
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

30.12.14 大阪地判
平28(ワ)11847

マツヤデンキほか事件 1242-55 労経速2437-20 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

1235-48 労経速2387-17 控訴

31. 2.27 東京地判
平28(ワ)14762

ノキアソリューションズ＆ネット
ワークス事件

未掲載 判時2459-88 確定

《3月》

31. 3. 8 東京地判
平30(ワ)3441

東京現代事件 1237-100(全文) 控訴

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 1239-19 労旬1990-63
労経速2382-3

控訴

《4月》

31. 4.16 京都地判
平29(行ウ)4

国・京都上労基署長（島津エンジ
ニアリング）事件

1231-109 控訴

31. 4.25 東京地判
平28(ワ)42861

新日本建設運輸事件 1239-86 労経速2393-3 控訴

《令和元年5月》

1. 5.21 東京地判
平29(ワ)38833

アルパイン事件 1235-88(全文) 労経速2398-23 控訴

1. 5.27 長崎地判
平28(ワ)93ほか

地方独立行政法人長崎市立病院機
構事件

1235-67(全文) 労経速2389-3 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

《8月》

1. 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 判タ1478-187
労経速2405-13

控訴後和解

1. 8.29 大分地判
平29(行ウ)11

国・佐伯労基署長（じん肺）事件 未掲載 判タ1483-100 控訴

《9月》

1. 9. 4 東京地判
平29(ワ)21640

エアースタジオ事件 1236-52 判時2461-62
労経速2403-20

控訴

1. 9.10 福岡地判
平28(ワ)4094ほか

社会福祉法人千草会ほか事件 未掲載 判時2460-108
労経速2402-12

1. 9.24 名古屋地判
平28(ワ)4280

ＮＯＶＡ事件 1237-25 控訴

《10月》

1.10.24 東京高判
平30(ネ)4769

京王電鉄ほか1社事件 1244-118 上告・上告
受理申立

1.10.30 東京地判
平29(行ウ)50

国・三田労基署長（日本電気）事
件

1243-78 労経速2414-21 控訴

《11月》

1.11. 7 東京地判
平30(行ウ)131

国・川崎北労基署長（ＭＣＯＲ）
事件

1252-83(全文) 確定

1.11.12 名古屋地判
平30(ワ)2680

安藤運輸事件 1240-12 労旬1989-69
労経速2457-7

控訴

《12月》

1.12. 2 東京地判
平30(ワ)16679

東京都（交通局企業職員）事件 未掲載 労旬1988-54
労経速2414-8

控訴

1.12.24 東京高判
平31(ネ)979

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会
事件

1235-40 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》

2. 1.21 名古屋地判
平30(ワ)4801

国会議員被用者解雇事件 未掲載 判タ1485-189 控訴

2. 1.27 熊本地判
平29(行ウ)16

地公災基金熊本県支部長（市立小
学校教諭）事件

1235-21 労経速2419-3
労経速2436-15
(再掲）

控訴

2. 1.29 東京地判
平30(ワ)24066ほか

みずほ銀行事件 未掲載 判時2483-99 控訴

2. 1.29 大阪地判
平29(ワ)2949

学校法人関西外国語大学事件 1234-52 労旬1987-45
労経速2408-3

控訴

2. 1.30 東京高判
令元(ネ)2529ほか

新日本建設運輸事件 1239-77 確定

2. 1.30 東京地判
平31(行ウ)92

国・中労委（アート警備）事件 未掲載 判時2482-57 控訴

2. 1.31 大阪高判
平31(ネ)826

学校法人Ｘ事件 未掲載 労経速2431-35
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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

