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2016～2017年（平成28～29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

28. 9.29 横浜地判
平27(ワ)279

コーダ・ジャパン事件 1218-67 控訴

28.11.24 神戸地判
平27(行ウ)31

加古川市事件 1227-30 労経速2372-9 控訴

29. 4.26 大阪高判
平29(行コ)3

加古川市事件 1227-27 労経速2372-6 上告受理申
立

29. 4.27 福岡地小倉支判
平26(ワ)997

朝日建物管理事件 1223-17 控訴

29. 6.29 京都地判
平27(ワ)2625

洛陽交運事件 1212-38 労経速2384-12 控訴

29. 6.30 佐賀地裁
平26(ワ)261

日本郵便ほか（佐賀中央郵便局）
事件

1229-38 労経速2323-30 控訴

29. 9.29 大阪地判
平27(ワ)12583ほか

福山通運事件 1224-15 控訴

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. 1.25 福岡高判
平29(ネ)516

朝日建物管理事件 1223-11 労経速2403-3 上告・上告
受理申立

《2月》

30. 2.14 青森地八戸支判
平28(ワ)88

青森三菱ふそう自動車販売事件 未掲載 労経速2411-9 控訴

30. 2.14 神戸地判
平25(ワ)108ほか

住友ゴム工業（旧オーツタイヤ・
石綿ばく露）事件

1219-34 判時2377-61 控訴

30. 2.26 東京地判
平29(行ウ)88

国・中労委（オーケーリース）事
件

未掲載 判タ1469-210 確定
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2020年(令和2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》

30. 3.16 東京地判
平28(行ウ)149

国・人事院（文科省職員）事件 1212-80(全文) 季刊公判15-55 控訴

30. 3.23 さいたま地判
平28(ワ)596ほか

国立研究開発法人理化学研究所事
件

1221-95 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 1213-66 労経速2380-6 控訴

30. 3.30 広島地呉支判
平28(ワ)120

太陽家具百貨店事件 1211-152 控訴

《4月》

30. 4.27 大阪高判
平29(ネ)2529

福山通運事件 1224-12 上告受理申
立

《5月》

30. 5.15 東京地判
平28(行ウ)259

東京都・東京都教委（都立高校校
長）事件

未掲載 判時2429-5

30. 5.15 甲府地判
平29(ワ)238

損害賠償請求事件 未掲載 判時2424-78 控訴

30. 5.22 東京地判
平28(ワ)34401

日本リージャス事件 未掲載 判タ1469-202 確定

30. 5.24 福岡高判
平29(ネ)615ほか

日本郵便ほか（佐賀中央郵便局）
事件

1229-12 労経速2352-3

30. 5.30 東京地判
平27(行ウ)636

国・平塚労基署長（旧ワタミの介
護株式会社）事件

1220-115(全文) 控訴

30. 5.31 東京地判
平29(行ウ)418

国・瀬峰労基署長（フリーアドベ
ンチャー）事件

未掲載 判タ1467-194

《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 1214-80 判タ1467-185
労経速2365-18

控訴

30. 6.27 東京地判
平29(ワ)5759ほか

ｋｍ国際自動車労働組合ほか事件 未掲載 判タ1467-172 確定

《7月》

30. 7.27 東京地判
平28(ワ)40451

一心屋事件 1213-72 労経速2364-24 確定

《8月》

30. 8.29 東京高判
平30(ネ)2232

カミコウバス事件 1213-60 労経速2380-3 確定

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 判タ1472-142
季刊公判16-95

控訴取下げ

《9月》

30. 9.20 東京地判
平27(ワ)25458ほか

京王電鉄ほか1社事件 1215-66 労経速2366-3 控訴

30. 9.25 千葉地判
平29(行ウ)27

千葉県・県教委（退職手当）事件 未掲載 判タ1466-71 控訴

30. 9.28 福岡地判
平27(行ウ)47

国・北九州西労基署長（福岡じん
肺）事件

未掲載 判タ1470-65 控訴

《10月》

30.10.16 東京地判
平28(ワ)40442

インサイド・アウト事件 未掲載 判タ1475-133
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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

