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2008～2010年（平成20～22年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

20. 9. 3 広島地判
平19(行ウ)5ほか

国・中国船員地労委（熊谷海事工業）
事件

1052-19 控訴

20. 9.30 岡山地判
平16(行ウ)11

国・和気労基署長（化学物質過敏症）
事件

1036-73 控訴

21. 3.27 最二小決
平19(オ)1160ほか

新国立劇場運営財団事件 1035-177（リ） 上告棄却・
不受理

21. 9.29 広島高判
平20(行コ)24

広島県・広島県労委（熊谷海事工業）
事件

1052-12 上告

22. 1.15 東京地判
平20(ワ)4156

オリンパス事件 1035-70 判時2073-137
労経速2067-3

控訴

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
判タ1358-113
労経速2137-14

控訴

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 判タ1361-165 控訴

22. 4.15 東京地判
平19(行ウ)790

国・中央労基署長（時事通信社）事
件

未掲載 判時2104-133
労経速2134-11

控訴

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 公判速412-2 確定

22. 6.29 東京地判
平20(ワ)33336

通販新聞社事件 1012-13 判タ1357-127 控訴

22. 7.22 東京地判
平21(行ウ)364

国・中労委（太陽自動車）事件 未掲載 判タ1359-166 控訴

22. 8.24 東京地判
平19(ワ)2740

学校法人Ａ大学（医師・諭旨退職処
分）事件

1017-52 判タ1359-153 控訴

22. 9.29 大阪地判
平19(ワ)16601

小西印刷所ほか事件 未掲載 判時2133-131 控訴

22.12.27 東京地判
平21(ワ)18832ほ

か

富士通エフサス事件 1022-70（ダ） 判時2116-130
判タ1360-137
労経速2097-3

控訴
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言渡日順判例・命令索引

・主として，本誌2012年（平成24年）1月1・15日号（No.1035）から12月15日号（No.1056）
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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2011年（平成23年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《1月》

23. 1.21 さいたま地判
平20(ワ)725ほか

リゾートソリューション（石綿曝露）
事件

未掲載 判時2105-75
判タ1362-131

確定

23. 1.26 東京地判
平21(ワ)39554

新産別運転者労組東京地方本部事件 未掲載 判タ1365-107 控訴

23. 1.27 大津地判
平21(ワ)518

ヤマト運輸（業務インセンティブ・
控除措置）事件

1035-150 控訴

《2月》

23. 2. 9 東京地判
平21(ワ)17965

国（在日米軍従業員・解雇）事件 1052-89（ダ） 判タ1366-177 控訴

23. 2.16 福岡高判
平22(ネ)663ほか

コーセーアールイー（第1）事件 1023-82（ダ全）判時2121-137
判タ1363-90
労経速2101-32

確定

23. 2.17 大阪高判
平22(ネ)1190

ＮＴＴ（多重請負）事件 未掲載 労旬1759+60-
108

上告・上告
受理申立

23. 2.23 東京高判
平20(ネ)2954

東芝（うつ病・解雇）事件 1022-5 判時2129-121
労経速2101-3

上告受理申
立

23. 2.23 神戸地姫路支判
平21(ワ)555

日本トムソン事件 1039-35 労経速2128-19 控訴

23. 2.24 秋田地判
平22(ワ)299

秋田臨港事件 未掲載 労経速2123-6 控訴

《3月》

23. 3. 7 東京地判
平20(ワ)2472

フォーカスシステムズ事件 1051-50 労旬1749-54 控訴

23. 3.30 大阪地判
平20(ワ)1761

日本通運ほか（石綿曝露）事件 未掲載 判時2133-41
判タ1366-195

控訴

23. 3.31 広島高岡山支判
平20(行コ)5

国・和気労基署長（化学物質過敏症）
事件

1036-50 確定

《4月》

23. 4. 4 福島地郡山支判
平22(ワ)386

学校法人福寿会事件 1036-86（ダ全） 確定

23. 4. 7 大阪地判
平21(ワ)8472

日本基礎技術事件 1045-10 控訴

23. 4.18 東京地判
平21(行ウ)418

国・中労委（神奈川都市交通）事件 1040-69 労経速2116-3
別冊中時1410-49

控訴

23. 4.22 大阪地堺支判
平21(ワ)2783

日本郵便輸送（給与規程変更）事件 1050-12 労経速2145-22
労旬1750-60

控訴

23. 4.25 札幌地判
平21(ワ)4176

萬世閣（再雇用拒否）事件 未掲載 労旬2751-84

23. 4.28 広島高岡山支判
平21(ネ)247

東備消防組合事件 未掲載 労旬1765-51

23. 4.28 東京地判
平22(ワ)3935

医療法人共生会事件 1037-86（ダ全）労経速2116-17 控訴

23. 4.28 東京地判
平22(ワ)3747

東京芸術大学事件 1037-91（ダ全）労経速2117-3 確定

23. 4.28 東京地判
平22(ワ)7032

Ｅ－グラフィックスコミュニケー
ションズ事件

1040-58 労経速2114-3 控訴

23. 4.28 名古屋地判
平21(ワ)4374

パナソニックエコシステムズ（派遣
労働）事件

1032-19 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《5月》

23. 5.10 東京地判
平22(ワ)24576

岡畑興産事件 1039-90（ダ全） 控訴

23. 5.12 東京地判
平21(行ウ)295

国・中労委（高見澤電機製作所）事
件

未掲載 判時2139-108
別冊中時1412-14

控訴

23. 5.12 大阪地判
平21(ワ)17938ほ

か

連帯ユニオン関西地区生コン支部
（京阪興業運輸）事件

1041-88（ダ全) 控訴

23. 5.18 青森地弘前支判
平22(ワ)178

学校法人東奥義塾事件 1046-29 控訴

23. 5.20 東京地決
平22(ヨ)21246

ザ・トーカイ事件 1040-85（ダ全) 決定

23. 5.25 大阪地判
平19(ワ)15550

ライフ事件 1045-53 控訴

23. 5.30 大阪地判
平22(行ウ)120

大阪市教育委員会（教員・懲戒処分）
事件

1042-87（ダ) 確定

23. 5.31 東京地立川支判
平20(ワ)1102

九九プラス事件 1030-5 判時2136-129
労旬1747-59

確定

《7月》

23. 7. 1 さいたま地判
平22(ワ)579

有限会社甲事件 未掲載 労経速2125-13 確定

23. 7. 6 札幌地判
平22(ワ)2021

鈴蘭交通事件 1038-84（ダ全) 控訴

23. 7.12 最三小判
平22(受)9

京都市（教員・勤務管理義務違反）
事件

未掲載 裁時1535-3
判時2130-139
判タ1357-70

破棄自判

23. 7.15 大阪高判
平22(ネ)136

泉州学園事件 1035-124 労旬1752ｰ34 上告・上告
受理申立

23. 7.15 東京地判
平22(ワ)36480ほ

か

全日本手をつなぐ育成会事件 1035-105 労経速2124-3 控訴

23. 7.26 東京地判
平21(ワ)14131

河野臨牀医学研究所事件 1037-59 控訴

23. 7.26 横浜地判
平23(ワ)3024

学校法人大谷学園（中学校教諭・懲
戒解雇）事件

1035-88 労経速2121-13 控訴

23. 7.26 甲府地判
平20(行ウ)11

国・甲府労基署長（潤工社）事件 1040-43 確定

23. 7.27 仙台高秋田支判
平23(ネ)53

秋田臨港事件 未掲載 労経速2123ｰ3 上告

23. 7.28 東京地判
平22(ワ)25979

学校法人甲音楽大学事件 未掲載 労経速2123-10 控訴

23. 7.28 横浜地判
平22(ワ)3255ほか

オンライン不動産事件 1042-82（ダ） 控訴

23. 7.29 札幌高判
平22(ネ)251

十勝毎日新聞（専売店契約更新）事
件

未掲載 判時2133-13 上告・上告
受理申立

《8月》

23. 8. 4 神戸地判
平21(ワ)3695ほか

港湾労働安定協会（未払年金）事件 1037-37 控訴

23. 8. 9 東京地判
平22(ワ)25155

全日本海員組合（自宅待機命令等）
事件

未掲載 労経速2124-20 控訴

23. 8. 9 東京地判
平22(ワ)36175

国立大学法人乙大学事件 未掲載 労経速2123-20 控訴

23. 8.12 大阪地判
平21(ワ)19009

フジタ事件 未掲載 労経速2121-3 控訴
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

23. 8.17 東京地判
平22(ワ)25936

フェイス事件 未掲載 労経速2123-27 確定

23. 8.24 大阪地判
平20(行ウ)176

大阪市・大阪市議会（チェック・オ
フ）事件

1036-30 労旬1761-59 控訴

23. 8.25 大阪高判
平22(ネ)2031

大阪泉南アスベスト事件 未掲載 判時2135-60 上告・上告
受理申立

23. 8.31 東京高判
平22(ネ)794

オリンパス事件〈付 原審〉 1035-42 判時2127-124
労経速2122-3

上告・上告
受理申立

23. 8.31 東京地判
平22(ワ)24549

ケーメックス事件 1038-68 控訴

《9月》

23. 9. 5 京都地判
平21(ワ)5186

仲田コーティング事件 1044-89（ダ) 労旬1754-58 控訴

23. 9. 5 大阪地判
平21(ワ)19941

ヤマダ電機・アデコ事件 未掲載 判時2132-57
労経速2125-7

控訴

23. 9. 6 東京地判
平21(ワ)19505

杉並区・井草地域区民センター協議
会事件

未掲載 労経速2126-3 控訴

23. 9. 8 神戸地洲本支判
平22(ワ)2

南淡漁業協同組合事件 1053-16 控訴

23. 9. 9 東京地判
平22(ワ)41466

十象舎事件 1038-53 確定

23. 9.12 横浜地横須賀支判
平22(ワ)144

学校法人Ｙ歯科大学事件 未掲載 判タ1370-169 控訴

23. 9.14 東京高判
平22(ネ)3851

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・第1）事件

1036-14 労旬1758-21 上告・上告
受理申立

23. 9.14 東京高判
平22(行コ)309

東京都・地公災基金（区立中学教諭・
頸骨腕障害）事件

未掲載 公判速414-2 上告・上告
受理申立

23. 9.15 大阪地判
平22(ワ)11809

Ｑ大学（懲戒処分）事件 1039-73 控訴

23. 9.16 東京地判
平22(ワ)36183

バキュームモールド工業事件 未掲載 労経速2127-21 控訴

23. 9.16 大阪地判
平21(ワ)8765

Ｐ大学（セクハラ）事件 1037-20 控訴

23. 9.16 大阪地判
平22(ワ)8281

サノヤス・ヒシノ明昌事件 1040-30 判時2132-125 控訴

23. 9.21 東京地判
平21(ワ)41701

ジェイ・ウォルター・トンプソン・
ジャパン事件

1038-39 控訴

23. 9.21 東京地判
平19(ワ)25273

郵便事業・ゆうちょ銀行事件 1049-80（ダ) 労経速2126-14 控訴

23. 9.21 大阪地判
平22(ワ)2488ほか

連帯ユニオン関西地区生コン支部
（トクヤマエムテックほか）事件

1039-52 季刊労働法238-
175

控訴

23. 9.27 福岡高判
平23(ネ)593

大分県商工会連合会事件 未掲載 判タ1369-192
労経速2127-3

上告

23. 9.27 横浜地川崎支判
平21(ワ)169

京浜物流事件 未掲載 労経速2125-19 控訴

23. 9.28 京都地判
平21(行ウ)9

社会保険庁職員懲戒処分事件 未掲載 労旬1757-55

23. 9.29 東京地判
平22(行ウ)366

国・中労委（ケーメックス）事件 未掲載 判タ1368-151
別冊中時1418-29

控訴

23. 9.29 東京地判
平22(行ウ)703

新宿区（保育園用務職員）事件 未掲載 労経速2131-24 控訴

23. 9.29 長野地諏訪支判
平22(ワ)101

みくに工業事件 1038-5 確定

23. 9.29 大阪地判
平22(ワ)9925

エヌ・ティ・ティ・コムチェオ事件 1038-27 控訴

23. 9.30 大阪高判
平23(ネ)1301ほか

日本トムソン事件〈付 原審〉 1039-20 労経速2128-7 上告受理申
立
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《10月》

23.10.11 東京地判
平22(ワ)21220

石油産業新聞社事件 未掲載 労経速2129-14 確定

23.10.13 最一小決
平23(受)493

三井丸紅液化ガス事件 1037-97（リ) 不受理

23.10.13 横浜地判
平22(行ウ)12

地公災基金横浜市支部長（横浜市消
防職員）事件

1037-5 判タ1372-122 控訴

23.10.14 東京地判
平22(ワ)39568

マッシュアップほか事件 1045-89（ダ) 控訴

23.10.18 東京高判
平22(ネ)8022

メディスコーポレーション事件 1037-82（ダ全) 確定

23.10.18 横浜地判
平22(ワ)1095

Ｙ社（自動車事故・使用者責任）事
件

未掲載 判時2131-86 確定

23.10.20 横浜地判
平22(ワ)1185

房南産業事件 未掲載 労経速2127-11 控訴

23.10.25 東京地判
平21(ワ)9629

スタジオツインク事件 1041-62 控訴

23.10.25 大阪地判
平22(ワ)9240

産業医賠償命令事件 未掲載 労経速2128-3 控訴

23.10.26 東京高判
平22(ネ)515

日本言語研究所ほか事件 1049-71（ダ全) 上告・上告
受理申立

23.10.26 大阪地判
平23(行ウ)59

国・大阪労基署長（ノキア・ジャパ
ン）事件

1043-67 判時2142-121 確定

23.10.28 東京地判
平23(ワ)7222

コムテック事件 1043-90（ダ) 労経速2129-18 控訴

23.10.31 東京地判
平22(ワ)28073

日本航空（雇止め）事件 1041-20 判時2145-121
労経速2130-3

控訴

23.10.31 東京地判
平22(行ウ)738

東京都教委（区立小学校教諭・免職
処分）事件

未掲載 労経速2127-27 控訴

23.10.31 東京地判
平22(行ウ)761

国・中労委（関西宇部）事件 未掲載 別冊中時1416-54 控訴

23.10.31 京都地判
平21(ワ)2300ほか

エーディーディー事件 1041-49 労旬1762-71
判タ1373-173

控訴

23.10.31 大阪地判
平20(ワ)12653ほ

か

クボタ事件 未掲載 労経速2129-3 控訴

23.10.31 松山地判
平21(ワ)632

カネサ運輸事件 1047-91（ダ) 控訴

《11月》

23.11. 2 名古屋地判
平21(ワ)1252

三菱電機ほか（派遣労働者・解雇）
事件

1040-5 控訴

23.11. 7 東京地判
平22(行ウ)350

国・横浜労基署長（和田工業）事件 未掲載 労経速2134-24 控訴

23.11. 8 東京地判
平22(ワ)3981

リンゲージ事件 1044-71 控訴

23.11. 8 福岡地小倉支判
平22(ワ)213

日本労組総連合会福岡県連合会ほか
（街宣）事件

1035-161（ダ全) 確定

23.11. 9 東京地判
平22(行ウ)641

武蔵野市（嘱託職員）事件 未掲載 労経速2132-3 控訴

23.11.10 東京地判
平21(行ウ)466

国・三田労基署長（ヘキストジャパ
ン）事件

1042-43 確定

23.11.10 大阪地判
平21(行ウ)198

国・大阪労働局長（行政文書不開示
決定取消請求）事件

1039-5 労経速2131-3
労旬1758-67

控訴

23.11.14 神戸地決
平23(ヨ)9013

東亜外業事件 1042-29 決定
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

23.11.16 東京地判
平23(ワ)13189

ケン・コーポレーション事件 未掲載 労経速2131-27 控訴

23.11.17 札幌地判
平22(ワ)369

いまい事件 1041-5 確定

23.11.18 東京地判
平22(ワ)26450

テイケイ事件 1044-55 確定

23.11.24 東京高判
平22(ネ)7500

全日本海員組合（組合員資格）事件 1042-75（ダ) 確定

23.11.24 東京地判
平23(ワ)3519

日立製作所事件 未掲載 労経速2131-16 控訴

23.11.25 東京地判
平23(ワ)303

三枝商事事件 1045-39 控訴

23.11.30 長崎地判
平21(ワ)745

長崎県公立大学法人事件 1044-39 控訴

23.11.30 大分地判
平22(ワ)992

中央タクシー（未払賃金）事件 1043-54 確定

《12月》

23.12. 6 東京地判
平22(ワ)15077ほ

か

デーバー加工サービス事件 1044-21 判タ1375-113 控訴

23.12.12 東京地判
平21(行ウ)629ほ

か

国・中労委（医療法人南労会ほか）
事件

未掲載 別冊中時1419-36 控訴

23.12.14 札幌地判
平22(ワ)3856ほか

北海道宅地建物取引業協会事件 1046-85（ダ) 控訴

23.12.14 名古屋地判
平21(行ウ)89

国・名古屋西労基署長（ジェイフォ
ン）事件

1046-42 確定

23.12.15 静岡地判
平20(行ウ)12

地公災基金静岡県支部長（磐田市立
Ｊ小学校）事件

1043-32 公判速412-21 控訴

23.12.15 神戸地判
平21(行ウ)17

地公災基金兵庫県支部長（尼崎市立
小学校教諭・くも膜下出血）事件

未掲載 判タ1367-134 控訴

23.12.16 大阪地判
平22(ワ)8408

Ｃ株式会社事件 1043-15 確定

23.12.20 東京高判
平22(ネ)5176

Ｈ会計事務所事件 1044-84（ダ全) 上告・上告
受理申立

23.12.22 横浜地判
平21(ワ)3863ほか

キリンエンジニアリング事件 未掲載 判時2144-143
労経速2132-19

控訴

23.12.27 東京高判
平23(ネ)2946

コナミデジタルエンタテインメント
事件

1042-15 確定

23.12.27 東京地判
平22(ワ)24588

ＨＳＢＣサービシーズ・ジャパン・
リミテッド（賃金等請求）事件

1044-5 控訴

23.12.27 東京地判
平21(ワ)27637ほ

か

山口工業事件 1045-25 控訴

23.12.28 東京地判
平21(ワ)17789ほ

か

日本アイ・ビー・エム事件 未掲載 労経速2133-3
労旬1771-66
ジュリ1445-121

控訴

2012年（平成24年）判例

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《1月》

24. 1.12 仙台地判
平22(行ウ)25

仙台労基署長（解体作業員）事件 未掲載 労経速2141-25
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

24. 1.13 東京地判
平22(ワ)732

アメリカン・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー事件

1041-82（ダ全)労経速2136-3 控訴

24. 1.13 静岡地判
平21(ワ)711

静岡県立病院機構事件 未掲載 労経速2136-11 確定

24. 1.16 最一小判
平23(行ツ)263ほ

か

東京都教委（高校教員ら・懲戒処分）
事件

1039-97（リ) 裁時1547-10
判時2147-127
公判速413-2

一部破棄自
判 一部棄
却

24. 1.16 最一小判
平23(行ツ)242ほ

か

東京都（立川市立Ａ中学校・国歌斉
唱）事件

未掲載 裁時1547-3
判時2147-128
公判速413-2

原判決一部
取消し 一
部破棄差戻
し 一部上
告棄却

24. 1.18 神戸地判
平21(ワ)2296

国（神戸刑務所・管理栄養士）事件 1048-140 労旬1766-65 控訴

24. 1.19 東京地判
平22(行ウ)221

国・中労委（穂高白百合荘労組など）
事件

未掲載 別冊中時1421-46 控訴

24. 1.19 東京地判
平22(行ウ)274

国・新宿労基署長（ふゅーじょんぷ
ろだくと）事件

未掲載 労経速2142-21

24. 1.23 東京地判
平21(ワ)46657

クレディ・スイス証券（休職命令）
事件

1047-74 控訴

24. 1.24 東京地判
平23(ワ)1471

全日本海員組合（組合長選挙無効確
認）事件

1046-5 労経速2135-7 控訴

24. 1.25 東京高判
平22(行コ)174

国・中央労基署長（時事通信社）事
件

1043-97（リ) 労経速2134-3 確定

24. 1.25 東京高判
平23(ネ)6099

全日本海員組合（自宅待機命令等）
事件

未掲載 労経速2135-3 確定

24. 1.25 仙台高秋田支判
平23(ネ)85

学校法人東奥義塾事件〈付 原審〉 1046-22 確定

24. 1.25 名古屋地判
平21(ワ)8015

名古屋自動車学校事件 1047-50 労旬1770-77 控訴

24. 1.27 東京地判
平22(ワ)5552

学校法人尚美学園事件 1047-5 控訴

24. 1.27 東京地判
平22(行ウ)57ほか

国・中労委（東急バス）事件 1047-27 控訴

24. 1.27 東京地判
平22(ワ)35211

日興運送事件 1048-167（ダ) 控訴

24. 1.27 東京地判
平23(ワ)11036

全日本海員組合（統制違反処分）事
件

未掲載 労経速2135-22 控訴

24. 1.27 大阪地判
平22(ワ)10989

スリー・エイト警備事件 1050-92（ダ) 控訴

24. 1.31 最三小決
平23(オ)417ほか

衛生事業所労組（街宣活動）事件 1045-97（リ) 上告棄却・
不受理

24. 1.31 東京高判
平22(行コ)124

国・川口労基署長（神戸屋）事件 1054-97（リ) 労経速2137-3 確定

《2月》

24. 2. 9 最一小判
平23(行ツ)177ほ

か

東京都・都教委（国歌斉唱義務）事
件

未掲載 裁時1549-4
判時2152-24
判タ1371-99
民集66巻2号

上告棄却

24. 2.10 名古屋高判
平23(ネ)615

パナソニックエコシステムズ（派遣
労働）事件

1054-76 上告・上告
受理申立

24. 2.10 大阪高判
平23(ネ)1506

日本基礎技術事件〈付 原審〉 1045-5 上告・上告
受理申立

24. 2.14 福島地白河支判
平21(ワ)160ほか

東栄衣料破産管財人ほか事件 1049-37 労旬1775-44 控訴

24. 2.15 大阪地判
平19(ワ)2684ほか

建設技術研究所事件 1048-105 控訴

24. 2.16 東京地判
平23(行ウ)209

国・中労委（三交タクシー）事件 1053-86（ダ) 確定
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

24. 2.17 東京地判
平21(ワ)12681

本田技研工業事件 未掲載 労経速2140-3
法学セミナー
692-133

控訴

24. 2.20 札幌地判
平23(ワ)527

トムス事件 未掲載 労経速2139-21

24. 2.21 最三小判
平22(行ヒ)489

国・中労委（ビクターサービスエン
ジニアリング）事件

1043-5 裁時1550-12
判時2146-140
労経速2141-3
別冊中時1422-1
労旬1771-60
ジュリ1445-117

破棄・差戻
し

24. 2.22 最二小決
平22(行ツ)328ほ

か

地公災基金愛知県支部長（Ａ市役所
職員・うつ病自殺）事件

1041-97（リ) 上告棄却・
不受理

24. 2.22 東京高判
平23(ネ)555

学校法人加茂暁星学園事件 1049-27 上告・上告
受理申立

24. 2.23 最一小判
平22(行ヒ)52

ＪＲ東日本（千葉動労不登用）事件 未掲載 裁時1550-15
判時2149-141
別冊中時1424-46
労経速2142-3

破棄・自判

24. 2.23 東京地判
平21(行ウ)337

国・木更津労基署長（新日鐵君津製
鐵所）事件

1048-85 労経速2139-3 控訴

24. 2.23 京都地判
平22(行ウ)35

京都市・京都市教委（酒気帯び運転）
事件

1054-66 判タ1374-148 控訴

24. 2.24 最二小判
平23(受)1039

Ｙ社（安全配慮義務違反・弁護士費
用請求）事件

未掲載 裁時1550-20
裁時1553-9
判時2144-89
判タ1368-63

一部破棄差
戻し 一部
上告棄却

24. 2.24 最二小判
平22(行ヒ)273

国・広島中央労基署長（乙山工業）
事件

未掲載 裁時1550-19
判時2158-140
判タ1376-130

上告棄却

24. 2.27 東京地判
平21(ワ)46537

ＮＥＸＸ事件 1048-72 控訴

24. 2.28 東京高判
平22(ネ)4303

伊藤工業（外国人研修生）事件 1051-86（ダ全) 上告・上告
受理申立

24. 2.28 大阪高判
平23(ネ)3042

Ｐ大学（セクハラ）事件 1048-63 上告受理申
立

24. 2.29 東京地判
平23(ワ)6208ほか

日本通信事件 1048-45 労経速2141-9 控訴

24. 2.29 東京地決
平23(ヨ)2121

東豊商事（鈴木コンクリート工業）
事件

未掲載 労旬1767-68 決定

《3月》

24. 3. 7 東京高判
平22(ネ)4760ほか

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・第2）事件

1048-6 労経速2138-3 上告・上告
受理申立

24. 3. 7 東京高判
平22(ネ)7078

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・第3）事件

1048-26 労経速2138-21
労旬1775-24

上告・上告
受理申立

24. 3. 7 東京地判
平22(ワ)30916

ＪＲ千葉鉄道サービス事件 未掲載 労経速2147-17

24. 3. 8 最一小判
平21(受)1186

テックジャパン事件 未掲載 判時2160-135
裁時1551-4
判タ1378-80

一部破棄差
戻し 一部
上告棄却

24. 3. 9 東京地判
平 22(ワ)11853

ザ・ウィンザー・ホテルズインター
ナショナル（自然退職）事件

1050-68 控訴

24. 3. 9 大阪地判
平21(ワ)17700

日本機電事件 1052-70 控訴

24. 3.13 東京地判
平21(ワ)45043ほ

か

ヒューマントラスト（懲戒解雇）事
件

1050-48 控訴
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24. 3.13 東京地判
平22(ワ)46502ほ

か

関東工業事件 未掲載 労経速2144-23

24. 3.21 最二小決
平23(オ)1747ほか

泉州学園事件 1047-97（リ) 上告棄却・
不受理

24. 3.21 東京地判
平21(ワ)46930

フェデラルエクスプレスコーポレー
ション事件

1051-71 控訴

24. 3.22 東京高判
平23(ネ)3957

フォーカスシステムズ事件〈付 原
審〉

1051-40 上告・上告
受理申立

24. 3.22 神戸地判
平21(行ウ)1

国・神戸東労基署長（全日本検数協
会）事件

1049-5 控訴

24. 3.23 東京地判
平22(ワ)26983

株式会社乙山事件 1054-47 控訴

24. 3.23 秋田地判
平23(行ウ)10

秋田県・秋田県教委（酒気帯び運転・
免職）事件

未掲載 判タ1379-109 確定

24. 3.23 静岡地判
平19(ワ)549

中部電力ほか（浜岡原発）事件 1052-42 控訴

24. 3.26 さいたま地熊谷支判
平22(ワ)631ほか

クノールブレムゼ商用車システム
ジャパン事件

1050-21 控訴

24. 3.27 東京地判
平22(ワ)32321ほ

か

霞アカウンティング事件 1053-64 控訴

24. 3.27 東京地判
平23(ワ)1934

クラブメッド事件 1055-85（ダ) 確定

24. 3.29 東京地判
平23(ワ)1428ほか

日本航空（パイロット等）事件 1055-58 労経速2144-3
労旬1774-57

控訴

24. 3.29 横浜地判
平22(ワ)3419

シーテック事件 1056-82 控訴

24. 3.29 京都地判
平19(ワ)3702ほか

立命館（未払一時金）事件 1053-38 控訴

24. 3.30 東京地判
平23(ワ)1429

日本航空（客室乗務員）事件 未掲載 労経速2143-3
労旬1774-72

24. 3.30 東京地判
平23(ワ)14714

東日本電信電話事件 未掲載 労経速2145-7

《4月》

24. 4. 6 大阪高裁
平23(ネ)3298

日能研関西ほか事件〈付 原審〉 1055-28 上告・上告
受理申立

24. 4. 9 神戸地尼崎支決
平24(ヨ)13

阪神バス（勤務配慮）事件 1054-38 決定

24. 4.10 東京地判
平22(ワ)3396

リーマン・ブラザーズ事件 1055-8 控訴

24. 4.11 東京地判
平22(ワ)23905

エヌ・ピー・シー事件 未掲載 労経速2147-3

24. 4.12 大阪高判
平23(ネ)1713ほか

日本郵便輸送（給与規程変更）事件
〈付 原審〉

1050-5 労経速2145-17 上告・上告
受理申立

24. 4.13 大阪地判
平22(ワ)14382

医療法人健進会事件 1053-24 控訴

24. 4.16 東京地判
平21(ワ)10678

いすゞ自動車（雇止め）事件 1054-5 控訴

24. 4.17 東京地判
平23(ワ)9656

千代田女学園事件 未掲載 労経速2150-20

24. 4.18 大阪高判
平23(ネ)3003

南淡漁業協同組合事件〈付 原審〉 1053-5 上告・上告
受理申立

24. 4.19 東京地判
平22(行ウ)68ほか

都教委（八王子市立中学校・国歌斉
唱不起立）事件

1056-59 控訴

24. 4.19 岡山地判
平21(ワ)1815ほか

Ｕ銀行（パワハラ）事件 1051-28 控訴
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24. 4.20 新潟地判
平23(ワ)738

常陽会事件 未掲載 労旬1779-60

24. 4.23 東京地判
平21(行ウ)500

地公災基金東京都支部長（Ｃ高校）
事件

1055-79（ダ） 労経速2151-20 確定

24. 4.25 東京地判
平23(行ウ)5

国・平塚労基署長（大磯城山公園）
事件

未掲載 労経速2146-3

24. 4.26 東京地判
平22(ワ)19765

北里研究所事件 未掲載 労経速2151-3

24. 4.26 大阪地判
平23(ワ)8605

ＩＮＳＯＵ事件 未掲載 労経速2147-24

24. 4.27 最二小判
平22(行ヒ)46

広島県・広島県労委（熊谷海事工業）
事件〈付 一・二審〉

1052-5 裁時1555-6
判時2157-127
判タ1376-134
別冊中時1425-36

破棄差戻し

24. 4.27 最二小判
平23(受)903

日本ヒューレット・パッカード事件 未掲載 裁時1555-8
判時2159-142
判タ1376-127
労経速2148-3

棄却

24. 4.27 東京地判
平22(ワ)4749

岩瀬コスファ事件 未掲載 労経速2148-20

《5月》

24. 5.16 東京地判
平22(行ウ)629

国・中労委（ニチアス）事件 未掲載 労経速2149-3
別冊中時1427-35

24. 5.24 千葉地松戸支判
平22(ワ)1288

エバークリーン事件 未掲載 労経速2150-3

24. 5.25 東京地判
平23(ワ)23561

ジャストリース事件 1056-41 控訴

24. 5.31 東京地判
平22(ワ)37767ほ

か

学校法人Ｖ大学事件 1051-5 控訴

24. 5.31 東京地判
平20(ワ)24169ほ

か

東起業事件 1056-19 控訴

《6月》

24. 6. 6 東京高判
平23(行コ)380

地公災基金横浜市支部長（横浜市消
防職員）事件

1054-91（ダ全)判時2161-128 確定

24. 6.13 東京地判
平22(ワ)41862

Ｘ社事件 未掲載 労経速2153-3

24. 6.28 最一小決
平23(オ)2088ほか

オリンパス事件 1048-177（リ) 不受理

24. 6.28 東京高判
平23(行コ)138

国・中労委（新国立劇場運営財団・
差戻審）事件

1056-5 労経速2152-3
別冊中時1428-58

一部取消し
一部棄却

《7月》

24. 7.12 東京高決
平24(行ス)38

東京都・東京都教育委員会（立川ろ
う学校）事件

未掲載 判時2155-112 決定

24. 7.13 最二小決
平23(受)2524

日本トムソン事件 1050-97（リ) 不受理

24. 7.13 京都地判
平21(ワ)5151

マンナ運輸事件 未掲載 労旬1778-76

24. 7.18 東京地判
平23(ワ)12595

Ｍ学園（損害賠償請求）事件 未掲載 労経速2154-18 一部認容
一部棄却

24. 7.30 東京地判
平23(ワ)38272

Ｗｏｒｌｄ ＬＳＫ事件 1057（掲載予定)労経速2154-24 一部認容
一部棄却
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《9月》

24. 9. 6 最一小決
平23(オ)1943ほか

ジェイアール総研サービス事件 1052-97（リ) 決定

2011年（平成23年）労委命令

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《9月》

23. 9. 6 岩手県労委
平23(不)1号の2

両磐酒造事件 1035-173

23. 9. 7 中労委
平22(不再)34ほか

西日本旅客鉄道（岡山・転勤等）事
件

1035-171 別冊中時1421-1

23. 9. 7 中労委
平21(不再)51

緑光会事件 1035-172

23. 9.20 東京都労委
平20(不)37

阪急交通社事件 1035-170

《10月》

23.10.18 石川県労委
平23(不)1

サンケン電気事件 1036-95

23.10.19 中労委
平22(不再)49ほか

石原産業事件 1036-94

《11月》

23.11.15 福岡県労委
平23(不)1

日本鋳鍛鋼事件 1038-95

23.11.16 中労委
平23(不再)5

阪急トラベルサポート事件 1036-93 別冊中時1422-37

23.11.18 大阪府労委
平22(不)37

郵便事業（河内長野支店）事件 1038-93

23.11.28 沖縄県労委
平22(不)5

宮古毎日新聞社事件 1040-95

23.11.29 秋田県労委
平22(不)1

秋田臨港事件 1038-91

23.11.29 大阪府労委
平22(不)47

茨木産業開発事件 1038-92

《12月》

23.12. 7 中労委
平23(不再)4

吉富建設事件 1040-94

23.12.22 福岡県労委
平23(不)2

福岡市事件 1040-93

23.12.27 広島県労委
平21(不)8

ネオ事件 1042-95
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2012年（平成24年）労委命令

