損害賠償責任を負うとされた例
（舞台美術乙山組ほか事件・東京地裁平21.11.13判決)

……997-44
損害賠償：外国人研修生等に対する旅券預かり行為等
と各受入れ機関の責任 外国人研修生として来日し
たＡら4名に対し，第2次受入れ機関であるＹ1社ら
がなした旅券の預かり・管理行為，無断での預金口座
の開設と預金払戻し等が違法とされ，全体として人格
権侵害の不法行為を構成するとされ，また，第1次受
入れ機関であるＹ3協同組合は，Ｙ1社らに対する監
査・指導義務違反により，Ａらの損害について，Ｙ1社
らと連帯して賠償責任を負うとされた例（スキールほ
か〔外国人研修生〕事件・熊本地裁平22.1.29判決)

……1002-34
損害賠償：外国人技能実習生の不就労と取引先喪失・廃
業 Ｙらの技能実習期間中の2度の不就労のうち，
2度目の8.27不就労につき，Ｘ社はＹらに対し，暴力
によって威嚇し，就労できないようにさせたもので
あって，Ｙらに帰責性はないとし，結論として，Ｘ社
がＹらに対してなした損害賠償請求を退けた一審判断
が維持された例（三和サービス〔外国人研修生〕事件・

名古屋高裁平22.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1003-5

労働組合・組合活動・争議行為

労働組合：組合内部における表現の自由 組合民主主
義の趣旨・目的にかんがみれば，労働組合の組織運営
上，組合内部における表現の自由は最大限保障される
べきであり，特に組合内部における選挙運動において
は，これらの自由が最大限に尊重されなければならず，
したがって，仮に選挙において候補者が所信表明を行
うためのビラの内容について選挙管理委員会が削除等
を求め得る場合があるとしても，それは事実無根の記
事であるとか，表現が誹謗中傷にわたるなど明らかに
言論の自由の濫用に該当する場合に限られるとされた
例（全日通労働組合事件・大阪地裁平21.9.25判決)

……995-70
労働組合：役員選挙立候補ビラの一部削除と不法行為
被告Ｙ組合が，支部の役員選挙に立候補した原告組

合員Ｘの所信表明等を記載したビラについて，不適切
な表現がある等として当該所信表明部分を削除したこ
とにつき，本件各削除行為は，Ｘが各選挙において自
らの意見等を表明するという人格的な利益を侵害する
ものであり，Ｙ組合には同行為について過失があると
認められるから，本件各削除行為はＸに対する不法行
為に該当するとされ，慰謝料50万円が認容された例（全
日通労働組合事件・大阪地裁平21.9.25判決)㌀㌀㌀995-70
労働組合 Ｘが所属していた労働組合書記長の被告Ｄ
はＸとの間で契約上の法的義務を負う立場にはないと
して，Ｘが主張する，Ｄが本件解雇等に関するＸの相
談に適正に対応しなかったことを理由とする債務不履
行に基づく慰謝料請求が棄却された例（アクサ生命保
険ほか事件・東京地裁平21.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-80
労働組合：役員選挙立候補者ビラの一部削除と不法行
為 一審被告Ｙ組合が，支部の役員選挙に立候補し
た一審原告組合員Ｘの所信表明等を記載したビラにつ
いて，当該所信表明部分を削除したことにつき，Ｘの
選挙における意見表明という人格的な利益を侵害する
もので不法行為に該当するとして，慰謝料50万円を認
めた一審判断（大阪地判平21.9.25労判995号70頁）が
相当とされた例（全日通労働組合事件・大阪高裁平22.
2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-94(ダ全)
組合活動：ビラ配布等 ビラ配布等を理由に組合執行
委員長Ｘが懲戒解雇された件につき，本件ビラの配布
は，正当な労働組合活動として社会通念上許容される
範囲内のものであるか，そうでないとしても，懲戒解
雇に値するほどに重大な違法性はなく，解雇無効とさ
れた例（やまばと会員光園事件・山口地裁下関支部平
21.12.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-68

52 2010年(平成22年)労働判例･命令総索引 (No.991～1012)



組合活動：組合旗設置行為等 組合分会長Ｙ3による
病院施設内における組合旗設置行為等につき，使用者
は組合支部のＹ2組合に対して敵意ないし反組合的意
思を有していたことがうかがわれる一方，本件組合旗
設置が当時経済的窮状にあった使用者の信用をさらに
毀損する結果になったことも明らかであって，使用者
が本件組合旗設置を許さなかったことに権利濫用はな
いとして，同旨の一審判断が維持された例（全国一般
労働組合長崎地本・支部〔光仁会病院・組合旗〕事件・
福岡高裁平20.6.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-134
組合活動：組合旗設置と不法行為，上部団体の責任
本件組合旗設置行為等は違法であって，不法行為を