30.10.18 東京高判
平30(ネ)2899

損害賠償請求事件 未掲載 判時2424-73 上告棄却・
不受理

30.10.24 東京高判
平30(ネ)1964ほか

国立研究開発法人理化学研究所事
件

1221-89 上告・上告
受理申立

30.10.24 東京地判
平29(レ)711

メットライフ生命保険事件 未掲載 判タ1475-125

《11月》

30.11. 6 最三小判
平29(行ヒ)320

加古川市事件 1227-21 裁時1711-5
判時2413・
2414-22
判タ1459-25
労経速2372-3

30.11. 9 水戸地裁
平27(ワ)390

協同組合つばさほか事件 1216-61 控訴

30.11.16 福岡地判
平28(ワ)266

大島産業ほか（第2）事件 1212-12 控訴

《12月》

30.12.14 札幌地判
平29(行ウ)31

北海道・道労委（札幌交通・新賃
金協定）事件

1222-123 判タ1462-147 控訴

2019年（平成31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

《平成31年1月》

31. 1.16 大阪地判
平28(行ウ)74

大阪市（旧交通局職員ら）事件 1214-44 労旬1941-53
労経速2372-17
季刊公判17-42

控訴

31. 1.24 東京地判
平29(ワ)28144

学校法人國學院大學事件 未掲載 判タ1467-58

《2月》

31. 2.25 東京地判
平28(ワ)43366

ゴールドマン・サックス・ジャパ
ン・ホールディングス事件

1212-69 控訴

31. 2.27 東京高判
平30(行コ)312

千葉県・県教委（退職手当）事件 未掲載 判タ1466-67 上告・上告
受理申立

31. 2.27 東京地判
平28(ワ)549

国際自動車2社（新宿・城北）事
件

1220-31 控訴

31. 2.28 東京地判
平30(行ウ)165

国・中労委（学校法人文際学園〔非
常勤講師〕）事件

1211-165 控訴

《3月》

31. 3. 1 東京地判
平29(ワ)8047

シェーンコーポレーション事件 1213-12 控訴

31. 3. 7 広島高判
平30(ネ)185ほか

太陽家具百貨店事件 1211-137 確定

31. 3.12 福岡地小倉支判
平29(ワ)305

石綿ばく露国賠訴訟（福岡）事件 未掲載 判時2425-70 控訴

31. 3.14 東京高判
平28(ネ)5123号

コーダ・ジャパン事件 1218-49 上告・上告
受理申立

31. 3.18 神戸地姫路支判
平27(ワ)128ほか

アルバック販売事件 1211-81 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

31. 3.19 横浜地判
平30(ワ)630

東芝総合人材開発事件 1219-26 控訴

31. 3.25 東京地判 国（簡裁民事調停委員）事件 未掲載 季刊公判19-51 控訴
31. 3.25 札幌地判

平28(ワ)112
北海道二十一世紀総合研究所ほか
事件

1222-60 労経速2392-14 控訴

31. 3.26 那覇地判
平28(行ウ)15

地公災基金沖縄県支部長（市立病
院看護師）事件

未掲載 労経速2424-22 控訴

31. 3.27 札幌地決
平30(ヨ)115

日本郵便（北海道支社・仮処分）
事件

1217-51 抗告

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（旧
コンチネンタル・ミクロネシア）
事件

1213-31 労経速2381-15 控訴

31. 3.28 仙台地判
平29(ワ)1342

富国生命保険（割増賃金）事件 未掲載 労経速2395-19

31. 3.28 宇都宮地栃木支判
平28(ワ)145

国立大学法人筑波大学ほか事件 1212-49 控訴

31. 3.28 津地伊勢支判
平29(ワ)143

伊勢安土桃山城下街事件 1222-80 控訴

《4月》

31. 4.11 大阪高判
平29(ネ)1966

洛陽交運事件 1212-24 労経速2384-3 上告・上告
受理申立て

31. 4.15 東京地判
平28(行ウ)532

国・大田労基署長（ツクイ）事件 未掲載 労経速2394-10

31. 4.15 東京地判
平29(行ウ)38

国・中央労基署長（ファミリーマー
ト）事件

未掲載 労経速2411-16

31. 4.16 福岡地判
平28(ワ)2820

Ｙ歯科医院事件 未掲載 労経速2412-17

31. 4.19 東京地判
平29(ワ)6367

Ｎ商会事件 未掲載 労経速2394-3

31. 4.23 大阪地判
平30(ワ)9783

Ｐ興産元従業員事件 1228-90 控訴

31. 4.24 東京地判
平29(ワ)33572

公立大学法人会津大学事件 未掲載 労経速2399-3

31. 4.24 大阪地判
平29(ワ)503ほか

学校法人近畿大学（勤続手当等）
事件

1221-67 控訴

31. 4.26 東京地判