《2月》

2. 2. 4 東京地判
平30(ワ)19380

Ｏ・Ｓ・Ｉ事件 1233-92 労経速2421-22 控訴

2. 2.14 東京地判
平27(行ウ)737

国・名古屋北労基署長（愛知建設
自営業者組合員・石綿）事件

未掲載 判タ1483-137 確定

2. 2.20 東京高判
平30(ネ)2665

相鉄ホールディングス事件 1241-87(全文) 労経速2420-3 上告・上告
受理申立

2. 2.21 大阪地判
平29(ワ)10844

Ｐ社ほか（セクハラ）事件 1233-66 控訴

2. 2.25 東京地判
平30(ワ)18314

伊藤忠商事・シーアイマテックス
事件

1242-91 控訴

2. 2.25 静岡地沼津支判
平29(ワ)339

山崎工業事件 1244-94 控訴後和解

2. 2.27 札幌高判
平30(ネ)290

共同交通事件 未掲載 判時2461-53

2. 2.27 東京地判
平30(ワ)27450

野村不動産アーバンネット事件 1238-74 労経速2427-31 控訴

2. 2.28 名古屋地判
平30(ワ)3023ほか

アニマルホールド事件 1231-157 確定

《3月》

2. 3. 3 東京地判
平30(ワ)4347

海外需要開拓支援機構ほか事件 1242-72 判タ1486-166 控訴

2. 3. 3 大阪地判
平30(ワ)30040

前原鎔断事件 1233-47 労経速2432-19 確定

2. 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

2. 3.11 東京地判
平31(ワ)9211

加藤美蜂園本舗事件 未掲載 判時2486-89 控訴

2. 3.17 高知地判
平30(ワ)82

高知県公立大学法人（第2）事件 1234-23 労経速2415-14 控訴

2. 3.19 大分地判
平31(ワ)69ほか

鑑定ソリュート大分ほか事件 1231-143 確定

2. 3.23 東京地判
令元(行ウ)237

国・中労委（関西宇部）事件 1237-88 確定

2. 3.23 東京地判
平30(ワ)30885

ドリームスタイラー事件 1239-63 労経速2423-27 控訴

2. 3.24 東京地判
令元(ワ)28074

給与ファクタリング事件 未掲載 判時2470-47 控訴

2. 3.24 横浜地判
平30(ワ)1231

日立製作所（退職勧奨）事件 未掲載 判時2481-75
労旬1963-67

控訴後和解

2. 3.25 東京地判
平30(ワ)30743

ワイアクシス事件 1239-50 控訴

2. 3.25 東京地判
平30(ワ)6714

東菱薬品工業事件 1247-76(全文) 控訴

2. 3.25 千葉地判
平30(ワ)1822

学校法人日通学園（大学准教授）
事件

1243-101 控訴

2. 3.25 大阪地判
平27(ワ)13062

学校法人追手門学院（懲戒解雇）
事件

1232-59 労旬1964-44 控訴

2. 3.26 横浜地判
令元（レ）127

ホームケア事件 1236-91 確定

2. 3.26 大阪地判
平30(ワ)30023

学校法人明浄学院事件 1246-91(全文) 確定

2. 3.27 東京地判
平31(ワ)6165

甲社（セクハラ）事件 未掲載 労経速2443-24

2. 3.27 千葉地判
平30(ワ)2132

フェデラルエクスプレス事件 1232-46 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

2. 3.27 横浜地判
平29(ワ)4847

サンセイほか事件 1239-38 控訴

2. 3.27 大阪地判
平30(ワ)5299

太平洋ディエムサービス事件 1238-93(全文) 確定

2. 3.27 長崎地判
平29(ワ)522

長崎自動車事件 1238-13 労経速2442-32 控訴

《令和元年5月》

2. 5.20 東京地判
平30(ワ)4915

トーカロ事件 未掲載 判タ1486-146
労経速2429-26

控訴

2. 5.26 札幌地判
平29(ワ)2238

日成産業事件 1232-32 確定

2. 5.26 山形地判
平31(行ウ)2

山形県・県労委（国立大学法人山
形大学）事件

1241-11 別冊中時1548-
22

控訴

2. 5.28 大阪地判
平30(ワ)3007ほか

近畿中央ヤクルト販売事件 1244-136(全文) 控訴

2. 5.29 大阪地判
平31(行ウ)24

国・津山労基署長（住友ゴム工業）
事件

1232-17 確定

《6月》

2. 6. 4 東京地判
令元(行ウ)444

国・中労委（長澤運輸・団交）事
件

1241-42 控訴

2. 6. 5 盛岡地判
平30(行ウ)1

地公災基金岩手県支部長（市診療
所所長）事件

未掲載 判時2482-74 確定

2. 6.10 東京地判
平30(ワ)12240

パタゴニア・インターナショナル
事件

未掲載 労経速2440-17

2. 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

1240-83 労旬1968-58 控訴

2. 6.11 東京地判
平30(ワ)34001

ハンプテイ商会ほか1社事件 1233-26 労経速2431-18 確定

