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2014～2016年（平成26～28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

26. 7.18 大阪地判
平25(ワ)848

帝人ファーマ事件 1189-166(全文) 控訴

27. 5.25 東京地判
平21(ワ)34395

東京都（君が代・再任用不合格等）
事件

1191-35 控訴

27.12.10 東京高判
平27(ネ)3401

東京都（君が代・再任用不合格等）
事件

1191-23 上告受理申
立

28. 5.10 神戸地判
平26(ワ)2481ほか

平尾事件 1208-17 労経速2385-10 控訴

28. 6.15 東京地判
平25(ワ)34146

ケー・アイ・エスほか事件 1189-156(全文) 労経速2296-17 控訴

28. 9.12 東京地判
平26(ワ)34252

日本総合住生活ほか事件 1206-65 控訴

28. 9.14 宇都宮地判
平27(ワ)120

ミヤイチ本舗事件 1202-132 控訴

28. 9.28 東京地判
平25(ワ)9072

綜企画設計事件 1189-84 労経速2304-3 控訴後和解

28.11.24 神戸地判
平27(行ウ)31

加古川市事件 未掲載 労経速2372-9 控訴

28.11.30 東京高判
平28(ネ)3599ほか

ケー・アイ・エスほか事件 1189-148(全文) 労経速2310-3 確定

28.12.15 神戸地判
平27(行ウ)39ほか

兵庫県・県労委（テーエス運輸・
第3）事件

未掲載 別冊中時1528-
67

控訴

2017年（平成29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

《2月》

29. 2.24 東京地判
平26(ワ)5242

テクノマセマティカル事件 1191-84(全文) 控訴
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言渡日順判例・命令索引
No.1189～1210〔2019年1月1・15日号～12月15日号〕

・本誌2019年（平成31年）1月1・15日号（No.1189）から同年（令和元年）12月15日号（No.
1210）までに掲載した判例・命令および本誌未掲載の他誌掲載判例を言渡日順に収録した。

・｢労判掲載号・頁」欄中の（全文）はコメントなしの判例として掲載したもの，また(リ)は
｢本誌未登載判例リスト」として，それぞれ紹介した事件を表す。

2019年(平成31年・令和元年)年間総索引



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

《3月》

29. 3.13 東京地判
平26(ワ)30444

エターナルキャストほか事件 1189-129(全文) 控訴

29. 3.24 山口地萩支判
平27(ワ)8

医療法人杏祐会元看護師ほか事件 1202-169 労経速2342-6 控訴

29. 3.28 東京地判
平26(ワ)33599

公益財団法人日本相撲協会事件 未掲載 判タ1457-244

《4月》

29. 4.13 東京地判
平28(行ウ)8

国・中労委（ＮＨＫ〔全受労南大
阪〈旧堺〉支部〕）事件

1190-70 控訴

29. 4.13 水戸地土浦支判
平27(ワ)320

結婚式場運営会社Ａ事件 1204-51 控訴

29. 4.13 大津地判
平27(ワ)186

帝産湖南交通事件 1194-77 控訴

29. 4.26 大阪高判
平29(行コ)3

加古川市事件 未掲載 労経速2372-6 上告受理申
立

《5月》

29. 5.17 東京地判
平27(ワ)33253ほか

エフシーケー事件 未掲載 判タ1459-172

29. 5.29 京都地判
平27(ワ)3831

Ｘ社元従業員事件 未掲載 判タ1464-162 確定

《6月》

29. 6.14 東京地判
平27(行ウ)203

東京都・東京都教育委員会（非常
勤教員）事件

未掲載 判タ1462-190 控訴

29. 6.29 京都地判
平27(ワ)2625

洛陽交運事件 未掲載 労経速2384-12

《7月》

29. 7.14 大阪高判
平28(ネ)1731

平尾事件 1208-13 労経速2385-6 上告受理申
立

29. 7.27 横浜地判
平27(ワ)566

協和海運ほか事件 1193-23 控訴

《8月》

29. 8.25 東京地判
平27(ワ)17259

グレースウィット事件 1210-76(全文) 判タ1461-216
労経速2333-3

控訴後和解

《9月》

29. 9. 6 広島高判
平29(ネ)161

医療法人杏祐会元看護師ほか事件 1202-163 労経速2342-3 確定

29. 9.14 長崎地判
平27(ワ)159

佐世保配車センター協同組合事件 1192-26 控訴

29. 9.15 東京地判
平26(行ウ)119

東京都・東京都教育委員会（起立
斉唱命令違反）事件

未掲載 判時2385-12 控訴

29. 9.21 東京高判
平29(行コ)57

国・歳入徴収官神奈川労働局長（医
療法人社団総生会）事件

1203-76(全文) 労経速2341-29

29. 9.28 名古屋地判
平28(ワ)597

公益財団法人後藤報恩会ほか事件 1202-152 控訴

《10月》

29.10. 6 東京地判
平27(ワ)16310

コナミスポーツクラブ事件 1202-79 労経速2335-3 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