構成するというべきであり，Ｙ3はＹ2組合の決定に基
づいて本件組合旗を設置したものであるから，これら
が不法行為責任を負うことは明らかであり，また，
Ｙ1組合本部はＹ2組合の上部組織であって，実質的に
指揮監督関係にあったものと認められるから，民法
715条に基づく責任（使用者責任）を負うとされ，使用
者の損害につき，一審を減じて合計180万円が相当と
された例（全国一般労働組合長崎地本・支部〔光仁会
病院・組合旗〕事件・福岡高裁平20.6.25判決)

……1004-134

団 体 交 渉

交渉主体 元従業員を労組法7条2号の「使用者が雇
用する労働者」と認め，使用者に団体交渉応諾義務を
負わせるための要件としては，①当該紛争発生と雇用
関係との密接関連性，②使用者による紛争処理が可能
かつ適当であること，③雇用関係終了後，社会通念上
合理的といえる期間内の団交申入れ，をあげることが
でき，また上記合理的期間は個別事案に即して判断す
るほかはないところ，本件につき，元従業員のＡ，Ｂ
は「使用者が雇用する労働者」であり，組合は上記両
名を代表する労働組合といえるが，死亡した元従業員
Ｃ1の代表者とはいえない（一審維持）とされた例（兵
庫県・兵庫県労委〔住友ゴム工業〕事件・大阪高裁平
21.12.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-81(ダ全)
団交応諾義務：退職者らの石綿曝露 被控訴人組合が
参加人会社に対し，元従業員らによる組合分会結成の
通知とともに，石綿曝露に関する補償等を求めて団交
要求をした件につき，会社の団交応諾義務を認めた一
審判決（神戸地判平20.12.10労判973号5頁）が結論に
おいて相当とされ，県労委および会社の控訴が棄却さ
れた例（兵庫県・兵庫県労委〔住友ゴム工業〕事件・
大阪高裁平21.12.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-81(ダ全)
団交応諾義務 組合分会長Ｂに対する懲戒処分に関す
る本件事前団交拒否が労組法7条2号に当たるとさ

れ，本件中労委命令の取消請求を棄却した一審判決（東
京地判平21.2.18労判981号38頁）を相当として，Ｙの
控訴が棄却された例（国・中労委〔医療法人光仁会〕
事件・東京高裁平21.8.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-94(ダ全)
団交応諾義務 高年齢者雇用安定法9条2項の労働者
代表との協定締結およびこれに基づく継続雇用制度の
導入は，事業主が協定締結資格を有しない労働組合と
の間で，組合員の定年到達以降の継続雇用等の労働条
件について団体交渉を誠実に行う義務を免れさせる効
果を有するものではないとされ，本件会社が，定年年
齢到達後に継続雇用されなかった本件組合の組合員Ｈ
に関する団交申入れに応じなかったことが不当労働行
為に当たるとされた例（国・中労委〔ブックローン〕
事件・東京地裁平22.2.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-20
団交応諾義務：配転実施方針 雇用形態選択後の配転
実施方針に関する団交申入れを拒否したことが不当労
働行為とされた例（国・中労委〔ＮＴＴ西日本〕事件・
東京地裁平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-24
団交応諾義務：バス添乗調査の運用 バス乗務員の勤
務状況を調査する「添乗調査」の運用が義務的団交事
項であるとされ，実質的な交渉に入ることを拒んでい
たＸ社の態度が団交拒否の不当労働行為に当たるとさ
れた例（国・中労委〔東急バス〕事件・東京地裁平22.
2.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-61
誠実交渉義務 Ｙ社の本件解雇，事業閉鎖の合理性等
に関する説明や解雇撤回等要求に対する対応等が不誠
実団交に該当するとはいえず，同様の判断をした本件
命令に誤りはないとして，原告の請求が棄却された例
（国・中労委〔日本ブリタニカ〕事件・東京地裁平21.
12.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-85(ダ)
誠実交渉義務 昇給停止，一時金不支給という労働者
にとって重要な事項が団交の対象となっている場合に
は，Ｙ社はＸ組合らが具体的に理解できるよう，Ｙ社
らの生産性と人件費の状況，予想総収益・総支出など
が大筋で把握でき，計数的に客観性のある分析が可能
となる説明をする必要があり，また，Ｘ組合らの要求
をＬ社長に伝えるだけであったＹ社側の担当者の行為
は団体交渉権を侵害するもので不法行為を構成すると
して，Ｘ1組合支部の損害につき30万円が相当とされ
た例（三和機材事件・千葉地裁平22.3.19判決)

……1008-50

労 働 協 約

効力：連続「深夜勤」 連続「深夜勤」指定・勤務に
ついて定めた公社協約，旧協約および本件協約のいず
れについても，組合員である原告らに対し効力（拘束
力）が及ぶとされた例（郵便事業〔連続「深夜勤」勤
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務〕事件・東京地裁平21.5.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-120
効力 56歳以上の従業員の基本給を一律30％減額する
内容の労働協約を無効とした一審判断が正当とされた
例（鞆鉄道〔第2〕事件・広島高裁平20.11.28判決)