言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

《1月》

24. 1.11 中労委
平21(不再)20

フジ企画事件 1042-94

24. 1.18 中労委
平22(不再)58

大阪兵庫生コン経営者会事件 1042-92

24. 1.18 中労委
平23(不再)2

松蔭学園事件 1042-93

《2月》

24. 2. 2 滋賀県労委
平22(不)5

高島市事件 1044-96

24. 2.16 滋賀県労委
平22(不)1

ヤンマー事件 1044-94

24. 2.28 京都府労委
平23(不)3

京都市事件 1044-93

《3月》

24. 3. 7 中労委
平22(不再)62

ＪＲ西日本（福知山駅・国労バッジ）
事件

1046-95

24. 3.26 千葉県労委
平22(不)3

ＪＲ東日本（千葉動労・配転）事件 1046-94

24. 3.27 神奈川県労委
平22(不)25

郵便事業（座間支店）事件 1046-92

24. 3.29 神奈川県労委
平22(不)18

シオン学園事件 1046-91

《4月》

24. 4. 3 広島県労委
平23(不)1

平成タクシー事件 1048-173

24. 4. 4 中労委
平23(不再)38

ＪＲ西日本（岡山・戒告処分等）事
件

1048-172

24. 4.10 大阪府労委
平23(不)7

箕面自由学園事件 1049-95

24. 4.13 北海道労委
平22(不)19

一般財団法人北海道体育文化協会事
件

1049-94

24. 4.18 中労委
平23(不再)33

神戸高速鉄道事件 1048-171

《5月》

24. 5. 9 中労委
平23(不再)22

明静事件 1049-92

24. 5. 9 中労委
平23(不再)13

ブリーズベイホテル事件 1049-93

《6月》

24. 6. 6 中労委
平23(不再)18

国立大学法人大阪大学事件 1053-95 別冊中時1433-1

24. 6.12 福島県労委
平23(不)1

社会福祉法人桜福祉会事件 1051-95

24. 6.22 北海道労委
平23(不)6

櫻間工業事件 1051-94
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言 渡 日 裁 判 所 事 件 名 労判掲載号･頁 他誌掲載号･頁 係争状況

24. 6.28 岡山県労委
平23(不)1

郵便事業（岡山支店）事件 1051-93

《7月》

24. 7.18 中労委
平23(不再)59

テルウェル西日本事件 1053-92

24. 7.18 中労委
平15(不再)23

ＥＭＧマーケティング（旧エクソン
モービル）事件

1053-94

24. 7.20 大阪府労委
平23(不)41

樟蔭学園事件 1053-91

《8月》

24. 8. 1 中労委
平23(不)1

ＳＥＴソフトウェア事件 1055-95

24. 8. 8 神奈川県労委
平23(不)1

横浜自動車学校事件 1055-94

24. 8.24 福岡県労委
平23(不)6

ＮＴＴ西日本（福岡・兵庫配転）事
件

1055-93

24. 8.28 京都府労委
平23(不)1

京都府医師会事件 1055-92
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労 働 契 約

専任教員2名の雇用契約 被告・学校法人Ｙが経営し
ている学校の専任教員2名（原告Ｘら）が懲戒解雇さ
れた件につき，ＹとＸらの間の雇用契約は有期雇用契
約とは認められず，むしろ，就業規則に従い，特段の
事情がない限り，原告らが定年まで勤務することを前
提とした期間の定めのない雇用契約であったと認めら
れることから，本件解雇通知は，期間の定めのない雇
用契約における解雇の意思表示に相当するものとされ
た例（学校法人福寿会事件・福島地裁郡山支部平23.4.
4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1036-86(ダ全)
派遣労働者と派遣先会社との関係 いわゆる「偽装請
負（派遣法違反）」が長期にわたり継続し，その後のリー
マンショックを契機とする「派遣切り」に伴って派遣
労働者が雇用を喪失したケースにおいて，派遣労働者
と派遣先との間での黙示の労働契約の成立を否定した
一審判決が維持された例（日本トムソン事件・大阪高
裁平23.9.30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1039-20
派遣労働者と派遣先会社との関係 派遣労働者と派遣
先事業主との間に黙示の雇用契約が認められるために
は，派遣元事業主が名目的な存在にすぎず，派遣先事
業主が，派遣労働者の採用や解雇，賃金その他の雇用
条件の決定，職場配置を含む具体的な就業態様の決定，
懲戒等を事実上行っているなど，派遣労働者の人事労
務管理等が，派遣先事業主によって事実上支配されて

いるような特段の事情がある場合であることを必要と
するとされた例（三菱電機ほか〔派遣労働者・解雇〕
事件・名古屋地裁平23.11.2判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-5
派遣労働者と派遣先会社との関係 原告Ｘ1らの被告
Ｙ1社の事業所における就業は，実態としても労働者
派遣であり，Ｘ1らにおいても雇用主は被告派遣会社
Ｙ2社らであるとの認識をもって就業していたことが
認められ，Ｙ1社は，派遣先事業主として派遣労働者
に対して労務の具体的指揮命令を行っていたことは当
然として，派遣先としての権限を超えて，派遣労働者
の人事労務管理等を事実上支配していたような事情は
窺えないことから，Ｘ1らとＹ1社との間に黙示の雇用
契約が成立するといえる事情は認められないとされた
例（三菱電機ほか〔派遣労働者・解雇〕事件・名古屋
地裁平23.11.2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1040-5
内容：競業避止条項 外資系生命保険会社である被告
会社日本支店において元執行役員であった原告が，退
社後に競合他社へ転職したところ，本件競業避止条項
により退職金を支給されなかった件につき，原告の退
職前の地位は相当高度ではあったが，長期にわたる機
密性を要するほどの情報に触れる立場であるとはいえ
ず，また，本件競業避止条項を定めた被告会社の目的
は，そもそも正当な利益を保護するものとはいえず，
競業が禁止される業務の範囲，期間，地域は広きに失
するし，代償措置も十分ではなく，その他の事情を考
慮しても，本件における競業避止義務を定める合意は
合理性を欠き，労働者の職業選択の自由を不当に害す
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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15
賃金・一時金・退職金㌀㌀㌀㌀17
労働時間・休日・休暇㌀㌀㌀㌀22
人 事㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀24
懲戒処分(含：懲戒解雇)㌀㌀㌀27
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29
契約の終了㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀33

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36
労働安全・災害補償㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
争訟・その他㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41

●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49
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50
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50

不当労働行為㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀51
●労委命令
不利益取扱い㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀52
団交拒否㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀54
支配介入㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀55
救済手続㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57

項目別索引

•本誌2012年(平成24年)1月1･15日号(No.1035)から12月15日号(No.1056)までに掲載し
た判例･命令を項目別に分類し，収録した。
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るものであるから，公序良俗に反し無効であるとして，
原告に対する退職金の支払いが命じられた例（アメリ
カン・ライフ・インシュアランス・カンパニー事件・
東京地裁平24.1.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-82(ダ全)
内容：外国人研修・技能実習生 原告Ｘ1らは，研修期
間中においても，Ｙ社の指揮監督の下，工場における
生産活動に従事していたものと評価することができる
から，Ｘ1らは，研修期間中においても，労基法9条お
よび最低賃金法2条1号に規定する「労働者」に当た
るとされた例（デーバー加工サービス事件・東京地裁
平23.12.6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1044-21
告知義務 採用を望む応募者が，採用面接に当たり，
雇用契約締結過程における信義則上の義務として，告
知すれば採用されないことなどが予測される事項につ
いて，自発的に告知する法的義務があるとまではいえ
ないとされた例（学校法人尚美学園事件・東京地裁平
24.1.27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1047-5
成否：請負トラック運転手の労働契約の始期 昭和46
年から被告Ｙ社の下でトラック持込みの運転手として
運搬業務に従事していた原告Ｘにつき，Ｙ社より，Ｘ
が請負からＹ社従業員となったのは平成13年7月から
であるとして退職金が支払われたが，ＸがＹ社所有車
両に乗車して本件業務を遂行するに至った経緯，本件
業務の遂行についての諾否の自由の有無，本件業務遂
行の態様，Ｘに対する本件業務の対価の決定方法等に
照らせば，Ｘは，昭和52年4月1日時点において，Ｙ
社と雇用契約を締結し，労働者として本件業務を遂行
してきたものと認めるのが相当であるとされた例（日
興運送事件・東京地裁平24.1.27判決)

……1048-167(ダ)
成否 非常勤講師は，クラス担任および生活指導等は
行わず，校務分掌にも入っておらず，兼職も禁止され
ておらず，給与体系や適用される就業規則が専任教員
と異なり，勤務時間数も各年度の各学科のクラス編成
数や生徒の科目選択によって変動することから，被控
訴人(一審原告)Ｘ1らと控訴人(一審被告)との間の雇
用契約が，実質において専任教員の場合と同じく期間
の定めのない雇用契約と異ならない状態にあったもの
とはいえないことは明らかであるとされた例（学校法
人加茂暁星学園事件・東京高裁平24.2.22判決)

……1049-27
承継 前訴において，教育情報研究所（以下，「Ｚ研究
所」）による解雇無効等の確定判決を得ていた控訴人
（一審原告）Ｘが，Ｚ研究所の倒産を受け，事業を承
継した一族経営の一審被告日本言語研究所（以下，「Ａ
研究所」。Ａ研究所は当初控訴を提起したが，まもな
く取り下げて一審判決が確定），被控訴人（一審被告）
日本語教育新聞社（以下，「Ｙ1新聞社」）らに対して地

位確認等の請求をした件につき，Ｚ研究所は，特段の
事情が認められない限り，Ｘその他の債権者に対して
負担する多額の未払賃金等の債務を免れる目的で，営
業等をＹ1新聞社およびＡ研究所に承継させ，自らを
倒産させたものと推認でき，このことは，法形式を整
えてはいるものの，全体としてみれば違法であり，こ
れに関与した者には一定の要件を充足すれば民事責任
が生じ得るものというべきとされた例（日本言語研究
所ほか事件・東京高裁平23.10.26判決)

……1049-71(ダ全)
成否 原告Ｘと被告Ｙ社との間で，所定労働時間や休
憩時間の合意がなくとも，Ｘは通常，朝礼に間に合う
ように出社し，9時頃から外回りに出ており，かつ外
回りから帰社する時刻は，帰社後に管制業務に従事す
る場合は午後3時頃，それ以外の場合は午後5時ない
し5時30分であり，また適宜休憩を取っていたことか
ら，ＸはＹ社の指揮命令の下，営業等の業務に従事し，
その対価として賃金の支払いを受けていたと認めら
れ，ＸとＹ社との間には雇用契約が成立していたとさ
れた例（スリー・エイト警備事件・大阪地裁平24.1.27
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1050-92(ダ)
成否 外国人研修・技能実習制度における「研修」の
法的位置付けは「労働」ではないことから，「実務研修」
の実施に当たっては「労働」と明確に区別される必要
があるが，「実務研修」については，現場における実際
の作業に従事させることから，外見上はその活動が「研
修」なのか，資格外活動である「労働」なのか明確に
区別しがたい場合が多いものと解されるところ，法務
省指針は，研修が同指針に沿って実施されている場合
においては，当該研修における研修生の活動は「労働」
ではないと評価し得る一応の基準となると解するのが
相当とされた例（伊藤工業〔外国人研修生〕事件・東
京高裁平24.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-86(ダ全)
成否 外国人研修生であった控訴人Ｘら（2名）の被
控訴人Ｙ社での研修において，法務省指針に反するよ
うな事実や事情が存していたと認めるに足りる証拠は
ないことから，研修期間中におけるＸらは労基法上の
労働者に該当しないとした一審判断が維持された例
（伊藤工業〔外国人研修生〕事件・東京高裁平24.2.28
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1051-86(ダ全)
内容：労使慣行 使用者において経営状態が悪化した
りする等人件費抑制の必要性が高くなった場合，本給
のベースアップをする等して賃金体系を見直したため
に一時金の額を引き下げる必要がある場合などの特段
の事情がない限り，年6か月以上の一時金を支払うと
の規範意識があったというべきであり，上記特段の事
情が認められない本件では，被告Ｙと原告Ｘらとの間
には，少なくとも年6か月の一時金を支給することが
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労働契約の内容となっていたものと認めるのが相当で
あるとされた例（立命館〔未払一時金〕事件・京都地
裁平24.3.29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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-38
その他：労使慣行の変更 労使慣行の変更が許される
場合とは，その必要性および内容の両面からみて，労
働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても，な
お当該労使関係における当該変更の法的規範性を是認
することができるだけの合理性を有する必要があり，
その合理性の有無は，具体的には労使慣行の変更に
よって労働者が被る不利益の程度，使用者側の変更の
必要性の内容・程度，変更後の内容自体の相当性，代
償措置その他関連する他の労働条件の改善状況，労働
組合等との交渉の経緯，他の労働組合または他の従業
員の対応，同種事項に関する我が国社会における一般
的状況等を総合考慮して判断すべきであるとされた例
（立命館〔未払一時金〕事件・京都地裁平24.3.29判決)

……1053-38
派遣労働者と派遣先会社との黙示の雇用契約の成否
被控訴人（一審被告）派遣先Ｙ社は，意図的に労働

者派遣法の潜脱を狙い，企業として大々的に業務偽装
を行っていたのであるから，労働者派遣法における労
働者保護規定や職業安定法における直接雇用の原則に
照らし，控訴人（一審原告）Ｘらを直接雇用したもの
として責任を負うべきである等とするＸらの追加主張
に対し，本件事実関係の下では，Ｘらからも，Ｙ社か
らも，明示的にも，黙示的にも，雇用契約の成立に向
けた意思表示（申込みまたは承諾）があったと認める
に足りないし，Ｘらの主張は，実質的には，労働者派
遣法上の規制が潜脱された場合には，雇用契約の成立
を擬制すべきであるとするものにほかならないという
べきであるが，そのように解すべき法律上の根拠はな
いとして，かかるＸらの追加主張が退けられた例（パ
ナソニックエコシステムズ〔派遣労働〕事件・名古屋
高裁平24.2.10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1054-76
その他：労働者性 労基法9条の「労働者」とは，他
人（使用者）のために労務を提供しその対価たる賃金
等を得て生活する者をいい，これに該当するためには，
法的従属関係すなわち労務提供全般にわたり使用者の
一般的な指揮監督を受ける関係（法的従属性）が存在
していることが必要であるとされた例（ジャストリー
ス事件・東京地裁平24.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-41
その他：労働者性 本件契約書は，原告Ｘが，平成22
年3月1日から被告Ｙ社本社において，所定の休日を
除いた就労日に，所定の就労時間，管理職としての業
務に従事することを定め，これに対しＹ社が所定の支
給日に月次給月額87万5000円をＸに支払うことを約し
た契約書面（雇用契約書＝処分証書）であると認めら
れることから，本件契約は正に「労働契約」そのもの

であって，特段の事情が認められない限り，本件契約
の一方当事者であるＸは，使用者たるＹ社のために労
務を提供し，その対価たる賃金等を得て生活する者，
すなわち労基法上の「労働者」に該当するとされた例
（ジャストリース事件・東京地裁平24.5.25判決)

……1056-41

賃金・一時金・退職金

未払賃金，割増賃金 原告Ｘの未払残業代および未払
給与または損害賠償金，遅延損害金ならびに未払残業
代と同額の付加金の請求が退けられた例（ヤマト運輸
〔業務インセンティブ・控除措置〕事件・大津地裁平
23.1.27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1035-150
解雇と賃金 整理解雇を有効とした一審判決が取り消
されて，雇用契約上の地位の確認請求および給料・遅
延損害金の支払請求が認容された例（泉州学園事件・
大阪高裁平23.7.15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1035-124
公民権行使と賃金保障 労働基準法7条は，労働者が
その労働時間中に公民権の行使等のために必要な時間
を請求した場合，使用者はこれを拒んではならないこ
とを規定するにとどまり，公民権の行使等に要した時
間に対応する賃金についてはこれを有給とすることを
要求するものではなく，これを当事者間の取決めに委
ねるという趣旨の規定であると解するのが相当である
とされた例（全日本手をつなぐ育成会事件・東京地裁
平23.7.15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1035-105
公民権行使と賃金保障 都労委への証人出頭に伴う不
就労を理由としてなされた賃金ならびに賞与のカット
につき，未払賃金の支払いを求めるＸの本訴請求が認
められた一方で，控除漏れがあったことを理由に過払
金の返還を求めるＹからの反訴請求が棄却された例
（全日本手をつなぐ育成会事件・東京地裁平23.7.15
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1035-105
割増賃金，付加金 社会通念上，本件添乗業務は派遣
先Ａ社の指示書による指揮監督の下で行われるもの
で，派遣元Ｙ社は，Ａ社の指示による行程を記録した
添乗日報の記載を補充的に利用して，添乗員の労働時
間を算定することが可能であると認められ，本件添乗
業務はその労働時間を算定しがたい業務には当たらな
いとされ，一審と同様概ねＸの主張に沿った労働時間
が算定されたが，いくつかのツアーについては，添乗
員同行の事実は認定されず，約51万円の時間外割増賃
金等と付加金の支払いが認容された例（阪急トラベル
サポート〔派遣添乗員・第1〕事件・東京高裁平23.9.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-14
解雇と賃金 本件学校に関する報道がなされたことが
あり，Ｘらが報道関係者の取材を受けたことは認めら
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れるが，結果として本件学校に関わる紛争や問題点を
指摘する旨の報道がなされたとしても，このことを
もってＸらが就業規則に反し，学校に損害を与えるな
どしたとは認められず，懲戒解雇事由があったとはい
えないことから，本件懲戒解雇は無効として，Ｘらに
よる地位確認請求，未払賃金および賞与支払いの請求
が認められた例（学校法人福寿会事件・福島地裁郡山
支部平23.4.4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1036-86(ダ全)
賃金減額 被告医療法人Ｙと医師である原告Ｘとの間
で成立した本件契約書につき，契約書中のＸの記名の
横にある「Ｘ」名の印影は，Ｘの意思に基づいて顕出
されたものと推定することはできず，本件契約書に
よって，本件賃金減額合意の成立を認めることはでき
ないとされた例（医療法人共生会事件・東京地裁平23.
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1037-86(ダ全)
賃金減額 Ｘは，平成20年6月，Ｙより賃金減額（120
万円→75万円）の申入れをされ，その後，Ｙから，同
月分の賃金からＸが退職する21年8月分の賃金まで一
貫して75万円の支払いを受け，その間，これらの賃金
について，Ｙに何ら異議を述べていないことが認めら
れること等からすると，Ｘは同日ないしその後同日に
近い日に，上記申入れを受け容れたものと推認するこ
とができるとし，本件賃金減額合意の成立が認められ
た例（医療法人共生会事件・東京地裁平23.4.28判決)

……1037-86(ダ全)
賃金減額 本件賃金減額の合意につき，動機の錯誤や
詐欺があったとのＸ主張は採用できないとし，Ｘの平
成20年6月分以降の賃金について，Ｘ・Ｙ間に月額75
万円とする本件賃金減額合意が成立したことが認めら
れるとして，Ｘの請求が棄却された例（医療法人共生
会事件・東京地裁平23.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-86(ダ全)
割増賃金等 Ｘの時間外労働等は，少なくとも黙示の
業務命令に基づくものと認める他はないとされ，Ｘに
対して時間外・休日・深夜手当の額333万余円が認めら
れた例（河野臨牀医学研究所事件・東京地裁平23.7.26
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1037-59
退職金：退職手当規則の「配偶者｣ 被告Ｙの設置する
大学の教授Ｋの遺族（配偶者）であると主張する原告
Ｘが，Ｙに対し，Ｋの死亡に伴う退職手当の支払いを
求めた件につき，Ｙの退職手当規則13条1項⑴所定の
配偶者に当たると認めることはできないとして，Ｘの
請求が棄却された例（東京芸術大学事件・東京地裁平
23.4.28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1037-91(ダ全)
退職金：退職手当規則の「配偶者｣ Ｙの退職手当規則
13条1項⑴所定の配偶者「婚姻の届出をしないが，職
員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む」は，内縁の妻または夫に当たり，「内縁関係」
とは，婚姻の届出を欠くが，社会通念上夫婦としての

共同生活の実態が認められる事実関係をいい，当事者
間に，社会通念上夫婦としての共同生活と認められる
事実関係を成立させようとする合意があり，かつ，そ
のような事実関係が存在することが必要であると解す
るところ，ＸとＫは「内縁関係」にあったとは認める
に足りないとされた例（東京芸術大学事件・東京地裁
平23.4.28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1037-91(ダ全)
退職年金：港湾労働安定協会と受給権者らとの関係
港湾関係の産業界の労使の団体が合意して創設され

た港湾労働者年金制度における年金支給に関する法律
関係は，登録事業者を要約者，Ｙ協会を諾約者，受給
資格者を第三者とする第三者のためにする契約とし
て，受給権者の具体的な年金請求権は，裁定請求とい
う受益の意思表示によって生じると解するのが相当と
された例（港湾労働安定協会〔未払年金〕事件・神戸
地裁平23.8.4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1037-37
解雇と賃金 未払賃金額の算定につき，本件雇止めが
無効とすると，原則として，期間を含めて同雇止め時
までの労働条件で更新されたと解するのが相当である
が，原告Ｘは労働契約の更新が認められて勤務を継続
したとしても，更新時の新たな契約によって改正され
たインセンティブ給制度の適用を受けるため，同更新
後受給できるインセンティブ給は同改正後のインセン
ティブ給制度の範囲内であるとして，雇止め前の賃金
額を基礎にして，インセンティブ給を3分の1として
算出した額の1か月当たりの平均額を，雇止め後の賃
金月額とすることが相当であるとされた例（エヌ・
ティ・ティ・コムチェオ事件・大阪地裁平23.9.29判決)

……1038-27
解雇と賃金：雇止め後の賃金 本件雇止めは，利益の
向上の見込みがあるとした判断に合理的裏付けが欠け
ていたうえ，タクシー新法による減車の時期や台数が
不確定な中，自然退職者が出ることを一切考慮せずに
行われたものであり，必要性と合理性を欠くもので
あったといえることから，本件雇止めは，解雇であれ
ば解雇権濫用法理により無効とすべきものということ
ができるとされた例（鈴蘭交通事件・札幌地裁平23.7.
6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1038-84(ダ全)
その他：賞与支給要件 原告Ｘ1組合の組合員である
従業員Ｘ2らの賞与請求について，被告Ｙ社とＸ1組合
との協定書の締結自体が賞与の支給要件になっていた
ものと解することはできないとされ，Ｘ2ら組合員の
賞与支払請求が認容された例（ケーメックス事件・東
京地裁平23.8.31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1038-68
解雇と賃金 被告Ｙ1組合のＸ2社分会長としての立
場で主体的に違法な組合活動に関与している被告Ｙ2
に対してなされた本件雇止めは合理的理由に基づくも
のとして有効というべきであるとして，Ｙ2の雇用契
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約上の権利を有する地位の確認請求および未払賃金の
支払請求がともに棄却された例（連帯ユニオン関西地
区生コン支部〔トクヤマエムテックほか〕事件・大阪
地裁平23.9.21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1039-52
割増賃金 労基法37条5項および同法施行規則21条本
文によれば，基礎賃金から除外される賃金として「家族
手当」「通勤手当」「別居手当」「住宅手当」などが明示
されているが，これらが基礎賃金から除外されるのは，
労働の内容や量と無関係な事情で支給される手当が割
増賃金額を左右するのは不当であるという趣旨に基づ
くものであるから，形式的にこれらの名称が付されて
いても，持ち家・賃貸の別や住宅ローン・家賃の額と
いった個別的事情を反映した金額が支給されていない
場合は，上記の立法趣旨にかんがみ，除外賃金には含ま
れないと解するのが相当であるとされた例（スタジオ
ツインク事件・東京地裁平23.10.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀1041-62
退職金 外資系生命保険会社である被告会社日本支店
において元執行役員であった原告が，退社後に競合他
社へ転職したところ，本件競業避止条項により退職金
を支給されなかった件につき，原告の退職前の地位は
相当高度ではあったが，長期にわたる機密性を要する
ほどの情報に触れる立場であるとはいえず，また，本
件競業避止条項を定めた被告会社の目的は，そもそも
正当な利益を保護するものとはいえず，競業が禁止さ
れる業務の範囲，期間，地域は広きに失するし，代償
措置も十分ではなく，その他の事情を考慮しても，本
件における競業避止義務を定める合意は合理性を欠
き，労働者の職業選択の自由を不当に害するものであ
るから，公序良俗に反し無効であるとして，原告に対
する退職金の支払いが命じられた例（アメリカン・ラ
イフ・インシュアランス・カンパニー事件・東京地裁
平24.1.13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1041-82(ダ全)
賃金減額と差額請求 産前産後休業とこれに続く育児
休業からの復職後，平成21年度（21年6月16日以降の
1年間）の原告Ｘの役割グレードをＢ－1からＡ－9
に引き下げ，役割報酬を550万円から500万円に減額さ
せるとともに，同日以降の成果報酬をゼロと査定して，
Ｘの年俸を，産休，育休等の取得前の合計640万円から
復職後は520万円に引き下げたことは，違法であると
して，役割報酬の減額に伴う差額請求が認容された例
（コナミデジタルエンタテインメント事件・東京高裁
平23.12.27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1042-15
割増賃金 労働時間からカットされた30分を超える被
告会社の指定場所以外での客待ち待機時間分につき，
未払賃金（未払時間外労働割増賃金および深夜労働割
増賃金）および遅延損害金の支払いが認められた例（中
央タクシー〔未払賃金〕事件・大分地裁平23.11.30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㌀㌀㌀㌀1043-54

解雇と賃金 原告は，賃金債権として，月例給与の支
払請求権を有するほか，夏季賞与および冬季賞与のう
ち，基本ＩＦを毎年夏季・冬季にそれぞれ支払いを受
ける権利を有すると認められるが，業績連動賞与につ
いては，現時点における賃金請求権としては認められ
ないとされた例（コムテック事件・東京地裁平23.10.
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1043-90(ダ)
賃金請求権：労基法3条違反 Ｘ1らが日本人従業員
と完全に同等の業務遂行能力を有していたとは認めが
たいこと，また，被告Ｙ社はＸ1らを受け入れるため
に，3年間でＸ1ら1人当たり約180万円（月額5万円
に相当）もの費用を負担しているうえ，寮の整備等に
も多額の費用を支出し，さらに研修期間中は無料で寮
を提供するなど，有形無形の負担をしていることから，
日本人従業員の賃金額の約74％という格差は合理的な
範囲内にあるとされた例（デーバー加工サービス事
件・東京地裁平23.12.6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-21
割増賃金 割増賃金を年俸に含める取扱いは，年俸の
うち割増賃金に当たる部分とそれ以外の部分とを明確
に区分することができる場合に限り，その有効性を認
めることができるが，法内残業についてはこの限りで
はなく，被告Ｙ社の賃金規程上も年俸制対象者に割増
賃金を支払わないことが明記されているとして，法定
外の時間外労働，休日労働および深夜労働に関する割
増賃金の請求のみが認容された例（ＨＳＢＣサービ
シーズ・ジャパン・リミテッド〔賃金等請求〕事件・
東京地裁平23.12.27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1044-5
割増賃金，付加金 被控訴人（一審原告）Ｘの割増賃
金請求につき，①Ｘの時間外労働は，控訴人（一審被
告）Ｙの黙示の命令の下でなされていたものというこ
とができること，②事業所外のみなし労働時間制の適
用はないとされること，③Ｘの管理監督者性が否定さ
れること，また，Ｙは，時間外労働が予想された時期
には自ら時間外手当を支払っていたことなどの事実か
ら，Ｘの時間外労働に対する割増賃金1325万余円とす
る一審判断が維持され，割増賃金にかかる付加金につ
いては3割に相当する397万余円の支払いがＹに命じ
られた例（Ｈ会計事務所事件・東京高裁平23.12.20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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-84(ダ全)
割増賃金 原告Ｘと期限の定めのない雇用契約を締結
した被告Ｙ1社，Ｙ2社には，退職したＸに対し，1時間
当たりの労働単価算出の基礎となる給与の額をもとに
労基法所定の計算方法により算出した割増賃金の額
が，超過勤務手当の額を上回った差額を支払う義務が
あり，したがって，ＸのＹ1社およびＹ2社に対する割増
賃金請求権が認められるとされた例（マッシュアップ
ほか事件・東京地裁平23.10.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀1045-89(ダ)
付加金 Ｙ1社・Ｙ2社は，Ｘと雇用契約を締結するに
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当たり，説明に意を尽くしていたとはいえないが，毎
月交付の給与支払明細書において超過勤務の額を記載
していたこと，結果的には相当の割増賃金が超過勤務
手当の支給をもって補われていること，割増賃金の未
払いがあることを認めていることなどからすると，
Ｙ1社・Ｙ2社に，未払割増賃金額の5割相当の付加金
の支払いを命ずるのが相当とされた例（マッシュアッ
プほか事件・東京地裁平23.10.14判決)㌀㌀1045-89(ダ)
賞与 賞与の支払いを求める訴えにつき，被告Ｙ社に
おいては賞与の支給方法等が決められているものの，
利益連動率や出勤率等，個別具体的な支給額の算定要
素に関する規定も存在していることからすれば，原告
Ｘにかかる賞与について明確かつ具体的な支給額があ
らかじめ確定し，労働契約の内容になっているとまで
は認められないとして請求が棄却された例（ライフ事
件・大阪地裁平23.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-53
未払賃金 Ｘは，Ｙ2社から，平成22年5月21日以降
の分の賃金を受領していないところ，同日から同年6
月20日までの1か月間の所定労働日数は24日間であ
り，そのうちのＸの実労働日数は7日であることから，
ＸのＹ2社に対する7日分の未払賃金請求権が認めら
れた例（マッシュアップほか事件・東京地裁平23.10.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-89(ダ)
解雇と賃金 高校の塾長（校長）の地位にある被控訴
人（一審原告）Ｘに対する任期途中における解職（解
雇）につき，労契法17条1項に定める「やむを得ない
事由」があるとまではいえないとされ，本件解職処分
は無効であり，控訴人（一審被告）学校法人Ｙ1に対
し，Ｘの労働契約上の地位確認および賃金支払請求等
を認めた一審判決が維持された例（学校法人東奥義塾
事件・仙台高裁秋田支部平24.1.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-22
未払賃金 雇用契約上の権利を有する地位にあること
を確認する判決が確定した後に支払期が到来する賃金
については，上記判決確定後もなお賃金の支払いがさ
れない特段の事情はなく，「あらかじめその請求をす
る必要がある」ということはできないことから，将来
請求の訴えの利益を欠くものとして不適法であるとし
て却下された例（北海道宅地建物取引業協会事件・札
幌地裁平23.12.14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1046-85(ダ)
解雇と賃金等 雇用契約上の地位確認と同時に賃金請
求をする場合には，判決が確定したにもかかわらず，
確定日の翌日以降も被告Ｙ社が原告Ｘによる労務提供
の受領を拒否し，その賃金請求権の存在を争うことが
予想されるなど特段の事情が認められない限り，判決
確定日の翌日以降の賃金請求にかかる部分について
は，あらかじめ請求する必要がないとされた例（クレ
ディ・スイス証券〔休職命令〕事件・東京地裁平24.1.
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1047-74

解雇と賃金等 賞与請求権は，使用者が労働者に対す
る賞与額を決定して初めて具体的な権利として発生す
るものと解するのが相当であり，本件の賞与に関する
定めは，極めて一般的抽象的な規定にとどまるもので
あるといわざるを得ず，個別具体的な算定方法，支給
額，支給条件が明確に定められ，これらが労働契約の
内容（Ｙ社の債務）になっているものとは認められず，
また，前記の賞与の定め方や，これまでのＸに対する
支給額の変動の激しさに照らすと，Ｘ主張のような賞
与に対する期待が法的に保護されたものと認めること
はできないとされた例（クレディ・スイス証券〔休職
命令〕事件・東京地裁平24.1.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1047-74
賃金減額 労働契約において，賃金は最も基本的な要
素であるから，賃金額の引下げについて労使間で合意
が成立したといえるためには，労働者が不利益変更を
真意に基づき受け入れたと認めるに足りる合理的な理
由が客観的に存在することが必要であるとされた例
（ＮＥＸＸ事件・東京地裁平24.2.27判決)㌀㌀㌀㌀1048-72
賃金減額 20％の給与減額について，反対の声を上げ
ることが困難な状況であり，激変緩和および代替的措
置がとられず，減給について理解を求めるための具体
的な説明を行わなかったとして，原告Ｘが給与減額に
ついて真意に基づき受け入れたと認めるに足りる合理
的な理由が客観的に存在しないとされ，給与の減額分
のうち，時効により消滅した分を除いて支払請求が認
められた例（ＮＥＸＸ事件･東京地裁平24.2.27判決)