平30(ワ)19135

飯島企画事件 未掲載 労経速2395-3

《令和元年5月》

01. 5. 8 東京高判
平30(ネ)5416

協同組合つばさほか事件 1216-52 確定

01. 5.21 東京地判
平29(ワ)38833

アルパイン事件 未掲載 労経速2398-23

01. 5.21 那覇地沖縄支決 国（在日米軍基地・仮処分）事件 未掲載 季刊公判19-29 確定
01. 5.29 東京地判

平29(ワ)28578
学校法人工学院大学事件 未掲載 労経速2399-22

01. 5.29 大阪地判
平27(行ウ)491

国・大阪中央労基署長（ダイヤモ
ンド）事件

1220-102(全文) 確定

01. 5.30 東京地判
平28(ワ)36999

学校法人中央学院（非常勤講師）
事件

1211-59 労経速2398-3 控訴

01. 5.31 東京地判
平29(ワ)5890

三村運送事件 未掲載 労経速2397-9

《6月》

01. 6. 5 大阪地判
平30(行ウ)75

国・兵庫労働局長（保有個人情報
不開示決定処分取消請求）事件

未掲載 判タ1470-104
判時2431・
2432-79

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

01. 6.12 大阪地判
平29(ワ)30017

学校法人追手門学院（降格等）事
件

1215-46 確定

01. 6.17 東京地決
平30(モ)9082ほか

学校法人河合塾（文書提出命令・
仮処分）事件

1214-74 即時抗告

01. 6.19 福岡高判
平31(ネ)54

ＪＡさが（セクハラ）事件 未掲載 労旬1954-45

01. 6.20 津地伊勢支判
平29(ワ)38

サン・サービス事件 1224-51 控訴

01. 6.26 東京高判
平31(ネ)669

学校法人國學院大學事件 未掲載 判タ1467-54 上告・上告
受理申立

01. 6.26 東京地判
平29(ワ)40629

マルハン事件 未掲載 労経速2406-10

01. 6.27 福岡高判
平30(ネ)858

大島産業ほか（第2）事件 1212-5 確定

01. 6.27 横浜地判
平30(ワ)1154

しんわコンビ事件 1216-38 控訴

01. 6.28 東京地判
平29(ワ)2199ほか

大作商事事件 未掲載 労経速2409-3

《7月》

01. 7. 3 東京地判
平30(ワ)26774

えびす自動車事件 未掲載 労経速2405-22

01. 7.10 東京高判 国（簡裁民事調停委員）事件 未掲載 季刊公判19-37 上告・上告
受理申立

01. 7.10 福井地判
平29(ワ)37

福井県・若狭町（町立中学校教員）
事件

1216-21 判時2433-98
判タ1470-169

確定

01. 7.18 東京高判
平31(ネ)1678

国際自動車2社（新宿・城北）事
件

1220-28 上告・上告
受理申立

01. 7.18 福岡高判
平31(ネ)41

フルカワほか事件 1223-95 上告・上告
受理申立

01. 7.19 大阪高判
平30(ネ)628

住友ゴム工業（旧オーツタイヤ・
石綿ばく露）事件

1220-72 判時2448-5 確定

01. 7.24 東京地判
平29(ワ)1565

新栄不動産ビジネス事件 未掲載 労経速2401-19

01. 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

1213-18 判時2434-100
判タ1471-106
労経速2392-3

控訴

《8月》

01. 8. 1 東京地判
平30(ワ)9366

ビックカメラ事件 未掲載 労経速2406-3

01. 8. 2 札幌高判
平31(行コ)3

北海道・道労委（札幌交通・新賃
金協定）事件

1222-117 確定

01. 8. 7 東京地判
平29(ワ)23597

ドリームエクスチェンジ事件 未掲載 労経速2405-13

01. 8. 8 東京高判
平31(行コ)63

国・中労委（大乗淑徳学園〔淑徳
大学〕）事件

未掲載 別冊中時1534-
32

上告受理申
立

01. 8. 8 京都地判
平28(行ウ)20

京都市（児童相談所職員）事件 1217-67 控訴

01. 8.19 東京地判
平29(行ウ)367

国・品川労基署長（ヤクモ）事件 未掲載 労経速2404-3

01. 8.21 東京高決
令元(ラ)1320

学校法人河合塾（文書提出命令・
抗告）事件

1214-68

01. 8.22 福岡高判
平30(行コ)42

国・北九州西労基署長（福岡じん
肺）事件

未掲載 判時2430-112
判タ1470-56

上告

01. 8.26 東京地判
平30(行ウ)325

国・三田労基署長（富士フィルム
メディカル）事件

未掲載 労経速2404-15
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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》