……994-69
効力：移籍時の最低保障給 訴外Ａ社からＹ社に移籍
したＸらが加入する訴外労働組合が締結した，移籍労
働者の最低保障額は個別に定める旨の労働協約につき
有効とされ，またＸらにも適用されるとして，これを
無効とした一審判断が否定された例（日本通運〔日通
淀川運輸〕事件・大阪高裁平21.12.16判決)㌀㌀㌀㌀997-14
効力：継続雇用制度導入協定の手続要件 いずれの事
業所にも労働者の過半数で組織する労働組合がなかっ
たＹ社が，高年齢者雇用安定法9条2項により継続雇
用制度の導入措置を講じたとみなされるためには，各
事業所ごとに過半数代表者との書面による協定により
制度対象者の基準を定めて制度導入することが必要で
あるところ，Ｙ社において過半数代表者は選出されて
おらず，Ｙ社がなした労働者の過半数に満たない複数
の労働組合との労使協定をもって制度導入に当たって
の労使慣行として有効であるとはいえず，また，従業
員数300人超のＹ社は，同法附則5条1項により，平成
21年3月31日までの間は，協定締結のために努力した
にもかかわらず協議が調わないときは，就業規則等に
より基準を定め，制度導入できるとされているところ，
Ｙ社が協定未締結の労働組合に対し十分な説明をした
ものとは認められないとされた例（京濱交通事件・横
浜地裁川崎支部平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-5
適用：事前協議条項 被告Ｙ社による，準社員として
ゴミ収集作業に従事してきた組合員の原告Ｘに対する
解雇通告につき，本件協定の「組合員の身分」という
文言には，組合員の解雇に関する事項も含まれるとさ
れ，本件協定に基づく事前協議等を経ずになされた本
件解雇が無効とされた例（乙山産業事件・大阪地裁平
22.6.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-88(ダ)

不当労働行為

中立保持義務：退職・再雇用制度の導入提案 原告Ｘ
社において，構造改革に伴う本件退職・再雇用制度の
導入が起案され，多数派組合Ｎ労組と少数派組合Ａ労
組に提案がなされた件につき，提案時期および提案内
容，団体交渉の態様において，Ａ労組に対して差別的
取扱いがなされているとして，労組法7条2号の不当
労働行為に当たるとされた例（国・中労委〔ＮＴＴ西
日本〕事件・東京地裁平22.2.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-24
中立保持義務：残業割当・便宜供与差別 組合併存下
において，Ｘ社が少数派組合および同組合所属のバス

乗務員に対して行った，残業割当差別（1・3号）お
よび郵便物受渡しにかかる便宜供与差別（3号）を不
当労働行為に該当するとした中労委命令が，バックペ
イの算定部分に一部裁量権逸脱が認められるほかは違
法性はないとされた例（国・中労委〔東急バス〕事件・
東京地裁平22.2.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-61
不利益：解雇 Ｙ1社による本件解雇処分は，もっぱ
らＸの組合加入や団交等の組合活動に対する嫌悪の意
図に基づいて行われたもので労組法7条1号の不当労
働行為に該当し，よって本件解雇処分は無効であると
して，ＸのＹ1社における地位確認および解雇後の賃
金請求が認容され，また，親会社のＹ2産業は，Ｙ1社
の従業員の処遇について現実的かつ具体的に支配・決
定できる地位にあったと認められ，両社共通の取締役
であった被告3名とともに共同不法行為責任を負うと
して，慰謝料30万円が認められた例（佐賀ゴルフガー
デンほか事件・佐賀地裁平22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-31
不利益：低査定・資格等級の低位格付け 組合員Ａら
6名の職能資格等級および賃金は，同期・同性・同学
歴者の中で著しく低位に置かれていたと認められ，個
別に検討しても，Ａらの勤務成績や能力に特に劣って
いたというべき特段の事情すなわち合理的理由は認め
られない以上，会社による本件考課はＡらが組合活動
を行っていたがゆえになされたものと推認されるとさ
れた例（国・中労委〔昭和シェル石油〕事件・東京高
裁平22.5.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-5
不利益：低査定・資格等級の低位格付け 本件考課お
よび職能資格等級の低位格付け等が労組法7条1号の
不当労働行為に当たるとされ，また，本件中労委命令
に違法はないとして，本件中労委命令を一部取り消し
た一審判断（東京地判平19.5.28労判947号58頁）が取
り消された例（国・中労委〔昭和シェル石油〕事件・
東京高裁平22.5.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-5
不利益・介入：継続雇用拒否 組合員Ｈは，規定に基
づく継続雇用希望の申込みをしなかった結果，定年退
職となったもので，本件継続雇用拒否が不当労働行為
には当たらないとされ，また団交拒否の不当労働行為
につき文書手交を命じた救済命令に労委の裁量権逸脱
はないとして，労使双方からの本件命令の取消請求が
いずれも棄却された例（国・中労委〔ブックローン〕
事件・東京地裁平22.2.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-20
介入：組合旗設置を理由の分会長に対する懲戒処分
医療法人Ｙが組合分会長Ｂを停職3か月の懲戒処分