……1048-72
割増賃金，付加金 割増賃金額を算出するに当たって
は，各日当が所定労働時間8時間分の賃金であるもの
として，各日当の8分の1の額を基礎金額とし，また，
Ｘの添乗業務に労基法35条2項の適用がある旨の被控
訴人Ｙ社主張が退けられ，本件添乗業務においては7
日目および14日目の労働が休日労働に該当するとさ
れ，結果としてＸの未払いの時間外・休日割増賃金等
の請求が15万8225円の限度で認容されるとともに，同
額の付加金の支払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・東京高裁平24.3.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-6
退職金：退職金差額請求 昭和46年から被告Ｙ社の下
でトラック持込みの運転手として運搬業務に従事して
いた原告Ｘにつき，Ｙ社より，Ｘが請負からＹ社従業
員となったのは平成13年7月からであるとして退職金
が支払われたが，ＸがＹ社所有車両に乗車して本件業
務を遂行するに至った経緯，本件業務の遂行について
の諾否の自由の有無，本件業務遂行の態様，Ｘに対す
る本件業務の対価の決定方法等に照らせば，Ｘは，昭
和52年4月1日時点において，Ｙ社と雇用契約を締結
し，労働者として本件業務を遂行してきたものと認め
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るのが相当であるから，既支給退職金との差額の支払
請求が認められた例（日興運送事件・東京地裁平24.1.
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1048-167(ダ)
未払賃金 原告Ｘ1らが被告Ｙとの間の雇用契約上の
権利を有する地位にあることと未払賃金請求権を有す
ることを認容した一審判決が取り消され，Ｘ1らの請
求が棄却された例（学校法人加茂暁星学園事件・東京
高裁平24.2.22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1049-27
割増賃金 原告Ｘらの，研修期間中および技能実習期
間中の時間外労働について，労基法，最賃法に基づく
割増賃金と遅延損害金の請求が認容され，破産債権を
有することが確定された例（東栄衣料破産管財人ほか
事件・福島地裁白河支部平24.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1049-37
未払賃金 本件退職扱いは有効であり，原告Ｘは，本
件休職命令の満了時（平成21年7月13日）の経過をもっ
て，被告Ｙ1社を自然退職したものと認められるとし
て，ＸのＹ1社に対する地位確認請求および本件退職
扱い後の賃金請求が棄却された例（ザ・ウィンザー・
ホテルズインターナショナル〔自然退職〕事件・東京
地裁平24.3.9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1050-68
割増賃金 無事故手当および運行手当は，労基法37条
5項，同法施行規則21条にいう除外賃金に該当しない
ことは明らかであり，両手当を割増賃金算定の基礎か
ら除外する給与規定1は無効（労基法92条1項）であ
り，両手当は割増賃金の算定基礎とすべきであるとさ
れ，現実に支払われてきた割増賃金との差額の支払い
が認められた例（日本郵便輸送〔給与規程変更〕事件・
大阪高裁平24.4.12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1050-5
割増賃金 Ｘらは労基法上の労働者に該当せず，また
Ｘ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，Ｘらの割増賃金請
求が一審同様棄却された例（伊藤工業〔外国人研修生〕
事件・東京高裁平24.2.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-86(ダ全)
退職金 退職慰労金が賃金の後払い的性質を有してい
ることにかんがみると，従業員に懲戒解雇事由もしく
はそれと同等の背信行為が存在したというような特段
の事情が認められない限り，被告Ｙ社が恣意的な理由
に基づいて退職慰労金を支給しないということは許さ
れないところ，競業他社への就職や未回収金など原告
Ｘの行為につき，退職慰労金を不支給とするのに相応
しい背信行為に該当すると解するのは相当とはいえな
いとされた例（日本機電事件・大阪地裁平24.3.9判決)

……1052-70
賞与 年6か月分の一時金を支給する旨の労使慣行の
変更につき，これを法的に受忍させることを許容でき
るだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のもの
であるということはできないとして，平成17年度から
19年度の一時金に関し，実際に支払われた一時金額

（「年5.1か月分＋10万円」）との差額の支払請求が認
容された例（立命館〔未払一時金〕事件・京都地裁平
24.3.29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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-38
解雇と賃金 ①雇用契約上の地位の確認，②給与，③
賞与の支払いならびに④本件解雇処分ならびにそれ以
前の嫌がらせに対する慰謝料および弁護士費用の支払
いを請求した事案につき，控訴人（一審原告）Ｘの上
記①から③の請求を認容し，上記④の請求を本件解雇
処分への慰謝料ならびにこれに伴う弁護士費用相当分
に限り一部認容した一審の判断が取り消され，Ｘの請
求が（二審における追加請求分も含め）いずれも棄却
された例（南淡漁業協同組合事件・大阪高裁平24.4.18
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-5
割増賃金と付加金 裁判所は，諸般の事情を考慮し，
付加金を命ずることが不相当であると判断した場合に
はこれを命じないことができ，また，これを命ずる場
合であっても裁量により減額することができるものと
解するのが相当であるとされた例（株式会社乙山事
件・東京地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-47
株式褒賞 5年後に会社の普通株式を取得できる権利
を付与するという株式褒賞は，被告Ｙ社が主張するよ
うな任意・恩恵的給付ではなく，本件雇用契約の一部
として，賃金としての実態を有するものとされた例
（リーマン・ブラザーズ証券事件・東京地裁平24.4.10
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1055-8
株式褒賞 株式褒賞について，原告Ｘは自身の雇用条
件を対等以上の立場において交渉に臨み雇用契約締結
に至っていることから，Ｘのした株式褒賞の合意が自
由な意思に基づくものであると認められるとして，労
基法24条の賃金通貨払いの原則に違反しないとされた
例（リーマン・ブラザーズ証券事件・東京地裁平24.4.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1055-8
賞与 最低保障額を定めた賞与につき，当該年度中の
勤務継続により具体的請求権となる性質を有し，個別
の人事査定を必要としないとされた例（リーマン・ブ
ラザーズ証券事件・東京地裁平24.4.10判決)

……1055-8
解雇と賃金 本件解雇は無効であるから，民法536条
2項により，原告Ｘは被告Ｙ社に対して本件解雇後の
賃金等の請求権を有するところ，賞与については，仮
に全従業員に支給される事実が存したとしても，個別
の雇用契約書や賃金規程等により，ＸとＹ社間の雇用
契約の内容になっていたことを窺わせる証拠はなく，
また，本件解雇後の賃金についても，Ｙ社はＸに本件
解雇前日に退職金を支払っており，口頭弁論期日にお
いて，本件解雇が無効である場合には，予備的に，こ
れを解雇後の賃金に充当する旨主張していたことか
ら，本件訴訟の口頭弁論終結時点までに発生した賃金
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額に充当すると，同時点までの賃金は支払済みという
ことになり，Ｘの本件解雇後の賃金等の請求権は，理
由がないとされた例（クラブメッド事件・東京地裁平
24.3.27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1055-85(ダ)
未払賃金 未払いの資格手当・役付手当につき，50万
余円の過払い分があり，賃金の未払いは存在しないと
の被告Ｙ社主張は，過払賃金相当額の不当利得返還請
求権を自働債権とし，賃金支払請求権を受働債権とす
る相殺の主張であると解すべきところ，労基法24条に
基づき，使用者に生じた債権をもって労働者の賃金債
権と相殺することは許されないとされ，原告Ｘの請求
のうち24万円分の支払いが認められた例（東起業事
件・東京地裁平24.5.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-19
未払賃金 整理解雇が無効である場合の派遣労働者に
対する未払賃金額の算定について，賃金に関する就業
規則規定の解釈および原告Ｘが解雇直前には待機労働
者として実際に派遣されていなかった事情をふまえ，
職務担当手当相当額および赴任手当相当額を控除した
額でのバックペイが認められた例（シーテック事件・
横浜地裁平24.3.29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1056-81

労働時間・休日・休暇

国内旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
事業場外みなし労働時間制は，使用者の指揮監督の
及ばない事業場外労働については使用者の労働時間の
把握が困難であり，実労働時間の算定に支障が生ずる
という問題に対処し，労基法の労働時間規制における
実績原則の下で，実際の労働時間にできるだけ近づけ
た便宜的な算定方法を定めるものであり，その限りで
労基法上使用者に課されている労働時間の把握・算定
義務を免除するものということができるとされた例
（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・第1〕事件・
東京高裁平23.9.14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1036-14
国内旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
使用者は，就労場所が事業場外であっても，原則と
して，従業員の労働時間を把握する義務があるのであ
り，労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し
難いとき」とは，就労実態等の具体的事情を踏まえ，
社会通念に従い，客観的にみて労働時間を把握するこ
とが困難であり，使用者の具体的な指揮監督が及ばな
いと評価される場合をいうとされた例（阪急トラベル
サポート〔派遣添乗員・第1〕事件・東京高裁平23.9.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-14
国内旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
使用者の指揮監督が及んでいるのであれば，労働時
間を算定するために補充的に自己申告を利用する必要
があったとしても，それだけで直ちに「労働時間を算

定し難いとき」に当たると解することはできず，当該
自己申告の態様も含めて考慮し，「労働時間を算定し
難いとき」に当たるか否かが判断されなければならな
いとされた例（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・
第1〕事件・東京高裁平23.9.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-14
管理監督者性 管理監督者に該当するというために
は，単に管理職であるだけでは足りないことはもとよ
り当然であって，その業務の態様，与えられた権限，
労働時間に対する裁量，待遇等を実質的にみて，労基
法の趣旨が充足されるような立場であるかが検討され
なければならないとされた例（河野臨牀医学研究所事
件・東京地裁平23.7.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-59
時間外労働 ｢労基法上の労働時間」とは，労働者が使
用者の指揮命令下に置かれている時間をいうものと解
されるところ，その判断は，①当該業務の提供行為の
有無，②労働契約上の義務付けの有無，③義務付けに
伴う場所的・時間的拘束性（労務の提供が一定の場所
で行うことを余儀なくされ，かつ時間を自由に利用で
きない状態）の有無・程度を総合考慮したうえ，社会
通念に照らし，客観的にみて，当該労働者の行為が使
用者の指揮命令下に置かれたものと評価することがで
きるか否かという観点から行われるべきものであると
された例（十象舎事件・東京地裁平23.9.9判決)

……1038-53
時間外労働 時間外手当等請求訴訟において，時間外
労働等を行ったことについては，同手当の支払いを求
める労働者側が主張・立証責任を負うものであるが，
他方で，労基法が時間外・深夜・休日労働について厳
格な規制を行い，使用者に労働時間を管理する義務を
負わせているものと解されるから，このような時間外
手当等請求訴訟においては，本来，労働時間を管理す
べき使用者側が適切に積極否認ないし間接反証を行う
ことが期待されているという側面もあるのであって，
合理的な理由がないにもかかわらず，使用者が，本来，
容易に提出できるはずの労働時間管理に関する資料を
提出しない場合には，公平の観点に照らし，合理的な
推計方法による労働時間を算定することが許される場
合もあると解され，その推計方法は，当該労働の実態
に即した適切かつ根拠のあるものである必要があると
された例（スタジオツインク事件・東京地裁平23.10.
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㌀㌀㌀㌀1041-62
管理監督者性 管理監督者に該当するというために
は，単に管理職であるだけでは足りないことはもとよ
り当然であって，その業務の態様，与えられた権限，
労働時間に対する裁量，待遇等を実質的にみて，労基
法の趣旨が充足されるような立場であるかが検討され
なければならず，さらに，当該従業員が取締役に選任
されたからといって，会社の規模，業態等によっては，
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直ちに管理監督者となるわけではなく，従業員兼務取
締役についても，重要な経営上の職務権限を付与され
ているかなどを実質的に判断したうえで，管理監督者
に当たるか否かを判断すべきであるとされ，いわゆる
インフォマーシャル制作のプロデューサー，プラン
ナーといった現業業務に従事していた従業員兼務取締
役ならびに同ディレクター業務に従事していた課長に
ついて，管理監督者性が否定された例（スタジオツイ
ンク事件・東京地裁平23.10.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-62
裁量労働制 専門業務型裁量労働制の対象となる「情
報システムの分析又は設計」とは，①ニーズの把握，
ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法
の決定およびその方法に適合する機種の選定，②入出
力設計，処理手順の設計等のアプリケーション・シス
テムの設計，機械構成の細部の決定，ソフトウエアの
決定等，③システム稼働後のシステムの評価，問題点
の発見，その解決のための改善等の業務をいうと解さ
れており，プログラミングについては，その性質上，
裁量性の高い業務ではないので，専門業務型裁量労働
制の対象業務に含まれないとされた例（エーディー
ディー事件・京都地裁平23.10.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-49
労働時間：タクシー運転手の客待ち待機時間 労基法
上の労働時間とは，労働者が使用者の明示または黙示
の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれている時間を
いい，原告Ｘ1らがタクシーに乗車して客待ち待機を
している時間は，これが30分を超えるものであっても，
その時間は客待ち待機をしている時間であることに変
わりはなく，被告Ｙ社の具体的指揮命令があれば，直
ちにＸ1らはその命令に従わなければならず，また，
Ｘ1らは労働の提供ができる状態にあったのであるか
ら，30分を超える客待ち待機をしている時間が，Ｙ社
の明示または黙示の下に置かれている時間であること
は明らかであり，仮に，Ｙ社が30分を超える被告の指
定場所以外での客待ち待機をしないように命令してい
たとしても，その命令に反した場合に，労基法上の労
働時間でなくなるということはできないとされた例
（中央タクシー〔未払賃金〕事件・大分地裁平23.11.
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1043-54
労働時間：タクシー運転手の客待ち待機時間 ある時
間が労基法上の労働時間に該当するか否かは当事者の
約定にかかわらず客観的に判断すべきであるから，労
働協約の規定があったとしても，Ｙ社の指定する場所
以外の場所での30分を超える客待ち待機時間が労基法
上の労働時間に該当しなくなるわけではないとされた
例（中央タクシー〔未払賃金〕事件・大分地裁平23.11.
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1043-54
管理監督者性 外国銀行の日本支店に出向し，年俸制
でプロジェクト管理業務を担当していたＶＰ（Vice

President）は，職務の内容，労働時間管理の裁量性，
賃金上の処遇からみて，業務に裁量性は認められると
いっても統括的な業務を担当していたわけではなく，
労務管理上の決定等に裁量性はないから，労基法41条
2号の管理監督者に当たらないとされた例（ＨＳＢＣ
サービシーズ・ジャパン・リミテッド〔賃金等請求〕
事件・東京地裁平23.12.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-5
海外旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
事業場外労働時間のみなし制が適用される「労働時

間を算定し難いとき」（労基法38条の2第1項）とは，
当該業務の就労実態等の具体的事情を踏まえて，社会
通念に従って判断すると，使用者の具体的な指揮監督
が及ばないと評価され，客観的にみて労働時間を把握
することが困難である例外的な場合をいうものと解す
るのが相当とされた例（阪急トラベルサポート〔派遣
添乗員・第2〕事件・東京高裁平24.3.7判決）1048-6
／（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・第3〕事件・
東京高裁平24.3.7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1048-26
海外旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
海外ツアー派遣添乗員である控訴人兼附帯被控訴人

Ｘの本件業務には，訴外Ａ社の具体的な指揮監督が及
んでいるとしたうえで，Ａ社による時間管理に関する
指揮監督の態様を考慮し，Ａ社が補充的に自己申告た
る性質を有する添乗日報をも用いて添乗員の添乗業務
に関する労働時間を把握するについて，その正確性と
公正性を担保することが社会通念上困難であるとは認
められないことから，本件添乗業務について，労基法
38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」
に当たらないとして，本件添乗業務に事業場外労働時
間のみなし制の適用はないとされた例（阪急トラベル
サポート〔派遣添乗員・第2〕事件・東京高裁平24.3.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-6
海外旅行派遣添乗員の時間外労働と労基法38条の2
添乗員は，実作業に従事している時間はもちろん，

実作業に従事していない時間であっても，ツアー参加
者から質問，要望等のあることが予想される状況下に
ある時間については対応できるようにしていることが
労働契約上求められており，そのような時間について
は，労働からの解放が保障されておらず，労基法上の
労働時間に含まれるとされた例（阪急トラベルサポー
ト〔派遣添乗員・第2〕事件・東京高裁平24.3.7判決）
1048-6／（阪急トラベルサポート〔派遣添乗員・第3〕
事件・東京高裁平24.3.7判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-26
時間外労働 Ｘのタイムカードが残存していたとして
も，タイムカードはあくまで出退勤時刻を示すものに
すぎず，Ｘは営業のために外出し，適宜休憩を取って
いたこと，事務所に在社している時間のうち，実際に
労務を提供した時間がどの程度であったのかが不明で
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あることから，タイムカードの記載から直ちにＸの労
働時間を認定することはできず，Ｘによる時間外労働
の事実が立証されていないといわざるを得ないから，
Ｘの未払残業代請求は，認められないとされた例（ス
リー・エイト警備事件・大阪地裁平24.1.27判決)

……1050-92(ダ)
時間外労働 タイムカード等Ｘの労働時間を直接証す
る資料が作成されていないなかで，Ｘの業務内容，Ｘ
のＹ社における売上実績，Ｙ社の時間外労働に関する
指導内容等にかんがみれば，Ｘは，少なくとも，営業活
動後の残務整理等のために，午後8時までは業務に従
事していたと推認するのが相当であるとされた例（日
本機電事件・大阪地裁平24.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1052-70
管理監督者性 営業部長等の肩書きを有して営業活動
に従事していたＸにつき，「経営者と一体的な立場に
立って業務に従事していた」とはいえず，労基法上の
管理監督者に該当しないとされた例（日本機電事件・
大阪地裁平24.3.9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1052-70
労働時間 労基法32条にいう労働時間とは「労働者に
実際に労働させる実労働時間，すなわち『労働者が使
用者の指揮命令下に置かれている時間』をいう」もの
で，その判断は①当該業務の提供行為の有無，②労働
契約上の義務付けの有無，③義務付けに伴う場所的・
時間的拘束性（労務の提供が一定の場所で行うことを
余儀なくされ，かつ時間を自由に利用できない状態）
の有無・程度を総合考慮したうえ，社会通念に照らし，
客観的にみて，当該労働者の行為が使用者の指揮命令
下に置かれたものと評価することができるか否かとい
う観点から行われるべきものであるとされた例（株式
会社乙山事件・東京地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-47
時間外労働 被告Ｙ社では週休2日制を採用していた
ものであるが，原告Ｘの休日は週休1日が実態であっ
て，法定外休日の土曜日も平日と同様に出社してＹ社
の指揮命令下において運行管理業務を行っていたと認
められ，時間外割増賃金の請求が認められた例（株式
会社乙山事件・東京地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-47
時間外労働 法定休日である日曜日も業務に従事して
いたとするＸの主張につき，班長制度によりＸの業務
量等は減少していたもので，早めの退社を促していた
Ｙ社代表者は，法定休日にＸに労働させる意思を有し
ていなかったものとみるのが自然であるとして，休日
割増賃金にかかる請求が退けられた例（株式会社乙山
事件・東京地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-47
管理監督者性 Ｘの給与は営業所長よりも高額であ
り，経営者でなければ行い得ない権限を行使したこと
があることが認められるものの，Ｙ社の内勤体制等が
整備，確立されると，Ｘの権限等の大きさは低下し，
Ｘが重要な経営会議に参加していたと認められないこ

とからすれば，Ｘは管理監督者に当たらないとされた
例（株式会社乙山事件・東京地裁平24.3.23判決)

……1054-47
年休 労働者が，有給休暇権を具体的に行使するに当
たっては，その有する休暇日数の範囲内で，具体的な
休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは，
客観的に労基法39条5項ただし書所定の事由が存在
し，かつ，これを理由として使用者が時季変更権の行
使をしない限り，上記指定によって年次有給休暇が成
立し，当該労働日における就労義務は消滅すると解す
るのが相当であるとされた例（日能研関西ほか事件・
大阪高裁平24.4.6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1055-28
年休 被控訴人（一審被告）Ｙ1社で教材作成や授業
を担当している控訴人（一審原告）Ｘ2が有給休暇を
取得しようしたところ，有給休暇の取得は望ましくな
いとする意思を表明してＸ2に有休申請を取り下げさ
せた直属の上司である被控訴人（一審被告）Ｙ2の発
言につき，違法性を有するものであるとされた例（日
能研関西ほか事件・大阪高裁平24.4.6判決)

……1055-28

人 事

配転：内部通報を理由とした3度の配転と不利益処分
キャリアプランの記載自体を根拠として従業員の配

置に関するＹ1社の労働契約上の義務を認めることは
できないとされた例（オリンパス事件・東京高裁平23.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-42
配転：内部通報を理由とした3度の配転と不利益処分
Ｙ1社は，労働契約において職種が限定されていな

い限り，業務上の必要に応じ，その裁量により労働者
の勤務内容を決定することができるものと解され，Ｘ
とＹ1社との間に営業職，開発（技術）職というような
職種の限定に関する明確な合意があったことを認める
に足りる証拠はないとされた例（オリンパス事件・東
京高裁平23.8.31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1035-42
配転：内部通報を理由とした3度の配転と不利益処分
コンプライアンス室の対応は，運用規定14条2項の

守秘義務に反して，通報者個人が特定されうる情報を
他に開示したものというべきであるとされた例（オリ
ンパス事件・東京高裁平23.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-42
配転：内部通報を理由とした3度の配転と不利益処分
Ｘの本件内部通報を含む一連の言動がＸの立場上や

むを得ずにされた正当なものであったにもかかわら
ず，Ｙ2はこれを問題視し，業務上の必要性とは無関
係に，主として個人的な感情に基づき，いわば制裁的
に第1配転命令をしたものと推認でき，第1配転命令
は，Ｘの内部通報をその動機の一つとしている点にお
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いて，通報による不利益取扱いを禁止した運用規定に
も反するものであるとされた例（オリンパス事件・東
京高裁平23.8.31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1035-42
配転：内部通報を理由とした3度の配転と不利益処分
第1から第3配転命令は，いずれも人事権の濫用で

あるというべきであるとされた例（オリンパス事件・
東京高裁平23.8.31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1035-42
セクハラ ①本件飲食を約束するに至る経緯，その際
の教授である原告Ｘと女性准教授Ａとの間で交信され
たメールの内容，②本件当日のＡの言動（特に，飲食
店Ｅにおいて長時間飲食を共にしていたこと，ＸがＡ
とは違う経路で帰ろうとしているにもかかわらず，Ｘ
が購入した切符を交換し，同じルートで帰ったこと，
阪急Ｇ駅での別れの際にＡのほうからＸに握手を求め
ていること，帰路途中，ＡのほうからＸに対してメー
ルを送信していること，ＡがＸに送信した同メールの
内容），他方，③Ｘは，Ａに対し，執拗にメールを送信
したり，電話もしていないこと，④Ａの証言等は具体
的なものであるとはいえ，同証言等と上記認定説示し
たＡの言動との間には，不合理かつ不自然な面がある
といわざるを得ないこと，さらに，⑤Ａに私生活に関
する情報はなく，Ａを取り巻く背景事情は不明である
というほかないこと，以上の点を指摘することができ，
これらの点を総合的に勘案すると，上記したような疑
問（特に，Ａの精神状態が急変した原因等）があると
はいえ，Ａが主張するようなＸの言動（セクハラ行為）
があったとまで認めることはできないといわざるを得
ないとされた例（Ｐ大学〔セクハラ〕事件・大阪地裁
平23.9.16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1037-20
その他：客室乗務員への退職勧奨 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
該当する場合などを除き，労働者の任意の意思を尊重
し，社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限
りにおいて違法性を有するものではないが，その説得
のための手段，方法が上記範囲を逸脱するような場合
には違法性を有するとされた例（日本航空〔雇止め〕
事件・東京地裁平23.10.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-20
育休復職後の担務変更・降格等 役割報酬の引下げは，
労働者にとって最も重要な労働条件の一つである賃金
額を不利益に変更するものであるから，就業規則や年
俸規程に明示的な根拠もなく，労働者の個別の同意も
ないまま，使用者の一方的な行為によって行うことは
許されないとされた例（コナミデジタルエンタテイン
メント事件・東京高裁平23.12.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-15
育休復職後の担務変更・降格等 Ｘの成果報酬の査定
に当たり，被告Ｙ社は，Ｘが育休等を取得したことを
合理的な限度を超えて不利益に取り扱うことのないよ
う可能な限り回避するための措置をとるべき義務があ

る。成果報酬を合理的に査定する代替的な方法を検討
することなく，機械的にゼロと査定したことは，人事
権の濫用として違法とされた例（コナミデジタルエン
タテインメント事件・東京高裁平23.12.27判決)

……1042-15
配転 本件雇用契約書には，原告Ｘの勤務地を大阪に
限定する旨の条項が存在しないこと，本件雇用契約書
および就業規則には業務の必要性がある場合には異な
る場所へ転勤させる旨の規定が設けられていること，
Ｘは，被告Ｙ社に対し，雇用契約書上の同条項の削除
を求めなかったこと，Ｘは，西日本地区責任者との面
談において，Ｘには高齢の母親がおり，伯父も入院し
ていること，家のローンがあることから大阪以外での
勤務が困難である旨話をするなど，勤務地限定の合意
があることを前提とした話をしていないこと，Ｙ社に
おいては，最終的に従業員の同意を得ることはあると
はいえ，勤務場所を異にする配転が行われていたこと
からすると，Ｘが主張するような勤務地限定の合意が
あったとは認められないとされた例（Ｃ株式会社事
件・大阪地裁平23.12.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1043-15
配転 必ずしもＸの営業職としての資質に問題があっ
たとまでは認められないこと，Ｘを名古屋営業所に配
転する業務上の必要性および合理性があるとは認めが
たいことから，本件配転命令は，配転命令権を濫用し
たもので無効であり，Ｘは，名古屋営業所において勤
務する雇用契約上の義務を負っていないとされた例
（Ｃ株式会社事件・大阪地裁平23.12.16判決)

……1043-15
配転 被告会社の本件配転命令権の有無につき，①被
告会社の就業規則には配転命令権に関する定めがない
こと，②求人広告にも配転に結びつきうる記載がない
こと，③採用面接時に転居を伴う異動の可能性がある
ことについての説明が全くされていないこと，④転居
を伴う配転実績も20年間で2件程度であること，⑤原
告は管理職という立場で採用されたということから直
ちに転居を伴う配転を契約上想定すべきとまではいえ
ないことから，本件労働契約において転居を伴う配転
が客観的に予定されていたとはいえず，被告会社に本
件配転命令の権限があったとは認められないとされた
例（仲田コーティング事件・京都地裁平23.9.5判決)

……1044-89(ダ)
昇格 業務上の疾病により休業することがなければ昇
格していたであろう課長職の地位にあることの確認を
求める原告Ｘの訴えにつき，課長職に就けるか否かは
使用者である被告Ｙ社の裁量判断に委ねられているも
のであり，労働者であるＸが使用者であるＹ社に対し
て，課長職での就労請求権を有しているとは解しがた
いとして請求が却下された例（ライフ事件・大阪地裁
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平23.5.25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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-53
休職 本件休職命令が，その期間，原則として無給扱
いとなり，勤続年数に通算されないという不利益が労
働者側にあることに照らすと，被告Ｙ社の就業規則の
規定は，Ｙ社に対し，無制限の自由裁量による休職命
令権を付与したものと解することはできず，合理性が
認められないような場合には，当該命令は無効である
とされた例（クレディ・スイス証券〔休職命令〕事件・
東京地裁平24.1.23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1047-74
休職 本件業務改善プロセス期間における一連のＹ社
の対応がパワーハラスメントに当たるとの原告Ｘの見
解が一方的で事実無根であると評価することはでき
ず，Ｘの同見解に基づく留保付きの職場復帰命令に従
う旨の意思表示は，職場復帰命令が就業規則の合理的
な規定に基づく命令である限りという留保であって，
パワーハラスメントに関する見解の相違問題とは切り
離して職場復帰問題を解決しようとするＸ側の姿勢を
みて取ることができるので，このようなＸ側の態度を
もって実質的な職場復帰命令の拒否に該当するものと
評価することはできないから，本件休職命令・本件休
職延長命令が無効とされた例（クレディ・スイス証券
〔休職命令〕事件・東京地裁平24.1.23判決)

……1047-74
ハラスメント 本件当日の経緯に関する訴外Ａの証言
等は，具体的かつ詳細で，迫真性もあるうえ，終始一
貫しており，その内容等に特段不自然・不合理な点は
ないこと，Ａが虚偽のセクハラ行為を作出して被控訴
人Ｘを陥れようとする動機は何ら想定することができ
ないこと，また，Ａは，本件当日以降，それまでの表
面的態度を一変させて，Ｘを避けるようになったとこ
ろ，これは，Ｘからセクハラ行為を受けたためである
と考えられ，同行為があったことの証左というべきで
あること，加えて，Ａは，その後に心身に変調を生じ
ているところ，その症状はセクハラの被害者にみられ
る症状と一致しているとの専門家の所見があり，この
点もＸによるセクハラ行為の存在を推認させるもので
あるとされ，セクハラ行為があったとは認められない
として懲戒処分を無効とした一審判決が取り消された
例（Ｐ大学〔セクハラ〕事件・大阪高裁平24.2.28判決)

……1048-63
外国人研修制度：労働者性 改正前の旧入管法の下で
の原告ベトナム人研修生Ｘらの研修期間中の縫製作業
従事が，その実態は研修ではなく，指揮命令下の労働
であるとして，労働者性が肯定され，労基法，最賃法
の適用があるとされた例（東栄衣料破産管財人ほか事
件・福島地裁白河支部平24.2.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1049-37
昇給延伸措置 訓告・訓戒自体に制裁的意味合いはな
く，懲戒処分としての処罰と評価することはできず，

軽微な非違行為に対する訓告・訓戒であってもそれが
重なったことを理由に定期昇給において不利益に処遇
したとしても，人事権の行使として裁量の範囲にとど
まるものであり，二重処罰に当たることはできないと
して，本件昇給延伸措置は，裁量権の逸脱ないし濫用
には当たらず，その違法を基礎付ける事情を認めるこ
とができないから適法であるとされた例（郵便事業・
ゆうちょ銀行事件・東京地裁平23.9.21判決)

……1049-80(ダ)
パワハラ いわゆるパワハラという極めて抽象的な概
念について，これが不法行為を構成するためには，質
的にも量的にも一定の違法性を具備していることが必
要であるとされ，具体的には，パワハラを行った者と
された者の人間関係，当該行為の動機・目的，時間・
場所，態様等を総合考慮のうえ，「企業組織もしくは職
務上の指揮命令関係にある上司等が，職務を遂行する
過程において，部下に対して，職務上の地位・権限を
逸脱・濫用し，社会通念に照らし客観的な見地からみ
て，通常人が許容し得る範囲を著しく超えるような有
形・無形の圧力を加える行為」をしたと評価される場
合に限り，被害者の人格権を侵害するものとして民法
709条所定の不法行為を構成するものと解するのが相
当であるとされた例（ザ・ウィンザー・ホテルズイン
ターナショナル〔自然退職〕事件・東京地裁平24.3.9
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-68
パワハラ Ｘ主張の平成20年5月頃から21年3月頃ま
での間における被告Ｙ2のＸに対する一連の本件各パ
ワハラ行為（飲酒強要行為，その他の脅迫・強要・嫌
がらせ行為等）のうち，そのほとんどについては，そ
れを行った事実は認められない，あるいはＸに対して
不法行為と評価し得るほどの違法性を備えたパワハラ
に当たるものとはいいがたいとされる一方，Ｙ2がそ
の職務の遂行過程において生起したＸとの日程調整上
のトラブルを契機として行った「辞めろ！辞表を出
せ！ぶっ殺すぞ，お前！」などをその内容とする本件
8・15留守電については，これを優に認定することが
でき，かつ，同行為は，Ｘの人格的利益を侵害するも
のとして，民法709条の不法行為に該当するとされた
例（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル〔自
然退職〕事件・東京地裁平24.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-68
休職 Ｘは，本件休職命令に先立って設定された，Ｈ
人事部長代行との面談を一方的に放棄する一方で，本
件休職命令それ自体に対しては特に異議等を述べな
かったばかりか，Ｙ1社から復職意思の有無や自然退
職の注意喚起があったにもかかわらず，その意思さえ
あれば容易なはずの復職願を提出せず，そのまま本件
休職期間の満了を迎えたものであり，Ｙ1社において，
本件退職扱いに先立って専門医等からの意見聴取を行
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わなかったことをもって，客観的合理性や社会的相当
性に欠けるものということはできないとされた例
（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル〔自
然退職〕事件・東京地裁平24.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-68
パワハラ 被告Ｙ2は，ミスをした原告Ｘに対し，厳
しい口調で，辞めてしまえ，（他人と比較して）以下だ
などといった表現を用いて，叱責していたことが認め
られ，それも1回限りではなく，頻繁に行っていたと
認められ，確かにミスおよび顧客トラブルは，Ｙ2に
叱責されている内容からすると，Ｘが通常に比して仕
事が遅く，役席に期待される水準の仕事ができてはい
なかったとはいえるが，本件で行われたような叱責は，
健常者であっても精神的にかなりの負担を負うもので
あるところ，脊髄空洞症による療養復帰直後であり，
かつ，同症状の後遺症等が存するＸにとっては，さら
に精神的に厳しいものであったと考えられること，そ
れについてＹ2がまったくの無配慮であったことに照
らすと，上記Ｘ自身の問題を踏まえても，Ｙ2の行為
はパワハラに該当するとされた例（Ｕ銀行〔パワハラ〕
事件・岡山地裁平24.4.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-28
その他：職務命令 使用者である大学は，雇用する教
員に対し，大学の管理運営上，必要な事項について，
人事権・業務命令権の行使としての職務上の命令を発
令する権限を有しており，その対象は，カリキュラム
の編成，具体的な講義担当者の選定，卒研生等を配属
する研究室の決定等に及んでおり，その行使に当たっ
ては，広範な裁量が認められるものと解するのが相当
であるが，こうした権限の行使は，大学教員の権利を
制限することになるから，これを正当とするだけの合
理的理由が必要であるとされた例（学校法人Ｖ大学事
件・東京地裁平24.5.31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1051-5
休職：傷病回復の立証責任 在日米軍に雇用されてい
た原告Ｘの業務外の傷病につき，被告Ｙ(国)の労働契
約所定の傷病休暇の期間が満了した場合，労働者に当
該傷病が回復して就労可能であることの立証責任を負
わせるのが合理的であるとされた例（国〔在日米軍従
業員・解雇〕事件・東京地裁平23.2.9判決)