01. 9. 4 東京地判
平29(ワ)21640

エアースタジオ事件 未掲載 労経速2403-20

01. 9. 5 東京地判
平31(ワ)3947

エーザイ事件 未掲載 労経速2404-27

01. 9. 6 大阪高判
平31(行コ)30ほか

大阪市（旧交通局職員ら）事件 1214-29 労経速2393-13 確定

01. 9.10 福岡地判
平28(ワ)4094

社会福祉法人千草会ほか事件 未掲載 労経速2402-12

01. 9.17 札幌地判
平30(ワ)1352

社会福祉法人北海道社会事業協会
事件

1214-18 確定

01. 9.17 神戸地判
平29(ワ)1290ほか

石綿ばく露国賠訴訟（神戸）事件 未掲載 判時2438-75 控訴

01. 9.18 東京地判
平29(ワ)42659

ヤマダコーポレーション事件 未掲載 労経速2405-3

01. 9.19 東京地判
平28(行ウ)277ほか

東京乗用旅客自動車厚生年金基金
事件

未掲載 労経速2422-8

01. 9.20 福岡地判
平27(行ウ)63ほか

北九州市・市交通局（市営バス運
転手・第2）事件

未掲載 労経速2397-19

01. 9.24 札幌高判
平31(ネ)90

学校法人Ｙ大学事件 未掲載 労経速2401-3

01. 9.26 東京地判
平28(ワ)31519

グローバルコミュニケーションズ
ほか事件

未掲載 労経速2407-10

01. 9.26 札幌地判
平30(ワ)2143

東京キタイチ事件 1226-13 控訴

01. 9.26 横浜地判
平28(ワ)5291

すみれ交通事件 1222-104 労経速2397-30 確定

01. 9.26 長崎地大村支判
平29(ワ)127

狩野ジャパン事件 1217-56 労経速2402-3 控訴後和解

01. 9.27 福岡高判
平31(ネ)255

石綿ばく露国賠訴訟（福岡）事件 未掲載 判時2438-66 確定

01. 9.27 東京地判
平29(ワ)32938

インタアクト事件 未掲載 労経速2409-13

《9月》

01.10. 2 東京高判
平31(ネ)1973

東芝総合人材開発事件 1219-21 上告受理申
立

01.10. 3 大津地判
平29(ワ)161ほか

圓満院事件 1222-87 控訴

01.10. 9 東京高判
平31(ネ)1859

シェーンコーポレーション事件 1213-5 判時2452-74 上告・上告
受理申立

01.10.10 横浜地判
平30(ワ)3828

ロピア事件 1216-5 控訴後和解

01.10.11 札幌地判
平30(行ウ)40

北海道・道労委（社会福祉法人札
幌明啓院〔配転〕）事件

1218-36 控訴

01.10.23 東京地判
平30(ワ)32050

スイス事件 未掲載 労経速2416-30

01.10.24 大阪地判
平29(ワ)3758

イヤシス事件 1218-80(全文) 控訴

01.10.25 札幌高決
令元(ラ)79

日本郵便（北海道支社・抗告）事
件

1217-43

01.10.25 名古屋高判
令元(ネ)359

みんなで伊勢を良くし本気で日本
と世界を変える人達が集まる事件

1222-71 上告・上告
受理申立

01.10.29 東京地判
平30(ワ)19922

西京信用金庫事件 未掲載 労経速2412-10

01.10.30 東京地判
平29(行ウ)50

国・三田労基署長（ＮＥＣ）事件 未掲載 労経速2414-21
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01.10.30 札幌地判
平30(ワ)666

学校法人北海道カトリック学園事
件

1214-5 控訴後和解

01.10.30 大阪地判
平30(行ウ)2

大阪府・府労委（サンプラザ〔再
雇用〕）事件

1219-5 控訴

01.11. 7 最一小判
平30(受)755

朝日建物管理事件 1223-5 裁時1735-1
判時2435-104
判タ1469-52
労経速2403-3

高裁に差戻
し

01.11. 7 東京地判
平30(ワ)15190

辻・本郷税理士法人事件 未掲載 労経速2412-3

01.11.12 札幌地判
平29(行ウ)24

北海道・道教委（退職手当）事件 未掲載 判タ1471-48 控訴

01.11.13 東京地判
平29(ワ)31423

アメックス（降格等）事件 1224-72 労経速2413-3 控訴

01.11.18 那覇地決
令元(ヨ)53

学校法人沖縄科学技術大学院大学
学園（仮処分）事件

未掲載 労経速2407-3

01.11.27 那覇地決
令元(ヨ)44

学校法人沖縄科学技術大学院大学
学園（仮処分）事件

未掲載 労経速2407-7

01.11.28 東京高判
平30(ネ)4442

ジャパンビジネスラボ事件 1215-5 労経速2400-3

01.11.28 東京地判
平30(行ウ)566

国・中労委（社会福祉法人祐愛会）
事件

未掲載 労経速2418-15

01.11.28 大阪地判
平28(ワ)4699

学校法人近畿大学（任期付助教・
雇止め）事件

1220-46 控訴

01.11.29 大津地彦根支判
平28(ワ)69ほか

豊榮建設従業員事件 1218-17 控訴

01.12. 2 東京地判
平30(ワ)16679

東京都（交通局企業職員）事件 未掲載 労経速2414-8

01.12.12 東京地判
平27(行ウ)667ほか

国・人事院（経産省職員）事件 1223-52 労経速2410-3
季刊公判20-42

控訴

01.12.12 東京地判
平28(ワ)29302

学校法人明泉学園（Ｓ高校・専任
講師）事件

未掲載 労経速2417-3

01.12.12 東京地判
平29(ワ)24672

レインズインターナショナル事件 未掲載 労経速2421-3

01.12.16 東京地判
平30(行ウ)209

国・中労委（国際基督教大学）事
件

1227-82 労経速2418-3 控訴

01.12.18 東京高判
平30(ネ)5236

マイラン製薬事件 未掲載 労経速2413-27

01.12.18 神戸地判
平30(ワ)316

カキウチ商事事件 1218-5 確定

01.12.19 札幌高判
令元(ネ)151

北海道二十一世紀総合研究所ほか
事件

1222-49 上告・上告
受理申立

2020年（令和2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》

02. 1.10 最二小決
令元(受)1840

ヤマト交通（組合事務所明渡請求）
事件

1225-101(リ)