とした件につき，本件懲戒処分は労組法7条3号の不
当労働行為に当たるとされ，本件中労委命令の取消請
求を棄却した一審判決を相当として，Ｙの控訴が棄却
された例（国・中労委〔医療法人光仁会〕事件・東京
高裁平21.8.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-94(ダ全)
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介入：ビラ配布を理由の事情聴取等 無許可で行った
ビラ配布行為について注意指導を行うために，Ｘ社が
分会書記長Ａを呼び出したこと，およびその呼出しに
従わなかった経緯等の事実関係を聴取する目的で事情
聴取を行うことは不当ではないが，事情聴取が1日半
にわたり行われたこと，顛末書作成・提出を求め続け
たこと，就業規則の書き写しを命じたことは，不当労
働行為に当たるとされた例（国・中労委〔ＪＲ東海・
事情聴取等〕事件・東京地裁平22.3.25判決)

……1011-53
介入：掲示物撤去 Ｘ社が労働協約上の撤去要件に当
たるとして行った組合掲示板からの掲示物撤去が不当
労働行為に当たるとして，Ｘ社による本件命令の取消
請求が棄却された例（国・中労委〔ＪＲ東海・事情聴
取等〕事件・東京地裁平22.3.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-53
救済手続：申立期間徒過 事業閉鎖による従業員Ａの
解雇に関する救済申立を，申立期間徒過により却下し
た労委命令の判断に違法はないとされた例（国・中労
委〔日本ブリタニカ〕事件・東京地裁平21.12.7判決)

……996-85(ダ)
救済手続：労委の裁量権 残業差別による不利益分の
金銭支払いを命じた本件命令において，救済対象期間
中に私傷病休職による欠勤のあった分会員1名につき
裁量権の逸脱があったとして，同人にかかる部分につ
いて命令が取り消された例（国・中労委〔東急バス〕
事件・東京地裁平22.2.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-61
救済手続：労組法2条ただし書1号 労働者が労働組
合法2条ただし書1号所定の「役員」に該当するか否
かは，問題とされた組合員の職制上の名称から直ちに
決せられるべきではなく，その判定に当たっては，当
該労働者の担当職務の実質的内容等に即して，個別的，
具体的に判断すべきものであると同時に，これを拡張
的に解釈することは相当ではないとされ，ゴルフ練習
場を運営する被告Ｙ1社の取締役支配人であった原告
Ｘに対する組合加入直後の解雇処分につき，勤務実態
等に照らせば，取締役としての実質を有していなかっ
たものというべきで，Ｘは同号の「役員」には該当せ
ず，Ｘが加入している労働組合も不当労働行為の対象
になるとされた例（佐賀ゴルフガーデンほか事件・佐
賀地裁平22.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1005-31
救済手続：資格等級の低位格付け等と主張立証の判断
手法 昇格・昇給差別にかかる不当労働行為該当性
の審査において，同期・同性・同学歴者と比較し，特
段の事情なく考査結果，職能資格等級，賃金が著しく
低位にあれば，その合理性は会社が疎明しなければな
らない等とした中労委の判断枠組みは正当なものとし
て是認できるとして，これを本件にあっては採用でき
ないとした一審判断（東京地判平19.5.28労判947号58

頁）が否定された例（国・中労委〔昭和シェル石油〕
事件・東京高裁平22.5.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-5
救済手続：労組法上の労働者性 本件業務委託契約に
基づく被控訴人（一審原告）Ｘ社と個人営業のビクター
サービス代行店（個人代行店）との関係には，拘束，
指揮監督とみられる部分があるが，全体として見れば，
個人代行店は一定の制約はあるものの，基本的にはＸ
社からの業務の依頼に対し諾否の自由を有し，業務に
関し時間的・場所的な拘束を受けず，業務の遂行につ
いてＸ社から個々に具体的な指揮監督を受けることが
なく，また，報酬は行った業務内容に応じた出来高で
支払われているといえることなどから，個人代行店の
労組法上の労働者性を否定した一審判断が維持された
例（国・中労委〔ビクターサービスエンジニアリング〕
事件・東京高裁平22.8.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1012-86(ダ全)