2. 6.12 さいたま地判
平30(ワ)220ほか

谷川電機製作所労組ほか事件 1237-73 控訴

2. 6.17 福岡地小倉支判
平29(ワ)972

レジェンド元従業員事件 1241-79 控訴

2. 6.24 東京高判
令元(ネ)2762

学校法人中央学院（非常勤講師）
事件

未掲載 労経速2429-17

2. 6.24 大阪地判
平30(行ウ)18

国・大阪中央労基署長（讀賣テレ
ビ放送）事件

1231-123 控訴

2. 6.26 東京地判
令元(行ウ)238

国・中労委（学校法人神奈川歯科
大学）事件

1237-53 確定

《7月》

2. 7. 1 仙台地判
平30(ワ)489

北海道（公立高校教員）事件 未掲載 判時2465・
2466-52
判タ1481-221

控訴

2. 7. 2 東京地判
平30(ワ)21282

ＰｗＣあらた有限責任監査法人事
件

1245-62(全文) 労経速2444-13 控訴

2. 7. 3 大阪高判
令元(行コ)83

国・京都上労基署長（島津エンジ
ニアリング）事件

1231-92 確定

2. 7. 6 名古屋地判
平28(行ウ)104ほか

国・一宮労基署長（ティーエヌ製
作所）事件

1251-59 控訴

2. 7. 8 東京地判
平30(ワ)36499

ヘイズ・スペシャリスト・リクルー
トメント・ジャパン事件

未掲載 労経速2446-20

2. 7. 9 大阪地判
平31(ワ)96

タカゾノテクノロジー事件 1245-50(全文) 控訴

2. 7.10 東京地判
平30(行ウ)467

国・鹿屋労基署長（エーコープ鹿
児島）事件

未掲載 労経速2447-14
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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

2. 7.16 東京地判
平31(ワ)4329

学校法人目白学園事件 1248-82(全文) 控訴

2. 7.16 大阪地判
平31(ワ)30003

石田商会事件 1239-95(全文) 確定

2. 7.20 大阪地決
令2(ヨ)10002

淀川交通（仮処分）事件 1236-79 判時2471-105
判タ1481-168
労経速2431-9

2. 7.21 奈良地判
平29(ワ)220

学校法人奈良学園事件 1231-56 労旬1982-53
労経速2433-3

控訴

《8月》

2. 8. 6 札幌地判
平30(ワ)2137

北海道協同組合通信社労働組合事
件

1232-5 確定

2. 8. 6 大阪地判
平29(ワ)11926

福屋不動産販売事件 1234-5 控訴

2. 8.21 仙台地判
令2(ヨ)43

センバ流通（仮処分）事件 1236-63

2. 8.27 東京地判
平30(ワ)28823

日本漁船保険組合事件 未掲載 労経速2434-20

2. 8.28 東京地判
平30(ワ)33866

ハナマルキ事件 未掲載 判時2487-88 確定

2. 8.28 東京地判
平29(ワ)43480ほか

学校法人Ｂほか（セクハラ）事件 未掲載 判タ1486-184 控訴

2. 8.31 旭川地判
令元(ワ)134

製麺会社Ａ事件 1247-71(全文) 控訴後和解

《9月》

2. 9. 3 東京高判
令元(ネ)4047ほか

エアースタジオ事件 1236-35 労経速2441-3 確定

2. 9. 3 大阪地判
令元(ワ)30020

ブレイントレジャー事件 1240-70 控訴

2. 9. 4 大阪地判
令元(ワ)10755

サンフィールド事件 1251-89(全文) 確定

2. 9. 9 松山地判 国（労働局職員）事件 未掲載 季刊公判25-22 控訴
2. 9.15 山口地下関支判

平30(ワ)99
視覚障害者後遺障害逸失利益等損
害賠償請求事件

1237-37 労経速2436-3 控訴

2. 9.16 東京地判
平30(ワ)35633

みずほビジネスパートナー事件 1238-56 控訴

2. 9.16 福岡地判
平27(ワ)2850ほか

北九州市ほか（石綿ばく露）事件 未掲載 判時2485-47 控訴

2. 9.17 福岡高判
令元（行コ）41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2435-3

2. 9.17 東京地判
平30(ワ)9487

ルーチェほか事件 未掲載 労経速2435-21

2. 9.23 大阪地決
令2(ヨ)6ほか

セブン-イレブン・ジャパン（仮処
分）事件

未掲載 労経速2440-3

2. 9.23 広島地判
平29(ワ)56

千鳥ほか事件 1248-16 控訴

2. 9.25 福岡高判
令2(行コ)7

地公災基金熊本県支部長（市立小
学校教諭）事件

1235-5 判時2494-3
判タ1485-52
労経速2436-3

確定

2. 9.28 東京地判
平31(ワ)10546

明治機械事件 未掲載 判時2493-103 控訴

2. 9.29 福岡高判
令元(行コ)35

国・佐伯労基署長（じん肺）事件 未掲載 判タ1483-95 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