……1052-89(ダ)
休職：従前の職務 傷病休暇取得前の職務が廃止され
ている場合，当該傷病が回復して就労可能であること
を論じる前提としての「従前の職務」につき，Ｘが署
名した本件承諾書および自書した書面によりＸ・Ｙ間
で合意が成立しており，これに違法はないとされた例
（国〔在日米軍従業員・解雇〕事件・東京地裁平23.2.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1052-89(ダ)

懲 戒 処 分

懲戒解雇：非違行為 被告Ｙが原告Ｘに対して予備的
に行った懲戒解雇の効力について，Ｘが当該の処分事
由に関して注意を重ねられてきたにもかかわらず，自
らの言動を顧みて反省し，誤解を受けるような生徒と
の関わり方を改めようとせず，その後も生徒との間で
不適切な内容のメールのやりとりを継続していたこと
などから，Ｘの行為態様は悪質であるとして，懲戒解
雇は懲戒権を濫用したものとはいえないとされた例
（学校法人大谷学園〔中学校教諭・懲戒解雇〕事件・
横浜地裁平23.7.26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1035-88
減給 ＸがＡに対して，Ａが申し立てているような内
容のセクハラ行為があったとは認められないから，同
行為があったことを前提とした本件減給処分は，その
余（本件処分の相当性）を判断するまでもなく無効で
あるといわざるを得ないとされた例（Ｐ大学〔セクハ
ラ〕事件・大阪地裁平23.9.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-20
懲戒解雇：電算課職員の非違行為等 使用者による懲
戒権の行使は，企業秩序維持の観点から労働契約関係
に基づく使用者の権能として行われるものであるが，
就業規則所定の懲戒事由該当事実が存在する場合で
あっても，具体的状況に照らし，それが客観的に合理
的な理由を欠き，社会通念上相当性を欠くと認められ
る場合には権利の濫用に当たるものとして無効になる
（労契法15条）とされ，本件懲戒解雇には合理的な理
由があるというべきであるし，それが社会通念上相当
性を欠くということもできないとされた例（河野臨牀
医学研究所事件・東京地裁平23.7.26判決)㌀㌀㌀㌀1037-59
減給 国立大学等の職員であった者については，別に
辞令を発せられない限り国立大学法人等の職員となる
ものと定められている（国立大学法人法附則4条）と
ころ，原告Ｘが法人化前の被告Ｑ大学から法人化後の
Ｙ大学に勤務するようになった際，別に辞令の交付を
受けた事実は窺われず，また，法人化前にＸが行った
行為に対する就業規則の適用に関してＸとＹ大学間に
おいて別段の合意がされた事実も認められないから，
Ｘは，Ｙ大学が法人化される前に行った行為であって
も，就業規則37条1項各号に該当する事実が明らかに
なった場合には，同条2項各号に定めるところに従っ
て懲戒処分を受けることについて合意したものと認め
るのが相当であるとされた例（Ｑ大学〔懲戒処分〕事
件・大阪地裁平23.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-73
減給 学生が安心して教育を受け，研究を行うことが
できるように配慮すべき立場にありながら，自ら，深
夜に大学院生であるＡ女を教育研究のための施設であ
る研究室に誘い，密室である研究室において性交渉の
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事実を疑われるような状況を作り出したＸの行為は，
就業規則所定の懲戒事由に該当するとされた例（Ｑ大
学〔懲戒処分〕事件・大阪地裁平23.9.15判決)

……1039-73
減給 不服審査手続きにおいて，Ｙ大学がＸの代理人
弁護士の同席を認めなかったとしても不相当というこ
とはできず，また，Ｘは部局調査委員会による事情聴
取において十分な反論の機会が与えられ，不服審査委
員会の事情聴取を2度にわたって欠席している以上，
反論の機会が与えられなかったということはできない
から，手続上の相当性に欠けるところはないとされた
例（Ｑ大学〔懲戒処分〕事件・大阪地裁平23.9.15判決)

……1039-73
減給 停職期間を6か月間とした本件処分は，処分内
容として相当性を欠き，Ｙ大学の懲戒権を濫用したも
のとして，違法，無効であるとされた例（Ｑ大学〔懲
戒処分〕事件・大阪地裁平23.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-73
懲戒解雇：非違行為 債務者Ｙ社の営業部課長である
債権者Ｘに対する懲戒解雇につき，処分事由として，
プロジェクト受注のため，Ｅ社がＡ社へ支払った営業
協力費20万ドルにつき，上司が事前に拒絶するよう指
示していたにもかかわらずそれに反して話をまとめた
こと，かつ，受注できなかった場合の念書（本件確認
書）を何らの社内決裁手続きを経ずにＥ社へ提出した
行為（本件行為①）により，Ｅ社より立替金返還等を
求める提訴（Ｅ社訴訟）を受けた旨解雇通知に記載が
あったが，本件行為①と，Ｅ社訴訟の提起およびそれ
によって生じたＹ社の損害との間には相当因果関係が
認められず，本件行為①は懲戒解雇事由に該当しない
とされた例（ザ・トーカイ事件・東京地裁平23.5.20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1040-85(ダ全)
懲戒解雇：非違行為 Ｘの本件確認書の隠蔽行為（本
件行為②）については，期待可能性という観点からは
強い非難をするには当たらないと見られ，発覚が遅れ
た期間も8日間にすぎないこと，また，準備行為（本
件行為③＝印鑑盗用行為，本件行為④＝本件確認書の
作成行為）については，形式的には窃盗ないし私文書
偽造に当たる可能性があるが，Ｙ社に実損害を生じさ
せる行為ではないこと等の事情があることをも考慮す
れば，本件行為②～④のみでは本件懲戒解雇の相当性
を基礎付けることはできないとされた例（ザ・トーカ
イ事件・東京地裁平23.5.20決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-85(ダ全)
停職 中学校教員である原告Ｘが，公共交通機関を利
用する旨の通勤届を提出しながら，2か月間マイカー
通勤をし，その間，車両を公用地に違法駐車していた
ことは，被告Ｙ市の学校教員としての職の信用を傷つ
け，または職員の職全体の不名誉となる行為というべ
きであり，Ｘの本件非違行為は，地公法33条に違反し，

同法29条の懲戒事由に該当するとされた例（大阪市教
育委員会〔教員・懲戒処分〕事件・大阪地裁平23.5.30
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1042-87(ダ)
停職：勤務時間内の兼業従事 被告Ｙ法人のＹ大学が
教員である原告Ｘの兼業（大学発ベンチャーのための
代表取締役就任）について全面的に支援・後押しをし
ており，Ｂ社立ち上げ時の業務を行うには勤務時間内
の兼業従事が避けられないことが容易に理解でき，Ｙ
大学が勤務時間内の兼業従事について認識を有してお
り，Ｙ大学がこれに対して非違行為であるなどとして
注意・警告をしたことはなく，Ｙ大学が教員の労働時
間について形式（規定）と異なる運用実態（裁量労働
制と同様の運用）を行っており，Ｘが上記のようなＹ
法人の行為から勤務時間内の兼業従事について承認が
なされていると認識していた場合に，このような兼業
従事を理由として懲戒を行うことは許されないとされ
た例（長崎県公立大学法人事件・長崎地裁平23.11.30
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㌀1044-39
戒告処分 被告Ｙ協会の嘱託職員として採用された原
告Ｘに対する戒告の懲戒処分は，Ｘの父に対する人種
差別を理由とする偏見を背景とするものとまではいえ
なくても，Ｙ協会によるＸに対する嫌がらせとして行
われた側面があるといわざるを得ないから，Ｙ協会の
本件処分は無効であり，Ｘに対する不法行為を構成す
るというべきであるとして，Ｘの不法行為に基づく損
害賠償請求が一部認められた例（北海道宅地建物取引
業協会事件・札幌地裁平23.12.14判決)

……1046-85(ダ)
胸章着用命令違反による訓告・訓戒処分 就業規則等
による本件胸章着用の義務付けおよびこれに基づく本
件胸章着用命令は，郵政事業の運営上，その目的およ
び手段に照らして必要かつ合理的なものであり，憲法
13条，19条および28条，独法個人情報保護法には違反
しないから，違法であるということはできないとされ
た例（郵便事業・ゆうちょ銀行事件・東京地裁平23.9.
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1049-80(ダ)
懲戒解雇 原告Ｘは，被告Ｙ1社に無断で，半年間に
わたって，継続的に競業他社であるＣ社のシステム構
築を支援していたのであり，Ｘが本件懲戒解雇の直前
までグループ会社の取締役であったことも合わせ考え
れば，その背信性は著しく，当該行為によってＹ1社
に多大な損害を与えた本件造反を容易にしたこと，
Ｙ1社による調査になかなか協力しようとせず，警察
に複数回通報して妨害していること等にかんがみれ
ば，Ｘが転籍間もなく，他に懲戒歴などもないこと等
の事情を勘案しても，懲戒の手段として解雇を選択す
ることもやむを得ないとして，本件懲戒解雇の効力が
肯定とされた例（ヒューマントラスト〔懲戒解雇〕事
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件・東京地裁平24.3.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-48
戒告 本件懲戒処分は，1回限りの本件業務命令違反
を理由にされたものであり，本件懲戒規程6条8号の
要件を欠き，同条9号を適用するのも相当でないうえ，
その必要性にも乏しかったというべきであるから，客
観的に合理的理由を欠き，社会通念上相当であるとは
認められず，権利の濫用として無効であるとされた例
（学校法人Ｖ大学事件・東京地裁平24.5.31判決)

……1051-5
その他：必修科目の担当から外す措置等 本件各措置
は人事上の措置であって懲戒処分とは認められないか
ら，人事上の措置を行うに当たって，原告Ｘの弁明を
聴いたり，告知の文書を交付したり，異議申立ての手
続きを整備したりすることは必ずしも必要ではないと
された例（学校法人Ｖ大学事件・東京地裁平24.5.31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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-5
懲戒解雇 仮に原告Ｘのセクハラの事実が認定できる
としても，処分が遅延する格別の理由もないにもかか
わらず，約2年も経過した後に懲戒解雇という極めて
重い処分を行うことは，明らかに時機を失していると
いうことができるうえ，課長職からの解任との関連で
いえば，二重処分のきらいがあることも否定できない
ところであって，これを本件懲戒解雇の理由とするこ
とには，問題があるとされた例（霞アカウンティング
事件・東京地裁平24.3.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-64
懲戒免職と退職金不支給 退職手当が同時に賃金の後
払いとしての性格を有することに照らすと，懲戒免職
処分を受けて退職したからといって直ちにその全額の
支給制限まで当然に正当化されるものではないことは
明らかであり，その全額の支給制限が認められるのは，
当該処分の原因となった非違行為が，退職者の永年の
勤続の功をすべて抹消してしまうほどの重大な背信行
為である場合に限られるとされた例（京都市・京都市
教委〔酒気帯び運転〕事件・京都地裁平24.2.23判決)

……1054-66
懲戒処分 精神的な不調のために欠勤を続けている労
働者に対して懲戒処分をとる際に，「使用者としては，
精神科医による健康診断を実施するなどした上で
……，その診断結果等に応じて，必要な場合は治療を
勧めた上で休職等の処分を検討し，その後の経過を見
るなどの対応を採るべき」であるとされた例（日本
ヒューレット・パッカード事件・最高裁二小平24.4.27
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1055-5
懲戒処分 被害妄想などの精神的不調により，有給休
暇をすべて取得した後，約40日間にわたり欠勤を続け
た労働者について，上記のような対応をとることなく，
「直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたもの
として諭旨退職の懲戒処分の措置を執

（ママ）
ることは，精神

的不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては
適切なものとはいい難い」とされた例（日本ヒューレッ
ト・パッカード事件・最高裁二小平24.4.27判決)

……1055-5
懲戒処分 公務員の懲戒処分について，懲戒権者は懲
戒事由に該当すると認められる行為の原因，性質，態
様，結果，影響等のほか，当該公務員の上記行為の前
後における態度，懲戒処分等の処分歴，選択する処分
が他の公務員および社会に与える影響等，諸般の事情
を考慮して，懲戒処分をすべきかどうか，また，懲戒
処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定
する裁量権を有しており，その判断は，それが社会観
念上著しく妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し，ま
たはこれを濫用したと認められる場合に，違法となる
ものとされた例（都教委〔八王子市立中学校・国歌斉
唱不起立〕事件・東京地裁平24.4.19判決)

……1056-58
その他：戒告，減給，停職 本件第1処分である戒告
処分には裁量権の範囲の逸脱はないとしつつ，都教委
が前年の卒業式の際の本件第1不起立による戒告1回
の処分歴があることのみを理由に本件第2処分として
減給を選択したことは，処分の選択が重きに失し社会
観念上著しく妥当を欠き，懲戒権者としての裁量権の
範囲を著しく越えるものとして違法と判断され，本件
第3，第4処分についてもそれぞれ裁量権の範囲を越
えるものとして，違法の評価は免れないとされた例（都
教委〔八王子市立中学校・国歌斉唱不起立〕事件・東
京地裁平24.4.19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1056-58

普 通 解 雇

整理解雇 整理解雇は，使用者の業務上の都合を理由
とするもので，解雇される労働者は，落ち度がないの
に一方的に収入を得る手段を奪われる重大な不利益を
受けるものであるから，それが有効かどうかは，ⅰ解
雇の必要性があったか，ⅱ解雇回避の努力を尽くした
か，ⅲ解雇対象者の選定が合理的であったか，ⅳ解雇
手続が相当であったかを総合考慮して，これを決する
のが相当であるとされた例（泉州学園事件・大阪高裁
平23.7.15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1035-124
整理解雇 ①11名の退職が予定された段階において
は，同退職により一時的な退職金差額の負担を除き少
なくとも4128万円程度の人件費の削減になり，これに
より財務状況は相当程度改善されると予測されたか
ら，この点で本件整理解雇の必要性があったとは認め
がたいこと，②本件整理解雇は人を入れ替えることを
意図したものと解され，その観点からもその必要性を
肯定しがたいこと，③予算ではなく平成19年度の実際
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の財務状態を前提に一審被告Ｙの計算式を適用すると
削減人数は13名になり，その結果整理解雇の人数は2
名になるから，本件整理解雇の段階で予算による従前
の計算をそのまま使用することは妥当でないことと
いった問題点等を総合すると，本件整理解雇時に7名
の専任教員の解雇を要するだけの必要性があったとは
認めることができないとされた例（泉州学園事件・大
阪高裁平23.7.15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1035-124
整理解雇 Ｙと本件組合との話合いが十分できなかっ
たのは，主としてＹ側の責任というべきであり，話合
いが持たれれば，賃金の削減等の妥協が成立する可能
性はなかったとはいえず，何よりも，Ｙには最終的な
手段である整理解雇を実行する前に，考え得る回避策
を探る努力が要請されていたことから，使用者である
Ｙにおいて解雇回避の努力を尽くしたものと直ちには
いいがたいとされた例（泉州学園事件・大阪高裁平23.
7.15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1035-124
整理解雇 本件では，一審原告Ｘ1らないし本件組合
とＹは，相互不信が根深いものと認められるから，話
合いは平行線をたどった可能性も否定できないものと
推測されるが，整理解雇を行う使用者は，組合ないし
労働者との間で説明や交渉の機会を持つべきであり，
整理解雇のような労働者側に重大な不利益を生ずる法
的問題においては，関係当事者が十分意思疎通を図り
誠実に話し合うというのが我が国社会の基本的なルー
ルであり，公の秩序というべきであるので，Ｙがこれ
を持とうとしなかったことには，整理解雇に至る手続
に相当性を欠く瑕疵があるとされた例（泉州学園事
件・大阪高裁平23.7.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-124
整理解雇 本件整理解雇については，整理解雇の必要
性，整理解雇回避の努力，手続の相当性のいずれにつ
いても否定的に判断するのが相当であるので，仮に解
雇の人選の基準や当てはめに問題がないとしても，本
件整理解雇は，全体として客観的に合理的な理由を欠
いた社会通念上不相当なものというべきであり，Ｙの
就業規則の36条(5)の「学校経営上やむを得ない理由
が生じたとき。」に該当せず，解雇権を濫用したものと
して無効とされた例（泉州学園事件・大阪高裁平23.7.
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1035-124
準社員1名の整理解雇 経営不振を理由として準社員
一人に対してなされた解雇がいわゆる整理解雇に該当
するとし，本件解雇の時点で被告Ｙ社に切迫した人員
削減の必要性があったとまでは認められないうえ，Ｙ
社において，本件解雇に先立ち，解雇回避努力を十分
に尽くしたとはいいがたく，本件解雇の対象者の人選
についても合理性を認めることはできないから，本件
解雇の手続きの相当性について直ちにこれを欠くもの
とはいえないことを考慮しても，本件解雇は，客観的

に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であるとは認
められないとされた例（みくに工業事件・長野地裁諏
訪支部平23.9.29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㌀㌀㌀㌀㌀1038-5
クリエイティブディレクターの整理解雇 本件解雇
が，企業の収益性を回復すべく，組織再編等に伴う企
業の合理的運営上の必要性から実施された人員削減策
であるということはできるが，それを超えて，被告Ｙ
社の経営状況が客観的に高度の経営危機下にあること
や，Ｙ社が倒産の危機に瀕していることを認めるには
足りないこと，解雇回避措置の相当性については，人
員削減の必要性につき，企業の合理的運営上の必要性
という程度にとどまるものと認定せざるを得ない以
上，相当高度な解雇回避措置が実施されていなければ
ならないというべきところ，本件で実施されたと評価
できる解雇回避措置は，希望退職者を募集したことに
加えて，せいぜい不利益緩和措置としての退職条件の
提示を行った程度であって，甚だ不十分といわざるを
得ないこと，手続相当性についても十分ではないなど
から，本件解雇は，整理解雇としても有効ではないと
された例（ジェイ・ウォルター・トンプソン・ジャパ
ン事件・東京地裁平23.9.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-39
労務提供の意思の欠如 被告Ｙ社を解雇された原告Ｘ
につき，①新規事業開発能力がなく実績を上げること
ができないこと，②飲酒酩酊して失態があり，周囲に
相当な迷惑をかけていたこと，③勤務時間中に職務以
外の個人的趣味の対象の研究に時間を割き，営業部員
が必要とする情報を適時に提供することを怠ったこ
と，④退職勧奨に対し，失業手当をスムーズに受ける
ために懲戒解雇せよとか，週4日勤務への変更を要求
し，平成22年2月25日以降欠勤を繰り返し，出社指示に
従えないと表明し，抑うつ状態にあり自宅療養を要す
るという診断書を送信して欠勤したことが認められ，
本件解雇には解雇事由が存在するとされた例（岡畑興
産事件・東京地裁平23.5.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-90(ダ全)
労務提供の意思の欠如 Ｘは労務提供の意思を欠いて
いるというＹ社の判断は相当とし，本件解雇は，客観
的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認め
られない場合には当たらず，有効とされた例（岡畑興
産事件・東京地裁平23.5.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-90(ダ全)
工場の操業休止に伴う整理解雇 工場休止に伴う整理
解雇について，人員削減の必要性は認められるもの，
解雇回避努力が尽くされたとはいいがたいこと，人選
の合理性が十分に裏付けられていないこと，解雇対象
者ないし組合との間で誠実に協議・説明をなしたもの
とは評価できないことを総合的に考慮すると，無効で
あるとされた例（東亜外業事件・神戸地裁平23.11.14
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1042-29
整理解雇 原告らが被告会社より解雇された時点にお
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いて，被告会社が経済的に逼迫していたことが認めら
れないわけではないが，被告会社は，従業員の賃金減
額など経費削減に努めたものの，希望退職者の募集等，
従業員の解雇を回避するよう努力を尽くした事実は認
められず，本件解雇は就業規則第50条「事業の縮小そ
の他会社の都合によりやむを得ない事由がある場合」
に該当するとはいえず，客観的に合理的な理由を欠く
ものであって，社会通念上相当であるとは認められな
いから，解雇権の濫用に該当するとして，原告らの地
位確認等請求が認容された例（オンライン不動産事
件・横浜地裁平23.7.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-82(ダ)
整理解雇 原告に対する整理解雇（本件解雇）は，①
人員削減の必要性，②解雇の必要性（解雇回避努力義
務の履行の有無），③被解雇者選定の妥当性，④手続き
の妥当性のいずれの観点からも，客観的合理性および
社会的相当性を有するとはいえず，解雇権を濫用する
ものとして無効と解するのが相当であるとして，地位
確認請求が認容された例（コムテック事件・東京地裁
平23.10.28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1043-90(ダ)
勤務態度，非違行為 原告Ｘの言動等について，被告
Ｙ社が本件解雇にかかる解雇事由として主張する事項
は，その存在が認められないか，解雇事由に該当する
と認められないか，または解雇事由に該当するとして
も当該事由に基づいて解雇することが客観的合理性お
よび社会的相当性を有するとはいえないものであり，
本件解雇は，それ自体権利濫用に該当し，不法行為に
該当するとされた例（テイケイ事件・東京地裁平23.11.
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㌀㌀㌀㌀1044-55
解雇予告 労基法20条3項，19条2項によれば，懲戒
解雇の場合に，所轄労基署長の除外認定を受けない限
り，労基法20条1項ただし書の適用がなく，解雇予告
手当を支給する必要があり，控訴人会計事務所Ｙの就
業規則も，懲戒解雇かつ労基署長の除外認定を受けて
いない時に解雇予告手当の支給を排除しているものと
は解されず，また，本件解雇は，本件解雇通知の文言
からすれば普通解雇であるとして，Ｙに解雇予告手当
43万余円とする一審判断が維持され，付加金について
は3割相当の支払いが命じられた例（Ｈ会計事務所事
件・東京高裁平23.12.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-84(ダ全)
職務能力等：試用期間中の解雇 新卒者として採用さ
れた一審原告Ｘに対する，技術社員としての資質や能
力等の適格性不足と改善可能性の少なさを理由に，6
か月の試用期間を4か月弱経過した時点での留保解約
権の行使（解雇）が，解雇権の濫用に当たらず有効と
した一審判断が維持された例（日本基礎技術事件・大
阪高裁平24.2.10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1045-5
職務能力等：試用期間中の解雇 試用期間中の解約権
の留保は，採否決定の当初においては，その者の資質，

性格，能力その他適格性の有無に関連する事項につい
て必要な調査を行い，適切な判定資料を十分に蒐集す
ることができないため，後日における調査や観察に基
づく最終決定を留保する趣旨でされるものであり，今
日における雇用の実情にかんがみるときは，一定の合
理的期間の限定の下にこのような留保約款を設けるこ
とも，合理性を有するものとしてその効力を肯定する
ことができるとされた例（日本基礎技術事件・大阪高
裁平24.2.10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1045-5
職務能力等：試用期間中の解雇 技術社員としての適
格性不足について，十分な指導・教育を行ってもなお
改善可能性が少ないと判断されてなされた本件解雇
は，解雇回避義務および解雇手続に反しておらず，解
雇権濫用に当たらないと判断された例（日本基礎技術
事件・大阪高裁平24.2.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-5
解雇予告 不動産営業事務員である原告Ｘに対する本
件解雇は，解雇に至るまでの経緯やその後の対応等を
併せ考慮すると，あまりに性急かつ拙速なものであり，
著しい解雇権の濫用行為に当たるとして，労契法16条
に違反するだけでなく，不法行為法上も著しく社会的
相当性に欠ける行為であり，民法709条にいう「他人の
権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為に該
当するとされた例（三枝商事事件・東京地裁平23.11.
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㌀㌀㌀㌀1045-39
非違行為 労働契約法17条1項は，やむを得ない事由
がある場合でなければ，期間の定めのある労働契約に
ついて，契約期間が満了するまでの間において解雇が
できない旨規定するが，同条が，解雇一般につき，客
観的に合理的な理由および社会通念上の相当性がない
場合には解雇を無効とする同法16条の文言をあえて使
用していないことなどからすると，同法17条1項にい
う「やむを得ない事由」とは，客観的に合理的な理由
および社会通念上相当である事情に加えて，当該雇用
を終了させざるを得ない特段の事情と解するのが相当
であるとされた例（学校法人東奥義塾事件・仙台高裁
秋田支部平24.1.25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1046-22
職務適格性 前の職場におけるセクハラ・パワハラ告
発の問題の存在および内容を告知しなかったことを理
由に，解職（普通解雇）された大学教授である原告Ｘ
について，不告知が信義則上の義務に違反するとはい
えないとされた例（学校法人尚美学園事件・東京地裁
平24.1.27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1047-5
職務適格性 パワハラ・セクハラの問題による社会的
評価の低下等は採用以前から存在した可能性が現実化
したもので，被告Ｙが採用時に看過しまた問題にしな
かったのに，｢簡単に矯正することのできない持続性
を有する素質，能力，性格等に基因して，その職務の
円滑な遂行に支障があり，また支障を生ずる高度の蓋
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然性が認められる場合｣に該当するとして，専任教員
勤務規程の定めを理由にした解雇は無効として，Ｘに
よる雇用契約上の地位の確認および解雇後の賃金・賞
与支払いの請求が認められた例（学校法人尚美学園事
件・東京地裁平24.1.27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1047-5
職務能力 原告Ｘは，本件警告書の交付時点で平成21
年第2四半期の評価期間が50日程度残っていた他の顧
客については，評価が上昇し，5位必達の目標を達成
することができていることに照らすと，4社のうち1
社の同四半期における被告Ｙ社に対する評価が低いこ
とをもって本件解雇の理由とすることは，改善可能性
に関する将来的予測を的確に考慮した解雇理由である
ということができず，合理性を欠くとされた例（クレ
ディ・スイス証券〔休職命令〕事件・東京地裁平24.1.
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1047-74
業務命令違反 勤務態度や業務上のミスなどを理由に
した普通解雇が解雇権の濫用には当たらないとされた
例（ＮＥＸＸ事件・東京地裁平24.2.27判決)㌀㌀1048-72
整理解雇 整理解雇の効力判断基準について，就業規
則所定の解雇事由に該当する場合に初めて，「客観的
に合理的な理由」（労契法16条）があるものというべき
であり，就業規則所定の解雇事由があるといい得るた
めには，整理解雇の必要性，解雇回避努力義務の履行，
被解雇者選定の合理性という3要素を総合考慮のう
え，解雇に至るのもやむを得ない客観的かつ合理的な
理由があるか否かという観点からこれを決すべきであ
り，当該整理解雇がその手続上信義に反するような方
法等により実行され，「社会通念上相当であると認め
られない場合」（同条）に該当するときは解雇権を濫用
したものとして，当該整理解雇の効力が否定されるも
のと解されるが，これらは整理解雇の効力の発生を妨
げる事由（再抗弁）であって，その事由の有無は，就
業規則所定の解雇事由（抗弁）の有無の判断に当たり
考慮すべき要素とはなり得ないとされた例（日本通信
事件・東京地裁平24.2.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-45
整理解雇 使用者は，整理解雇を実施する以前におい
て，当該人員整理の必要性の程度に応じて，客観的に
期待可能なものであって，解雇よりも不利益性の少な
い措置（解雇回避措置）をすべて行うべき義務を負っ
ているとの判断を前提に，本件のようなリストラク
チュアリングを実行するプロセスにおいては，存続が
予定される事業にとって必要な能力を備えた人材を維
持・確保することが強く求められるのであるから，非
採算部門・プロジェクトだけでなく，利益を生む優良
部門・プロジェクトをも対象として希望退職の募集を
行うことにより，そうした有益な人材まで失う可能性
を極力排除することは企業として当然の措置であり，
希望退職の募集を被告Ｙ社組織全体との関係で実施す

るよう求めることは，客観的にみてＹ社にとって受忍
の限度を超えるものであるとされた例（日本通信事
件・東京地裁平24.2.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-45
長期欠勤 労働契約において，労働者が定められた場
所で勤務をすることは，最も基本的な債務というべき
であるところ，原告Ｘは，被告Ｙ社から出勤するよう
に求められたのに，約4か月半にわたり出勤せず，か
つ，出勤しないことについて正当な理由があったとは
認められないから，Ｙ社の就業規則所定の解雇事由に
該当するとされた例（建設技術研究所事件・大阪地裁
平24.2.15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1048-105
長期欠勤 Ｘは，遅くとも平成17年1月頃には精神疾
患が完治していたものと認められるから，本件解雇が
労基法19条1項（「使用者は，労働者が業務上負傷し，
又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその
後30日間……は，解雇してはならない」）に違反すると
いうことはできないとされた例（建設技術研究所事
件・大阪地裁平24.2.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-105
業務命令違反による解雇 Ｚ労組の執行委員長であっ
た被告（反訴原告）Ｙ1に，職務懈怠があって就業規則
ならびに賞罰規定に定める解雇理由に該当するもので
はあるが，Ｙ1の職務懈怠は問題とされた9日間のう
ちの4日間，約16時間半にとどまるものであること，
本件調査期間外の期間においてＹ1が日常的に職務懈
怠をしていたと推認することはできないから，本件解
雇の効力を判断するに当たって，前記4日間以外の職
務懈怠を前提とすることはできないとされた例（ク
ノールブレムゼ商用車システムジャパン事件・さいた
ま地裁熊谷支部平24.3.26判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-21
業務命令違反による解雇 Ｚ労組の書記長であった被
告（反訴原告）Ｙ2は，Ｙ1が出席する会議の名称や時
間帯まで把握していたわけではなく，実際に会議に出
席したかどうかについての事後的な確認も行っていな
かったうえ，本件組合用務入出門表の作成，確認にも
関与していなかったのであるから，Ｙ1の虚偽申告に
よる職務懈怠の事実を知っていたとも，Ｙ1に対して
組合内部の事前承認を与えたとも認められず，就業規
則ならびに賞罰規定に定める解雇理由に該当しないと
された例（クノールブレムゼ商用車システムジャパン
事件・さいたま地裁熊谷支部平24.3.26判決)

……1050-21
その他：解雇の意思表示 解雇通知書，解雇理由書ま
たは退職届等，雇用契約の終了原因を客観的に明らか
にする証書は存在しないところ，Ｘは被告会社の実質
的オーナーとＹ社において代表取締役より立場が上で
あるＡとの紛争を契機としてＹ社を自主退職したとみ
るのが相当であって，Ｙ社がＸを解雇した事実を認め
ることはできないから，ＸのＹ社に対する解雇予告手
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当の請求には理由がないとされた例（スリー・エイト
警備事件・大阪地裁平24.1.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-92(ダ)
解雇手続 Ｘは，立証責任を負う傷病休暇の休職理由
が解消していることの立証を尽くしていないといわざ
るを得ないから，休職期間満了時に解雇するという内
容の本件解雇は有効であるとして，Ｘの請求が棄却さ
れた例（国〔在日米軍従業員・解雇〕事件・東京地裁
平23.2.9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㌀㌀㌀㌀㌀㌀1052-89(ダ)
勤務態度，業務命令違反 Ｘには，被控訴人（一審被
告）Ｙ漁協の職員として重大な規律違反行為が認めら
れ，これによってＹ漁協の行う信用業務についての組
合員らの信頼を損ねたほか，日常的に他の職員との間
で業務上必要な連絡や連携を拒むことによってＹ漁協
の業務に少なからぬ支障を生じさせており，Ｙ漁協代
表者の再三にわたる注意に対しても反発を強めるばか
りで一向に改善の見込みがなかったことに照らすと，
Ｙ漁協の行った本件解雇処分は，客観的に合理的な理
由があり，社会通念上相当として是認することができ
るものであるから，これが解雇権の濫用として無効で
あるとは認めることができないとされた例（南淡漁業
協同組合事件・大阪高裁平24.4.18判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-5
整理解雇 会社更生法の適用下において行われたパイ
ロット等の解雇について，解雇権濫用法理が当然に適
用され，本件解雇は整理解雇なので，①人員削減の必
要性の有無および程度，②解雇回避努力の有無および
程度，③解雇対象者の選定の合理性の有無および程度，
④解雇手続きの相当性等の当該整理解雇が信義則上許
されない事情の有無および程度というかたちで類型化
された4つの要素を総合考慮して，解雇権濫用の有無
を判断するのが相当であるとされた例（日本航空〔パ
イロット等〕事件・東京地裁平24.3.29判決)

……1055-58
整理解雇 会社更生法の適用下において，更生計画を
上回る収益が発生したとしても，このような収益の発
生を理由として，更生計画の内容となる人員削減の一
部を行わないことはできないというべきであり，被告
Ｙ社が更生計画を上回る営業利益を計上していること
は，更生計画に基づく人員削減の必要性を減殺する理
由とはならないとされた例（日本航空〔パイロット等〕
事件・東京地裁平24.3.29判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1055-58
整理解雇 人員削減の必要性に加えて，会社更生手続
きの開始の前後を通じてＹ社が賃金等の減額を行って
いたこと，数次にわたって希望退職者を募集していた
ことから，Ｙ社は解雇回避の努力を行ったことが認め
られ，また，被解雇者選定の合理性について，「病気欠
勤・休職等による基準」や「年齢基準」を用いたこと
も不合理でなく，手続面でも，原告Ｘらが加入する労
働組合と団体交渉等を尽くしていたとして，整理解雇

が有効とされた例（日本航空〔パイロット等〕事件・
東京地裁平24.3.29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1055-58
普通解雇 原告Ｘの勤務成績不良を理由の解雇につ
き，従前，Ｘの勤務成績が芳しくなかったことは否め
ないが，サマー2010の期間に至って一定の向上をみた
ものであるから，もとより勤務成績が著しく劣悪であ
るとはいえないし，改善の余地がないということもで
きないから，被告Ｙ社の就業規則所定の解雇事由に該
当するということはできず，本件解雇は，客観的に合
理的な理由を欠き，社会通念上も相当とは認めること
はできないとされた例（クラブメッド事件・東京地裁
平24.3.27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1055-85(ダ)
非違行為 Ｙ社が主張する人的理由に基づく解雇事由
（背任行為への加担，不当に高額な給与の受領，協力
義務違反）は認められず，いずれも労契法16条にいう
「客観的に合理的な理由」に当たらないとされた例
（ジャストリース事件・東京地裁平24.5.25判決)