29.10.16 東京地判
平28(ワ)13227

イクヌーザ事件 1190-16 労経速2335-19 控訴

29.10.30 福岡地小倉支判
平27(ワ)701

学校法人産業医科大学事件 1198-74 判時2417-98
労経速2370-10

控訴

29.10.31 大阪高判
平29(行コ)22

兵庫県・県労委（テーエス運輸・
第3）事件

未掲載 別冊中時1528-
50

上告・上告
受理申立

《11月》

29.11.15 東京高判
平29(ネ)3294ほか

コンチネンタル・オートモーティ
ブ事件

1196-63 労経速2354-3 上告・上告
受理申立

29.11.15 大阪地判
平27(ワ)12038

日本圧着端子製造元従業員事件 1198-86(リ) 判例秘書
L07250884

29.11.29 東京地判
平29(ワ)6271

シンワ運輸東京（運行時間外手
当・第1）事件

1191-59 労経速2339-11 控訴

29.11.30 東京地判
平26(ワ)24161

東京電力パワーグリッド事件 1189-67 労経速2337-3 確定

29.11.30 東京地判
平27(ワ)8146

いなげやほか事件 1192-67 労旬1919-58 控訴後和解

《12月》

29.12.13 東京高判
平29(ネ)3649

ＪＲ東日本（退職年度期末手当）
事件

1200-86(全文) 確定

2018年（平成30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》

30. 1.12 東京地判
平27(ワ)32243

学校法人渡辺学園事件 未掲載 判タ1462-160

30. 1.16 東京地判
平27(ワ)9832

学校法人早稲田大学（准教授・懲
戒解任）事件

未掲載 判時2384-99 控訴

30. 1.22 東京地判
平27(ワ)22809

フーデックスホールディングスほ
か事件

1208-82(全文) 確定

30. 1.25 東京高判
平29(行コ)178

国・中労委（ＮＨＫ〔全受労南大
阪〈旧堺〉支部〕）事件

1190-54 判時2383-58
別冊中時1530-
32

上告・上告
受理申立

30. 1.29 東京地判
平28(行ウ)392

国・中労委（学校法人暁星学園）
事件

未掲載 判時2385-84 控訴後訴え
の取下げ

《2月》

30. 2.20 熊本地判
平28(ワ)595

社会福祉法人佳徳会事件 1193-52 控訴後和解

30. 2.22 東京高判
平29(行コ)30

国・厚木労基署長（ソニー）事件 1193-40 上告・上告
受理申立

《3月》

30. 3. 6 旭川地判
平28(行ウ)4

雄武町・町長（国保病院医師）事
件

1197-82 労経速2343-24 控訴

30. 3.13 名古屋地岡崎支判
平28(ワ)654

学校法人名古屋カトリック学園事
件

1191-64 確定

30. 3.14 東京地判
平27(行ウ)534

国・厚生労働大臣（障害等級）事
件

未掲載 判時2387-3
判タ1461-170

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

30. 3.16 東京地判
平28(行ウ)149

国・人事院（文部科学省職員）事
件

未掲載 季刊公判15-55 控訴

30. 3.16 東京地判
平29(ワ)8153

クルーガーグループ事件 未掲載 判タ1463-154
労経速2357-3

控訴

30. 3.22 東京地判
平27(ワ)33400

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・就業規則変更）事件

1194-25 労経速2356-3 控訴

30. 3.23 横浜地小田原支判
平25(ワ)495

カミコウバス事件 未掲載 労経速2380-6 控訴

30. 3.27 山口地下関支判
平29(ワ)12

学校法人梅光学院ほか（特任准教
授）事件

1204-22 控訴

30. 3.28 東京地判
平28(ワ)42821

学校法人河合塾事件 1197-96(リ) 判例秘書
L07330438

控訴

30. 3.28 東京地立川支判
平28(ワ)2149ほか

甲社事件 未掲載 労経速2363-9

30. 3.29 大阪地判
平28(ワ)10485

ビーピー・カストロールほか事件 1189-118(全文) 控訴

30. 3.29 大阪地判
平26(ワ)5855

甲社事件 未掲載 労経速2371-20

30. 3.29 岡山地決
平29(ヨ)89

地方独立行政法人岡山市立総合医
療センター（仮処分）事件

1201-15 判時2412-55
判タ1459-49

抗告

《4月》

30. 4.13 京都地判
平28(ワ)1718

尾崎織マーク事件 1210-66 控訴後和解

30. 4.18 東京高判
平29(行コ)314

東京都・東京都教育委員会（起立
斉唱命令違反）事件

未掲載 判時2385-3 上告・上告
受理申立

30. 4.18 東京地判
平29(ワ)254

ＰＭＫメディカルラボほか1社事
件

1190-39 労経速2355-18 控訴後和解

30. 4.25 東京高判
平29(ネ)3951ほか

協和海運ほか事件 1193-5 上告受理申
立

30. 4.25 東京高判
平29(ネ)4861

学校法人明治大学（准教授・制限
措置等）事件

1196-56 上告・上告
受理申立

30. 4.26 東京高判
平28(ネ)5367

日本総合住生活ほか事件 1206-46 上告・上告
受理申立

30. 4.27 名古屋地岡崎支判
平28(ワ)706ほか

三菱自動車（就業規則変更）事件 未掲載 判時2407-97 控訴

《5月》

30. 5. 9 東京高判
平30(ネ)25

シンワ運輸東京（運行時間外手
当・第1）事件

1191-52 労経速2350-30 確定

30. 5.11 東京地決
平30(ヨ)21005