労 委 命 令

◆不利益取扱い

労組間差別：賞与 運行協定改定案を受諾した別組合
の組合員等と差を付けて夏季賞与を支給したことが不
当労働行為（1・3号）に当たらないとされた例（テー
エス運輸事件・兵庫県労委平22.1.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀1000-96
会社解散による解雇 吾妻自動車が経営悪化を理由に
解散して全従業員を解雇し，同社の事業を引き継いだ
飯坂吾妻が組合員のみを不採用としたことが不当労働
行為（1・3号）とされた例（吾妻自動車交通ほか1
社事件・中労委平21.9.16命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-180
解雇 組合員4名に対するセクハラ・パワハラを理由
とする解雇が不当労働行為（1・3号）とされた例（ロ
ビンズ事件・東京都労委平21.7.21命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-182
非常勤嘱託職員の雇止め等 非常勤嘱託職員である組
合員に対する雇止め，および同人ら担当業務の一部民
間委託化が不当労働行為（1・3号）に当たらないと
された例（大阪市〔健康福祉局徴収嘱託員〕事件・大
阪府労委平21.10.2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-95
無期乗務停止処分，解雇 組合の分会結成大会に参加
して会社の御用納めに出席しなかったトラック運転手
の組合員らに対する，無期乗務停止処分等およびその
後の解雇が不当労働行為とされた例（樟南事件・鹿児
島県労委平21.11.24命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-93
業務変更指示，懲戒解雇 理学療法士の分会副委員長
Ｄに対するデイケア業務従事の指示，およびこれに応
じないＤに対する懲戒解雇が，いずれも不当労働行為
（1・3号）に当たらないとされた例（南労会〔懲戒
解雇等〕事件・中労委平21.11.4命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-94
組合副執行委員長の懲戒解雇 生徒に対する大量の
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メール送信など，不適切な指導を理由に申立人組合の
副執行委員長の教員を懲戒解雇に付したことが不当労
働行為（1・3号）に当たらないとされた例（Ｂ学園
事件・神奈川県労委平22.4.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-180
解雇 準社員であった申立人Ｘに対する解雇が不当労
働行為(1・3号)には当たらないとされた例（すかい
らーく事件・神奈川県労委平22.4.16命令)㌀㌀㌀㌀1007-96
定年後再雇用拒否 組合員Ｘ2を，定年退職後に再雇
用しなかったことが不当労働行為に当たらないとされ
た例（セフテック事件・東京都労委平21.9.15命令)

……991-181
減給処分 執行委員から連絡を受け，就業時間中に職
場を離脱して組合活動を行った書記長Ｘ3を減給処分
としたことが不当労働行為（1・3号）とされた例（辻
堂交通事件・神奈川県労委平21.9.28命令)㌀㌀㌀㌀991-179
訓告処分等，賞与減額 組合員への面談内容に関する
抗議活動および手当減額の理由説明を求める活動を行
い，管理者の退去命令に従わなかった組合員らに対す
る訓告・厳重注意処分等と訓告を理由とする夏季手当
の減率措置が不当労働行為（1・3号）に当たらない
（初審維持）とされた例（JR 東海〔新幹線鉄事・訓告
等〕事件・中労委平22.2.17命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-95
低査定による一時金支給額格差 一時金の組合員平均
額が，協定上の平均支給額を下回った件につき，本件
考課制度における不公平な評価が原因であり，不当労
働行為（1・3号）に当たるとされた例（シオン学園
事件・神奈川県労委平22.1.20命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-96
出勤停止処分 会社からの戒告処分辞令および昇格辞
令を，朝礼において教習所長の上着の襟付近に差し込
んで返却した組合員3名に対する出勤停止処分が不当
労働行為（1・3号）とされた例（黒井産業事件・千
葉県労委平22.3.23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-182
業務変更，出勤停止処分 担当エリアのごみの取残し
を理由とする組合員Ｄの業務変更，および交通事故を
繰り返した組合員Ｅに対する出勤停止7日間の処分が
不当労働行為（1・3号）とされた例（ダストマンサー
ビス事件・兵庫県労委平22.7.20命令）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-94
残業割当差別 バス乗務員である組合員9名に対する
増務割当差別が不当労働行為（1・3号）とされた例
（東急バス〔残業割当・第2〕事件・中労委平21.12.
2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-95
配車差別，研修指示 組合に加入した海上コンテナ輸
送車運転手のＡおよびＢに対し，長距離運送業務の配
車を行わず，またスト参加後に冊子書写し等の研修を
指示して業務に従事させなかったことが不当労働行為
とされた例（ゴールド・スター事件・神奈川県労委平
22.1.20命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-85
スト参加時の出勤簿記載，研修申出不承認 市立中学

校勤務の非常勤特別嘱託員である組合員Ｃにつき，Ｄ
校長が同人のスト参加日の出勤簿に「欠勤，連絡なし」
と記載したこと，およびＣの研修申出の不承認が，い
ずれも不当労働行為に当たらないとされた例（高槻市
〔市立中学校特嘱〕事件・大阪府労委平21.12.22命令)