……1056-41
整理解雇 本件解雇（整理解雇）は，その必要性に欠
けるばかりか，仮に，その必要性が認められるとして
も，解雇の回避に向け，十分な努力を尽くさずに行わ
れたものであって，その被解雇者の選定手続きの合理
性についても疑問があることなどを併せ考慮すると，
解雇に至るのもやむなしとするほどの客観的かつ合理
的な理由があるとは認められず，就業規則の解雇事由
には当たらず，労契法16条所定の「客観的に合理的な
理由」に欠けるとされた例（ジャストリース事件・東
京地裁平24.5.25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1056-41
整理解雇 いわゆる政令26業務に派遣されていた派遣
労働者が，派遣先の急激な需要変動による派遣停止に
伴って派遣元から解雇されたケースにおいて，使用者
の経営上の理由による整理解雇であるとして，人員削
減の必要性，解雇回避努力，人選の合理性および手続
きの相当性という4要素に照らして解雇が無効とされ
た例（シーテック事件・横浜地裁平24.3.29判決)

……1056-81
整理解雇 整理解雇における人選の合理性について，
整理解雇の対象となる労働者の選定は，客観的に合理
的な基準により，公正に行われる必要があるところ，
被告Ｙ社は，平成21年3月10日時点で待機社員であっ
た技術社員全員およびその後に待機社員になった技術
社員全員を整理解雇の対象としており，整理解雇の対
象となる各技術社員の有する技術や経歴等について検
討した形跡はうかがわれない等として，客観的な合理
性を有していないとされた例（シーテック事件・横浜
地裁平24.3.29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㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-81
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契 約 の 終 了

退職の意思表示 中学校教師である原告Ｘとその使用
者である被告Ｙとの間で，Ｘと生徒とのトラブルをめ
ぐる面談時に行われたＸの退職の意思表示について
は，合意解約の申込みと解すべきとされた例（学校法
人大谷学園〔中学校教諭・懲戒解雇〕事件・横浜地裁
平23.7.26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1035-88
退職の意思表示 雇用契約の合意解約の申込みは，申
込みに対する相手方の承諾の意思表示がなされ，その
合意が成立するまでは，双方当事者を拘束することは
なく，申込みをした当事者において撤回が可能である
ところ，本件Ｘによる退職の意思表示は，使用者であ
るＹの承諾前に撤回されたものとして，合意解約の成
立が否定された例（学校法人大谷学園〔中学校教諭・
懲戒解雇〕事件・横浜地裁平23.7.26判決)

……1035-88
雇止め等 Ｙの本件解雇通知による解雇の有効性につ
き，①少なくとも，Ｘらの勤務実態や勤務態度に重大
な問題があったとは認められないこと，②本件通知は，
Ｘらとの間の契約が有期雇用契約であることを前提と
して，その更新を拒絶する意思表示としてされたもの
であること，③Ｙにおいて，Ｘらを含む職員に対し整
理解雇の必要性を十分に説明したうえ，これを回避す
るための努力をしたものということはできないことか
ら，本件通知による解雇の意思表示は全体として客観
的に合理的な理由を欠き，社会通念上相当であると認
められず，解雇権濫用により無効であるとされた例（学
校法人福寿会事件・福島地裁郡山支部平23.4.4判決)

……1036-86(ダ全)
営業事務社員の雇止め 原告Ｘが従事していた業務内
容は恒常的な業務であり，被告Ｙ社自身もＸ採用時，
Ｘの業務経験を踏まえて採用していること，Ｘ自身も
同労働契約が更新されるとの認識を持っていたこと，
同更新時取り交わした契約書のうち，Ｘ保持分につい
ては作成日付も抜け，Ｘの記名押印もなく厳格になさ
れたことがうかがえないことから，Ｘは，本件雇止め
当時，同労働契約が更新されるとの合理的期待を有し
ていたことが推認され，Ｘとの間で1回労働契約を更
新した後の本件雇止めには，解雇権濫用法理が類推適
用されるとするのが相当であるとされた例（エヌ・
ティ・ティ・コムチェオ事件・大阪地裁平23.9.29判決)

……1038-27
雇止め 原告Ｘらの労働契約が，期間1年の有期雇用
であるとの被告Ｙ社主張を前提としても，解雇権濫用
法理の類推によって，ＸらとＹ社との契約期間満了後
における法律関係は，従前の労働契約が更新されたの

と同様のものとなり（本件雇止め後，再度契約期間が
満了した後においても同様），したがって，ＸらとＹ社
とは，定時制乗務員としての地位を現在まで継続して
有していることとなり，本件雇止め以降の得べかりし
賃金についても，無効な本件雇止めをしたＹ社におい
て責めに帰すべき事由があるので，これを請求するこ
とができる（民法536条）とされた例（鈴蘭交通事件・
札幌地裁平23.7.6判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-84(ダ全)
更新拒絶 派遣労働者が所轄労働局による行政指導を
求め，それを契機に当該労働者と派遣先との間で有期
の直接雇用契約が締結されたものの，その後，派遣先
によってなされた雇止めを適法とした一審判決が維持
された例（日本トムソン事件・大阪高裁平23.9.30判決)

……1039-20
雇止め 4回の各契約更新時，被告Ｙ2との間で雇用
契約書が作成されたことはなく，Ｙ2との面談も実施
されておらず，概ね更新日に雇入通知書が原告Ｘ2社
からＹ2に交付されていたという状況の中でなされた
本件雇止めには，解雇権濫用法理は適用されないが，
同法理は類推適用されるとされた例（連帯ユニオン関
西地区生コン支部〔トクヤマエムテックほか〕事件・
大阪地裁平23.9.21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1039-52
雇止め 職務内容をクリエイティブディレクター（Ｃ
Ｄ）とし，年俸額を800万円，契約期間を9か月とする
有期の嘱託契約社員として被告Ｙ社に採用され，その
後，契約期間を1年として合計3回の契約更新がなさ
れた原告Ｘについて，雇用継続に対する期待の合理性
が否定され，雇止めが適法とされた例（Ｅ―グラフィッ
クスコミュニケーションズ事件・東京地裁平23.4.28
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-58
雇止め ＣＤは資質として自由な発想等に基づく創造
性，専門性を持った人材が求められることから，その
職務は本来常用というよりも，むしろ臨時的な性格を
有しているものと認められる等として，有期雇用が更
新されてきたＸの雇用継続に対する期待の合理性が否
定された例（Ｅ―グラフィックスコミュニケーション
ズ事件・東京地裁平23.4.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-58
雇止め ＸのＣＤとしてのプロジェクト遂行力，チー
ム統括力の欠如，Ｘの行為に起因して顧客等からのク
レームが発生したことなど，Ｘの業務遂行能力が十分
ではないとしてなされた雇止めについて適法とされた
例（Ｅ―グラフィックスコミュニケーションズ事件・
東京地裁平23.4.28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1040-58
定年後の準社員（組合執行委員長）の雇止め 定年後
における準社員としての雇用延長制度につき，補助参
加人Ｚ社の就業規則の規定上，満60歳の定年以降，満
62歳までの雇用延長と，満62歳以降の準社員としての
採用を明確に区別して規定しており，満62歳以降の者
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を準社員として採用するに当たり，「特に会社が必要
とする者及び本人の希望により会社が認めた者」につ
いて採用することがあるという以上，満62歳以降の準
社員としての採否に際し，Ｚ社に裁量権があるとされ
た例（国・中労委〔神奈川都市交通〕事件・東京地裁
平23.4.18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1040-69
定年後の準社員（組合執行委員長）の雇止め 原告
Ｘ2を準社員として採用するか否かを決するに当た
り，就業時間中の休憩取得指示違反，就業時間中の組
合活動（不許可），制帽着用義務違反および乗務員服務
規定で禁止されている勤務時間中のタコメータの開閉
等の事情を考慮することは，いずれも相当というべき
であり，本件雇止めに至るＺ社の判断には，裁量権の
逸脱，濫用があったとは認められないから，仮に原告
Ｘ1組合とＺ社が対立的な労使関係にあったとして
も，本件雇止めが，Ｘ1組合の弱体化を図る目的で行
われたものと認めることはできないとされた例（国・
中労委〔神奈川都市交通〕事件・東京地裁平23.4.18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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-69
雇止め 契約社員の2年目契約が自動的に更新される
ことあるいは雇用期間が通算3年に達した後に正社員
として雇用されることが原告Ｘと被告Ｙ1社間の雇用
契約の内容となっているということはできないとさ
れ，契約社員の雇止めについて当然に解雇権濫用法理
の適用がある旨のＸの主張が退けられた例（日本航空
〔雇止め〕事件・東京地裁平23.10.31判決)

……1041-20
雇止め 雇止めが「客観的に合理的な理由を欠き，社
会通念上相当であると認められない」かどうかの判断
に当たっては，解雇権濫用法理が当然に適用される期
間の定めのない雇用契約の場合と同一とはいえず，当
該雇用契約の性質，内容を十分に考慮したうえでの判
断が求められるというべきであるとされた例（日本航
空〔雇止め〕事件・東京地裁平23.10.31判決)

……1041-20
雇止め 本件雇止めに当たっては解雇権濫用法理が類
推適用されるものの，Ｘの雇止めに関し，Ｘが業務適
性を欠くとのＹ1社の評価・判断は不合理なものとは
認められず，本件雇止めは無効なものにはならないと
された例（日本航空〔雇止め〕事件・東京地裁平23.10.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-20
外国人講師の更新拒絶 本件雇止めについては，厳密
な意味での不当労働行為に該当するかはともかく，Ｘ
が本件組合の組合員であったことに起因して課せられ
た不利益であると評価せざるを得ず，そうであるとす
れば，本件雇止めは，社会的に相当なものであるとは
認めがたいから，無効というほかはないとされた例（リ
ンゲージ事件・東京地裁平23.11.8判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-71

その他：休職期間満了 24か月間の休職期間が満了し
たことをもってなされたＸの退職取扱いにつき，労基
法19条1項の類推適用により無効であると判断された
例（ライフ事件・大阪地裁平23.5.25判決)㌀㌀㌀㌀1045-53
雇止め 本件契約による雇用継続に対する原告Ｘの期
待利益に合理性がある以上，本件契約には解雇に関す
る法理を類推すべきであるところ，本件雇止めは客観
的に合理的な理由がなく，社会通念上相当であると認
められず無効であるから，ＸはＹ協会に対し，現に存
する当該雇用契約上の権利を有する地位にあることの
確認を求めることができるとともに，本件契約に基づ
く基本給および遅延損害金の支払いを求めることがで
きるとされた例（北海道宅地建物取引業協会事件・札
幌地裁平23.12.14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1046-85(ダ)
雇止め Ｘ1らとＹとの間の非常勤講師としての雇用
の更新手続きは，平成16年度分以降は手続きが厳格化
され，しかも辞令書および16年度分以降の雇入通知書
には，採用期間または雇用期間は1年である旨が，ま
た，18年度分の雇入通知書には，契約は更新する場合
があり得るにすぎず，更新の有無については期間満了
の1か月前までに通知する旨が，さらに，17年12月22
日付および18年12月27日付で送付された「来年度の雇
用に関して（通知）」と題する文書には，次年度の雇用
については学級数や生徒数が不透明であるため確約で
きる状況ではない旨がそれぞれ明記されていたので
あって，それにもかかわらず19年度以降にも雇用契約
が更新されるものと期待するのは，到底合理的なもの
とはいえないとされ，本件雇止めにつき，解雇に関す
る法理を適用または類推適用すべき余地はないとされ
た例（学校法人加茂暁星学園事件・東京高裁平24.2.22
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀1049-27
休職期間満了による退職 就業規則の休職期間および
休職期間満了後の自然退職の定めにつき，労基法19条
1項において，労働者が業務上負傷し，または疾病に
かかり療養のために休業する期間およびその後30日間
は解雇してはならない旨規定されている趣旨を踏まえ
て解釈すべきであるから，就業規則9条1項1号およ
び2項の「私傷病」とは，解雇制限の対象となる業務
上の疾病でない場合をいうと解すべきであるとされた
例（医療法人健進会事件・大阪地裁平24.4.13判決)

……1053-24
休職期間満了による退職 解雇制限の対象となる業務
上の疾病かどうかは，労働災害補償制度における業務
上の疾病かどうかと判断を同じくすると解されるの
で，業務上の疾病とは，その疾病の発症が当該業務に
内在する危険を現実化したと認められ，もって当該業
務と相当因果関係にあることを要するとするのが相当
であるとされた例（医療法人健進会事件・大阪地裁平
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24.4.13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1053-24
雇止め 派遣や業務処理請負といった外部労働力とし
て受け入れてきた労働者について，その後に有期雇用
で直用化してきたケースで，経済不況に伴う雇止めが
適法とされた例（いすゞ自動車〔雇止め〕事件・東京
地裁平24.4.16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1054-5
雇止め 有期雇用では当該契約期間内の雇用継続およ
びそれに伴う賃金債権の維持については合理的期待が
高いものとして，経済不況に伴って有期雇用の期間満
了時までに休職扱いとするためには，無期雇用の場合
に比して高度の必要性が認められなければならないと
された例（いすゞ自動車〔雇止め〕事件・東京地裁平
24.4.16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㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-5

就 業 規 則

不利益変更 ｢不可抗力の事故のため，又は公民権行
使のため遅刻または早退した時は，届け出により遅刻，
早退のとり扱いをしない」という旧就業規則15条の定
めは，届け出にあった時間については就労義務を免除
するに過ぎないとする被告Ｙの主張が退けられ，不就
労時間についてはノーワーク・ノーペイの原則の例外
として勤務時間に組み入れることを明らかにした規定
であるとされた例（全日本手をつなぐ育成会事件・東
京地裁平23.7.15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1035-105
不利益変更 労働契約法10条本文は，就業規則が「合
理的なものである」限り，個々の労働者において，そ
の適用を拒むことは許されないと定めているところ，
ここにいう「合理的なものである」とは，当該就業規
則の作成または変更が，その必要性および内容の両面
からみて，それによって労働者が被ることになる不利
益の程度を考慮しても，なお当該労働関係における当
該条項の法的規範性を是認することができるだけの合
理性を有するものであることをいい，特に，賃金，退
職金など労働者にとって重要な権利，労働条件に関し
実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更に
ついては，当該条項が，そのような「不利益を労働者
に法的に受忍させることを許容することができるだけ
の高度の必要性に基づいた合理的な内容のもの」であ
る場合において，その効力を生ずるものというべきで
あるとされた例（全日本手をつなぐ育成会事件・東京
地裁平23.7.15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1035-105
不利益変更 公民権の行使等に要した時間に対応する
賃金を支給しないこととした就業規則の不利益変更に
つき，労働者に与える経済的不利益は些少であるにし
ても，「有給扱いという待遇の下，公民権の行使等の公
的活動に容易に参画し得る地位ないし権利」に対して
かなり大きな負の影響を与えるものであって，重要な

労働条件につき実質的な不利益性を有するものである
にもかかわらず，「高度な経営上の必要性」に基づいて
本件就業規則等変更が行われたとはいいがたく，その
他の諸事情（労働組合との交渉の状況等）を勘案した
としても，変更に同意しない原告ＸのようなＹ職員に
対して，これを法的に受忍させることを許容すること
ができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容
のものであるということはできないとされた例（全日
本手をつなぐ育成会事件・東京地裁平23.7.15判決)

……1035-105
給与規程：300円控除措置 業務インセンティブ中の
1日当たりの総労働時間に時間単価300円をかけた金
額を控除する措置（300円控除措置）につき，300円控
除措置は業務インセンティブの計算過程にすぎないと
いうべきであり，業務インセンティブは300円控除措
置とそれ以外の部分を全体として把握するのが相当で
あり，業務インセンティブから300円控除措置のみを
切り離し，300円控除措置のみが給与規程15条に反し
て違法無効ということはできないとされた例（ヤマト
運輸〔業務インセンティブ・控除措置〕事件・大津地
裁平23.1.27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1035-150
給与規程：300円控除措置 300円控除措置を含む業務
インセンティブの計算方法の合理性も併せ考慮すれ
ば，業務インセンティブは出来高給の性質を有すると
認めるのが相当であり，労基法施行規則19条1項6号
が適用されるべきであるとされた例（ヤマト運輸〔業
務インセンティブ・控除措置〕事件・大津地裁平23.1.
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1035-150
給与規程の解釈 被告Ｙ社の給与規程においては，Ｙ
社がその業績および従業員の人事考課等に基づいて賞
与支給額を決定するものであり，その決定においては
従業員の合意を求めることその他従業員の関与を経る
ことは要件となっていないから，従業員から確認・承
諾書の提出をさせたとしても事実上の手続きであって
慣行的に行われているものであり，本件各賞与の支給
額を通知した時点で確定していたとされた例（ケー
メックス事件・東京地裁平23.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-68
解釈 給与規程1の割増賃金算定の基礎にかかる規定
は無効であり，無事故手当および運行手当の全額をそ
の算定基礎とする割増賃金額と日本郵便逓送の従来運
用を明文化した給与規程2の割増賃金額を比較すれ
ば，給与規程変更2が不利益変更に当たることは明ら
かであるところ，給与規程変更2は，間接的にではあ
れ労働条件統一の必要性からなされたものといえなく
もないが，労基法37条5項，同法施行規則21条によっ
て，両手当はその全額が割増賃金の算定基礎とすべき
であったといえるから，従来運用に合わせる形で労働
条件を統一するについては，給与規程変更2により労
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働者の受ける不利益が小さいとはいえないこと，およ
び，変更後の給与規程2の内容の労働者への周知や組
合への説明，協議をある程度時間をかけて丁寧に行う
必要があったにもかかわらず，そのような対応を蔑ろ
にしたと評価されてもやむをえない本件では，給与規
程変更2に合理性を認めることはできないとされた例
（日本郵便輸送〔給与規程変更〕事件・大阪高裁平24.
4.12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1050-5
変更 本件就業規則変更により本件会社休日が廃止さ
れて通常の労働日とされ，原告Ｘらの年間所定労働時
間が増加し，賃金カットと同様の効果が生じているの
であるから，本件就業規則変更にはＸらの重要な労働
条件を不利益に変更する部分を含むことは明らかであ
るとされた例（フェデラルエクスプレスコーポレー
ション事件・東京地裁平24.3.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-71
変更 本件就業規則変更により労働者の受ける不利益
の程度は必ずしも小さいとはいえないこと，業績の大
幅な落ち込みにより経費削減施策を行う必要性があっ
たこと自体は認められるとしても，本件就業規則変更
を行って労働者に上記不利益を法的に受忍させること
を正当化するまでの高度な必要性があるとまではいい
がたいこと，変更後の就業規則の内容の相当性につい
ても当然に認められるというものではなく，相当性が
あるといえるのか疑問が残る点も見受けられること，
被告Ｙ社と本件組合等との間で実質的な交渉がなさ
れ，十分に労使間の利益調整がされたうえで本件就業
規則変更がなされたとは到底いいがたいことなどを総
合的に考慮すれば，本件就業規則変更は労契法10条所
定の合理性の要件を満たすものとはいえないのであっ
て，Ｘらには労契法10条による就業規則変更の拘束力
は適用されず，Ｘらは本件会社休日を休日として行使
することができるとされた例（フェデラルエクスプレ
スコーポレーション事件・東京地裁平24.3.21判決)

……1051-71
効力：退職金規定の廃止 Ｙ社が行った退職慰労金規
定の廃止（就業規則の不利益変更）に当たって，事業
部長であるＥの意見を聞いたことについて，従業員代
表の意見聴取手続きが適正に行われたとはいいがたい
などとして，退職慰労金規定の廃止が無効であるとさ
れた例（日本機電事件・大阪地裁平24.3.9判決)

……1052-70
効力：賞与支給日在籍要件 使用側の事情により解雇
するいわゆる整理解雇の場合には，賞与の支給日在籍
要件の規定は適用にならないとされた例（リーマン・
ブラザーズ証券事件・東京地裁平24.4.10判決)

……1055-8

労働安全・災害補償

ボンベ再生作業従事者の化学物質過敏症と業務起因性
約5年半にわたりボンベの再生作業に従事していた

原告Ｘが，就業期間中から体調不良を訴え，休職期間
中に負荷テストを受けて化学物質過敏症であると診断
を受けたため労災保険法に基づく休業補償・療養補償
給付を請求したところ，被告Ｙ労基署長はＸが発症し
た傷病は業務との相当因果関係が認められないとして
不支給とする本件処分を行ったことにつき，一審では
業務起因性が否定されたものの，二審において業務起
因性が肯定され，処分は違法であるとして取り消され
た例（国・和気労基署長〔化学物質過敏症〕事件・広
島高裁岡山支部平23.3.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-50
ボンベ再生作業従事者の化学物質過敏症と業務起因性
化学物質過敏症については統一的な定義や診断基準

が認められているわけではないが，原因となる化学物
質に暴露されることにより反応して症状が現れ，その
後微量の化学物質であっても再接触の場合に再び過敏
状態として症状が現れるような病態があることはそれ
ほど異論があるわけではなく，一般に医師らは合意事
項や具体的診断基準を参考に診療に当たっている状況
にあることから，化学物質過敏症の存在は肯定される
と二審で示された例（国・和気労基署長〔化学物質過
敏症〕事件・広島高裁岡山支部平23.3.31判決)

……1036-50
消防職員の仮眠中の喘息発作による死亡と公務起因性
公務と死亡との間の相当因果関係を認定するにあ

たっては，公務が唯一の原因または相対的に有力な原
因とする場合に限らず，当該職員に基礎疾患があった
場合において，公務の遂行が基礎疾患をその自然の経
過を超えて増悪させた場合に公務起因性が認められ，
それが認められないときでも，客観的にみて治療を要
する状況にあるにもかかわらず，職員において休暇の
取得その他治療を受けるための方法を講じることがで
きず，引き続き職務に従事しなければならないような
事情が認められるときは，公務起因性が認められると
された例（地公災基金横浜市支部長〔横浜市消防職員〕
事件・横浜地裁平23.10.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-5
消防職員の仮眠中の喘息発作による死亡と公務起因性
死亡した消防職員の勤務形態および職場環境がその

死亡を引き起こしたとまでは認められず，職員の喘息
の主原因は，自宅で飼育していたウサギをアレルゲン
とするものと判断でき，勤務場所の環境要因や公務の
過重性にあるとは認められないとされた例（地公災基
金横浜市支部長〔横浜市消防職員〕事件・横浜地裁平
23.10.13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1037-5
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消防職員の仮眠中の喘息発作による死亡と公務起因性
死亡した消防職員は，勤務中に喘鳴が出た時点で速
やかな治療を要する客観的状況にあったところ，当時
の職場環境においては，勤務途中で公務から離脱する
ことは著しく困難であり，職員もそのような職場環境
を十分認識していたことから，公務から離脱すること
を申し出ることなく公務を続けたものと認められるの
であり，公務と死亡との相当因果関係があるとされ，
消防職員が仮眠中に喘息発作で死亡したことを公務外
とした地公災基金支部長の認定処分に対する取消請求
が認容された例（地公災基金横浜市支部長〔横浜市消
防職員〕事件・横浜地裁平23.10.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-5
損害賠償：財務経理部長のうつ病罹患・自殺 老人ホー
ムの運営を行う会社において財務経理を担当していた
従業員Ｚの自殺につき，自殺前6か月間において
92～228時間の時間外労働に従事していたことや，折
衝を担当していた投資会社からの投資を断られたこ
と，代表取締役の被告Ｙ2から叱責を受けたことなど
から，過重で精神的な緊張を強いられる業務内容およ
び過重な長時間労働に従事したことによって著しい肉
体的・心理的負荷を受けた結果，本件うつ病を発症し
て自殺に及んだものであると認め，業務起因性が認め
られた一審判断が維持された例（メディスコーポレー
ション事件・東京高裁平23.10.18判決)

……1037-82(ダ全)
損害賠償：財務経理部長のうつ病罹患・自殺 被告
Ｙ1社には，従業員が過重な時間外労働を余儀なくさ
れ，その健康状態を悪化させることがないように注意
すべき義務があるところ，Ｚは，過重で精神的な緊張
を強いられる業務内容および過重な長時間労働に従事
する状態に置かれていたにもかかわらず，Ｙ1社はこ
の注意義務に違反していたとして，Ｚの遺族らによる
Ｙ1社に対する損害賠償請求が一部認められた例（メ
ディスコーポレーション事件・東京高裁平23.10.18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㌀1037-82(ダ全)
損害賠償：下請会社従業員の石綿粉じんばく露による
中皮腫り患・死亡 石綿は中皮腫の主たる原因物質
であり，低濃度の石綿ばく露であっても中皮腫を惹起
するものとされ，中皮腫り患のほとんどが石綿ばく露
によるものであるとされている一方，石綿以外の物質
が中皮腫の原因となることを疫学的に立証する研究は
ほとんどないから，ある者が石綿にばく露していたこ
とおよびその後に中皮腫にり患した場合には，石綿ば
く露が中皮腫り患の原因であることと矛盾すると考え
られる特段の事情がない限り，石綿ばく露と中皮腫り
患の間の因果関係が認められるとされた例（サノヤ
ス・ヒシノ明昌事件・大阪地裁平23.9.16判決)

……1040-30

損害賠償：下請会社従業員の石綿粉じんばく露による
中皮腫り患・死亡 使用者は，支配下にある労働者に
対し，安全配慮義務を負っており，このことは，元請
会社が下請会社の労働者に対して実質的に支配を及ぼ
している場合にも変わらないところ，元請会社Ｙ社は，
実質的に使用者に近い支配を及ぼしていた亡Ｋに対
し，少なくとも，ア石綿粉じん作業と非粉じん作業の
隔離を徹底せず，粉じんの飛散を十分に防止しなかっ
た点，イ防じんマスクを支給せず，またはその着用を
徹底せず，防護衣等を支給しなかった点，ウ必要な安
全教育をしなかった点において，本件製造所の作業員
が石綿粉じんを吸引しないようにするための措置を
怠っており，Ｙ社は亡Ｋに対して安全配慮義務違反に
基づく責任を免れないとして，遺族である原告Ｘ1ら
の請求が一部認容された例（サノヤス・ヒシノ明昌事
件・大阪地裁平23.9.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-30
製造業務従事者の心不全等死亡と業務起因性 ＩＳＯ
認証取得準備のために自宅で行った作業は，従業員が
それをせざるを得ない状況にあったのだから，明示の
指示の有無にかかわらず業務性が認められ，時間外労
働として計算すべきであって，Ｋの発症前1か月の時
間外労働時間は，自宅での業務もあわせると100時間
を超える量的に相当に過重なものであり，通常業務も，
物理的・精神的に相当の負担を伴うものであったとさ
れた例（国・甲府労基署長〔潤工社〕事件・甲府地裁
平23.7.26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1040-43
製造業務従事者の心不全等死亡と業務起因性 一般論
として自宅での作業と社内での業務従事を同等に評価
することはできないとしても，期限まで短期間のうち
に完成させなければならないという精神的負担の中
で，多忙な製造業務の作業に並行してＩＳＯ対応業務
を行わなければならなかったという事情の下では，そ
の業務の過重性を，社内におけるものと同等の評価を
することには十分な合理性があるとされた例（国・甲
府労基署長〔潤工社〕事件・甲府地裁平23.7.26判決)

……1040-43
業務上外：臨床開発業務従事者の心停止発症・死亡 自
宅において深夜に死亡していた労働者一郎につき，一
郎の心臓には軽度の冠状動脈疾患が進行していたと認
められ，かかる冠状動脈疾患が本件疾病（心停止翰心
臓性突然死肝）の原因となるべき基礎疾患を構成して
いた可能性が高いが，その進行程度は剖検時において
も軽度のものにとどまっていたのであるから，本件発
症の直前においても上記基礎疾患たる冠状動脈疾患
は，その自然の経過により心停止（心臓性突然死）を
引き起こす寸前にまで増悪していたとはいえないと判
断された例（国・三田労基署長〔ヘキストジャパン〕
事件・東京地裁平23.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-43
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業務上外：臨床開発業務従事者の心停止発症・死亡 一
郎の業務内容につき，①発症5か月前は100時間を超
え，それ以降の時間外労働時間の平均も50時間を超え
ていることや，深夜労働を行った日が稼働日数の3分
の1程度であること，②勤務状態はかなり不規則で
あったこと，③一郎の業務内容は厳しいスケジュール
管理の下で行われており，精神的緊張の程度は決して
小さいものではなかったこと，④死亡直前の3日間に
は実労働時間が1日当たり14時間を超えており，睡眠
時間は1日数時間程度であったこと等の事情から，一
郎の本件疾病発症と業務の間には相当因果関係がある
として，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〔ヘキストジャパ
ン〕事件・東京地裁平23.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-43
業務上外：ネットワークス事業部事務所長のくも膜下
出血発症・死亡 大阪事務所長の地位にあって通信ネッ
トワーク保守管理の責任者であった亡Ｋが，取引先関
係者や大阪事業所の社員らと飲酒を伴う接待・懇親会
を頻繁に行っていたことにつき，当該会食は顧客を交
えて技術的な問題点を議論する場として，あるいは，
出張の多いＫが社員らと意見交換する場として位置づ
けられていたものであり，会社もその必要を認めて費
用を負担していたこと等から業務の延長であると認
め，労災認定に当たって業務の量的過重性を判断する
際の労働時間として算入することが認められた例
（国・大阪中央労基署長〔ノキア・ジャパン〕事件・
大阪地裁平23.10.26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1043-67
業務上外：ネットワークス事業部事務所長のくも膜下
出血発症・死亡 亡Ｋが取引先顧客とともに居酒屋で
会食していたところでくも膜下出血を発症して死亡し
たことにつき，発症前6か月間の時間外労働時間は
63～81時間であって業務の量的過重性が認められるう
え，休息時間中も電話連絡に応対できるよう求められ
ていたことや，精神的負荷を伴う出張があったことか
らすれば質的過重性も認められるとされ，業務起因性
を否定していた行政認定が取り消された例（国・大阪
中央労基署長〔ノキア・ジャパン〕事件・大阪地裁平
23.10.26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1043-67
新規採用教員のうつ病罹患・自殺と公務起因性 亡Ｋ
は，16年4月に着任して以降，立て続けに公務により
強いストレスにさらされ，これに対する適切な支援も
受けられなかったところ，かかる心理的負荷は，新規採
用教員として初めてクラスを担任することになった者
を基準とすると，相当に強度のものであったということ
ができ，他方で，亡Ｋには公務外の心理的負荷や精神障
害を発症させるような個体側の要因も認められないの
であって，亡Ｋの精神障害は，公務に内在ないし随伴す
る危険の現実化として発症したものということができ

るとされた例（地公災基金静岡県支部長〔磐田市立Ｊ
小学校〕事件・静岡地裁平23.12.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀1043-32
新規採用教員のうつ病罹患・自殺と公務起因性 亡Ｋ
の自殺は，精神障害（うつ病）によって，正常の認識，
行為選択能力が著しく阻害され，または自殺行為を思
い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態
で行われたものというべきであり，亡Ｋの精神障害と
本件自殺との間の因果関係に中断があったとは認めら
れないとされ，亡Ｋの公務と同人の精神障害の発症お
よび自殺との間に相当因果関係を肯定することがで
き，本件自殺を公務外の災害と認定した本件処分は違
法であり，取消しを免れないとされた例（地公災基金
静岡県支部長〔磐田市立Ｊ小学校〕事件・静岡地裁平
23.12.15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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1043-32
業務起因性：技術系社員のうつ病発症・自殺 原告Ｘ
の夫Ｋが従事した業務は質的および量的に相当に過重
なものであり，これに従事する労働者に多大な心理的
負荷を与える契機を多数含むものであって，しかも，
これが同時並行的に重なることによって，Ｋに対し日
常的に多大な心理的負荷を与えたものと認められ，そ
うすると，その業務内容は一般的平均的な労働者の範
囲内にあるＫに対し，社会通念上，うつ病を発症させ
るに足りる危険性を十分に有するものであったとされ
た例（国・名古屋西労基署長〔ジェイフォン〕事件・
名古屋地裁平23.12.14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1046-42
業務起因性：技術系社員のうつ病発症・自殺 精神疾
患に罹患したと認められる労働者が自殺した場合に
は，精神疾患の発症に業務起因性が認められるのみで
なく，精神疾患と自殺との間にも相当因果関係が認め
られる必要があり，Ｋの本件うつ病の寛解が認められ
れば，本件うつ病と自殺との間の相当因果関係は否定
されるとされた例（国・名古屋西労基署長〔ジェイフォ
ン〕事件・名古屋地裁平23.12.14判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-42
業務起因性：技術系社員のうつ病発症・自殺 本件う
つ病は，本件自殺まで一度も寛解するに至らず抗うつ
薬の服用による症状の多少の緩和と厳しい職場環境お
よび業務状況の中で我慢しながら仕事を続けたことに
よる症状の悪化を何度も繰り返しながら，次第に慢性
化していったものと推認されるのであり，本件うつ病
は第1次受診以降，本件自殺に至るまで回復しなかっ
たどころか，第4次受診時および第5次受診時には自
殺念慮を抱くまでに増悪化していたと推認されるとさ
れた例（国・名古屋西労基署長〔ジェイフォン〕事件・
名古屋地裁平23.12.14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1046-42
業務起因性：技術系社員のうつ病発症・自殺 本件う
つ病発症前6か月間にＫが従事した業務は，質的に過
重と評価できることに加え，Ｋは同期間，少なくとも
月に約100時間程度の時間外労働を4か月間にわたり
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行っていたと認められるから，量的にも過重な業務で
あったと評価でき，本件うつ病の発症には，業務起因
性が認められ，また，強い心理的負荷を伴う業務上の
精神的ストレスがその後も続いたことにより，本件う
つ病が慢性化し，遂に一度も寛解することなく，本件
自殺に至ったものと推認され，本件自殺との相当因果
関係も認められるのであって，これを否定して行った
本件処分は違法であるとされた例（国・名古屋西労基
署長〔ジェイフォン〕事件・名古屋地裁平23.12.14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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-42
業務上外：石綿ばく露作業従事者の原発性肺がん発症
石綿ばく露作業に従事した労働者に肺がんが発生し
た場合，その肺がんについて業務上の疾病と認めるべ
きか否かについては，当該労働者による石綿ばく露作
業従事期間が「10年以上」であり，当該労働者の肺組
織内に職業上の石綿ばく露の可能性が高いとされる程
度の石綿小体または石綿繊維の存在が認められる医学
的所見が得られれば，肺がんを業務上の疾病として認
めるのが相当というべきであるとされた例（国・木更
津労基署長〔新日鐵君津製鐵所〕事件・東京地裁平24.
2.23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1048-85
業務上外：石綿ばく露作業従事者の原発性肺がん発症
Ｘは10年以上に及ぶ石綿ばく露作業に従事したこと
によって業務上石綿にばく露し，その結果，Ｘの肺内
に吸入された石綿を原因として本件疾病を発症させた
ものであり，本件疾病の発症は業務に起因するものと
認めるのが相当であるとされた例（国・木更津労基署
長〔新日鐵君津製鐵所〕事件・東京地裁平24.2.23判決)