国際自動車（再雇用更新拒絶第
2・仮処分）事件

1192-60

30. 5.22 札幌地判 国・陸上自衛隊第11旅団長事件 未掲載 季刊公判15-22 控訴
30. 5.24 大阪地判

平26(ワ)2048ほか
三洋電機ほか1社事件 1189-106(全文) 控訴

30. 5.25 大阪高判
平30(行コ)3

三木市・市公平委員会事件 1196-42 確定

30. 5.25 東京地判
平28(行ウ)522

国・さいたま労基署長（ビジュア
ルビジョン）事件

1190-23 確定

30. 5.29 大阪地判
平28(ワ)1440

松原興産事件 1210-43 控訴

30. 5.30 東京地判
平28(ワ)7501ほか

ＫＤＤＩ事件 1192-40 労経速2360-3 控訴

30. 5.30 東京地判
平28(ワ)4070

ビーダッシュ事件 未掲載 労経速2360-21
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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

《6月》

30. 6. 8 東京地判
平29(ワ)19072

ハンターダグラスジャパン事件 未掲載 労経速2365-18

30. 6.12 東京地判
平28(ワ)23169

エボニック・ジャパン事件 1205-65 労経速2362-20 控訴後和解

30. 6.14 東京地判
平28(ワ)33919ほか

国際自動車ほか（再雇用更新拒
絶・本訴）事件

1199-44 控訴

30. 6.18 東京高判
平29(ネ)4271ほか

学校法人東京国際大学事件 未掲載 判時2398-106 確定

30. 6.18 静岡地浜松支判
平27(ワ)452

富士機工事件 1200-69 確定

30. 6.21 東京高判
平30(ネ)659

ナック事件 未掲載 労経速2369-28

30. 6.26 名古屋高判
平29(ネ)346

ＮＨＫ（名古屋放送局）事件 1189-51 判時2415-63
判タ1462-40
労経速2359-3

上告・上告
受理申立

30. 6.29 名古屋地岡崎支判
平29(ワ)238

Ｙ市（小学校・強制わいせつ）事
件

未掲載 判時2399-56 確定

《7月》

30. 7. 2 大阪高判
平29(ネ)1453

帝産湖南交通事件 1194-59 上告・上告
受理申立

30. 7. 2 東京地判
平25(ワ)24275

化学メーカーＣ社（有機溶剤中毒
等）事件

1195-64 確定

30. 7. 5 東京地判
平28(ワ)34757

フーズシステムほか事件 1200-48 労経速2362-3 確定

30. 7. 9 徳島地判
平28(ワ)21

ゆうちょ銀行（パワハラ自殺）事
件

1194-49 判時2416-92 控訴後和解

30. 7.19 最一小判
平28(受)563

東京都（君が代・再任用不合格等）
事件

1191-16 裁時1704-4
判時2396-55
判タ1456-51

30. 7.27 東京地判
平28(ワ)40451

一心屋事件 未掲載 労経速2364-24

30. 7.30 東京地判
平28(ワ)11072

共立メンテナンスほか事件 未掲載 労経速2364-6

《8月》

30. 8. 8 東京地判
平29(ワ)26690

学校法人Ｙ大学（セクハラ）事件 1210-96(リ) 労経速2367-3
判例秘書
L07330627

30. 8. 9 札幌高判
平30(行コ)9

雄武町・町長（国保病院医師）事
件

1197-74 確定

30. 8. 9 福岡高判
平29(ネ)781ほか

佐世保配車センター協同組合事件 1192-17 上告受理申
立

30. 8.23 横浜地判
平28(ワ)5220ほか

横浜Ａ皮膚科経営者事件 1201-68 控訴

30. 8.28 東京地判
平28(ワ)6070

公益財団法人日本相撲協会事件 未掲載 判時2393・
2394-49

控訴

30. 8.29 東京高判
平30(ネ)2232

カミコウバス事件 未掲載 労経速2380-3

30. 8.30 東京地判
平29(行ウ)81

国・富士労基署長（マルスン［旧
丸駿駿河工業所］）事件

未掲載 労経速2368-24

30. 8.30 東京地判
平29(行ウ)424

国（防衛省防衛研究所）事件 未掲載 季刊公判16-95 控訴取下げ
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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》

30. 9. 7 大阪高判
平29(行コ)221

大阪府・府労委（高槻市〔市立小
学校英語指導助手〕）事件

未掲載 判時2420-110 上告・上告
受理申立

30. 9.10 東京地判
平29(ワ)38532

国立大学法人東京医科歯科大学事
件

未掲載 労経速2368-3

30. 9.11 東京地判
平27(ワ)29819ほか

ジャパンビジネスラボ事件 1195-28 労旬1925-47 控訴

30. 9.12 大阪地判
平26(ワ)3898

パナソニックアドバンストテクノ
ロジー事件

1203-44 判タ1456-161 控訴後和解

30. 9.13 名古屋高判
平29(ネ)859

公益財団法人後藤報恩会ほか事件 1202-138 確定

30. 9.14 最二小判
平29(受)347

日本郵便（期間雇用社員ら・雇止
め）事件

1194-5 裁時1708-1
判時2400-96
判タ1457-48
労経速2361-3

30. 9.14 福岡地判
平27(ワ)1246ほか

大島産業ほか事件 未掲載 判時2413・
2414-195
判タ1461-195
労経速2367-10

控訴

30. 9.19 東京高判
平29(行コ)255ほか

国・厚生労働大臣（元社保庁職員
ら）事件

1199-68 上告・上告
受 理 申 立
(棄 却・不
受理)