……998-87
再雇用時の労働条件 Ａに対する極めて低い再雇用条
件の提示が不当労働行為（1・3号）とされた例（ネ
グロス電工事件・中労委平22.5.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-94
分会役員に対する配転命令 トラック乗務員の組合分
会役員2名を10トン車の長距離便乗務から4トン車の
中距離便乗務に配転したことが不当労働行為（1・3
号）とされた例（南勢運輸事件・三重県労委平22.2.19
命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1000-94
配転 組合に加入したＢに対する荷引作業から寮の維
持管理業務への配転が不当労働行為とされた例（光紀
産業事件・中労委平22.4.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-181
配転 患者給食業務に従事していた組合員8名に対す
る職員食堂および外来レストランへの配転が不当労働
行為（1・3号）には当たらないとされた例（互恵会
事件・大阪府労委平22.5.6命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-95
不利益：雇止め 嘱託従業員である組合員Ｘに対する
雇止めが不当労働行為（1・3号）に当たらないとさ
れた例（新東陸運事件・中労委平22.7.7命令)

……1011-94
不利益：休職期間満了後の退職取扱い 就業規則で定
める産業医の面談を受けなかった組合員Ｙ2を休職期
間満了により退職としたことが不当労働行為に当たら
ないとされた例（東京リーガルマインド事件・大阪府
労委平22.4.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-97

◆団交拒否

団交応諾義務 会社が分会組合員の派遣労働者の直雇
用化後の労働条件に関する団交に応じなかったことが
不当労働行為とされた例（クボタ事件・中労委平21.9.
2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-96
団交応諾義務 会社が工場閉鎖後のＡ社組合員の直接
雇用等に関する団交申入れを拒否した件につき，会社
を被申立人とする救済申立が棄却された例（王子特殊
紙事件・静岡県労委平22.3.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-95
団交応諾義務 定年退職となる組合員Ａの雇用延長問
題に関する会社の団交対応が不当労働行為（2・3号）
には当たらないとされた例（ネグロス電工事件・中労
委平22.5.12命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-94
団交応諾義務 再審査申立人会社が，飲食店店舗のア
ルバイト従業員等である組合員の未払割増賃金等を交
渉事項とする団交に応じなかったことが不当労働行為
とされた例（ゼンショー事件・中労委平22.7.21命令）
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……1009-93
誠実交渉義務 本件民間委託について，組合に十分な
説明を行わなかったことが不当労働行為とされた例
（大阪市〔健康福祉局徴収嘱託員〕事件・大阪府労委
平21.10.2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-95
誠実交渉義務 組合が，平成20年12月賞与について，
組合員中の平均支給率以下の者の評価内容，評価項目
等の開示・説明を求めた団交の場における会社の説明
が不当労働行為とされた例（北海道道路エンジニアリ
ング事件・北海道労委平21.10.26命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-95
誠実交渉義務 インストラクターの労働条件および労
使関係のルールに関する団交における会社の対応が不
誠実団交に当たらないとされた例（GABA事件・大阪
府労委平21.12.22命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-86
誠実交渉義務 組合員Ａの未払残業代に関する団交に
応じなかったことが不当労働行為（初審維持）とされ，
他方，団交において処遇制度に関する資料を交付しな
かったことが不当労働行為に当たらない（初審取消
し・変更）とされた例（東芝小向工場〔団交〕事件・
中労委平21.10.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-88
誠実交渉義務 新たに設立される組織の説明などを求
めた団交申入れに対する交渉事項および団交の開催場
所の限定が不当労働行為とされた例（日本モーター
ボート競走会事件・中労委平22.3.31命令)㌀㌀㌀㌀1002-93
誠実交渉義務 団交において，定年規程で定める依願
退職者の退職手当に関する特例措置の判断基準および
適用状況の変遷を十分に説明しなかったことが不当労
働行為とされた例（帝塚山学園事件・奈良県労委平22.
5.19命令）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-95
誠実交渉義務 組合員Ｙ2の退職に関する団交対応が
不当労働行為とされた例（東京リーガルマインド事
件・大阪府労委平22.4.13命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-97

◆支配介入

労組間差別：会社合併時の格付け，昇格 会社合併に
際してＪＡＬＪ出身の客室乗務員の職級・職位の格付
けについて，所属組合により差別を行ったことは不当
労働行為とされたが，会社合併後初めての昇格選考に
ついては，組合間差別の具体的な事実の疎明がないと
された例（日本航空インターナショナル事件・東京都
労委平21.10.6命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-94
脱退勧奨，新組合結成支援 法人理事長が分会組合員
全員の脱退に積極的な役割を果たしたとも，法人が申
立外組合の結成・運営を支援したとも認められないと
して，組合の救済申立が棄却された例（緑光会〔脱退
勧奨〕事件・埼玉県労委平21.11.26命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-96
掲示物撤去，便宜供与取消通告 支店内のレイアウト
変更実施に抗議し，支店長を批判する内容の組合機関

紙「躍動」を，支店総務課長Ｈが組合掲示板から撤去
したこと，および掲示を続ける場合は組合掲示板，組
合事務所の便宜供与を取り消すなどと通告したことが
不当労働行為とされた例（郵便事業〔掲示物撤去等〕
事件・兵庫県労委平21.12.3命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-94
協約締結拒否 組合が妥結を申し入れた本件各基本協
約の締結を拒否したことが不当労働行為とされた例
（ＪＲ東海〔ＪＲ東海労・協約締結拒否〕事件・東京
都労委平21.10.20命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀994-96
基本協定不更新 会社が本件基本協定の不更新を通知
し，期間満了までに改定協議が整わずに基本協定が失
効したことは不当労働行為に当たらないとされた例
（テーエス運輸事件・兵庫県労委平22.1.7命令)