……1048-85
業務起因性 労基法は，労働時間に関する制限を定め，
労働安全衛生法65条の3は，作業の内容等を特に限定
することなく，同法所定の事業者は労働者の健康に配
慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように
努めるべき旨を定めているが，それは，長時間労働に
伴って疲労や心理的負荷等が過度に蓄積し，労働者の
心身の健康を損なう危険が発生するのを防止すること
をも目的とするものと解されるとされた例（建設技術
研究所事件・大阪地裁平24.2.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-105
業務起因性：検数作業員の原発性肺腺がん発症・死亡
肺がん発症のリスクを2倍以上に高める石綿ばく露
の指標として，石綿ばく露作業に10年以上従事した場
合については，石綿ばく露があったことの所見として
肺組織内に石綿小体または石綿繊維が存在すれば足
り，その数量については要件としない，平成18年認定
基準（18年2月9日付基発第0209001号通達「石綿によ
る疾病の認定基準について」のうち，肺がんに関する
部分）の定める要件によることとするのが相当である
とされた例（国・神戸東労基署長〔全日本検数協会〕

事件・神戸地裁平24.3.22判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1049-5
損害賠償 過度のアルコールを急激に摂取したことに
よる労働者（原告Ｋ）の死亡は，業務による過重な心
理的・肉体的負荷によって解離性遁走を発症した結果
であり，使用者に安全配慮義務違反ないし注意義務違
反があるとして，使用者に損害賠償を命じた一審判決
が維持された例（フォーカスシステムズ事件・東京高
裁平24.3.22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1051-40
損害賠償 亡Ｋが，帰宅後ブログやゲームに時間を費
やしていたことや自ら不調を申し出なかったことは過
失相殺事由として考慮すべきとして2割を減額すべき
とした一審判決を取り消し，これらの事情に加え，亡
Ｋは就労後の時間を適切に使用し，できるだけ睡眠不
足を解消するよう努めるべきであったところ，就寝前
にブログやゲームに時間を費やしたのは，自らの精神
障害の要因となる睡眠不足を増長させたことになり，
その落ち度は軽視できないとして，過失3割を減額す
べきとされた例（フォーカスシステムズ事件・東京高
裁平24.3.22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1051-40
業務上外 腹膜原発悪性中皮腫で死亡したＫの中皮腫
の発症原因は石綿ばく露であると認められ，同人が原
発内で従事したポンプや焼却炉等の点検検査時におけ
るシール材の交換作業中にアスベストにばく露したも
のと認められた例（中部電力ほか〔浜岡原発〕事件・
静岡地裁平24.3.23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1052-42
業務上外 Ｋは請負（元請）Ｙ2社および下請会社Ｙ3
社の安全配慮義務違反によりアスベストにばく露し，
それが原因で中皮腫を発症して死亡したものと認めら
れ，上記両社の安全配慮義務違反とＫの死亡との間に
は因果関係があるとされた例（中部電力ほか〔浜岡原
発〕事件・静岡地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1052-42
損害賠償 注文者と請負人との間に請負という契約の
形式をとりながら，注文者が単に仕事の結果を享受す
るにとどまらず，請負人の雇用する労働者から実質的
に雇用関係に基づいて労働の提供を受けているのと同
視しうる状態が生じていると認められる場合，すなわ
ち，注文者の供給する設備，器具等を用いて，注文者
の指示のもとに労務の提供を行う等，注文者と請負人
の雇用する労働者との間に実質的に使用従属の関係が
生じていると認められる場合には，その間に雇用関係
が存在しなくとも，注文者と請負人との請負契約およ
び請負人とその従業員との雇用関係を媒介として間接
的に成立した法律関係に基づいて特別な社会的接触の
関係に入ったものとして，信義則上，注文者は当該労
働者に対し，使用者が負う安全配慮義務と同様の安全
配慮義務を負うものと解するのが相当であるとされ，
これは，注文者，請負（元請）会社および下請会社と
孫請会社の従業員との間においても同様に妥当すると
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された例（中部電力ほか〔浜岡原発〕事件・静岡地裁
平24.3.23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1052-42
損害賠償 Ｙ3社は，孫請会社のＡ工業のＫから実質
的に雇用関係に基づいて労働の提供を受けているのと
同視しうる状態が生じていたことから，安全配慮義務
を負うとされ，請負（元請）会社のＹ2社は，現場監督
者によるＹ3社の工事担当者に対する指示という形で
間接にＡ工業のＫを監督しており，また必要があれば
Ｋに直接指示を行うことも可能であったといえるか
ら，請負人の雇用する労働者から実質的に雇用関係に
基づいて労働の提供を受けているのと同視しうる状態
が生じていたと認められるから，安全配慮義務を負う
とされた例（中部電力ほか〔浜岡原発〕事件・静岡地
裁平24.3.23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1052-42
損害賠償 注文者の被告Ｙ1社は，Ａ工業の雇用して
いたＫから実質的に雇用関係に基づいて労働の提供を
受けているのと同視しうる状態が生じていたとは認め
られず，安全配慮義務を負わないとされた例（中部電
力ほか〔浜岡原発〕事件・静岡地裁平24.3.23判決)

……1052-42
損害賠償 Ｙ2社とＹ3社は，シール材をアスベスト非
含有の製品に代替する義務については，シール材を提
供していたのは注文者であるＹ1社であったこと，
シール材の特性により現在に至ってもアスベスト非含
有の製品に代替することは困難であることなどを考慮
すれば，かかる義務違反は認められないが，昭和61年
から平成11年までの間アスベスト対策を行ってこな
かった点につき安全配慮義務違反が認められるとされ
た例（中部電力ほか〔浜岡原発〕事件・静岡地裁平24.
3.23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1052-42
公務起因性 被控訴人（一審原告）Ｘの夫（以下，「Ｋ」）
の仮眠中の死亡につき，Ｋは死亡当時,客観的にみて
治療を要する状況にあるにもかかわらず，Ｋの当時の
職場環境が職種自体あるいは人員配置の点から代替性
がなく，Ｋが休暇の取得その他治療を受けるための方
法を講じることができず引き続き職務に従事しなけれ
ばならないような状況にあり，公務を続けることを余
儀なくされたものと認められるから，Ｋの公務と死亡
との間には相当因果関係があるものと認めるのが相当
であるとして，控訴人（一審被告）地公災基金（以下，
「Ｙ」）がＫの死亡を公務外災害と認定した処分に対
し，これを取り消した一審判決が維持され，Ｙの請求
が棄却された例（地公災基金横浜市支部長〔横浜市消
防職員〕事件・東京高裁平24.6.6判決)

……1054-91(ダ全)
公務上外 原告Ｘの夫（被災者）の死亡につき，被災
者の発症1週間前の公務は，質的にも量的にも日常の
勤務と比較して特に過重であったと認められ，従前か

らの疲労を回復する機会を持つことができないまま本
件死亡に至ったものと考えられ，被災者の基礎疾患が，
その自然の経過によって直ちに急性心筋梗塞に至るま
で増悪したとみることは困難であり，他に確たる増悪
要因は見出せない本件においては，被災者が従事した
公務による過重な精神的，身体的負荷が基礎疾患をそ
の自然の経過を超えて増悪させ，発症させたとみるの
が相当であり，公務に内在する危険が具現化したもの
として，公務と本件死亡の原因である急性心筋梗塞の
発症との間に相当因果関係の存在を肯定することがで
きるとして，地公災基金東京都支部長が被災者になし
た公務外認定処分が取り消された例（地公災基金東京
都支部長〔Ｃ高校〕事件・東京地裁平24.4.23判決)

……1055-79(ダ)

争訟・その他

損害賠償 Ｙ2の行為ならびにＸが第1配転命令後に
受けたパワーハラスメントについて不法行為が成立
し，これらのパワーハラスメントおよびＹ2の不法行
為はいずれもＹ1社の職務を執行するにつき行われた
ものであるから，Ｙ1社も使用者として責任を負うと
され，Ｙ1社およびＹ2の損害賠償責任が認められた例
（オリンパス事件・東京高裁平23.8.31判決)

……1035-42
行訴：改正条例制定行為等の取消請求等 条例の制定
および公布は，いずれもそれ自体で国民の具体的な権
利義務ないし法的地位に影響を及ぼすものではない
し，首長に再議権があることによりその公布行為の性
質に変更が生じるものではないから，抗告訴訟の対象
となる処分性を有しているとはいえず，不適法な訴え
として却下を免れないとされた例（大阪市・大阪市議
会〔チェック・オフ〕事件・大阪地裁平23.8.24判決)

……1036-30
行訴：改正条例制定行為等の取消請求等 地公法55条
1項の交渉対象事項は，職員が地方公共団体に対し勤
労を提供するについて存する諸条件で，職員が自己の
勤務を提供し，またはその提供を継続するかどうかの
決心をするに当たり一般的に当然考慮の対象となるべ
き利害関係事項であると解されるところ，チェック・
オフはこのような利害関係事項に当たらないから，制
定に当たって地公法55条による協議がなされなかった
としても違法とはいえず，国賠法上の違法性はないと
された例（大阪市・大阪市議会〔チェック・オフ〕事
件・大阪地裁平23.8.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-30
行訴：改正条例制定行為等の取消請求等 不適切な労
使関係を正常化するための方策の一つとして，チェッ
ク・オフ制度を廃止することは，地方公共団体の政策
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としてあながち不合理とまではいえないし，改正条例
制定へ向けた議論の中で，一部議員から組合に対する
敵対的発言があったとしても，各会派の議論を経て通
常の手続きで可決成立したのであるから，原告組合弱
体化の意図それ自体を認めることはできないほか，職
員団体に与える影響等の要考慮事項を考慮しなかった
とか，再議決権を行使しなかったことが違法であると
もいえず，立法裁量権の逸脱もないとして，国賠法上
の違法性はないとされた例（大阪市・大阪市議会
〔チェック・オフ〕事件・大阪地裁平23.8.24判決)

……1036-30
行訴：再審査請求日と処分取消請求 行政不服申立手
続きにおいて，再審査請求が受理された日から3か月
を経ないで取消訴訟が提起されたことは不適法である
から却下すべきとの主張に対し，訴え提起の時点で不
適法であったとしても受理の日から3か月を経過した
時点で瑕疵が治癒されると解するのが相当であるとし
た一審判断が維持され，本案前の争点が退けられた例
（国・和気労基署長〔化学物質過敏症〕事件・広島高
裁岡山支部平23.3.31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1036-50
その他：損害賠償 被告Ｙ社は，前件訴訟により，原
告Ｘに関する雇用契約上の地位確認等につきほぼ全部
敗訴の判決が確定したにもかかわらず，その後も約2
年間にわたってＸの出勤を許さず，再び退職勧奨をし，
無効というべき本件解雇に及んだのであり，これらの
行為は不法行為を構成するというべきであり，Ｘは，
専業主婦の妻と幼い双子の児童（うち1人には障がい
がある）を抱えており，Ｘは，こうしたＹ社の行為に
よって著しい精神的苦痛を被ったことから，30万円の
慰謝料の支払いが命じられた例（ジェイ・ウォルター・
トンプソン・ジャパン事件・東京地裁平23.9.21判決)

……1038-39
その他：損害賠償 賞与協定の締結に当たって，Ｙ社
が，今後異議を申し立てない旨の確認条項を加えた協
定書の締結を求め続けた行為は，使用者の交渉態度と
して違法なものとはいえないとされ，Ｘ1組合からＹ
社に対する損害賠償請求が棄却された例（ケーメック
ス事件・東京地裁平23.8.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-68
損害賠償 長期間にわたる「偽装請負（派遣法違反）」
が行われ，派遣労働者が所轄労働局に対して是正指導
を求めたところ，関係の適法化に伴って結果的に労働
者が雇用を喪失した事案において，一審で認容されて
いた派遣労働者の派遣先に対する慰謝料請求が否定さ
れた例（日本トムソン事件・大阪高裁平23.9.30判決)

……1039-20
損害賠償 本件処分を行うにつきＹ大学に故意または
過失があったとは認められず，また，懲戒処分の公表
は被処分者であるＸの氏名を特定しておらず，公表の

内容も処分事由を要約して行ったに過ぎないとして，
Ｙ大学の不法行為責任が否定された例（Ｑ大学〔懲戒
処分〕事件・大阪地裁平23.9.15判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-73
行政文書（労災補償給付の処理経過簿）不開示決定の取
消請求 情報公開法5条1号にいう「他の情報」とは，
広く刊行されている新聞，雑誌，書籍や，図書館等の
公共施設で一般に入手可能な情報等の一般人が通常入
手し得る情報をいうものと解するのが相当であり，特
別の調査をすれば入手し得るかもしれないような情報
や，当該個人の近親者，知人等のみが保有していたり，
入手し得る情報については，これに含まれないという
べきであり，事業場名が開示されたとしても，一般人
にとっては，被災労働者個人を識別することは不可能
であるから，事業場名は「他の情報と照合することに
より，特定の個人を識別することができることとなる」
情報に当たるとは認められないとされた例（国・大阪
労働局長〔行政文書不開示決定取消請求〕事件・大阪
地裁平23.11.10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1039-5
行政文書（労災補償給付の処理経過簿）不開示決定の取
消請求 情報公開法5条2号イの不開示情報に該当
するためには，当該法人等の権利等の利益を害するお
それが客観的に認められることが必要であるところ，
仮に労働災害に対して労災補償給付の支給決定がされ
たという事実により一定の社会的評価の低下が生じた
としても，そのことが直ちに当該事業場が取引先から
の信用を失い，あるいは，求職者から当該事業場への
就職を敬遠されるような事態を招く蓋然性が存するも
のと認めるに足りる的確な証拠はなく，そのようなお
それはあくまでも抽象的な可能性にすぎないものとい
うべきであり，本件文書中の事業場名は情報公開法5
条2号イ所定の不開示情報には当たらないとされた例
（国・大阪労働局長〔行政文書不開示決定取消請求〕
事件・大阪地裁平23.11.10判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-5
行政文書（労災補償給付の処理経過簿）不開示決定の取
消請求 労災補償給付の支給決定を受けた労働者に
係る事業場名が開示されたとしても，当該事業場はも
とより他の事業場においても，労働災害を発症させた
事業場であることが発覚することをおそれて就業実態
の調査に対し非協力的となる事態が一般的に想定され
るものとはいえないから，事業場名の開示により労災
保険事業の適正な遂行に支障が生じる蓋然性が存する
ものと認めることはできず，本件文書中の事業場名は
情報開示法5条6号柱書所定の不開示情報には当たら
ないとされた例（国・大阪労働局長〔行政文書不開示
決定取消請求〕事件・大阪地裁平23.11.10判決)

……1039-5
行政文書（労災補償給付の処理経過簿）不開示決定の取
消請求 本件文書の記載中，事業場名は情報公開法
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5条1号，2号イ，6号所定の不開示情報のいずれに
も当たらないところ，事業場名欄中の法人名記載部分
は，他の部分とは区分可能であり，かつそれ自体有意
の情報といえるから，処分行政庁はこれを開示すべき
義務を負うものであるとされた例（国・大阪労働局長
〔行政文書不開示決定取消請求〕事件・大阪地裁平23.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-5
業務妨害行為の差止め 被告Ｙ1組合らの原告Ｘ社ら
に対するＸ1社大阪支店やＸ2社の本社ないし枚方工
場での抗議活動，同大阪支店付近等での街宣活動，Ｘ
社らの出荷業務を妨害する活動は，その態様のみなら
ずその意図も明確に同業務妨害等を意図して上記一連
の行為を行っていたことが推認され，したがって，
Ｙ1組合のＸ社らに対する上記一連の組合活動は，態
様において社会的相当性の範囲を超えた違法なものと
いわざるを得ないなどとして，Ｘ社らのＹ1組合らに
対する業務妨害行為の差止請求および不法行為に基づ
く損害賠償請求（認容額：合計1602万余円）がともに
認容された例（連帯ユニオン関西地区生コン支部〔ト
クヤマエムテックほか〕事件・大阪地裁平23.9.21判決)

……1039-52
業務妨害行為の差止め Ｙ1組合の組合員でＸ2社分
会の分会長であり同分会の唯一の組合員であるＹ2
は，Ｙ1組合の一連の行動を認識，認容し，自らもＹ1
組合の監視活動を分担していたこと，また，Ｙ1組合
の出荷妨害行為に関し，単なる一組合員ではなく，重
要な立場として参加していたことが推認されることな
どからすると，Ｙ1組合の一連の違法行為につき，Ｙ1
組合と連帯して責任を負うというべきであるとされた
例（連帯ユニオン関西地区生コン支部〔トクヤマエム
テックほか〕事件・大阪地裁平23.9.21判決)

……1039-52
損害賠償 Ｙ1社によるＸ1らの中途解約は，いかに
Ｙ1社が法的にＸ1らの雇用主の地位にないとはいえ，
著しく信義にもとるものであって，ただでさえ不安定
な地位にある派遣労働者の勤労生活を著しく脅かすも
のであり，Ｙ1社が，Ｘ3およびＸ1との関係で解約日
を9日間延長するとともに，Ｘ2の関係を含め派遣労
働者による有給休暇の消化に加え，自己都合による欠
勤の場合にも給与相当額を補償することとしたことを
考慮しても，派遣先事業主として信義則違反の不法行
為が成立するとして，慰謝料の支払いが命じられた例
（三菱電機ほか〔派遣労働者・解雇〕事件・名古屋地
裁平23.11.2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1040-5
行政処分取消し 従業員Ｋの心不全ないし不整脈によ
る自宅内での死亡について，Ｋの妻である原告ＸがＹ
労基署長に対し求めた遺族補償不支給処分の取消請求
が認容された例（国・甲府労基署長〔潤工社〕事件・

甲府地裁平23.7.26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1040-43
損害賠償：元取締役の会社名義のクレジットカード等
の私的利用 被告Ｙ（原告Ｘ社取締役）は，他社で経
理等の業務に従事したり，独立行政法人で株式会社の
上場に携わったりする等の経験を持っていることか
ら，Ｘ社代表者から同社への入社を強く要請され，採
用時の年収は当初の提案(420万円)を上回る本人希望
700万円とされ，採用後はＸ社における経理財務の全
般を統括し，Ｘ社代表者から深く信頼されていたこと
から，Ｘ社においてその経費等の支出を含めた経理財
務関係の業務について一定の裁量を有していたとし，
Ｙが行った具体的な経費等の支出が違法と評価される
のは，当該経費等の支出がＹの有する裁量を逸脱し，
または濫用したものと認められる場合であるとされた
例（いまい事件・札幌地裁平23.11.17判決)㌀㌀㌀㌀1041-5
損害賠償 懲戒解雇の可能性を示唆するなどして，Ｘ
に対して退職を求めた被告Ｙ2の言動が，社会通念上
相当と認められる範囲を逸脱している違法な退職勧奨
とされ，Ｙ1社とＹ2に対し慰謝料20万円の請求が認容
された例（日本航空〔雇止め〕事件・東京地裁平23.10.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-20
損害賠償 労働者のミスはもともと企業経営の運営自
体に付随，内在化するものであるといえる（報償責任）
し，業務命令内容は使用者が決定するものであり，その
業務命令の履行に際し発生するであろうミスは，業務
命令自体に内在するものとして使用者がリスクを負う
べきものであると考えられる（危険責任）ことなどか
らすると，使用者は，その事業の性格，規模，施設の
状況，労働者の業務の内容，労働条件，勤務態度，加
害行為の態様，加害行為の予防もしくは損害の分散に
ついての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照ら
し，損害の公平な分担という見地から信義則上相当と
認められる限度において，労働者に対し損害の賠償を
することができると解されるとされた例（エーディー
ディー事件・京都地裁平23.10.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-49
損害賠償，謝罪文交付等 Ｙ社におけるＢクラスの成
果報酬の平均は60万円であり，平成20年度のＸの成果
報酬額は90万円だったことから，21年度のＸの成果報
酬は，本来であれば，Ｂクラスの平均60万円を下るこ
とはないとし，調整報酬20万を控除し，Ｘが22年2月
には退職したことを考慮のうえ，不法行為に対するＸ
の慰謝料として30万円とするのが相当とされた例（コ
ナミデジタルエンタテインメント事件・東京高裁平23.
12.27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1042-15
損害賠償：選挙への立候補拒否による精神的損害 本
件選挙への立候補はＹ組合員に認められた重要な権利
利益であるにもかかわらず，Ｘはその権利の行使を本
件立候補拒否によって妨げられ，Ｘが被った精神的損
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害は決して小さくないとみられること，本件選挙に立
候補していれば当選していた可能性があること，本件
解雇による精神的苦痛に対する損害賠償の支払い等を
命ずる判決が確定しており，本件はこれと重複しない
範囲内での慰謝料等請求と解されることなどから，Ｘ
の精神的損害の額は100万円とされた例（全日本海員
組合〔組合員資格〕事件・東京高裁平23.11.24判決)

……1042-75(ダ)
仮処分 解雇無効を主張して賃金仮払仮処分を申し立
てた労働者に退職金が振り込まれているとしても，解
雇の効力が争われている以上，これを用いることがで
きない建前であるから，保全の必要性を否定すること
はできないとされた例（東亜外業事件・神戸地裁平23.
11.14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1042-29
仮処分 労働契約上の地位を定める仮処分は，もとも
と任意の履行に期待する仮処分で実効性に乏しく，契
約上の地位が国内滞在の要件となる外国人の場合や，
技能の低下などの特段の事情がない限り必要性を認め
がたいとして，申立てが却下された例（東亜外業事件・
神戸地裁平23.11.14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1042-29
損害賠償 本件配転命令は不法行為に該当するが，原
告Ｘについては，勤務地限定の合意があったとは認め
られず，かえって，雇用契約書および被告Ｙ社の就業
規則によると転居を伴う異動があり得ることが規定等
されていること，Ｙ社は，社内規定では認められない
にもかかわらず，Ｘが申請した新大阪名古屋間の新幹
線利用にかかる通勤費を全額負担しており，本件配転
に伴って，Ｘに対して一定の配慮をしていること，本
件配転命令後，名古屋営業所で勤務するＸは，毎日ほ
ぼ定時に退社しており，大阪営業所で就労していた時
と帰宅時間が著しく異なる（遅くなる）という状況に
あったとは認められないこと，Ｘの母親は平成22年9
月22日に死亡したこと，Ｘの伯父は入院中であり，Ｘ
が毎日介護する必要があるとはうかがわれないことか
ら，Ｘの生活上の不利益はさほど大きいとは認められ
ないことを総合的に勘案すると，Ｘの被った精神的損
害の慰謝料として50万円が相当であるとされた例（Ｃ
株式会社事件・大阪地裁平23.12.16判決)㌀㌀㌀㌀㌀1043-15
積立金返還請求 労働者が一定期間内に退職したとき
に，企業型確定拠出年金の再信託資産管理機関は事業
主へ積立金を返還することが年金規約上定められてお
り，解雇が有効であればその返還は有効であるから，
Ｘがその返金を求める余地はないとされた例（ＨＳＢ
Ｃサービシーズ・ジャパン・リミテッド〔賃金等請求〕
事件・東京地裁平23.12.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-5
損害賠償 Ｙ社の受任弁護士がＸの住所地を誤って記
載した労働審判申立書を提出したため，郵送された申
立書が所在不明になり，第三者が開披した可能性を否

定できないとしても，弁護士の業務の独立性にかんが
みると，依頼者であるＹ社と使用従属関係はないから，
Ｙ社は不法行為責任を負わないとされた例（ＨＳＢＣ
サービシーズ・ジャパン・リミテッド〔賃金等請求〕
事件・東京地裁平23.12.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-5
損害賠償 Ｙ社によるＸ1らのパスポートおよび通帳
の保管およびセクシュアルハラスメントについて，不
法行為に該当するとして慰謝料および弁護士費用の請
求が認められた例（デーバー加工サービス事件・東京
地裁平23.12.6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1044-21
損害賠償 Ｙ社からＸ1らに対する寮費や社会保険料
立替え，粗大ゴミの撤去費用等の請求が認められた例
（デーバー加工サービス事件・東京地裁平23.12.6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1044-21
損害賠償 無効な懲戒処分によって，Ｘの教育研究を
する権利，名誉等の権利が侵害されたとして，大学に
慰謝料200万円の支払いが命じられた例（長崎県公立
大学法人事件・長崎地裁平23.11.30判決)㌀㌀㌀㌀㌀1044-39
損害賠償 勤務数減少について，Ｘについて原則週6
日勤務とすることとしたＹ社の措置自体が違法性を有
し，不法行為を構成するとまでは評価できないとされ
た例（テイケイ事件・東京地裁平23.11.18判決)

……1044-55
損害賠償 Ｘが，Ｙの旧顧問先に対して，Ｙとの顧問
契約の解約を働きかけたことはなく，顧問先の固有の
意思によって解約に至った可能性も否定できないもの
であり，また，Ｘは旧顧問先を新たな税理士に紹介し，
同税理士がその税務処理を行ったことは明らかである
が，それを超えて，ＸがＹに対する義務違反行為をし
たとまで認めるに足りる的確な証拠はないとして，義
務違反による損害額の支払いを求めたＹの反訴請求が
棄却（一審判断維持）された例（Ｈ会計事務所事件・
東京高裁平23.12.20判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-84(ダ全)
損害賠償：退職した支社長の背任行為 支社長の地位
にある原告Ｘが被告Ｙ1社の取引先から月額10万円の
金員を受け取っていたことにつき，支社長としてＹ1
社の利益を最大限に図るべき立場にあるＸが，業務委
託契約の相手方である取引先から定期的に定額の報酬
を受け取り，取引先の利益のために行動するというの
は，明らかにＹ1社との関係で利益相反行為であると
して，不法行為の成立が認められた例（山口工業事件・
東京地裁平23.12.27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1045-25
損害賠償：退職した支社長の背任行為 不法行為によ
る損害額について，ＸがＹ1社の取引先から受け取っ
ていた金員は，ＸがＹ1社と取引先間との業務委託契
約の趣旨に従って業務を誠実に履行し，Ｙ1社の利益
を最大限図るべく行動していれば，Ｙ1社に帰属した
はずの利益であると推認するのが相当であるとして，
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その全額がＹ1社の損害として認められた例（山口工
業事件・東京地裁平23.12.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-25
損害賠償：退職した支社長の背任行為 支社の業務に
用いる口座への未入金額の一部について，支社長の地
位にあったＸがこれを不正に取得していたとして，不
法行為の成立が認められた例（山口工業事件・東京地
裁平23.12.27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1045-25
損害賠償：支社長に対する言動と不法行為 Ｙ2がＸ
および同人の仕事上の知人に対して行った発言につい
て，Ｘが背信行為を行い，それに関して真摯に説明を
しようとしなかったとしても，Ｘおよびその家族にこ
とさら恐怖感を与える言動をすることは許されるべき
ではなく，仕事上の知人に対しＸの経済的信用を損な
うことを意図してＹ1社の金員を横領した旨流布する
ことは社会通念上相当性を逸脱した行為というべきで
あって，Ｘに対する不法行為に当たるとして，慰謝料
（20万円）の支払いが認められた例（山口工業事件・
東京地裁平23.12.27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1045-25
損害賠償 本件解雇（不法行為）と相当因果関係を肯
定することができる賃金に関する逸失利益の範囲につ
いては，特段の事情が認められない限り，通常，再就
職に必要な期間の賃金相当額に限られるものと解すべ
きであるところ，Ｘは本件解雇後直ちにＹ1社への復
帰を断念し，解雇予告手当を請求しているものの，
Ｙ1社はその支払いを拒絶し，離職票等を通常よりか
なり遅れて交付していることなどの事情から，Ｘの再
就職に要する期間としては，客観的にみて解雇予告期
間に加え，数か月間は必要であるとみるのが相当であ
るとされ，不法行為に基づく逸失利益として，賃金の
3か月分相当額の損害賠償請求が認容された例（三枝
商事事件・東京地裁平23.11.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-39
損害賠償：労働審判手続きにおける精神的苦痛 労働
審判手続きにおける一方当事者の主張・立証により，
他方，当事者の名誉や名誉感情等が害される場面が
あったとしても，当該活動が事件の争点と関連し，手
続遂行のために必要であり，主張の内容や表現方法等
も相当と認められる場合には，多少の強調・誇張表現
があっても正当な行為とみるべきであり，不法行為は
成立しないとして，ＸのＹ1社・Ｙ2社に対する不法行
為に基づく損害賠償請求権は認められないとされた例
（マッシュアップほか事件・東京地裁平23.10.14判決)

……1045-89(ダ)
損害賠償：安全配慮義務 Ｘの上司はＸが毎日午後9
時頃まで仕事をしていたことを認識していたこと等か
らすれば，Ｙ社はＸの時間外労働時間が長時間に及ん
でいることを十分に把握できたものであることや，Ｘ
からの人員補充要請に対しＹ社が真摯に対応していた
とは窺えないことからすれば，Ｙ社は，Ｘの本件精神