02. 1.15 東京地判
平28(ワ)20974

岡地事件 未掲載 労経速2419-23

02. 1.23 名古屋高判
令元(ネ)665ほか

学校法人南山学園（南山大学）事
件

1224-98(全文) 労経速2409-26 上告・上告
受理申立

02. 1.23 札幌地判
平30(ワ)1289

日本郵便（北海道支社・本訴）事
件

1217-32 控訴
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02. 1.24 大阪高判
令元(ネ)1324

Ｐ興産元従業員事件 1228-87 確定

02. 1.24 大阪地判
平29(ワ)5300

加賀金属事件 1226-84 控訴

02. 1.27 熊本地判
平29(行ウ)16

地公災基金熊本県支部長（天草市
立二江小学校教諭）事件

未掲載 労経速2419-3

02. 1.28 仙台高判
平30(ネ)72

青森三菱ふそう自動車販売事件 未掲載 労経速2411-3

02. 1.29 大阪地判
平29(ワ)2949

学校法人関西外国語大学事件 未掲載 労経速2408-3

《2月》

02. 2. 4 東京地判
平30(ワ)19380

Ｏ・Ｓ・Ｉ事件 未掲載 労経速2421-22

02. 2.12 福井地判
平28(行ウ)5

国・敦賀労基署長（三和不動産）
事件

1224-57 確定

02. 2.13 横浜地判
平30(ワ)2167

社会福祉法人青い鳥事件 1222-38 控訴後和解

02. 2.14 大阪高判
平31(行コ)53

大阪府・府労委（高槻市・市立小
学校ＡＥＴスーパーバイザー）事
件

未掲載 別冊中時1538-
43

02. 2.19 東京地判
平30(ワ)2057

日本電産トーソク事件 1226-72 確定

02. 2.19 東京地判
平30(ワ)24948

日本エイ・ティー・エム事件 未掲載 労経速2420-23

02. 2.19 宇都宮地判
平27(ワ)761

木の花ホームほか1社事件 1225-57 控訴後和解

02. 2.19 横浜地判
平30(行ウ)56

地公災基金神奈川県支部長（町職
員）事件

未掲載 労経速2425-3

02. 2.19 山口地判
平30(ワ)30

地方独立行政法人山口県立病院機
構事件

1225-91 控訴後和解

02. 2.20 東京高判
平30(ネ)2665

相鉄ホールディングス事件 未掲載 労経速2420-3 控訴

02. 2.20 東京地判
平30(行ウ)564

国・厚生労働大臣（厚生労働省職
員）事件

未掲載 季刊公判22-14 控訴

02. 2.21 大阪地判
平28(ワ)3088

La Tortuga（過労死）事件 1221-47 判時2452-59
判タ1472-173

控訴

02. 2.25 福岡高那覇支判
平31(行コ)3

地公災基金沖縄県支部長（市立病
院看護師）事件

未掲載 労経速2424-3

02. 2.26 東京地判
平30(ワ)19212

ビジネクスト事件 未掲載 労経速2421-31

02. 2.26 東京地判
平31(ワ)7926

学校法人日本学園事件 1222-28 労経速2413-19 控訴

02. 2.27 名古屋高判
令元(ネ)580

サン・サービス事件 1224-42 確定

02. 2.27 東京地判
平30(ワ)27450

野村不動産アーバンネット事件 未掲載 労経速2427-31

02. 2.27 横浜地判
平30(ワ)2253

学校法人信愛学園事件 1226-57 控訴

02. 2.27 大阪地判
平29(ワ)3975

ニチイ学館事件 1224-92(全文) 控訴

02. 2.28 最二小判
平30(受)1429

福山通運事件 1224-5 裁時1742-7
判タ1476-60

高裁に差戻
し

02. 2.28 高知地判
平29(ワ)117

池一菜果園事件 1225-25 控訴
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《3月》

02. 3. 4 東京地判
平30(ワ)31796

社会福祉法人緑友会事件 1225-5 控訴

02. 3. 4 大阪地判
平30(ワ)1708

豊和事件 1222-6 確定

02. 3. 6 東京地判
平30(ワ)19737

バンダイ事件 1227-102(リ) 労経速2423-10 控訴

02. 3.10 最三小決
令元(オ)912ほか

一般財団法人あんしん財団事件 1220-133(リ)