……1000-96
協約解約通知 有効期間の定めのない労働協約を，真
摯に検討することなく，すべて解約するとしたことが
不当労働行為とされた例（互恵会事件・大阪府労委平
22.5.6命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-95
教育指導 書記長Ｘ3に対する，組合運営に干渉する
内容の教育指導が不当労働行為とされた例（辻堂交通
事件・神奈川県労委平21.9.28命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-179
評価項目等開示 団交席上での対応が不当労働行為に
当たる旨の組合の警告等に対し，会社が従前の主張に
固執したことが支配介入とされた例（北海道道路エン
ジニアリング事件・北海道労委平21.10.26命令)

……994-95
確認書提出 契約社員である組合員に対して，契約終
了に異議を申し立てない旨の確認書提出を契約終了慰
労金支給の条件とする旨の通知を配付したことにつ
き，不利益取扱いには当たらないが，支配介入に当た
るとされた例（クボタ〔契約終了慰労金〕事件・大阪
府労委平22.3.23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-94
管理室設置 会社が教習所に「管理室」を設置したこ
とが不当労働行為とされた例（黒井産業事件・千葉県
労委平22.3.23命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-182
残業の差別的取扱い 午後3時30分以降の勤務につい
て組合員を差別的に取り扱ったことが不当労働行為と
された例（ダストマンサービス事件・兵庫県労委平22.
7.20命令）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-94
市による違法スト通知等 被申立人市が学校長らあて
に，組合が実施するとした本件ストが違法なものであ
り教職員は職務に専念するよう指示する，事実と異な
る通知を行ったこと，および市が一部の学校に上記通
知の訂正を電話連絡したのみで，訂正通知を行わない
まま放置したことが，いずれも不当労働行為に当たら
ないとされた例（堺市〔違法スト通知〕事件・大阪府
労委平22.3.23命令）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-96
言動調査 Ｘが組合に加入するに当たり，会社が従業
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員を使って同人の言動調査を行ったことが不当労働行
為に当たらないとされた例（新東陸運事件・中労委平
22.7.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-94
アルバイトの週労働日数削減，解雇 組合員であるア
ルバイト社員の週当たり労働日を削減し，何ら代償措
置を講ずることなく賃金を減少させたこと，および希
望退職募集に応じなかったアルバイト社員である組合
員2名の雇用契約を打ち切ったことが不当労働行為に
当たらないとされた例（高嶺清掃事件・東京都労委平
22.7.6命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-95

◆救済手続

当事者適格（労働者) 組合支部を結成した業務委託
契約の英会話インストラクターらが会社との関係にお
いて労組法上の労働者と認められた例（GABA事件・
大阪府労委平21.12.22命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-86

当事者適格（使用者) 直雇用化に先立つ団交申入れ
時点で，会社は分会組合員との関係において，雇用主
と同視できる者であり，労組法7条の使用者に該当す
るとされた例（クボタ事件・中労委平21.9.2命令)

……992-96
当事者適格（使用者) 被申立人会社が，同社工場で就
労する申立外Ａ社従業員である組合員の使用者には当
たらないとされた例（王子特殊紙事件・静岡県労委平
22.3.5命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1002-95
個人による救済申立 組合Ｃ分会の分会長Ｘ個人の救
済申立につき，支配介入を受けた労働組合の組合員で
あるＸも救済利益を有するとされた例（郵便事業〔掲
示物撤去等〕事件・兵庫県労委平21.12.3命令)

……996-94
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判例解説

・偽装請負（違法派遣）における深夜交替制・ク
リーンルーム作業と自殺との因果関係の認定方
法
～アテスト（ニコン熊谷製作所）事件（東京高
裁平21.7.28判決）～
小樽商科大学教授 本久 洋一……991-6

・違法派遣における派遣先の雇用責任の範囲と課
題
～パナソニックプラズマディスプレイ（パスコ）
事件（最高裁二小平21.12.18判決）～
桐蔭横浜大学准教授 勝亦 啓文……997-5