疾患の発症について，当該業務の遂行に伴う疲労や心
理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損
なわないよう注意すべき義務を怠ったといわざるを得
ないとして，Ｙ社の安全配慮義務違反が認められた例
（ライフ事件・大阪地裁平23.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-53
損害賠償：安全配慮義務 毎月の賃金（基本給），厚生
年金基金の解散に伴う清算金の差額，社宅として居住
していたマンションを自己の名義による賃貸借契約へ
と変更しなければならなくなったことによる自己負担
の差額等，精神的苦痛に対する慰謝料（200万円）等の
請求が認められた例（ライフ事件・大阪地裁平23.5.25
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-53
損害賠償：安全配慮義務 過失相殺を求めるＹ社の主
張につき，Ｘは甲状腺悪性腫瘍転移の不安を有してい
たこと，Ｘの抑うつ状態は軽く神経症レベルであると
考えられること，職場を離れた後においても症状が継
続しているのは，Ｘに人格的未熟さがあることやＸの
年齢がライフサイクルの節目に当たっていること等の
事情からすれば，Ｘの本件精神疾患の発症および発症
後長期間経過しているにもかかわらず治癒するに至っ
ていないのはＸ側にも過失があると認め，Ｘが負担す
べき過失割合は3割であるとされた例（ライフ事件・
大阪地裁平23.5.25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1045-53
損害賠償 被告組合長Ｙ2および副組合長Ｙ3による
違法な本件入場拒絶の指示により，原告Ｘは自らの当
選に向けた選挙活動を事実上妨害され，その立候補権
を実質的に侵害されたものとして，Ｙ2らの共同不法
行為責任が認められた例（全日本海員組合〔組合長選
挙無効確認〕事件・東京地裁平24.1.24判決)㌀㌀㌀1046-5
損害賠償 被告Ｙ1社の会長である被告Ｙ2および社
長である被告Ｙ3が，原告Ｘ3について多数に及ぶ批判
を繰り返し，分会員の自宅に書面を直接郵送するなど
した各行為が，Ｘ3の名誉，品性および信用を低下さ
せるものであり，また，Ｘ3を嫌悪する感情やＸ2分会
を弱体化させる意図からなされた不当な各業務命令に
よって，Ｘ3の人格権が侵害されたことを理由とする
慰謝料請求が認容された例（名古屋自動車学校事件・
名古屋地裁平24.1.25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1047-50
損害賠償 原告Ｘのメールアドレスを抹消したこと
や，Ｘが長期休職するとの通知を顧客にしたこと，Ｘ
を解雇したとの告知を他の従業員にしたことについて
は，特に，Ｘが，本件業務改善プロセスに基づき2回
目の面談から程なくして代理人を選任し，被告Ｙ社と
復職交渉をするに至っていることに照らすと，もう少
し穏便な対応策やアナウンスの仕方があったと思われ
るのであり，その限りにおいて，違法性を有すること
から，Ｘは，上記認定の限りにおいて，精神的苦痛を
被ったとして，慰謝料として100万円が相当とされた
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例（クレディ・スイス証券〔休職命令〕事件・東京地
裁平24.1.23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1047-74
謝罪文掲示 民法723条に基づく謝罪文の掲示につい
て，被告Ｙ2らに損害賠償責任を認めることによって
Ｙ2らの各行為の違法性が対外的にも明らかとなり，
原告Ｘ2分会および原告Ｘ3の被った非財産的損害は
一応填補されるとして否定された例（名古屋自動車学
校事件・名古屋地裁平24.1.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1047-50
長距離トラック運転手に対する配車差別と不法行為
被告Ｙ社がトラック運転手として入社した原告Ｘに
対し配車に関して他の従業員と異なる取扱い（配車差
別）をするようになったのは，Ｘが本件組合を結成し
本件組合がＹ社に団体交渉を申し入れるようになった
後のことであり，ＸがＹ社会長にその意に反する発言
をするたびに不利益な取扱いをされることが顕著に
なっていったことは明らかであることから，Ｙ社が
取った取扱いは，Ｘが本件組合の組合員であることや
労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされた
ものというべきであり，労働組合法7条1号に反する
ものとして違法性を有し，Ｘに対する不法行為を構成
するものと認めるのが相当であるとされた例（カネサ
運輸事件・松山地裁平23.10.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀1047-91(ダ)
行政処分取消し Ｙ労基署長が，Ｘの肺がん発症は業
務起因性が認められないとしてなした労災保険法によ
る休業補償給付不支給処分が取り消された例（国・木
更津労基署長〔新日鐵君津製鐵所〕事件・東京地裁平
24.2.23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1048-85
損害賠償 著しい長時間労働に従事させられ，それに
より入社2年目にして精神疾患を発症し，平成15年4
月に1か月間，同年12月からも各自宅療養を余儀なく
されたほか，その後の会社員としての人生に非常に大
きな影響を受けたことを考慮すれば，Ｙ社の注意義務
違反または安全配慮義務違反により，Ｘが受けた精神
的苦痛に対する慰謝料は，400万円をもって相当と認
められるとされた例（建設技術研究所事件・大阪地裁
平24.2.15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1048-105
損害賠償 いわゆる偽装請負のもと，派遣元が派遣先
である本件刑務所の本件交代要請に応じて原告労働者
Ｘ1の交代を図ったところ，これに不満をもつＸ1が，
派遣先である被告国（Ｙ）に対して国賠法上の損害賠
償を請求し，また，Ｘ1が加入する原告Ｘ2組合との団
体交渉を本件刑務所長が拒否したことについて，Ｙに
対し，Ｘらが不当労働行為を理由とする損害賠償を求
めたケースで，Ｘ2組合に対する損害賠償責任が肯定
された例（国〔神戸刑務所・管理栄養士〕事件・神戸
地裁平24.1.18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1048-140
損害賠償 派遣法に違反する労働者派遣が行われた場
合にも，特段の事情のない限り，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
ことはなく，本件刑務所長が，偽装請負によってＸ1
を受け入れたとしても，Ｘ1の権利が侵害されたもの
とは認められず，偽装請負である本件業務委託契約を
締結した本件刑務所長の行為が，国賠法上の違法行為
に該当すると評価することはできないとされた例（国
〔神戸刑務所・管理栄養士〕事件・神戸地裁平24.1.18
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-140
損害賠償 Ｘ2組合は，労働組合として団結権，団体
交渉権を法的権利として保障されているところ，本件
団交拒否により，組合員であるＸ1の労働条件の改善
等について交渉をすることができず，団体交渉権を侵
害されるとともに，組合員の労働条件の改善に貢献す
る機会を奪われ，組合員からの信頼や信用および社会
的評価が低下する等の無形の損害を被ったとして，Ｙ
に対するＸ2組合の損害賠償請求が30万円の範囲で認
容された例（国〔神戸刑務所・管理栄養士〕事件・神
戸地裁平24.1.18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1048-140
損害賠償 第二次受入機関が研修生に対して看過する
ことができない重大な不正行為を行っており，第一次
受入機関がこれを認識し,客観的に当該不正行為を抑
止し，解消することができる立場にあるという特別な
事情が認められる場合には，第一次受入機関が行う監
理の在り方に関する諸規定があることと相まって，条
理上，第一次受入機関には第二次受入機関を調査して
不正行為を抑止するとともに，不正行為がある旨を地
方入国管理局長に報告すべき作為義務があると解する
べきであり，これに違反した場合には，研修生の人格
権を侵害するものとして不法行為法上違法であるとさ
れた例（東栄衣料破産管財人ほか事件・福島地裁白河
支部平24.2.14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1049-37
損害賠償 Ｚ研究所，Ａ研究所およびＹ1新聞社の役
員である被控訴人Ｙ2，Ｙ3，Ｙ4（いずれも同族）は，
故意によりＸの前訴判決に基づく債権の実現を妨害
し，損害を与えた共同不法行為が認められるとして，
Ｘに対し，連帯して損害賠償責任を負うとされた例（日
本言語研究所ほか事件・東京高裁平23.10.26判決)

……1049-71(ダ全)
行政処分取消し 亡Ｋの原発性肺腺がんの発症および
これによる死亡は，同人が10年以上にわたって石綿ば
く露作業に従事したことによる，業務に起因するもの
と認められるから，これを業務外の疾病とした療養補
償給付等不支給処分は違法であるとして，取り消され
た例（国・神戸東労基署長〔全日本検数協会〕事件・
神戸地裁平24.3.22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1049-5
損害賠償 本件8・15留守電がＸの本件適応障害を招
来した関係を是認しうるだけの高度の蓋然性を認める
には未だ合理的な疑いを挟む余地があるものといわざ
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るを得ず，そうだとすると本件8・15留守電とＸの本
件適応障害との間には相当因果関係までは認められな
いものというべきであるとされた例（ザ・ウィンザー・
ホテルズインターナショナル〔自然退職〕事件・東京
地裁平24.3.9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1050-68
損害賠償 本件8・15留守電は，Ｙ2が「その事業の執
行について」行った不法行為であると評価することが
でき，被告Ｙ1社は，Ｘに対し，民法715条1項に基づ
き使用者責任を負い，Ｙ2の上記不法行為責任とは共
同不法行為の関係に立つものと解される（民法719条
1項）とされ，慰謝料としては70万円が相当とされた
例（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル〔自
然退職〕事件・東京地裁平24.3.9判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-68
損害賠償 被告Ｙ1銀行としては，原告Ｘが病気明け
であることを踏まえ，外勤から内勤へと異動させ，次い
でＸの事務能力，被告Ｙ2との関係およびＹ1銀行Ｑ支
店の繁忙度などから，本店のサポートセンターへの異
動を行い，残業や情報処理能力の問題の解消のため現
金精査室へ異動させたが，Ｘの体調面の問題から，最後
に人事総務部への異動となったものといえるが，確か
に，短期間で各部署へ移されているうえ，その結果，
各部署で不都合が生じたことから次の異動を行ったと
いう場当たり的な対応である感は否めないものの，
Ｙ1銀行が能力的な制約のあるＸを含めた従業員全体
の職場環境に配慮した結果の対応であり，もとより従
業員の配置転換には使用者にある程度広範な裁量が認
められていることにも鑑みると，Ｙ1銀行に安全配慮
義務違反（健康管理義務違反）があるとして，不法行
為に問うことは相当ではないとされた例（Ｕ銀行〔パ
ワハラ〕事件・岡山地裁平24.4.19判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-28
損害賠償 ＸがＹ2とともに勤務していたのは平成19
年4月30日までであり，その後退職までは2年近くの
期間があることからすると，Ｙ2およびＹ1銀行の行為
によりＸが退職を余儀なくされたとまではいいがた
く，本件における不法行為と，Ｘの退職との間に相当
因果関係があるとまでは認められず，本件では，逸失
利益まで損害に含めることは相当でないとされた例
（Ｕ銀行〔パワハラ〕事件・岡山地裁平24.4.19判決)

……1051-28
行政処分取消 組合員の乗船，誠実団交，謝罪文交付
等を命じた上告人広島県（広島県労委）の救済命令に
つき，雇用する船員に組合員がいなくなった以上，命
令はその基礎を失って拘束力を失うから，被上告人（一
審原告・二審控訴人）Ｘ社が取消訴訟を提起する訴え
の利益がないとして請求を却下した二審判決を不服と
して広島県（広島県労委）が上告した事案において，
命令が効力を失ったとはいえないとして，二審判決を
破棄し，広島高裁に差し戻した例（広島県・広島県労

委〔熊谷海事工業〕事件・最高裁二小平24.4.27判決)
……1052-5

損害賠償 アスベスト非含有の代替品を使用すること
は当時としては不可能ないし著しく困難であったとい
えるから，社会通念上，工作物が通常有すべき安全性
を欠くということはできないので，Ｙ1社に工作物責
任は成立しないとされた例（中部電力ほか〔浜岡原発〕
事件・静岡地裁平24.3.23判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1052-42
損害賠償 原告Ｘらのうち労災保険年金の受給権者で
ある原告Ｘ1（死亡したＫの妻）についてのみ損害賠
償請求権から損益相殺による控除をすべきであるとさ
れた例（中部電力ほか〔浜岡原発〕事件・静岡地裁平
24.3.23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1052-42
損害賠償 被告Ｙ法人の従業員であるＯらおよびＹ法
人の理事であるＵおよびＧにより行われた原告Ｘに対
する一連の説得活動は，不法行為を構成するというべ
きであり，同行為はＹ法人の事業の執行について行わ
れた行為であるから，Ｙ法人は使用者として民法715
条1項本文に基づき，Ｘのうつ病発症について不法行
為責任を負うとされた例（医療法人健進会事件・大阪
地裁平24.4.13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1053-24
損害賠償 職場の上司および同僚からハラスメントを
受けたことによりうつ病に罹患したとして，休職期間
満了による自然退職の効力を争い，不法行為（使用者
責任）または安全配慮義務違反に基づきＹ法人に損害
賠償を求めたＸの請求につき，雇用契約上の地位確認
が認容され，640万余円の請求が認容された例（医療法
人健進会事件・大阪地裁平24.4.13判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-24
損害賠償 本件懲戒解雇に至る過程で，被告Ｙ社代表
取締役乙山は，平成22年4月から5月にかけて，2度
にわたり，夜間，予告なく原告Ｘの自宅を訪問したの
みならず，同年7月には，予告なくＸの実父を訪問す
るという常軌を逸した行為に出ているもので，これら
がＸの時間外手当等請求の阻止という目的に出た違法
な行為であることは明らかであるから，Ｙ社は，会社
法350条，民法709条により，Ｘに生じた損害について
賠償すべき責任を負うとされ，慰謝料30万円の支払い
が命じられた例（霞アカウンティング事件・東京地裁
平24.3.27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1053-64
損害賠償 ＸがＹ社の業務上のデータが記録されたＵ
ＳＢメモリを紛失したことはＹ社に対する不法行為に
該当し，Ｘは，これによりＹ社に生じた損害について
賠償すべき責任を負うとされ，同紛失時に，上記ＵＳ
Ｂメモリに記録されていたデータの内容は証拠上不明
であるうえ，それが流失したか否かも不明であるが，
このことをもって，Ｙ社が損害額の立証を尽くしてい
ないと評価するのは相当ではなく，現時点においては，
将来的な流出の危険性にさらされるというＹ社のリス
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クを無形の損害として評価する他はないところ，諸般
の事情を考慮すれば，上記紛失によるＹ社の損害は，
ＵＳＢメモリ自体の価額も含めて，30万円と認めるの
が相当とされた例（霞アカウンティング事件・東京地
裁平24.3.27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1053-64
損害賠償 経済不況に伴う労働者派遣契約の打切りに
起因する派遣労働者から派遣先である被告Ｙ社に対す
る損害賠償請求等について，いずれも否定された例（い
すゞ自動車〔雇止め〕事件・東京地裁平24.4.16判決)

……1054-5
損害賠償 被控訴人（一審被告）派遣先Ｙ社における
就労が訴外派遣元Ａ社を雇用主として当初は偽装請負
にあったが，実態は労働者派遣であった控訴人（一審
原告）Ｘ1，ならびに，そのＹ社での就労において控訴
人（一審原告）Ｘ2の従事する業務が専門26業務に当
たらないことにより，当初より労働者派遣法上の派遣
受入可能期間の制限に違反するという違法なもので
あったＸ2が，Ｙ社に対し，雇用契約上の権利を有す
る地位にあることの確認および賃金の支払いを求める
とともに，不法行為による損害賠償の支払いを求めた
事案につき，Ｘ1の請求を不法行為による損害賠償（慰
謝料）100万円等の支払いを求める限度で，Ｘ2の請求
を不法行為による損害賠償（慰謝料）30万円等の支払
いを求める限度で，それぞれ認容し，その余をいずれ
も棄却した一審判決の判断が維持された例（パナソ
ニックエコシステムズ〔派遣労働〕事件・名古屋高裁
平24.2.10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1054-76
その他：障害者に対する勤務配慮 障害者に対し，必
要な勤務配慮を行わないことは，法の下の平等の趣旨
に反するものとして公序良俗ないし信義則に反する場
合がありえるとされた例（阪神バス〔勤務配慮〕事件・
神戸地裁尼崎支部平24.4.9決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-38
その他：障害者に対する勤務配慮 勤務配慮を行わな
いことが公序良俗または信義則に反するか否かについ
ては，①勤務配慮を行う必要性および相当性と，②こ
れを行うことによる債務者Ｙ社に対する負担の程度と
を総合的に考慮して判断するとされた例（阪神バス〔勤
務配慮〕事件・神戸地裁尼崎支部平24.4.9決定)

……1054-38
その他：障害者に対する勤務配慮 債権者Ｘに対する
勤務配慮は，その必要性および相当性が認められ，と
りわけ必要性については相当強い程度で認められる反
面，配慮を行うことによるＹ社への負担は過度のもの
とまでは認められないことから，これらの事情を総合
的に考慮すれば，Ｘに対する勤務配慮を行わないこと
が公序良俗ないし信義則に反するとのＸの主張は一応
認められるとされた例（阪神バス〔勤務配慮〕事件・
神戸地裁尼崎支部平24.4.9決定)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-38

その他：退職手当支給制限処分取消 原告Ｘの飲酒量
が多く，本件非違行為が極めて危険かつ悪質であるこ
と，夫婦関係の不和という動機に酌量の余地は皆無で
あること，Ｘは中学校教諭かつ管理職の立場にあって，
本件非違行為が職務に与える悪影響は大きいことか
ら，退職手当が相応に減額されることはやむを得ない
が，他方，Ｘは27年間教員として勤務して学校教育に
多大な貢献をし，本件によって懲戒免職処分を受ける
まで処分歴はないこと，本件非違行為は酒酔い運転で
はなく酒気帯び運転にとどまり，職務行為とは直接に
は関係のない私生活上のものであること，本件事故の
結果も物損にとどまっているうえ，被害者と示談をし
て被害弁償を行っていること，これらの事情に照らす
と，本件非違行為がＸの永年の勤続の功績をすべて抹
消するほどの重大な背信行為であるとまでは到底いえ
ず，本件退職手当全部支給制限処分は社会観念上著し
く妥当を欠き，裁量権を濫用したと認められるとして，
本件処分が取り消された例（京都市・京都市教委〔酒
気帯び運転〕事件・京都地裁平24.2.23判決)

……1054-66
その他：民事再生法上の再生債権等 賞与請求権につ
き，労働条件を定めた書面で取り決められた以上，高
額であって移籍に向けた動機付けとしての性質を有す
るとしても，労働債権としての性質は失われないとし
て，民事再生法上の再生債権には該当しないとされた
例（リーマン・ブラザーズ証券事件・東京地裁平24.4.
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1055-8
損害賠償 Ｘ2が有休の取得を取り下げた日におい
て，教材作成に関する指示を行ったＹ2の行為につき，
本件有休申請に対する嫌がらせや懲罰としてなされた
違法な行為であると認めることはできないとした一審
の判断が取り消され，何ら合理的理由がないのに自己
の担当業務をＸ2に割り当てたＹ2の指示を，Ｘ2に対
する嫌がらせであり，Ｘ2の人格権を侵害するとされ
た例（日能研関西ほか事件・大阪高裁平24.4.6判決)

……1055-28
損害賠償 ＸはＹ社の下請業者に適正な請負代金に水
増しした金額をＹ社に請求させるとともに，当該下請
業者がＹ社から支払いを受けた請負代金の中から，Ｘ
の管理する複数のダミー会社の預金口座に外注費とし
て振り込ませる方法によって蓄財した合計4億596万
8716円を，個人的な株取引等に費消し，Ｙ社に同額の
損害を与えたとされた例（東起業事件・東京地裁平24.
5.31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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-19
損害賠償 Ｙ社取締役Ｂが，Ｘに対し早朝，深夜，休
日，退職後に本件ナビシステムを利用して居場所確認
を行ったことは，Ｘに対する監督権限を濫用するもの
で違法であって，不法行為を構成し，その損害は10万
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円が相当であり，ＢはＹ社の業務の執行につき不法行
為をしたというべきであるから，Ｙ社は民法715条の
使用者責任を負うとされた例（東起業事件・東京地裁
平24.5.31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㌀1056-19
損害賠償 Ｘが主張する本件解雇に伴う不利益とは，
生命・身体等の人格的利益に関するものではなく，専
ら得られたはずの賃金であるので，本件解雇は，違法，
無効なものであったとしても，特段の事情がない限り，
慰謝料請求権の発生を肯認しうる違法行為と評価する
ことはできず，本件解雇の無効請求が認容された場合，
Ｘは，本件解雇時に遡って，月額125万円もの高額な賃
金請求権を有することになるのであるから，上記特段
の事情に当たるものとはいいがたく，不当解雇を理由
とする損害賠償請求は理由がないとされた例（ジャス
トリース事件・東京地裁平24.5.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-41
損害賠償 都教委が本件各処分を選択したことについ
て，職務上尽くすべき注意義務を怠ったものと評価す
ることは相当ではなく，この点について都教委に国賠
法上の過失があったとは認められないとして慰謝料請
求が退けられた例（都教委〔八王子市立中学校・国歌
斉唱不起立〕事件・東京地裁平24.4.19判決)

……1056-58
その他：預託金返還請求 ＸがＹ社の顧問弁護士に送
金した525万9000円および5758万2622円につき，Ｘが
主張する預託契約の成立が否定された例（東起業事
件・東京地裁平24.5.31判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-19

労働組合・組合活動・争議行為

組合活動：街宣活動による名誉・プライバシー侵害等と
不法行為 平成20年に清算した鉄工所の労働組合員
だった元従業員Ｙら17名が，元社長やその家族（原告
Ｘら）の自宅近くで街宣活動をしたことにつき，職場
で解決されるべき問題を私生活の領域に持ち込み，Ｘ
らの地域社会での信用・名誉や平穏に生活する権利，
プライバシー権を侵害したとして，Ｙらに対し，計200
万円の損害賠償支払いが命じられた例（日本労組総連
合会福岡県連合会ほか〔街宣〕事件・福岡地裁小倉支
部平23.11.8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1035-161(ダ全)
便宜供与：チェック・オフ チェック・オフは団結権
等何らかの権利から直接導かれるものとはいえず，便
宜供与に過ぎないから，組合の取立委任および組合員
の支払委任をし得る法的地位が，法的保護に値する利
益とは認められないし，本件改正条例は一般的抽象的
法規範を定立する普通地方公共団体の議会の固有の立
法作用としての性質を有するものであるとして，無効
確認も不適法であるとして却下された例（大阪市・大
阪市議会〔チェック・オフ〕事件・大阪地裁平23.8.24

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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-30
使用貸借契約終了に基づくコンテナハウス引渡し 原
告（京阪興業運輸株式会社。以下，「Ｘ社」）が，被告
（全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部。以下，
「Ｙ1支部」）に対しては使用貸借契約終了に基づき，
同組合の被告（近畿セメント支部。以下，「Ｙ2支部」）
および同支部の被告（丙川三郎。以下，「Ｙ3」）に対し
ては，それぞれ所有権に基づき，自己の所有する本件
コンテナハウスの引渡しを求めた件につき，Ｙ2支部
は，民訴法29条にいう「法人でない社団」（いわゆる権
利能力なき社団）に該当するものということができず，
当事者能力は認められないことから，Ｘ社の訴えのう
ち，Ｙ2支部に対する訴えについては，当事者能力を
欠く者に対する訴えであるので不適法として却下され
た例（連帯ユニオン関西地区生コン支部〔京阪興業運
輸〕事件・大阪地裁平23.5.12判決)㌀㌀㌀㌀1041-88(ダ全)
使用貸借契約終了に基づくコンテナハウス引渡し 本
件使用貸借契約は，あくまでＹ1支部の活動の便宜を
図ることを目的として締結されたものであり，借主の
変更を予定したものではなく，Ｙ1支部に所属する組
合員たる従業員がいなくなった平成20年11月末日を
もって，目的達成により契約が終了したものと認めら
れ，Ｙ1支部およびＹ3には本件コンテナハウスの占有
権原があるものとは認められないとして，Ｙ1支部お
よびＹ3に対する訴えはいずれも認容された例（連帯
ユニオン関西地区生コン支部〔京阪興業運輸〕事件・
大阪地裁平23.5.12判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-88(ダ全)
役員選挙への立候補拒否等と不法行為 控訴人Ｙ組合
から解雇され，組合員資格を喪失したとして，組合員
たる地位保全仮処分命令を申し立て，これを認められ
た被控訴人Ｘに対して，Ｙ組合がＸの役員選挙への立
候補を無効としたことにつき，Ｙ組合の組合長または
副組合長は，本件仮処分命令を尊重し，ＸがＹ組合員
としての権利を行使することができるよう周知を図る
などの義務に故意に違反しており，共同不法行為が成
立するとされた例（全日本海員組合〔組合員資格〕事
件・東京高裁平23.11.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-75(ダ)
組合長選挙における全国大会への入場拒絶と当選無効
確認 そもそも労働組合は，憲法28条ないし労働組
合法により外部（使用者）ないし内部の構成員（組合
員）に対し強力な権能を認められた団体であり，それ
故に，その運営については，むしろ通常の団体以上に，
組合員の平等な取扱いと公正な多数決原則によること
が強く要請される（いわゆる組合民主主義の原則）か
ら，このような性質を有する労働組合における内部の
意思決定の問題が，自律的な法規範を有する特殊な部
分社会であるという理由のみで，一律に司法審査の対
象とならないということはあり得ないとされた例（全
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日本海員組合〔組合長選挙無効確認〕事件・東京地裁
平24.1.24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1046-5
組合長選挙における全国大会への入場拒絶と当選無効
確認 会社法830条および831条の規定の準用がない
労働組合のような団体においては，決議等に違法があ
る場合，決議等の内容に違法がある場合はともかく，
手続上の違法が重大なものでなく，かつ，明らかに決
議等の内容に影響を及ぼさないと認められる特段の事
情がある場合を除き，原則として無効事由となるとさ
れた例（全日本海員組合〔組合長選挙無効確認〕事件・
東京地裁平24.1.24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1046-5
組合長選挙における全国大会への入場拒絶と当選無効
確認 Ｘに対する本件入場拒絶の違法が，本件選挙
の結果に明らかに影響を及ぼさないと認めることはで
きず，本件選挙の結果としての被告組合長Ｙ2の当選
は，その手続きにおいて違法があり，かつ，その違法
が明らかに選挙の内容に影響を及ぼさないと認められ
る特段の事情があるとまではいえないとして，その当
選が無効とされた例（全日本海員組合〔組合長選挙無
効確認〕事件・東京地裁平24.1.24判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-5
組合員に対する増務割当差別 甲事件原告会社の乙事
件原告組合員Ａら8名およびＪ，Ｉに対する増務割当
ての差別的取扱いは，十分な増務をさせないことによ
りその生計に打撃を与え，原告組合の弱体化を図るこ
とにその目的があると推認する他はないもので，原告
組合を嫌悪した不利益取扱いであり，支配介入でもあ
ると認めるのが相当であるとされた例（国・中労委〔東
急バス〕事件・東京地裁平24.1.27判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1047-27
組合員に対する増務割当差別 Ｋ，Ｌについては，団
交に関する要求書に増務希望者として名を連ねている
が，要求書の他に具体的に増務割当ての要求をした形
跡はないこと，Ｋは要求書提出の前後ともに数時間程
度の増務を行っていること，Ｌは要求書提出後に月に
数時間の増務を行うようになった等の事情から，Ｋ，
Ｌに対する本件審査対象期間中の増務割当てが，直ち
に原告会社が意図的に増務を割り当てない結果である
と推認するのは相当でなく，不利益取扱いないし支配
介入の不当労働行為が成立するとはいえないとされた
例（国・中労委〔東急バス〕事件・東京地裁平24.1.27
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1047-27

団 体 交 渉

業務委託契約者らが結成した組合に対する団交拒否
個人代行店が独立の事業者としての実態を備えてい
ると認めるべき特段の事情があるか否か，仮に個人代
行店が労働組合法上の労働者に当たると解される場合
において被上告人Ｘ社が本件団体交渉の申入れに応じ

なかったことが不当労働行為に当たるか否か等の点に
ついてさらに審理を尽くすべきとして，個人代行店は
労働組合上の労働者に当たらずＸ社の団交拒否は不当
労働行為が成立する余地はないとした一・二審判決を
破棄し，審理が高裁に差し戻された例（国・中労委〔ビ
クターサービスエンジニアリング〕事件・最高裁三小
平24.2.21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1043-5
団交応諾義務 控訴人（以下，「ユニオン」）が専ら本
件不合格措置の撤回や変更を求めて団交を求めるので
あれば，被控訴人（以下，「財団」）においてこれを拒
否することには正当な理由があるが，試聴会の在り方
を含む契約メンバーの選抜については，財団に団交応
諾義務があり，上記団交事項が具体的でないとしてこ
れを拒否することには正当な理由はないというべきで
あり，以上によれば，財団には本件団交申入れにつき，
その交渉事項を上記のとおりとしたうえで応諾義務が
あるとされた例（国・中労委〔新国立劇場運営財団・
差戻審〕事件・東京高裁平24.6.28判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-5

労 働 協 約

年金減額の効力 当該年金減額がすでに裁定を受けて
本件年金を受給していた受給権者に対しても効力を有
するためには，受給権者の年金額の変更に関する要約
者（登録事業者）と諾約者（Ｙ協会）の契約当初から
の意思（本件留保合意）が存在しなければならないと
し，当該年金制度の規程に労使の団体の協定によって
受給権者の年金額が当然に変更される旨の規定がない
こと，裁定後に年金額の減額があり得ることを予定し
た留保条項等がないことからすれば，本件留保合意の
存在を認めることはできないとされた例（港湾労働安
定協会〔未払年金〕事件・神戸地裁平23.8.4判決)

……1037-37
年金減額の効力 年金減額の効力につき事情変更の法
理が適用される場合にも，客観的な権利変更（年金減
額）の必要性のみならず，権利者に対して権利変更に
関する適正手続きが保障されている必要があるとし，
本件減額に際して受給権者との関係で個別同意の取
得，協議の実施，意見の聴取，説明の実施などがなさ
れていないこと，労働者側の意見が労働組合を通じて
反映されているとしても，受給権者と現役労働者との
利害は一致しているとはいえないことなどによれば，
事情変更の法理による年金減額は有効とはいえないと
された例（港湾労働安定協会〔未払年金〕事件・神戸
地裁平23.8.4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1037-37
効力 Ｙ社に転籍をしたＸにも大綱合意および4者合
意が適用され，その後，勤務配慮が廃止される可能性
があるところ，4者合意の規範的効力がＸに及ぶのか
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については，従前Ｙ社においては勤務配慮が行われて
いなかったことを前提としても，4者合意に至る経緯
については必ずしも明確ではないから，現段階でＸに
4者合意の規範的効力が及ぶと断定することはできな
いとされた例（阪神バス〔勤務配慮〕事件・神戸地裁
尼崎支部平24.4.9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1054-38

不当労働行為

救済手続：労組法上の労働者性 個人代行店は，基本
的にＸ社の指定する業務遂行方法に従い，その指揮監
督の下に労務提供を行っており，かつ，その業務につ
いて場所的にも時間的にも相応の拘束を受けていると
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・最高裁三小平24.2.21判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀1043-5
救済手続：労組法上の労働者性 本件における出張修
理業務を行う個人代行店については，他社製品の修理
業務の受注割合，修理業務における従業員の関与の態
様，法人等代行店の業務やその契約内容との等質性な
どにおいて，なお独立の事業者としての実態を備えて
いると認めるべき特段の事情がない限り，労働組合法
上の労働者としての性質を肯定すべきものと解するの
が相当であるとされた例（国・中労委〔ビクターサー
ビスエンジニアリング〕事件・最高裁三小平24.2.21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㌀㌀1043-5
救済手続 本件中労委命令は，原告組合員ら（Ｉ，Ｋ，
Ｌを除く）に対する差別的取扱いの禁止を命じた本件
初審命令を維持したが，本件では，原告会社は長期に
わたって違法な状態を是正せず，前件中労委命令後も
その態度に変化はないのであるから，改めて将来の差
別的取扱いの禁止を命じる高度の必要性があるという
べきであり，本件差別的取扱いの態様，原告会社と原
告組合との関係性，今後の労使関係の見通し等の諸事
情によれば，本件中労委命令の定める救済方法は相当
であり，裁量を逸脱・濫用していると認めることはで
きないとされた例（国・中労委〔東急バス〕事件・東
京地裁平24.1.27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1047-27
団交拒否，支配介入 いわゆる産業別単一労働組合で
ある原告Ｘ1組合とＸ2分会に対する被告Ｙ1社の団交
拒否，およびその分会長等をつとめる原告Ｘ3に対す
る被告Ｙ2らの各行為（Ｘ3の自宅に書面を送付するな
ど）について，労組法7条2号および同3号違反の不
当労働行為が認められ，それぞれに対して不法行為に
基づく損害賠償請求が認められた例（名古屋自動車学
校事件・名古屋地裁平24.1.25判決)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1047-50
団交拒否，支配介入 Ｘ1組合とＸ2分会との関係性
は，まさに労働組合の内部自治に関わる事項であり，
団結権の中核をなす部分であるから，Ｙ1社がこれに

適法に干渉する余地はなく，かかる事実が団体交渉を
拒否する正当事由になり得ないとされた例（名古屋自
動車学校事件・名古屋地裁平24.1.25判決)

……1047-50
団交拒否 派遣先である本件刑務所において，業務委
託契約書および仕様書に従って管理栄養士業務の遂行
上，Ｘ1に対して現実的かつ具体的な指揮，命令が行
われ，これに基づきＸ1が献立の作成，炊場への立入
り，給食管理委員会への継続的な出席等を行い，また，
派遣先でＸ1の出勤確認が行われていた事実関係で，
本件刑務所長は，Ｘ1の基本的労働条件等について雇
用主である訴外Ｃ社と部分的とはいえ同視できる程度
に現実的かつ具体的に支配，決定することができる地
位にあり，その限りで労組法上の「使用者」に該当す
るとされた例（国〔神戸刑務所・管理栄養士〕事件・
神戸地裁平24.1.18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1048-140
不利益 裸傭船契約と定期傭船契約を同時に締結して
Ｘ社所有船舶に非組合員を乗り組ませた行為，これに
ついて誠実な団体交渉をしなかった行為，ユニオン
ショップを含む労働協約をＸ社が更新しなかった行為
等を不当労働行為と認めた救済命令の適法性が争われ
た例（広島県・広島県労委〔熊谷海事工業〕事件・最
高裁二小平24.4.27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1052-5
団交拒否 裸傭船契約と定期傭船契約を同時に締結し
てＸ社所有船舶に非組合員を乗り組ませた行為，これ
について誠実な団体交渉をしなかった行為，ユニオン
ショップを含む労働協約をＸ社が更新しなかった行為
等を不当労働行為と認めた救済命令の適法性が争われ
た例（広島県・広島県労委〔熊谷海事工業〕事件・最
高裁二小平24.4.27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1052-5
介入 裸傭船契約と定期傭船契約を同時に締結してＸ
社所有船舶に非組合員を乗り組ませた行為，これにつ
いて誠実な団体交渉をしなかった行為，ユニオン
ショップを含む労働協約をＸ社が更新しなかった行為
等を不当労働行為と認めた救済命令の適法性が争われ
た例（広島県・広島県労委〔熊谷海事工業〕事件・最
高裁二小平24.4.27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1052-5
救済手続 Ｘ社が事業を継続し，上告補助参加人労組
も産別組合として存在している以上，Ｘ社に雇用され
ている労組の組合員がいなくなり，裸傭船契約の対象
とされていないＸ社所有船舶がなくなったという事情
があったとしても，救済命令の履行が客観的に不可能
であるとまでいうことはできず，その履行が救済の手
段方法としての意味をおよそ有しないとまでいうこと
はできないから，各命令がその効力を失ったというこ
とはできないとされた例（広島県・広島県労委〔熊谷
海事工業〕事件・最高裁二小平24.4.27判決)