02. 3.11 札幌地苫小牧支判
平30(ワ)60

ザニドム事件 1226-44 労経速2417-23 控訴

02. 3.13 東京地立川支判
平30(ワ)2437

社会福祉法人ネット事件 1226-36 控訴

02. 3.13 札幌地判
平29(行ウ)35

国・札幌東労基署長（紀文フレッ
シュシステム）事件

1221-29 確定

02. 3.13 旭川地判
平29(行ウ)2

国（陸上自衛隊員訓練死）事件 1224-23 季刊公判22-35 確定

02. 3.13 神戸地判
平29(ワ)2030

東リ事件（ライフ・イズ・アート
事件）

1223-27 労旬1958-44
労経速2416-9

控訴

02. 3.17 高知地判
平30(ワ)82

高知県公立大学法人（第2）事件 未掲載 労経速2415-14

02. 3.17 福岡地判
平30(ワ)1904

博報堂（雇止め）事件 1226-23 判時2455-75
労旬1969-72
労経速2415-3

確定

02. 3.19 福岡地判
平30(ワ)2194

テヅカ事件 1230-87 控訴後和解

02. 3.23 東京地判
平30(ワ)30885

ドリームスタイラー事件 未掲載 労経速2423-27

02. 3.24 横浜地判
平30(ワ)1231

日立製作所（退職勧奨）事件 未掲載 労旬1963-67

02. 3.25 東京高判
令元(行コ)251

東京乗用旅客自動車厚生年金基金
事件

未掲載 労経速2422-3

02. 3.25 東京地判
平28(ワ)26294

アルゴグラフィックス事件 1228-63 控訴

02. 3.25 大阪地判
平27(ワ)13062

学校法人追手門学院（大学・懲戒
解雇）事件

未掲載 労旬1964-44 控訴

02. 3.27 東京地判
令元(ワ)22998

メディカル・ケア・サービス事件 未掲載 労経速2425-31

02. 3.30 最一小判
平30(受)761

国際自動車（第2・上告審）事件 1220-15 高裁に差戻
し

02. 3.30 最一小判
平30(受)908

国際自動車（第二次上告審）事件 1220-5 裁時1745-12
判タ1476-49
労旬1966-56

高裁に差戻
し

02. 3.30 最一小判
令元(受)1922

国際自動車2社（新宿・城北）事
件

1220-19 労旬1966-60
労経速2414-3

高裁に差戻
し

《4月》

02. 4. 3 東京地判
平29(ワ)42139

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券事件

未掲載 労経速2426-3

02. 4.15 札幌高判
令元(ネ)295

東京キタイチ事件 1226-5 上告・上告
受理申立後
取下げ

《5月》

02. 5.22 東京地判
令元(ワ)11642

日の丸交通足立事件 1228-54 確定
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《6月》

02. 6.10 東京高判
令2(行コ)13

国・中労委（国際基督教大学）事
件

1227-72 上告・上告
受理申立

02. 6.10 東京地判
平29(ワ)38309

アクサ生命保険事件 1230-71 確定

02. 6.10 宇都宮地判
平30(ワ)454

公益財団法人グリーントラストう
つのみや事件

未掲載 労旬1968-58 控訴

02. 6.16 高松地判
平29(行ウ)1

国・高松労基署長（介護老人保健
施設看護師）事件

未掲載 労経速2425-13

02. 6.19 大阪高判
令元(行コ)133

京都市（児童相談所職員）事件 1230-56 上告受理申
立

02. 6.19 仙台地判
平30(ワ)714

社会福祉法人仙台市社会福祉協議
会事件

未掲載 労経速2423-3

02. 6.25 横浜地判
平29(ワ)4303

アートコーポレーションほか事件 1230-36 控訴

《7月》

02. 7. 1 東京地立川支判
平30(ワ)256

福生病院企業団（旧福生病院組合）
事件

1230-5 控訴

02. 7. 2 大阪地堺支判
平27(ワ)1061

フジ住宅ほか事件 1227-38 労経速2427-3 控訴

02. 7.20 名古屋地判
平29(ワ)5158

日本貨物検数協会（日興サービス）
事件

1228-33 労旬1970-64 控訴

02. 7.28 最三小決
平31(ネ)1859

シェーンコーポレーション事件 1227-100(リ)

《8月》

02. 8.26 最大決
令2(分)1

裁判官に対する懲戒申立て事件 未掲載 裁時1750-1

《10月》

02.10.13 最三小判
令元(受)1055ほか

学校法人大阪医科薬科大学（旧大
阪医科大学）事件

1229-77 裁時1753-4

02.10.13 最三小判
令元(受)1190ほか

メトロコマース事件 1229-90 裁時1753-7

02.10.15 最一小判
平30(受)1519

日本郵便ほか（佐賀中央郵便局）
事件

1229-5 裁時1754-1

02.10.15 最一小判
令元(受)777ほか

日本郵便（時給制契約社員ら）事
件

1229-58 裁時1754-2 高裁に差戻
し

02.10.15 最一小判
令元(受)794ほか

日本郵便（非正規格差）事件 1229-67 裁時1754-5 高裁に差戻
し
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2019年（平成31～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