《10月》

2.10. 1 大阪高判
令元(行コ)96

国・大阪中央労基署長（Ｌａ Ｔｏ
ｒｔｕｇａ）事件

未掲載 判時2493-49
判タ1485-33

上告受理申
立

2.10. 1 東京地判
平30(ワ)10238

日本通運事件 1236-16 労旬1988-66
労経速2438-3

控訴

2.10. 2 最二小決
令2(オ)639ほか

学校法人南山学園（南山大学）事
件

1235-104(リ) 確定

2.10. 8 東京地判
平31(ワ)3924

多摩市（市職員）事件 未掲載 労経速2438-20

2.10. 8 大阪地判
平30(わ)4725

全日本建設運輸連帯労働組合関西
地区生コン支部（威力業務妨害）
刑事事件

未掲載 労旬1977-63

2.10.14 札幌地判
平29(行ウ)26

国・札幌東労基署長（カレスサッ
ポロ）事件

1240-47 確定

2.10.15 東京地判
平30(ワ)802

学校法人國士舘ほか事件 1252-56(全文) 控訴

2.10.19 大阪地判
令2(ワ)5991

キャバクラ運営Ａ社従業員事件 1233-103(全文) 判タ1485-185 控訴

2.10.20 東京地判
平29(ワ)2890

国（防衛研究所職員）事件 未掲載 判タ1486-53
季刊公判24-28

控訴

2.10.21 東京高判
令元（行コ）312

国・三田労基署長（日本電気）事
件

1243-64 労経速2447-3 確定

2.10.21 宇都宮地判
令元(ワ)607

東武バス日光事件 未掲載 判時2490-79 控訴

2.10.23 名古屋高判
令元(ネ)852

ＮＯＶＡ事件 1237-18 確定

2.10.28 名古屋地判
平28(ワ)4165

名古屋自動車学校（再雇用）事件 1233-5 労旬1980-61
労経速2434-3

控訴

2.10.29 大阪地判
令元(ワ)30034ほか

東神金商事件 1245-41 控訴

2.10.30 佐賀地判
令元(ワ)127

社会福祉法人佐賀春光園事件 未掲載 労旬1984-63
労経速2460-16

控訴

《11月》

2.11.11 福岡高判
令2(ネ)438

レジェンド元従業員事件 1241-70 上告・上告
受理申立

2.11.12 東京地判
平30(ワ)23533

学校法人國士舘ほか（戒告処分等）
事件

1238-30 控訴

2.11.13 大阪高判
平31(ネ)70ほか

マツヤデンキほか事件 1242-33 労経速2437-3 上告・上告
受理申立

2.11.13 東京地判
平29(ワ)44038

首都圏青年ユニオン執行委員長ほ
か事件

1246-64 確定

2.11.16 札幌地判
平30(行ウ)9ほか

国・陸上自衛隊第11旅団長（懲戒
免職等）事件

1244-73 季刊公判25-45 確定

2.11.19 福岡高判
令2(ネ)290ほか

長崎自動車事件 1238-5 労経速2442-27 確定

2.11.25 東京地判
平30(ワ)8602ほか

シルバーハート事件 1245-27 労経速2443-3 控訴

2.11.25 大阪地判
平31(ワ)3718

ハマキョウレックス（無期契約社
員）事件

1237-5 判時2487-97
判タ1482-212
労経速2439-3

控訴

2.11.27 東京地判
平29(行ウ)374

国・柏労基署長（ＨＯＴＥＬ＆Ｓ
ＰＡ ＲＥＳＯＲＴ）事件

未掲載 労経速2445-14

2.11.27 富山地決
令2(ヨ)17

ヤマサン食品工業（仮処分）事件 1236-5

2.11.27 大阪地判
平31(ワ)1943

ＫＡＺ事件 1248-76 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

《12月》

2.12. 1 長崎地判
平31(ワ)3

国（口外禁止条項）事件 1240-35 確定

2.12. 4 東京地判
令元(ワ)14886

ＮＰＯ法人東京都就労支援事業者
機構事件

未掲載 労経速2446-3

2.12. 4 和歌山地判
平28(ワ)577

学校法人南陵学園事件 未掲載 労経速2453-14

2.12.10 宇都宮地決
令2(ヨ)56

学校法人国際医療福祉大学（仮処
分）事件

1240-23

2.12.11 大阪地判
令元(ワ)5323

日本代行事件 1243-51 確定

2.12.16 東京地判
令元(ワ)21028

Ｔ＆Ｃメディカルサイエンス事件 1250-96(リ) 確定

2.12.18 東京地判
平30(ワ)18871

ＥＬＣジャパン事件 1249-71(全文) 労経速2442-3 控訴

2021年（令和3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》

3. 1. 5 東京地判
平31(行ウ)122