30. 9.20 東京高判
平29(行コ)392

埼玉県・県教委事件 未掲載 判時2413・
2414-30

上告・上告
受理申立

30. 9.20 福岡高判
平30(ネ)179

九水運輸商事事件 1195-88(全文) 労経速2378-3 上告・上告
受理申立

30. 9.20 東京地判
平27(ワ)25458ほか

京王電鉄ほか1社事件 未掲載 労経速2366-3

30. 9.20 東京地判
平28(ワ)25452

メディカルプロジェクト事件 未掲載 労経速2374-29

30. 9.20 東京地判
平29(ワ)28331

WIN at QUALITY事件 未掲載 労経速2368-15

30. 9.25 東京地立川支判
平27(ワ)2094

企業組合ワーカーズ・コレクティ
ブ轍・東村山事件

1207-45 控訴

30. 9.27 最一小判
平29(受)659・660

保険金請求事件 未掲載 労経速2364-3 高裁に差戻
し

30. 9.27 東京地判
平29(ワ)10523

アクセンチュア事件 未掲載 労経速2367-30

《10月》

30.10. 4 東京高判
平29(ネ)5128ほか

イクヌーザ事件 1190-5 上告・上告
受理申立

30.10.10 最二小決
平30(行ツ)177
平30(行ヒ)192

国・中労委（ＮＨＫ〔全受労南大
阪〈旧堺〉支部〕）事件

未掲載 別冊中時1530-
29

30.10.10 東京高判
平30(ネ)2548

新井鉄工所事件 未掲載 労経速2391-28 上告・上告
受理申立

30.10.11 最一小決
平30(オ)1040
平30(受)1279

学校法人明治大学（准教授・制限
措置等）事件

未掲載

30.10.17 最大決
平30(分)1

裁判官に対する懲戒申立て事件 未掲載 裁時1710-1
判時2391-5
判タ1456-39

30.10.17 東京高判
平28(ネ)4686

ミヤイチ本舗事件 1202-121 確定

30.10.18 東京地判
平28(ワ)28050

有限責任監査法人トーマツ事件 未掲載 労経速2375-14
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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

30.10.23 札幌地判
平28(ワ)1116

共同交通事件 未掲載 労経速2363-42

30.10.24 大阪地判
平27(行ウ)441ほか

国・伊賀労基署長（東罐ロジテッ
ク）事件

1207-72 確定

30.10.25 東京高判
平29(ネ)4579

日本郵便（新東京局・雇止め）事
件

未掲載 労経速2386-3

30.10.25 東京高判
不明

国・人事院（文部科学省職員）事
件

未掲載 季刊公判15-41 上告・上告
受理申立

30.10.25 東京地判
平28(行ウ)276

国・防衛大臣（海上自衛隊厚木航
空基地隊自衛官）事件

1201-84(全文) 判時2420-56
判タ1465-177
季刊公判16-70

確定

30.10.31 東京地判
平29(ワ)10696ほか

マイラン製薬事件 未掲載 労経速2373-24

30.10.31 岡山地倉敷支判
平28(ワ)84

浅口市事件 未掲載 判時2419-65 控訴

《11月》

30.11. 2 東京地判
平29(ワ)15449

学校法人文際学園（外国人非常勤
講師ら）事件

1201-55 労旬1929-52 控訴

30.11. 6 最三小判
平29(行ヒ)320

加古川市事件 未掲載 裁時1711-5
判時2413・
2414-22
判タ1459-25
労経速2372-3

30.11.13 甲府地判
平27(ワ)227

甲府市・山梨県（市立小学校教諭）
事件

1202-95 確定

30.11.15 東京高判
平30(ネ)2449ほか

阪急トラベルサポート（派遣添乗
員・就業規則変更）事件

1194-13 労経速2370-16 上告・上告
受理申立

30.11.21 東京地判
平29(ワ)3563

日本ビューホテル事件 1197-55 労経速2365-3 確定

30.11.21 東京地判
平29(ワ)33587

セブン－イレブン・ジャパン（共
同加盟店主）事件

1204-83 労経速2375-3 確定

30.11.22 東京高判
平29(ネ)4740ほか

コナミスポーツクラブ事件 1202-70 確定

30.11.22 横浜地川崎支判
平29(ワ)20

Ａ研究所ほか事件 1208-60 労経速2376-14 確定

30.11.27 最三小決
平30(オ)850
平30(受)1041

学校法人原田学園事件 1196-95(リ)

30.11.29 福岡高判
平29(ネ)886

学校法人産業医科大学事件 1198-63 判時2417-91
判タ1463-86
労経速2370-3

確定

30.11.29 東京地判
平29(行ウ)149ほか

国・中労委（明治〔昇格・昇給差
別〕）事件

1201-31 控訴

30.11.30 福岡地判
平27(ワ)1442

フルカワほか事件 1196-5 判時2419-75 控訴

《12月》

30.12. 7 長崎地判
平27(ワ)395ほか

プラネットシーアールほか事件 1195-5 控訴

30.12.11 福岡地判
平27(ワ)2732

ディーソルＮＳＰほか1社事件 未掲載 労経速2382-12

30.12.13 東京高判
平29(ネ)4474

日本郵便（時給制契約社員ら）事
件

1198-45 労経速2369-3 上告・上告
受理申立

30.12.14 札幌地判
平29(行ウ)31

北海道・道労委（札幌交通）事件 未掲載 判タ1462-147 控訴

30.12.19 富山地判
平29(ワ)115

北日本放送事件 未掲載 労経速2374-18

106 労働判例2019. 12. 15（No.1210）
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30.12.20 東京地判
平29(行ウ)573