31. 1. 8 大阪府労委 平29(不)25 ＣＬＣ事件 1222-140
31. 1.11 大阪府労委 平29(不)34 光明池土地改良区事件 1218-92
31. 1.15 大阪府労委 平29(不)20 エム・ケイ運輸ほか事件 1213-88
31. 2. 5 東京都労委 平28(不)71 東北王子運送事件 1218-91
31. 2. 8 中労委 平29(不再)33 学校法人神奈川歯科大学（復職）事件 1222-139
31. 2.12 大阪府労委 平28(不)59 日本貨物検数協会（転籍）事件 1213-87 別冊中時1536-1
31. 2.19 東京都労委 平28(不)49ほか Ｖ社（降格・配転）事件 1211-179
31. 3. 8 愛知県労委 平29(不)11 学校法人名古屋自由学院事件 1222-138
31. 3.26 秋田県労委 平29(不)2 公益財団法人秋田市総合振興公社事件 1220-131
31. 3.28 山口県労委 平28(不)2 田中酸素（賞与・昇給）事件 1211-178
31. 4.12 大阪府労委 平28(不)23ほか 日本コンベヤほか2社事件 1213-86
31. 4.12 広島県労委 平30(不)1 ＪＲ西日本広島メンテック事件 1214-94
31. 4.23 東京都労委 平30(不)24 朝日新聞社（便宜供与）事件 1214-93
31. 4.23 東京都労委 平30(不)39 日本タタ・コンサルタンシー・サービ

シズ事件
1216-87

01. 5.22 中労委 平25(不再)44ほか 京王バス小金井ほか2社事件 未掲載 別冊中時1536-
23

01. 6. 4 大阪府労委 平29(不)35ほか 食品新聞社事件 1216-86
01. 7. 1 大阪府労委 平30(不)45 社会福祉法人寺田萬寿会事件 1220-130
01. 7. 3 中労委 平29(不再)61 長澤運輸（団交）事件 1211-176
01. 7. 5 大阪府労委 平29(不)41 トライメディカルサービス事件 1216-85
01. 7.16 大分県労委 平29(不)1 保険審査サービス（解雇）事件 1211-175
01. 7.19 大阪府労委 平30(不)50 プリモパッソ事件 1218-90
01. 9. 2 大阪府労委 平30(不)19 公益社団法人富田林市シルバー人材セ

ンター事件
1220-129

01.10. 1 東京都労委 平28(不)67 独立行政法人地域医療機能推進機構事
件

1229-105

01.10.15 東京都労委 平29(不)85 西武観光バス事件 1214-92
01.10.21 大阪府労委 平30(不)42 徳島事件 1227-98
01.11.14 宮城県労委 平30(不)1 国立大学法人東北大学事件 1214-91
01.12.12 栃木県労委 平30(不)3 粟野興産ほか1社事件 1222-136
01.12.18 中労委 平30(不再)59 国際自動車7社事件 1220-128 別冊中時1540-

24

2020年（令和2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

02. 1. 7 大阪府労委 平30(不)46 エム・ケイ運輸ほか1社事件 1223-102
02. 1.22 中労委 平28(不再)58 エミレーツ航空事件 1223-100
02. 2. 3 大阪府労委 平30(不)24 朝日放送グループホールディングスほ

か1社事件
1221-13 別冊中時1540-1

02. 2. 4 東京都労委 平28(不)24 エヌ・シイ・シイ事件 1225-105
02. 2. 4 東京都労委 平30(不)93 ワットラインサービス事件 1225-104
02. 2.10 大阪府労委 平30(不)22 双葉産業事件 1222-135
02. 2.10 大阪府労委 平30(不)65 Qvou 事件 1222-134
02. 2.12 大阪府労委 平31(不)6 大阪府（非常勤講師等・任用根拠変更）

事件
1227-97
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言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

02. 3. 4 中労委 平29(不再)29 公立大学法人都留文科大学事件 1229-103 別冊中時1542-
17

02. 3.13 大阪府労委 平30(不)54 フォーラム事件 1225-103
02. 3.13 広島県労委 平30(不)3 中亜国際協同組合ほか事件 1227-96
02. 4.13 大阪府労委 平29(不)48 医療法人健和会事件 1229-102
02. 5.14 兵庫県労委 平30(不)11 近畿道路資材事件 未掲載 別冊中時1542-1
02. 6. 2 福岡県労委 令元(不)5 九州福山通運事件 1227-95

労働判例2020. 12. 15（No.1230） 119



新春鼎談

・労働条件の不利益変更をめぐる判例と課題
小林 譲二（弁護士）
和田 一郎（弁護士）

山本 圭子（司会・法政大学講師）
……1211-6

協議会報告

・東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会〈第
17回〉

〇裁判手続等のＩＴ化および迅速化に関し，東京
地裁労働部における取組み，検討状況，実施予
定，今後の課題等について

〇労働事件全般に関するその他の論点
……1217-5

判例解説

・不合理性をどう判断するか？
―大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事
件・日本郵便（東京・大阪・佐賀）事件最高
裁5判決解説―