遊筆―労働問題に寄せて

・「バランス」を超えて
大阪学院大学教授 西澤 眞紀子……991-2

・草食系人間のつぶやき
駒澤大学教授 藤本 茂……992-2

・ハラスメントを支える傍観者ら
弁護士 秋田 一惠……993-2

・労働法における脱法（的）行為
近畿大学法科大学院教授
西谷 敏……994-2

・未消化年休の買上げを義務化せよ
明治学院大学教授 笹島 芳雄……995-2

・女・30代の就業事情
産業能率大学教授 辻 三千代……996-2

・ある労働者の転身
弁護士 後藤 潤一郎……997-2

・「プレカリアート」の叫びは届くのか
弁護士 宇都宮 健児……998-2

・長時間労働是正と改正労基法
労働政策研究・研修機構特任研究員

伊藤 実……999-2
・労組法上の労働者・使用者論で見失われている

視点
中央大学教授 毛塚 勝利……1000-2

・ワーク・ライフ・バランスと理想の従業員像
和光大学教授 坂爪 洋美……1001-2

・「事業仕分け」の労働問題
弁護士 尾林 芳匡……1002-2

・労働法解釈の目的
弁護士 村田 浩治……1003-2

・民法（債権法改正）と労働法
弁護士 水口 洋介……1004-2

・職場「いじめ」への法政策
神戸学院大学教授 品田 充儀……1005-2

・労働組合の組織民主化を考える。
和歌山大学教授 木内 隆司……1006-2

・「仕事と生活の調和」の理念と深夜業
立命館大学教授 吉田 美喜夫……1007-2

・学生の就職と公務員削減
金沢大学教授 名古 道功……1008-2

・非正規雇用労働者という言葉について
立教大学名誉教授 小西 國友……1009-2

・精神障害・自殺の労災補償の現状は？
弁護士 岡村 親宜……1010-2

・「雇用」なら何でもよいわけではない
宮城教育大学名誉教授
伊藤 博義……1011-2

・退職強要の差止請求
東洋大学教授 鎌田 耕一……1012-2

労働法令関連News

・平成21年 就労条件総合調査結果の概要
……991-184

・平成20年度における石綿による健康被害に係る
給付の請求・決定状況㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀992-98

・平成21年 労働組合基礎調査結果の概要
……994-98

・労働者派遣法改正案要綱㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀996-98
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・業務上疾病の範囲の追加等に係る労働基準法施
行規則改正案要綱㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀998-90

・入管法の改正による新しい研修・技能実習制度
……1000-98

・平成21年度 個別労働紛争解決制度施行状況
……1002-98

・平成21年度 脳・心臓疾患・精神障害等にかか
る労災補償状況㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-184

・平成21年度 雇用均等基本調査結果の概要
……1005-90

・平成21年度における国家公務員の苦情相談の概
要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1007-98

・平成21年 労使コミュニケーション調査結果の
概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1009-98

・「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報
告書㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1011-98

労働審判ダイジェスト

・退職勧奨・自宅待機命令の後の出社命令を拒否
した労働者が無断欠勤を理由に解雇された件に
つき，合意退職と解決金の支払い等を命じる審
判がなされた例（東京地裁平21(労)375号・平21.
7.29）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀991-178

・年俸減額，退職勧奨後に解雇予告を受けた営業
社員につき，解雇撤回，解決金支払い等の調停
がなされた例（東京地裁平21(労)629号・平21.
11.18）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀993-97

・うつ病罹患を理由に就労拒否・賃金不払いをさ
れた労働者につき，職場復帰と解決金支払いの
審判がなされた例（横浜地裁平21(労)163号・平
22.1.18）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀995-97

・けん責処分，退職勧奨後に解雇とされた労働者
につき，退職合意，解決金支払いを内容とする
調停が成立した例（京都地裁平20(労)39号・平
21.2.18）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀997-97

・減額分の賃金および割増賃金の支払いを求めた
労働者につき，解決金支払いと合意退職の調停
がなされた例（さいたま地裁平20(労)83号・平
21.3.24）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀999-97

・反抗的態度を理由に解雇された労働者につき，
解決金支払い，取引先への解雇撤回通知の送付

を内容とする調停が成立した例（東京地裁平21
(労)556号・平21.9.10）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1001-97

・会社による一方的な給与・賞与減額，残業代不
払いにつき，解決金支払い等の調停がなされた
例（東京地裁平22(労)69号・平22.3.16）

……1003-97
・雇用主から過度な叱責，暴行等を受けた歯科助
手につき，第1回期日において謝罪と解決金支
払いを内容とする調停が成立した例（札幌地裁
平22(労)20号・平22.4.28）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1004-179

・私立学校の元教諭による未払割増賃金請求につ
き，給特法は適用されないことを前提に一定額
の支払いを命じる審判がなされた例（福岡地裁
平21(労)173号・平21.12.24）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1006-97

・職務限定雇用された労働者が配転命令の拒否に
より解雇された件につき，解雇撤回・合意退職，
および解決金支払いを内容とする調停が成立し
た例（名古屋地裁平22(労)51号・平22.5.14）

……1008-97
・外国人技能実習生に対する賃金不払い等につ
き，解決金支払い等を内容とする調停が成立し
た例（千葉地裁平22(労)29号・平22.7.9）

……1010-97
・残業代等の支払いおよび後遺障害認定者に対す
る安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求し
た労働者らにつき，解決金支払いの調停がなさ
れた例（さいたま地裁平22(労)8号・平22.3.19）

……1012-97
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