国・中労委（日本郵便〔晴海郵便
局〕）事件

1210-52 労経速2383-9 控訴

30.12.21 最二小決
平30(受)1504

協和海運ほか事件 未掲載

30.12.21 大阪高判
平30(ネ)1406

ハマキョウレックス（第二次差戻
後控訴審）事件

1198-32 労経速2369-18 確定

30.12.25 札幌地判
平27(ワ)1598

ベルコ（代理店代表社員）事件 1197-25 控訴

30.12.26 東京地判
平28(ワ)22144

日本大学（短期大学部助教・雇止
め）事件

未掲載 労経速2378-13

2019年（平成31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》

31. 1. 9 大阪地判
平28(行ウ)211

大阪府・府知事（障害者対象採用
職員）事件

1200-16 労旬1935-70 確定

31. 1.10 広島高岡山支決
平30(ラ)41

地方独立行政法人岡山市立総合医
療センター（抗告）事件

1201-5 判時2412-49
判タ1459-41

31. 1.11 東京地判
平29(ワ)7083

社会福祉法人どろんこ会事件 1204-62 控訴

31. 1.15 最三小決
平30(オ)1386
平30(受)1696

帝産湖南交通事件 未掲載

31. 1.16 大阪地判
平28(行ウ)74

大阪市（交通局職員）事件 未掲載 労旬1941-53
労経速2372-17
季刊公判17-42

控訴

31. 1.21 東京地立川支判
平29(ワ)905

ヤマト交通労組事件 1210-13 控訴

31. 1.23 東京高判
平29(ネ)5357

学校法人Ａ学園（セクハラ）事件 未掲載 判タ1460-91 上告・上告
受理申立

31. 1.23 東京高判
平30(ネ)4374

横浜Ａ皮膚科経営者事件 未掲載 確定

31. 1.23 東京地判
平30(レ)524

弁護士法人アディーレ法律事務所
事件

未掲載 労経速2382-28

31. 1.24 大阪高判
平30(ネ)729

日本郵便（非正規格差）事件 1197-5 労旬1938-55
労経速2371-3

上告受理申
立

31. 1.31 大阪高判
平30(ネ)1491

松原興産事件 1210-32 上告受理申
立

31. 1.31 東京地判
平29(行ウ)21

国・さいたま労基署長（松富士食
品）事件

未掲載 労経速2384-23

《2月》

31. 2. 8 東京地判
平28(ワ)40823ほか

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会
事件

未掲載 労経速2387-17

31. 2.13 東京高判
平30(ネ)3371ほか

国際自動車（再雇用更新拒絶・本
訴）事件

1199-25 上告・上告
受理申立

31. 2.13 大阪地判
平27(行ウ)240

吹田市（臨時雇用員）事件 1206-28 季刊公判17-12 控訴

31. 2.15 大阪高判
平30(ネ)406

学校法人大阪医科薬科大学（旧大
阪医科大学）事件

1199-5 判タ1460-56
労経速2374-3

上告・上告
受理申立

31. 2.20 東京高判
平29(ネ)1842

メトロコマース事件 1198-5 労旬1938-69
労経速2373-3

上告・上告
受理申立

31. 2.21 東京地判
平29(行ウ)505

国・中労委（大乗淑徳学園〔淑徳
大学〕）事件

1205-38 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

31. 2.26 大阪地判
平27(ワ)7371

ダイヤモンドほか事件 1205-81(全文) 確定

31. 2.27 東京地判
平26(ワ)28109

国（厚生労働省）事件 未掲載 季刊公判18-14 確定

31. 2.28 京都地判
平28(ワ)2085

学校法人Ｘ事件 未掲載 労経速2376-3

《3月》

31. 3. 5 最三小決
平30(オ)1073
平30(受)1317

日本総合住生活ほか事件 未掲載

31. 3. 5 最三小決
平30(オ)1074
平30(受)1318

日本総合住生活ほか事件 未掲載

31. 3. 5 最三小決
平30(受)1319

日本総合住生活ほか事件 未掲載

31. 3. 6 最二小決
平31(オ)77
平31(受)98

九水運輸商事事件 1199-95(リ)