東京大学社会科学研究所 教授
水町 勇一郎……1228-5

法令解説

・公益通報者保護法改正における労働分野に関わ
る事項の解説
消費者庁消費者制度課政策企画専門官 弁護士

中野 真……1227-5

労委命令解説

・会社分割に伴う派遣契約打切りと団交拒否の不
当労働行為該当性
～朝日放送グループホールディングスほか1社
事件（大阪府労委令2.2.3命令）の検討～

法政大学 講師
山本 圭子……1221-5

労働判例研究

・－労働組合による組合員の賃金支払猶予とその
放棄－
（検討判例：平尾事件 最一小判平31.4.25労判
1208号5頁）

明治大学法学研究科 博士後期課程
小林 大祐……1215-90

・―労働契約における黙示の準拠法選択と最密接
関係地法の認定―
（検討判例：国立研究開発法人理化学研究所事
件（東京高判平30.10.24労判1221号89頁））

山口大学 准教授
井川 志郎……1221-130

・―強行法規に反する割増賃金制度を違法とした
判決―
（検討判例：国際自動車（第二次上告審）事件
（最一小判令2.3.30労判1220号5頁））

帝京大学法学部法律学科助教
藤木 貴史……1228-97

遊筆－労働問題に寄せて

・睡眠時間を確保するには
旬報法律事務所 弁護士
鴨田 哲郎……1211-2

・人事は公平であるべきなのか？
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髙井・岡芹法律事務所 弁護士
高 亮……1212-2

・公務労働事件で思うこと
北大阪総合法律事務所 弁護士

谷 真介……1213-2
・改正債権法施行に伴う身元保証契約の見直し

ロア・ユナイテッド法律事務所 弁護士
岩出 誠……1214-2

・誰のための解雇の金銭解決制度か？
岡山合同法律事務所 弁護士

則武 透……1215-2
・先人の「汗」による安全規則
弁護士法人古川・片田総合法律事務所 弁護士

古川 拓……1216-2
・労働法のありうる将来の姿について

筑波大学ビジネスサイエンス系 教授
川田 琢之……1217-2

・一斉休校に想うこと
島根大学 名誉教授
鈴木 隆……1218-2

・電通最高裁判決の魂
同心法律事務所 弁護士
波多野 進……1219-2

・白昼夢「一年後の風景」
明治大学法科大学院 専任教授

野川 忍……1220-2
・Born from Fire！

一橋大学大学院法学研究科 教授
中窪 裕也……1221-2

・コロナの教訓を活かせるのか
日本労働組合総連合会 会長
神津 里季生……1222-2

・残業代計算ソフト（エクセルシート）の開発と
その後

京都第一法律事務所 弁護士
渡辺 輝人……1223-2

・新型コロナ問題からマタハラについて考える
旬報法律事務所 弁護士
新村 響子……1224-2

・コロナ禍のなかの外国人雇用
佐賀大学 教授

早川 智津子……1225-2
・テレワークの功罪

外井法律事務所 弁護士

外井 浩志……1226-2
・「ポストコロナの働き方」に関する雑感

弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士
渡邊 徹……1227-2

・弁護士とリモートワーク
弁護士法人三宅法律事務所 弁護士

猿木 秀和……1228-2
・技能実習生たちの笑顔と私の宿題

暁法律事務所 弁護士
指宿 昭一……1229-2

・男性の育児休業が進まないもう一つの理由
日本大学法学部 特任教授
新谷 眞人……1230-2

労働法令関連News

・公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に
関する特別措置法の一部を改正する法律案の概
要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1211-181

・平成31年「就労条件総合調査」結果の概要（31
年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1212-97

・① 労働基準法の一部を改正する法律案要綱の
概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1214-96

・② 令和元年（2019年）「労働組合基礎調査」結
果の概要（令和元年6月30日現在）㌀㌀㌀㌀1214-97

・「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和元
年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㌀㌀㌀1216-89

・① 通達「新型コロナウイルス感染症の発生及
び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等へ
の対応について」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1218-94

・② ｢公益通報者保護法の一部を改正する法律
案」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1218-95

・③「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の
概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1218-97

・① 人事院規則10-16「パワー・ハラスメントの
防止等」㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-135

・②「個人情報の保護に関する法律等の一部を改
正する法律案」の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1220-136

・「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討
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1222-142

・①「年金制度の機能強化のための国民年金法等
の一部を改正する法律」の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1223-105

・②「労働者派遣事業報告書」集計結果（速報値）
の概要（令和元年6月1日現在の状況報告）
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……1223-106
・①令和元年度「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1226-102

・② 令和元年度「過労死等の労災補償状況」（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㌀㌀㌀㌀㌀1226-103

・令和元年度「雇用均等基本調査」結果の概要
……1227-104

・令和元年（2019年）労使コミュニケーション調
査の概況（事業所調査）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1230-103
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《労働判例年間索引・「項目別索引」に関するお知らせ》
例年制作しておりました「項目別索引」につきましては，編集上の都合により先年より発行を休止しておりました
が，多数の要望を受け近日中にホームページ上での公開（労働判例Web サイトでの掲載）を予定しております。
読者の皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒お待ちくださいますようお願い申し上げます。

（労働判例編集部）