……1052-5
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当事者適格 被告補助参加人自交総連三交タクシー労
働組合（以下，「Ｙ1組合」）は，平成21年7月21日に設
立され，組合規約を有し，結成当初，組合員が8名程
度おり，しかも，委員長が結成通知を原告三交タクシー
（以下，「Ｘ社」）に持参しており，その要求事項をみ
ても，当初の基本的要求から，Ｙ1組合の組合員に関
する個別の問題を議題としているのであり，Ｙ1組合
はＸ社の労働者を組合員とする労組法上の労働組合と
しての実体を十分に有するから，Ｙ1組合は申立適格
に欠けるところはないし，また組合規約の下で上部団
体として活動する被告補助参加人自交総連なら合同労
組（以下，Ｙ2組合）も申立適格に欠けるところはない
とされた例（国・中労委〔三交タクシー〕事件・東京
地裁平24.2.16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1053-86(ダ)
不利益：不合格措置 出演基本契約の当事者間におい
て更新が原則であるとの合意がされたとすることはで
きないが，合唱団員Ｇは平成11年度以降，財団との間
で4回の出演基本契約を締結してきており，本件不合
格措置は5回目の契約の締結をしなかったものである
から，これに対する不利益取扱いについては労組法7
条1号が適用されることもあり得るとされた例（国・
中労委〔新国立劇場運営財団・差戻審〕事件・東京高
裁平24.6.28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1056-5
不利益：不合格措置 財団は，Ｇを含む本件合唱団員
と財団との間には雇用関係がなく，同団員は労働者で
はないとして同団員の処遇改善等についての団交には
応じられないとの姿勢を示していたと認められるけれ
ども，合唱団員の労働者性について司法判断が確定し
ていない状況において，財団が上記のような見解の下
に団交を拒否し，労働者に当たるとして団交を求める
ユニオンと対立したとしても，そのことのみから直ち
にＧに対する本件不合格措置がユニオンの組合員であ
るＧを嫌悪してされたものであるとすることは困難で
あり，この点で本件不合格措置における不当労働行為
意思も認めることはできないとされた例（国・中労委
〔新国立劇場運営財団・差戻審〕事件・東京高裁平24.
6.28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1056-5

労 委 命 令

◆不利益取扱い

配転 岡山運転区の運転士である分会の役員ら5名を
府中運輸センターなどに転勤させたことが不当労働行
為に当たらないとされた例（西日本旅客鉄道〔岡山・
転勤等〕事件・中労委平23.9.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-171
戒告 訓練を途中で退席したことなどを理由に分会の
副委員長ら3名に対して戒告処分または低い勤務成績

評価としたことが不当労働行為に当たらないとされた
例（西日本旅客鉄道〔岡山・転勤等〕事件・中労委平
23.9.7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1035-171
組合委員長等の配転 組合員1名を営業部から製品工
場に配転したことが不当労働行為に当たらないとされ
た例（両磐酒造事件・岩手県労委平23.9.6命令)

……1035-173
組合委員長等の配転 組合委員長を製造工場から営業
部車輌係に配転したことが不当労働行為とされた例
（両磐酒造事件・岩手県労委平23.9.6命令)

……1035-173
試用試験の延長 休日出勤命令に従わなかった組合員
の試用期間を延長したことが不当労働行為とされた例
（両磐酒造事件・岩手県労委平23.9.6命令)

……1035-173
アサイン停止 週刊誌に掲載されたインタビュー記事
が会社の名誉を毀損したとして，登録派遣添乗員であ
る組合委員長に添乗業務を割り振らない措置をとった
ことは労組法7条1号の不当労働行為に当たらない
が，同条3号の不当労働行為に当たるとされた例（阪
急トラベルサポート事件・中労委平23.11.16命令)

……1036-93
業務指示等 ストに参加した組合員に本来業務に付随
する洗車や車両点検等のみの作業指示を行ったことが
不当労働行為とされた例（石原産業事件・中労委平23.
10.19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1036-94
特別報酬 組合がストライキを行った10日間に就労し
た非組合員に一律5万円の特別報酬を支給したことが
不当労働行為に当たらないとされた例（石原産業事
件・中労委平23.10.19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1036-94
組合委員長の配転 組合委員長をシュレッダープラン
トからタイヤ工場に配転したことが不当労働行為とさ
れた例（秋田臨港事件・秋田県労委平23.11.29命令)

……1038-91
保安担当副管理者の解任 組合副委員長に対して保安
担当副管理者を解き，保安担当次長を命じたことが不
当労働行為とされた例（茨木産業開発事件・大阪府労
委平23.11.29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1038-92
有期限契約組合員の契約内容の不利益変更 有期限雇
用契約の組合員1名に対して契約を更新しないなど従
前より不利な内容の労働契約の締結を求めたことが不
当労働行為に当たらないとされた例（茨木産業開発事
件・大阪府労委平23.11.29命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-92
嘱託員への特別選考 福岡市が福岡市男女共同参画推
進センター・アミカスに勤務し，1年の任用期間が終
了する嘱託員である組合員3名に対して，特別選考に
より不合格として退職扱いとしたことが不当労働行為
に当たらないとされた例（福岡市事件・福岡県労委平

52 2012年(平成24年)労働判例･命令年間総索引 (No.1035～1056)



23.12.22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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-93
正社員不登用 組合員である契約社員3名を正社員と
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（宮古毎日新聞社事件・沖縄県労委平23.11.28命令)

……1040-95
給与・賞与・退職金低額支給 組合員3名の平成15年
度から20年度までの給与・賞与支給を非組合員より低
額にしたこと，組合員2名に低額の退職金を支給した
ことが不当労働行為であるとした初審命令は相当であ
るとされた例（松蔭学園事件・中労委平24.1.18命令)

……1042-93
業務割振り停止 バスガイド紹介契約書に基づき，バ
ス会社にバスガイドを紹介していた会社は労組法上の
使用者に該当し，会社が組合加入通知以降，組合員に
バスガイドの業務を割り振らなくなったことは不当労
働行為であるが，組合員が「組合の了承がなければ働
けない」などと述べた以降，会社が組合員にバスガイ
ド業務を割り振らなかった対応は不当労働行為に当た
らないとされ，この限度で初審命令が変更された例（フ
ジ企画事件・中労委平24.1.11命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-94
解雇 組合委員長を，会社の業務管理サイトにアクセ
スし入手した情報を組合活動に利用したことなどを理
由に解雇したことが不当労働行為とされた例（ネオ事
件・広島県労委平23.12.27命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-95
降格 組合書記長を，パワハラなどを理由に店長から
一般社員に降格したことが不当労働行為とされた例
（ネオ事件・広島県労委平23.12.27命令)㌀㌀㌀㌀㌀1042-95
解雇・降格 組合副委員長を，会社の業務管理サイト
にアクセスするためのＩＤパスを他に漏らしたことな
どを理由にマネージャーから店長代行に降格し，さら
に同人を解雇したことが不当労働行為とされた例（ネ
オ事件・広島県労委平23.12.27命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-95
嘱託契約不更新 非常勤嘱託員である組合員Ｃの任用
を更新しなかったことが不当労働行為といえないとさ
れた例（京都市事件・京都府労委平24.2.28命令)

……1044-93
雇止め 申立外Ｂ社等の派遣労働者であったＸ2ら2
名の組合員を期間従業員として直接雇用した被申立人
会社が期間満了をもってＸ2らを雇止めにしたことが
不当労働行為に当たらないとされた例（ヤンマー事
件・滋賀県労委平24.2.15命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-94
臨時的任用職員に対する再任用拒否 臨時的任用職員
として任用を繰り返してきた学校給食配送者運転手で
ある組合員Ｘ1を平成22年4月以降再任用しなかった
ことが不当労働行為に当たらないとされた例（高島市
事件・滋賀県労委平24.2.2命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-96
一時金の協定平均額以下の支給 組合員に対する平成
21年上期および下期の各一時金の平均支給額を一時金

協定で定められた平均額より低くしたことが不当労働
行為とされた例（シオン学園事件・神奈川県労委平24.
3.29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1046-91
期間雇用社員の雇止め 期間雇用社員であった組合員
1名を雇止めにしたことが不当労働行為に当たらない
とされた例（郵便事業〔座間支店〕事件・神奈川県労
委平24.3.27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1046-92
本区から派出所への配転等 定年退職者の補充として
組合の支部役員5名を車両センター本区から派出所に
配転したことが不当労働行為に当たらないとされた例
（ＪＲ東日本〔千葉動労・配転〕事件・千葉県労委平
24.3.26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1046-94
本区から派出所への配転等 運転士である組合員2名
を駅の輸送業務担当に配転したことが不当労働行為に
当たらないとされた例（ＪＲ東日本〔千葉動労・配転〕
事件・千葉県労委平24.3.26命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-94
訓告処分と夏季手当減額措置 勤務時間中に国労バッ
ジを着用した申立人Ｘを訓告処分に付したこと，同処
分を理由に夏季手当を減額したことが不当労働行為に
当たらないとされた例（ＪＲ西日本〔福知山駅・国労
バッジ〕事件・中労委平24.3.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-95
戒告処分：ビラ配布 無許可のビラ配布を理由に組合
副委員長を訓告処分に付したことが不当労働行為とさ
れた例（ＪＲ西日本〔岡山・戒告処分等〕事件・中労
委平24.4.4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1048-172
乗務停止処分 会社タクシーの私的使用などを理由に
副分会長を乗務停止処分に付したことが不当労働行為
に当たらないとされた例（平成タクシー事件・広島県
労委平24.4.3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1048-173
無線配車停止処分 タクシーの待機場所におけるビラ
配布を理由に組合員7名を乗務停止処分または無線配
車停止処分に付したことが労組法7条1号および3号
の不当労働行為とされた例（平成タクシー事件・広島
県労委平24.4.3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1048-173
組合役員の解雇 協力会社会議への無断欠席などを理
由に組合委員長Ａを解雇したことが同人の組合結成活
動を敵視してなされた不当労働行為とされた例（明静
事件・中労委平24.5.9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1049-92
組合役員の解雇 検便の検体未提出など執行委員Ｂの
解雇理由に疑問はあるものの，解雇が同人の組合結成
活動の故になされたと認められないとされた例（明静
事件・中労委平24.5.9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1049-92
組合役員の解雇 無断欠勤が多いことなどを理由に組
合副委員長Ｃの雇用契約を終了したことが不当労働行
為とされた例（明静事件・中労委平24.5.9命令)

……1049-92
委員長・書記長の降格・異動 組合委員長に対して勤
務時間や予算管理を適切に行わなかったことを理由に
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中間管理職であるグループ副所長からグループの課長
に，組合書記長に対してグループの課長からグループ
の係長にそれぞれ降格する人事異動を行ったことが不
当労働行為といえないとされた例（一般財団法人北海
道体育文化協会事件・北海道労委平24.4.13命令)

……1049-94
専任教諭への不採用 常勤講師である組合員Ｃを専任
教諭に採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（箕面自由学園事件・大阪府労委平24.4.
10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1049-95
組合員2名の配置換え 被申立人会社岡山支店第一集
配営業課に所属していた組合員2名を邑久集配セン
ターおよび御津集配センターに配置換えしたことが不
当労働行為に当たらないとされた例（郵便事業〔岡山
支店〕事件・岡山県労委平24.6.28命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-93
組合執行委員長の解雇等 クレーン作業中に事故を起
こした組合執行委員長Ａをクレーン作業から外し，除
雪，資材積み込み，清掃等の業務に従事させ，事故に
対する意識改善がみられないことなどを理由に，同人
を解雇したことが不当労働行為とされた例（櫻間工業
事件・北海道労委平24.6.22命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-94
非常勤講師の担当授業コマ数減少 組合員である非常
勤講師の平成23年度の担当授業のコマ数を減少させた
ことが不当労働行為に当たらないとされた例（樟蔭学
園事件・大阪府労委平24.7.20命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-91
うつ状態による長期欠勤を理由の雇止め うつ状態に
よる長期欠勤を理由にパートタイマーである組合員を
雇止めにしたことが不当労働行為に当たらないとした
大阪府労委命令が維持された例（テルウェル西日本事
件・中労委平24.7.18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1053-92
スト予定日に出勤した組合員に対する賃金控除 組合
がスト回避を通告したにもかかわらず，スト予定日に
出勤した組合員の就労を認めず，賃金を控除したこと
が不当労働行為とされた例（横浜自動車学校事件・神
奈川県労委平24.8.8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1055-94
懲戒処分および組合加入を理由の昇給差別 職能考
課，業績考課の評価が低かった組合員Ａの平成19年度
および20年度の昇給額を0円および2000円にしたこと
が不当労働行為に当たらないとした初審判断が維持さ
れた例（ＳＥＴソフトウェア事件・中労委平24.8.1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㌀㌀1055-95

◆団交拒否

応諾義務：派遣添乗員の未払残業代等 親会社が子会
社から派遣されて添乗業務に従事する組合員の労働時
間管理を議題とする団交に応じないことは不当労働行
為であるが，派遣添乗員に対する未払残業代等の賃金
問題を議題とする団交に応じないことは不当労働行為

に当たらないとされた例（阪急交通社事件・東京都労
委平23.9.20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1035-170
団交拒否 組合への組織介入等を議題とする団交に応
じないことが不当労働行為とされた例（西日本旅客鉄
道〔岡山・転勤等〕事件・中労委平23.9.7命令)

……1035-171
使用者性 子会社の工場閉鎖問題に関して親会社であ
る被申立人は労組法上の使用者の立場にないとされた
例（サンケン電気事件・石川県労委平23.10.18命令)

……1036-95
団交応諾義務 社員に対する営業目標の設定に関する
事項は労働協約の団交事項に当たらないとして団交に
応じなかったことが不当労働行為とされた例（郵便事
業〔河内長野支店〕事件・大阪府労委平23.11.18命令)

……1038-93
団交応諾義務 人事異動によっておこる職場における
今後の労働条件の変化に関する団交に応じないことが
不当労働行為とされた例（郵便事業〔河内長野支店〕
事件・大阪府労委平23.11.18命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-93
団交応諾義務 派遣先で就労中に行った時間外労働に
対する未払賃金等労働時間管理に関する事項につき，
派遣先事業主である会社は団交に応ずべき使用者に当
たり，団交に応じないことが不当労働行為とされた例
（日本鋳鍛鋼事件・福岡県労委平23.11.15命令)

……1038-95
交渉主体，団交応諾義務 会社が経営していたとみら
れる飲食店で就労していた組合員3名の未払賃金の支
払い等に関する団交に応じなかったことを不当労働行
為とした大阪府労委命令の判断が，相当であるとされ
た例（吉富建設事件・中労委平23.12.7命令)

……1040-94
誠実団交義務 組合員である契約社員の正社員化要求
などに関する団交に誠実に対応しなかったことが不当
労働行為とされた例（宮古毎日新聞社事件・沖縄県労
委平23.11.28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1040-95
誠実交渉義務 複数の労働組合が併存し，2つの組合
グループとそれぞれ共同交渉を行っている状況下で，
グループ間で賃上げの回答時期に差を設けたことが不
当労働行為に当たるとした初審命令は相当であるとさ
れた例（大阪兵庫生コン経営者会事件・中労委平24.1.
18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1042-92
交渉主体 バスガイド紹介契約書に基づき，バス会社
にバスガイドを紹介していた会社は労組法上の使用者
に該当し，本件団交拒否は不当労働行為に当たるとし
た初審命令は相当とされた例（フジ企画事件・中労委
平24.1.11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1042-94
団交応諾義務 嘱託員の雇用継続や組合員Ｃに対する
服務指導のあり方に関する団交に応じないことが不当
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労働行為とされた例（京都市事件・京都府労委平24.2.
28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1044-93
誠実交渉義務 申立人と被申立人が行った平成20年5
月～22年5月までの団体交渉における被申立人の交渉
態度は，不誠実であったとは認められないとされた例
（高島市事件・滋賀県労委平24.2.2命令)㌀㌀㌀㌀㌀1044-96
誠実交渉義務 日程調整を行わないまま団交の開催を
引き延ばしたり，組合の賃上要求等に対して「権限外
事項である」との回答にとどめたことが不当労働行為
とされた例（郵便事業〔座間支店〕事件・神奈川県労
委平24.3.27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1046-92
交渉主体 義務的団交事項について，労組法適合組合
でないことを理由に団交に応じない法人の対応が不当
労働行為とされた例（社会福祉法人桜福祉会事件・福
島県労委平24.6.12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1049-95
誠実交渉義務 組合員の平成23年度の担当授業のコマ
数減少を議題とする団交申入れに対する学園の対応が
不当労働行為とされた例（樟蔭学園事件・大阪府労委
平24.7.20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1053-91
誠実交渉義務 組合の団交申入れに対して開催時間を
昼休み時間帯，開催場所をＢ地区に限定する大学の対
応を不当労働行為とした大阪府労委命令が維持された
例（国立大学法人大阪大学事件・中労委平24.6.6命令)

……1053-95

◆支配介入

配転 岡山運転区の運転士である分会の役員ら5名を
府中運輸センターなどに転勤させたことが不当労働行
為に当たらないとされた例（西日本旅客鉄道〔岡山・
転勤等〕事件・中労委平23.9.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-171
戒告 訓練を途中で退席したことなどを理由に分会の
副委員長ら3名に対して戒告処分または低い勤務成績
評価としたことが不当労働行為に当たらないとされた
例（西日本旅客鉄道〔岡山・転勤等〕事件・中労委平
23.9.7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1035-171
掲示物撤去 分会掲示板に掲示した掲示物を撤去した
ことが不当労働行為とされた例（西日本旅客鉄道〔岡
山・転勤等〕事件・中労委平23.9.7命令)

……1035-171
組合脱退勧奨，カンファレンスルーム使用拒否 法人
の理事長らが組合員の脱退に積極的な役割を果たした
と認められず，また組合によるカンファレンスルーム
の使用を拒否したことに合理的理由が認められ，これ
らを法人の支配介入ということはできないとされた例
（緑光会事件・中労委平23.9.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1035-172
アサイン停止 週刊誌に掲載されたインタビュー記事
が会社の名誉を毀損したとして，登録派遣添乗員であ
る組合委員長に添乗業務を割り振らない措置をとった

ことは労組法7条1号の不当労働行為に当たらない
が，同条3号の不当労働行為に当たるとされた例（阪
急トラベルサポート事件・中労委平23.11.16命令)

……1036-93
特別報酬 組合がストライキを行った10日間に就労し
た非組合員に一律5万円の特別報酬を支給したことが
不当労働行為に当たらないとされた例（石原産業事
件・中労委平23.10.19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1036-94
組合委員長の配転 組合委員長をシュレッダープラン
トからタイヤ工場に配転したことが不当労働行為とさ
れた例（秋田臨港事件・秋田県労委平23.11.29命令)

……1038-91
団交での発言 団交における会社側出席者の発言が不
当労働行為に当たらないとされた例（秋田臨港事件・
秋田県労委平23.11.29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1038-91
保安担当副管理者の解任 組合副委員長に対して保安
担当副管理者を解き，保安担当次長を命じたことが不
当労働行為とされた例（茨木産業開発事件・大阪府労
委平23.11.29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1038-92
有期限契約組合員の契約内容の不利益変更 有期限雇
用契約の組合員1名に対して契約を更新しないなど従
前より不利な内容の労働契約の締結を求めたことが不
当労働行為に当たらないとされた例（茨木産業開発事
件・大阪府労委平23.11.29命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-92
嘱託員への特別選考 福岡市が福岡市男女共同参画推
進センター・アミカスに勤務し，1年の任用期間が終
了する嘱託員である組合員3名に対して，特別選考に
より不合格として退職扱いとしたことが不当労働行為
に当たらないとされた例（福岡市事件・福岡県労委平
23.12.22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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-93
他労組との平等取扱い 複数の労働組合が併存し，2
つの組合グループとそれぞれ共同交渉を行っている状
況下で，グループ間で賃上げの回答時期に差を設けた
ことが不当労働行為に当たるとした初審命令は相当で
あるとされた例（大阪兵庫生コン経営者会事件・中労
委平24.1.18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1042-92
業務割振り停止 バスガイド紹介契約書に基づき，バ
ス会社にバスガイドを紹介していた会社は労組法上の
使用者に該当し，会社が組合加入通知以降，組合員に
バスガイドの業務を割り振らなくなったことは不当労
働行為であるが，組合員が「組合の了承がなければ働
けない」などと述べた以降，会社が組合員にバスガイ
ド業務を割り振らなかった対応は不当労働行為に当た
らないとされ，この限度で初審命令が変更された例（フ
ジ企画事件・中労委平24.1.11命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1042-94
嘱託契約不更新 非常勤嘱託員である組合員Ｃの任用
を更新しなかったことが不当労働行為といえないとさ
れた例（京都市事件・京都府労委平24.2.28命令)
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……1044-93
雇止め 申立外Ｂ社等の派遣労働者であったＸ2ら2
名の組合員を期間従業員として直接雇用した被申立人
会社が期間満了をもってＸ2らを雇止めにしたことが
不当労働行為に当たらないとされた例（ヤンマー事
件・滋賀県労委平24.2.15命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-94
一時金の協定平均額以下の支給 組合員に対する平成
21年上期および下期の各一時金の平均支給額を一時金
協定で定められた平均額より低くしたことが不当労働
行為とされた例（シオン学園事件・神奈川県労委平24.
3.29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1046-91
期間雇用社員の雇止め 期間雇用社員であった組合員
1名を雇止めにしたことが不当労働行為に当たらない
とされた例（郵便事業〔座間支店〕事件・神奈川県労
委平24.3.27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1046-92
本区から派出所への配転等 定年退職者の補充として
組合の支部役員5名を車両センター本区から派出所に
配転したことが不当労働行為に当たらないとされた例
（ＪＲ東日本〔千葉動労・配転〕事件・千葉県労委平
24.3.26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1046-94
本区から派出所への配転等 運転士である組合員2名
を駅の輸送業務担当に配転したことが不当労働行為に
当たらないとされた例（ＪＲ東日本〔千葉動労・配転〕
事件・千葉県労委平24.3.26命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-94
訓告処分と夏季手当減額措置 勤務時間中に国労バッ
ジを着用した申立人Ｘを訓告処分に付したこと，同処
分を理由に夏季手当を減額したことが不当労働行為に
当たらないとされた例（ＪＲ西日本〔福知山駅・国労
バッジ〕事件・中労委平24.3.7命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1046-95
会社施設の不貸与：組合事務所・掲示板 事業形態を
変更し，従業員を他の企業に転籍させることを決めて
いた会社が，組合の求める組合事務所等を貸与しな
かったことが不当労働行為に当たらないとされた例
（神戸高速鉄道事件・中労委平24.4.18命令)

……1048-171
戒告処分：遅刻 遅刻を繰り返す組合副委員長を戒告
処分に付したことが不当労働行為に当たらないとし
て，初審救済部分が取り消された例（ＪＲ西日本〔岡
山・戒告処分等〕事件・中労委平24.4.4命令)

……1048-172
乗務停止処分 会社タクシーの私的使用などを理由に
副分会長を乗務停止処分に付したことが不当労働行為
に当たらないとされた例（平成タクシー事件・広島県
労委平24.4.3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1048-173
無線配車停止処分 タクシーの待機場所におけるビラ
配布を理由に組合員7名を乗務停止処分または無線配
車停止処分に付したことが労組法7条1号および3号
の不当労働行為とされた例（平成タクシー事件・広島

県労委平24.4.3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1048-173
組合役員の解雇 協力会社会議への無断欠席などを理
由に組合委員長Ａを解雇したことが同人の組合結成活
動を敵視してなされた不当労働行為とされた例（明静
事件・中労委平24.5.9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1049-92
組合役員の解雇 検便の検体未提出など執行委員Ｂの
解雇理由に疑問はあるものの，解雇が同人の組合結成
活動の故になされたと認められないとされた例（明静
事件・中労委平24.5.9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1049-92
組合役員の解雇 無断欠勤が多いことなどを理由に組
合副委員長Ｃの雇用契約を終了したことが不当労働行
為とされた例（明静事件・中労委平24.5.9命令)

……1049-92
専任教諭への不採用 常勤講師である組合員Ｃを専任
教諭に採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（箕面自由学園事件・大阪府労委平24.4.
10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1049-95
組合員2名の配置換え 被申立人会社岡山支店第一集
配営業課に所属していた組合員2名を邑久集配セン
ターおよび御津集配センターに配置換えしたことが不
当労働行為に当たらないとされた例（郵便事業〔岡山
支店〕事件・岡山県労委平24.6.28命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1051-93
組合ニュースの回収・撤去 法人の許可を求めること
なく配布，掲示した組合ニュースを回収，撤去した法
人の措置が不当労働行為に当たらないとされた例（社
会福祉法人桜福祉会事件・福島県労委平24.6.12命令)

……1051-95
協定違反 組合との協議を行わないままＣ組合員の担
当授業コマ数を減少させたことが，17年協定および21
年協定に違反したもので不当労働行為とされた例（樟
蔭学園事件・大阪府労委平24.7.20命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-91
うつ状態による長期欠勤を理由の雇止め うつ状態に
よる長期欠勤を理由にパートタイマーである組合員を
雇止めにしたことが不当労働行為に当たらないとした
大阪府労委命令が維持された例（テルウェル西日本事
件・中労委平24.7.18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1053-92
組合事務所の貸与拒否，掲示板増設拒否 組合の要求
する組合事務所貸与および組合掲示板増設に応じな
かったことが不当労働行為に当たらないとした東京都
労委命令が維持された例（ＥＭＧマーケティング〔旧
エクソンモービル〕事件・中労委平24.7.18命令)

……1053-94
新会館への移転を機とする組合事務所・組合掲示板の
貸与拒否 新会館への移転を機に旧会館で貸与して
いた組合事務所を貸与しなかったことは不当労働行為
であるが，新会館に要求どおりの組合掲示板を貸与し
なかったことは不当労働行為に当たらないとされた例
（京都府医師会事件・京都府労委平24.8.28命令)
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……1055-92
組合弱体化を目的とする配転 組合の九州ブロック交
渉団の窓口（正）である組合員Ｘ2を福岡支店から兵
庫センタに広域配転したことが支配介入の不当労働行
為とされた例（ＮＴＴ西日本〔福岡・兵庫配転〕事件・
福岡県労委平24.8.24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1055-93
スト予定日に出勤した組合員に対する賃金控除 組合
がスト回避を通告したにもかかわらず，スト予定日に
出勤した組合員の就労を認めず，賃金を控除したこと
が不当労働行為とされた例（横浜自動車学校事件・神
奈川県労委平24.8.8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1055-94

◆救済手続

当事者適格：使用者性 旧会社の事業を分割承継した
被申立人は旧会社の不当労働行為責任を承継するとさ
れた例（阪急交通社事件・東京都労委平23.9.20命令)

……1035-170
当事者適格：使用者 派遣就労終了後であっても未払
賃金等労働関係の清算を巡る問題が残存する場合はな
お派遣先事業主が労組法上の使用者に当たることがあ
るとされた例（日本鋳鍛鋼事件・福岡県労委平23.11.
15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1038-95
当事者適格：使用者 派遣先会社は，派遣労働者を直
接雇用する正社員化に関する事項について団交に応ず
べき使用者に当たらないとされた例（日本鋳鍛鋼事
件・福岡県労委平23.11.15命令)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1038-95
当事者適格 競売により申立外会社の土地建物（ホテ
ル）を取得した再審査申立人会社と申立外会社の従業
員であってホテルに勤務していた再審査被申立人組合
の組合員との間には，雇用関係の成立する可能性が
あったとは認められず，会社は労組法上の使用者に該
当しないから，組合の申入れた組合員の労働条件等を
議題とする団交に応じなかった会社の対応が不当労働
行為に当たらないとされた例（ブリーズベイホテル事
件・中労委平24.5.9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1049-93
救済手続：労組法上の労働者性 合唱団の契約メン
バーは，財団との関係において労組法上の労働者に当
たるから，財団は，Ｇが労働者でないことを理由に本
件団交申入れを拒否することはできないとされた例
（国・中労委〔新国立劇場運営財団・差戻審〕事件・
東京高裁平24.6.28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1056-5
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新春鼎談

・インディペンデント･コントラクター（ＩＣ）と
労働者性の諸問題～最高裁2判決（新国立劇場
運営財団・ＩＮＡＸメンテナンス事件）を契機
に～

弁護士 安西 愈
弁護士 鴨田 哲郎

司会・法政大学講師 山本 圭子……1035-6

判例解説

・自ら設定した企業行動憲章規定に違反して行わ
れた報復的配置転換の効力～オリンパス事件
（東京高裁平23.8.31判決労判1035号42頁）～
中央大学名誉教授 角田 邦重……1042-5

判例研究

・職場における知的障害者・発達障害者に対する
「合理的」配慮について～ヤマトロジスティク
ス事件（東京地判平20.9.30労判977号59頁）を
中心として～

立正大学准教授 高橋 賢司……1036-5

遊筆－労働問題に寄せて

・「選ぶ」ことは難しい
法政大学教授 武石 恵美子……1035-2

・働く人の使い捨てをなくそう
全国ユニオン会長 鴨 桃代……1036-2

・確定判決違反に対するサンクション
放送大学教授 道幸 哲也……1037-2

・「職場における暴力・いじめ」の法的規制の課題
滋賀大学教授 大和田 敢太……1038-2

・昨今の企業における「うつ」について思うこと
弁護士 益田 哲生……1039-2

・働く目的を考えるということ～何のために，働
くのか？
日本橋学館大学教授 宮入 小夜子…1040-2

・「ヨイトマケの唄」に想う
独立行政法人労働政策研究・研修機構

伊岐 典子……1041-2
・年金制度についての疑惑

弁護士 外井 浩志……1042-2
・「統治権者」と「使用者」

弁護士 宮里 邦雄……1043-2
・労働事件の研修花盛りに思うこと

弁護士 八代 徹也……1044-2
・基本に還る
元・労働省監督課中央労働基準監察監督官

中川 恒彦……1045-2
・精神疾患をめぐる紛争

弁護士 中町 誠……1046-2
・ニッポン無ストライキ時代はいつ終わるか

関西大学教授 森岡 孝二……1047-2
・受け継ぐもの

弁護士 菅谷 浩……1048-2
・非正規問題の真因と「ローキョー」⁉

國學院大學教授 本田 一成……1049-2
・おしごと

弁護士 大山 圭介……1050-2
・日本企業の『3無』からの脱却に，創造教育を！
㈱創造開発研究所代表 高橋 誠……1051-2

・職業に誇りを！
島根大学教授 鈴木 隆……1052-2

・睡眠を取る「ゆとり」
弁護士 佐久間 大輔……1053-2

・労働契約法改定は有期雇用不安定化法である
名古屋大学教授 和田 肇……1054-2

・最近の労働立法に思うこと
弁護士 渡邊 岳……1055-2

・セクハラと労災
平成国際大学教授 山﨑 文夫……1056-2
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労働法令関連News

・平成23年 就労条件総合調査結果の概要
……1035-175

・今後の高年齢者雇用対策について㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1036-97
・有期労働契約の在り方について（建議）

……1038-97
・「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議
ワーキング・グループ」報告書㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1040-97
・平成23年 労働組合基礎調査結果の概要

……1042-97
・改正労働者派遣法の公布と通達㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1044-97
・平成23年 パートタイム労働者総合実態調査
（事業所調査）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1046-97
・平成23年度 個別労働紛争解決制度施行状況

……1048-175
・平成23年度 脳・心臓疾患と精神障害の労災補
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㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1049-97
・平成23年 労働協約等実態調査の概況㌀㌀1051-97
・労働政策審議会建議「今後のパートタイム労働
対策について｣㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1053-97

・今後の障害者雇用の在り方に関する3つの研究
会報告（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1055-97

労働審判ダイジェスト

・クリニックのホームページ等の作成・管理運営
等に従事していた従業員の解雇につき，合意退
職・解決金の支払い等を内容とする調停が成立
した例（東京地裁平23(労)○○号・平23.3.○)

……1035-169
・長時間労働を強いられ，その後職務上のミスを
理由に厳しい叱責を受けた後自殺をしたスー
パー精肉部門責任者につき，解決金の支払いを
内容とする調停が成立した例（札幌地裁平23
(労)○○号・平23.9.20)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1037-96

・犯罪行為等を理由とする組合員2名に対する懲
戒解雇につき，雇用契約上の権利を有する地位
にないことを確認する審判がなされた例（大阪
地裁平23(労)240号・平23.12.8)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1039-96
・会社側が労働者に対して時間外割増賃金の債務
不存在確認等を求めた件につき，会社側の解決

金支払い等による調停が成立した例（○○地裁
平22(労)○○号・平22.10.○)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1041-96

・管理職（部長相当職）の地位にあった労働者が，
給与減額と大幅な降格を伴う配転命令を受け，
その後退職した件につき，配転後の処遇は違法
であるとして，解決金の支払いを命じる審判が
なされた例（東京地裁平23(労)651号・平23.11.
7)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1043-96

・名目的取締役が退職した件につき，会社に退職
金支払いを命じる審判がなされた例（福岡地裁
平23(労)12号・平23．3.28)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1045-96

・会社側から解雇撤回・出社命令が出された件に
つき，解決金支払いの調停が成立した例（名古
屋地裁平23(労)167号・平24.1.12)㌀㌀㌀㌀㌀1047-96

・残業代未払いおよびパワハラ発言を理由とする
損害賠償を求めた食品スーパーマーケット女性
従業員につき，解決金の支払いを内容とする調
停が成立した例（さいたま地裁平24(労)○○
号・平24.5.○)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1048-170

・未払割増賃金を請求した元取締役部長につき，
管理監督者には当たらないとして，会社側が解
決金を支払う旨の調停が成立した例（福岡地裁
平23(労)143号・平23.11.25)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1050-96
・①運送業務中の速度違反およびデジタコの不正
操作，②①に対する懲罰的配転命令の拒否を理
由とする懲戒解雇の効力が争われた事案におい
て，会社都合による合意退職および解決金450
万円の支払いを内容とする調停が成立した例
（札幌地裁平24(労)52号・平24.7.5）

……1052-96
・希望退職拒否を理由の出向命令に対し，出向し
て勤務する雇用契約上の義務がないことの確認
が認められた例（東京地裁平24(労)125号・平24.
5.22)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1054-96

・有給休暇の取得を切っ掛けとした会社の一方的
解雇に対し争い，解雇撤回通知後，労働審判で
「解雇無効」「未払賃金」等の解決金を支払う旨
の調停が成立した例（さいたま地裁平24(労)○
号・平24.5.○)㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1056-96
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