31. 3. 8 東京地判
平29(ワ)43325

シロノクリニック経営者事件 未掲載 労経速2389-23

31. 3.14 東京高判
平30(ネ)1426

一般財団法人あんしん財団事件 1205-28 労経速2379-3 上告・上告
受理申立

31. 3.20 大阪地判
平28(ワ)5771ほか

トールエクスプレスジャパン事件 未掲載 労経速2382-3

31. 3.22 東京地判
平29(ワ)4826

社会福祉法人藤倉学園事件 1206-15 確定

31. 3.25 東京地判
平29(ワ)42089

アクトプラス元従業員ほか事件 未掲載 労経速2388-19

31. 3.25 札幌地判
平28(ワ)112

甲研究所事件 未掲載 労経速2392-14

31. 3.26 福岡高判
平30(ネ)696

大島産業ほか事件 未掲載 労経速2393-24

31. 3.26 横浜地判
平29(ワ)1154

日産自動車（管理監督者性）事件 1208-46 労経速2381-3 控訴

31. 3.28 東京高判
平29(ネ)2423

結婚式場運営会社Ａ事件 1204-31 確定

31. 3.28 東京地判
平28(ワ)13290ほか

ユナイテッド・エアーラインズ・
インク事件

未掲載 労経速2381-15

31. 3.28 東京地判
平28(ワ)23131

フジクラ（配転等）事件 未掲載 労経速2388-3

《4月》

31. 4.11 大阪高判
平29(ネ)1966

洛陽交運事件 未掲載 労経速2384-3

31. 4.12 最二小決
平31(オ)211
平31(受)259

新井鉄工所事件 未掲載 労経速2391-36

31. 4.12 津地判
平29(ワ)273

ジャパンレンタカーほか（配転）
事件

1202-58 確定

31. 4.15 福岡地判
平29(ワ)1567

キムラフーズ事件 1205-5 労経速2385-18 確定

31. 4.18 広島高判
平30(ネ)166ほか

学校法人梅光学院ほか（特任准教
授）事件

1204-5 上告・上告
受理申立

31. 4.19 岐阜地判
平29(ワ)553

岐阜県厚生農協連事件 1203-20 労経速2386-14 確定

31. 4.24 大阪地判
平28(ワ)9859

学校法人近畿大学（講師・昇給等）
事件

1202-39 労経速2387-3 控訴
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31. 4.24 大阪地判
平29(行ウ)64

国（大阪入国管理局）事件 未掲載 季刊公判18-54 控訴

31. 4.25 最一小判
平29(受)1889

平尾事件 1208-5 裁時1723-1
判タ1461-17
労経速2385-3

高裁に差戻
し

31. 4.25 東京地判
平28(ワ)42861

新日本建設運輸事件 未掲載 労経速2393-3

31. 4.26 東京地判
平29(行ウ)284

国・茂原労基署長（株式会社まつ
り）事件

1207-56 確定

31. 4.26 佐賀地判
平25(ワ)257

佐賀県（県立高校教員）事件 未掲載 労経速2383-20

2019年（令和元年）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

《5月》

1. 5.15 大阪地判
平29(行ウ)34

国・大 阪 中 央 労 基 署 長（La
Tortuga）事件

1203-5 控訴

1. 5.23 東京地判
平29(ワ)10969

学校法人大乗淑徳学園（大学教授
ら・解雇）事件

1202-21 控訴

1. 5.27 長崎地判
平28(ワ)93ほか

長崎市立病院機構事件 未掲載 労経速2389-3

1. 5.29 広島地判
平25(行ウ)41

国・萩労基署長（産婦人科部長）
事件

未掲載 労経速2390-3 確定

1. 5.31 札幌地決
平31(行ク)2

社会福祉法人札幌明啓院（北海道
労委・緊急命令）事件

1207-10

《6月》

1. 6. 4 東京高判
平30(ネ)4753

企業組合ワーカーズ・コレクティ
ブ轍・東村山事件

1207-38 上告受理申
立

1. 6. 5 東京高判
平31(ネ)643

社会福祉法人どろんこ会事件 未掲載

1. 6.14 福岡地判
平28(行ウ)63

国・宇和島労基署長事件 未掲載 労経速2391-3

1. 6.19 札幌地判
平29(ワ)468

食品会社Ａ社（障害者雇用枠採用
社員）事件

1209-64 控訴

1. 6.21 最二小決
平31(オ)127
平31(受)156

イクヌーザ事件 1202-192(リ)

1. 6.26 熊本地判
平29(行ウ)6

国・熊本労基署長（ヤマト運輸）
事件

1210-19 労経速2391-17

《7月》

1. 7. 2 最三小決
令元(受)870

松原興産事件 未掲載

1. 7. 3 東京高判
平31(ネ)865

ヤマト交通労組事件 1210-5 上告受理申
立

1. 7. 8 高松高判
平30(ネ)145

井関松山製造所事件 1208-25 上告・上告
受理申立

1. 7. 8 高松高判
平30(ネ)144

井関松山ファクトリー事件 1208-38 上告・上告
受理申立

1. 7.30 名古屋地判
平29(ワ)636

学校法人南山学園（南山大学）事
件

未掲載 労経速2392-3 控訴
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《9月》

1. 9. 6 大阪高判
平31(行コ)30ほか

大阪市（交通局職員）事件 未掲載 労経速2393-13

2015～2017年（平成27～29年）労委命令

言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

27. 4.23 兵庫県労委 平25(不)4 テーエス運輸・第3事件 未掲載 別冊中時1528-
83

29. 1.18 中労委 平27(不再)52 ＥＭＧマーケティング（東燃ゼネラル
石油）事件

未掲載 別冊中時1524-
24

2018年（平成30年）労委命令

言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

30. 2.20 東京都労委 平28(不)8 国立研究開発法人情報通信研究機構事
件

1190-94 別冊中時1524-1

30. 2.21 中労委 平28(不再)8ほか 学校法人文際学園（非常勤講師）事件 1190-93
30. 6. 5 東京都労委 平28(不)17 国際自動車（ｋｍ国際自動車労組）事

件
1189-186

30. 7.13 大阪府労委 平28(不)8ほか 朝日ダイヤゴルフ事件 1198-84
30. 7.17 東京都労委 平29(不)17 東大和市事件 1194-92
30. 7.31 大阪府労委 平29(不)18 大阪市・八尾市・松原市環境施設組合

事件
1192-93

30. 8. 1 中労委 平29(不再)56 ツクイ事件 1189-185
30. 9.21 福岡県労委 平29(不)6 日本セレモニー事件 1190-92
30. 9.28 北海道労委 平28(不)7 社会福祉法人札幌明啓院（配転）事件 1189-184
30.10.17 中労委 平29(不再)23 社会福祉法人祐愛会事件 1198-82
30.10.19 愛知県労委 平27(不)6 第一交通産業ほか事件 1203-87
30.10.25 兵庫県労委 平29(不)10 山陽タクシー事件 1189-183
30.10.25 山口県労委 平29(不)2 船木鉄道事件 1194-90
30.11. 2 福岡県労委 平29(不)8 太宰府タクシー事件 1196-93
30.11. 6 東京都労委 平29(不)45 国際自動車7社事件 1192-92
30.11. 7 中労委 平29(不再)8 日本郵便輸送事件 1198-81
30.11. 7 中労委 平29(不再)36 Ｄ新聞社事件 1200-93
30.11. 9 大阪府労委 平28(不)39 サンプラザ（再雇用）事件 1203-86
30.11.21 中労委 平29(不再)31 昭和ホールディングスほか事件 1194-89
30.12. 4 東京都労委 平28(不)30 新井鉄工所事件 1205-94
30.12.14 大阪府労委 平29(不)16 日本郵便（心斎橋局）事件 1203-85
30.12.18 東京都労委 平28(不)90 学校法人明治大学（非常勤講師・更新

拒絶）事件
1196-92

30.12.19 中労委 平29(不再)47ほか 交通機械サービス事件 1200-92
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2019年（平成31年）労委命令

言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

31. 1.11 神奈川県労委 平28(不)15 ほうびほか1社事件 1205-93
31. 1.15 山形県労委 平27(不)1 国立大学法人山形大学事件 1200-91
31. 1.23 中労委 平29(不再)35 千代川運輸事件 1196-91
31. 1.24 奈良県労委 平28(不)2 学校法人奈良学園（解雇・雇止め等）

事件
1200-90

31. 1.24 兵庫県労委 平29(不)9 上組陸運事件 1198-80
31. 1.28 大阪府労委 平29(不)38 大阪市（大阪市役所労組）事件 未掲載 労旬1942-58
31. 1.31 中労委 平29(不再)21 アート警備事件 1196-90
31. 2. 6 中労委 平28(不再)68ほか 学校法人大阪ＹＭＣＡ事件 1203-84
31. 2. 6 中労委 平26(不再)21 セブン－イレブン・ジャパン事件 1209-15 労旬1943-44

別冊中時1526-1
労経速2377-3

31. 2. 6 中労委 平26(不再)13 ファミリーマート（団交拒否）事件 未掲載 別冊中時1526-
63

31. 2.20 中労委 平30(不再)15 三協技研工業ほか1社事件 1205-92
31. 2.22 大阪府労委 平29(不)33 学校法人大阪ＹＭＣＡ（雇止め）事件 1209-84
31. 3.19 東京都労委 平29(不)72 交通機械サービス（契約期間短縮）事

件
1209-83

31. 4.25 兵庫県労委 平29(不)5 東リほか1社事件 1209-82
31. 4.26 北海道労委 平27(不)7 ベルコ（代理店従業員不採用）事件 1202-181

2019年（令和元年）労委命令

言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

1. 5.28 東京都労委 平29(不)15 公文教育研究会事件 1207-89
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新春鼎談

・休職・復職をめぐる裁判例と課題
山中 健児（弁護士）
指宿 昭一（弁護士）

山本 圭子（司会・法政大学講師）
……1189-6

判例解説

・業務委託契約により事業遂行する代理店が解散
し労働者を解雇した場合の運営会社の雇用責任
～ベルコ事件（札幌地判平30.9.28労判1188号
5頁）の検討～

九州大学 名誉教授
野田 進……1191-5

・休職期間中に行われたテスト出局における作業
と賃金請求権
～ＮＨＫ（名古屋放送局）事件（名古屋高判平
30.6.26労判1189号51頁）を素材として～

城西大学 非常勤講師
佐々木 達也……1192-5

・育児休業取得と昇給における不利益
～学校法人近畿大学（講師・昇給等）事件（大
阪地判平31.4.24労判1202号39頁）を素材と
して～

関西大学大学院法務研究科 教授
川口 美貴……1206-5

判例研究

・病気休職・復職をめぐる法的課題
―裁判例の検討

横浜国立大学大学院 准教授
石﨑 由希子……1202-6

緊急命令解説

・社会福祉法人札幌明啓院（北海道労委・緊急命
令）事件（解説）

法政大学 講師
山本 圭子……1207-5

法令研究

・複数の使用者と労働契約を締結している労働者
の労働時間規制
～通算規定の解釈と適用を中心として～

関西大学大学院法務研究科 教授
川口 美貴……1200-5

労働判例研究

・―労契法20条における「不合理性」の判断基
準―
（検討判例：ハマキョウレックス（差戻審）事
件（最二小判平30.6.1労判1179号20頁），長澤
運輸事件（最二小判平30.6.1労判1179号34
頁））

中央大学法科大学院 教授
山田 省三……1193-89

・―精神障害者に対する公共職業訓練不合格処分
の違法性―
（検討判例：国・高知県（公共職業訓練不合格
取消等）事件（高知地判平30.4.10））

東洋大学 名誉教授
鎌田 耕一……1208-90

遊筆－労働問題に寄せて

・就職活動の日程について
京都大学 教授
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村中 孝史……1189-2
・ホモ・ジュリディクスと労働法

名古屋大学 教授
矢野 昌浩……1190-2

・ベルコ事件判決批判
旬報法律事務所 弁護士
棗 一郎……1191-2

・外国人技能実習生事件に取り組んで
髙井・村山法律事務所 弁護士

髙井 信也……1192-2
・「共生社会」とはなにか

北海道合同法律事務所 弁護士
中島 哲……1193-2

・時系列による事案分析の有用性
寺前総合法律事務所 弁護士

岡崎 教行……1194-2
・休職制度の設計における「なんとなくの常識」
に思うこと

第一芙蓉法律事務所 弁護士
小鍛冶 広道……1195-2

・労働部増設に寄せて
飯野・八代・堀口法律事務所 弁護士

八代 徹也……1196-2
・「働き方改革法」の活用法
～労働側こそ「小さく産んで大きく育てる」～

神奈川総合法律事務所 弁護士
嶋﨑 量……1197-2

・「チョット大きな物語」を
明治大学法学部 教授
青野 覚……1198-2

・生活時間と労働
東京駿河台法律事務所 弁護士

圷 由美子……1199-2
・Safety but Unequal（？）

中央大学名誉教授・弁護士
山田 省三……1200-2

・職場のエイジハラスメント
名城大学法学部 教授
柳澤 武……1201-2

・不自然な「過失」と労契法20条
上智大学 名誉教授

山口 浩一郎……1202-2
・愛知労働局・個別労働紛争調整委員会委員を退
任するに当たって

名古屋中央法律事務所 弁護士
後藤 潤一郎……1203-2

・ささやかな幸せ破産
ナリッジ共同法律事務所 弁護士

安元 隆治……1204-2
・労契法20条訴訟と司法の役割

第一協同法律事務所 弁護士
峰 隆之……1205-2

・賃金等請求権の消滅時効の民法改正と労基法
115条の見直し

東京法律事務所 弁護士
水口 洋介……1206-2

・時代の変化と働き方について
ひかり協同法律事務所 弁護士

三上 安雄……1207-2
・労働紛争と民事調停

太田・石井法律事務所 弁護士
石井 妙子……1208-2

・ダイバーシティ＆インクルージョン
法政大学 講師

山本 圭子……1209-2
・障害者雇用～障害ある人が働くということ

駿河台通り法律事務所 弁護士
早田 賢史……1210-2

労働法令関連News

・平成29年「派遣労働者実態調査」結果の概況（10
月1日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1189-188

・平成30年「就労条件総合調査」の概況（1月1
日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1190-96

・① 平成30年「労働組合基礎調査」の概況（6月
30日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1192-95

・② 平成30年「高年齢者の雇用状況」の概要（6
月1日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1192-96

・① 平成30年「外国人雇用状況」の届出状況の概
要（10月末現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1194-94

・②「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置
法の一部を改正する法律」の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1194-97

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律等の一部を改正する法律案要綱」㌀㌀㌀㌀1196-97

・「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事
業主が適切に対処するための指針」の一部を改
正する告示（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1198-88
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・平成30年「障害者雇用状況」集計結果の概況（6
月1日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1200-96

・①「医師の働き方改革に関する検討会」報告書
の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1202-188

・②「公立学校の教師の勤務時間の上限に関する
ガイドライン」の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1202-190
・「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
（概要）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1203-89

・平成30年度「過労死等の労災補償状況」（概要）
……1205-96

・平成30年度「障害者雇用実態調査」結果の概要
……1206-95

・平成30年度「雇用均等基本調査」（確報）の概要
（30年10月1日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1207-94

・平成30年「労働組合活動等に関する実態調査」
の概況（30年6月30日現在）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1209-88

労働審判ダイジェスト

・週20時間勤務で労働契約した申立人パート従業
員Ｘに対し，相手方Ｙ社がフルタイム同様の勤
務を要求したことにつき，労働契約と異なるシ
フトを命じられ，労働契約法3条3項に規定す
る利益を侵害されたとして，不法行為が成立す
るとの審判が出された例（福岡地裁小倉支部平
30(労)34号事件・平31.3.8）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1202-186

・約2か月間の訓練を経て，3年間および2年間
の有期労働契約を締結した客室乗務員が，訓練
が労働契約であることを前提に，有期労働契約
が通算5年を超えるとして労働契約法18条によ
る無期転換権を行使したところ，使用者が訓練
は労働契約でないとして無期転換を否定したう
えで雇止め通告した事案につき，訓練が労働契
約であることを前提に無期転換が認められ，労
働契約上の権利を有する地位にある等との審判
が出された例（東京地裁令元（労）359,360,361
号事件・令元.8.19）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1208-88
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