国・東京矯正管区長（法務教官）
事件

未掲載 季刊公判26-17

3. 1. 8 東京地決
令2(ヨ)21093

国際自動車（占有妨害禁止等仮処
分・対資産保有会社）事件

1241-56

3. 1. 8 東京地決
令2(ヨ)21081

国際自動車（占有妨害禁止等仮処
分・対会社）事件

1241-65

3. 1.13 東京高判
令2(ネ)52

東京都（交通局企業職員）事件 未掲載 労旬1988-51

3. 1.14 名古屋地判
令元(ワ)4086

Ｚ社（中間判決）事件 未掲載 労経速2443-15

3. 1.20 名古屋高判
令元(ネ)917

安藤運輸事件 1240-5 労旬1989-65
労経速2457-3

確定

3. 1.20 東京地判
令元(ワ)30278

ＧＣＡ事件（全文） 1252-53 控訴

3. 1.20 東京地判
平30(行ウ)416

地公災基金宮城県支部長（練馬区
職員）事件

未掲載 労経速2449-14

3. 1.21 東京高判
令2(ネ)2298

サンセイほか事件 1239-28 上告・上告
受理申立

3. 1.21 東京地判
令元(ワ)23591

独立行政法人日本スポーツ振興セ
ンター事件

1249-57 労経速2449-3 控訴

3. 1.22 最二小決
令2(オ)1170ほか

学校法人中央学院（非常勤講師）
事件

未掲載 労経速2457-37

3. 1.22 大阪高判
令2(ネ)610

学校法人関西外国語大学事件 未掲載 労旬1987-38
労経速2444-3

3. 1.22 松山地宇和島支判
令元(ワ)41

医療法人Ｙ事件 未掲載 判タ1487-213 控訴

3. 1.27 大阪地判
平29(ワ)7957

日東電工事件 1244-40 控訴

3. 1.28 東京高判
令2(行コ)130

国・中労委（長澤運輸・団交）事
件

1241-35 上告受理申
立

3. 1.28 さいたま地判
令2(ワ)1141

医療法人社団 和栄会・秀栄会事
件

未掲載 労経速2448-13
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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

《2月》

3. 2. 2 山口地下関支判
平29(ワ)190

学校法人梅光学院（給与減額等）
事件

1249-5 確定

3. 2. 4 東京地判
平31(ワ)1180

グッドウイン事件 掲載予定 労経速2448-20 控訴

3. 2.10 仙台高判
令2(ネ)264

北海道（公立高校教員）事件 未掲載 判時2492-55 確定

3. 2.10 東京地判
平31(ワ)5764

みずほ証券元従業員事件 1246-82(全文) 労経速2450-9 控訴

3. 2.12 大阪地決
令2(ヨ)10018

インテリジェントヘルスケア（仮
処分）事件

1246-53

3. 2.17 東京地判
平30(ワ)26644

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント事件

1248-42 控訴

3. 2.17 東京地判
令元(ワ)13230

Ｆ-LINE 事件 未掲載 労経速2454-26

3. 2.17 名古屋地判
平29(行ウ)100

国・名古屋南労基署長（杉光）事
件

未掲載 労旬1992-64

3. 2.24 名古屋地岡崎支判
令元(ワ)640

トヨタ自動車事件 未掲載 労経速2453-32

3. 2.25 東京高判
令2(ネ)2406

トーカロ事件 未掲載 労経速2445-3

3. 2.25 大阪高判
令元(ネ)1077

トールエクスプレスジャパン事件 1239-5 労旬1990-53
労経速2448-3

上告・上告
受理申立

3. 2.25 大阪地判
平30(ワ)1039

リクルートスタッフィング事件 1246-5 判時2493-64
労経速2451-3

控訴

3. 2.26 長崎地判
平29(ワ)120ほか

ダイレックス事件 1241-16 労経速2455-24 控訴

《3月》

3. 3. 9 福岡地決
令2(ヨ)155

森山（仮処分）事件 1244-31 労経速2454-3

3. 3. 9 長崎地判
平30(行ウ)8

長崎市・市選挙管理委員会事件 未掲載 労経速2456-27
季刊公判26-40

控訴

3. 3.11 神戸地判
平30(行ウ)36

神戸市事件 未掲載 労経速2453-3

3. 3.12 福岡地判
平29(行ウ)12

国・福岡中央労基署長（新日本グ
ラウト工業）事件

1243-27 労経速2450-19 確定

3. 3.15 大阪地判
平30(行ウ)67ほか

国・大阪中央労基署長（リーヴス
ホーム）事件

1249-35(全文) 確定

3. 3.18 東京地判
平31(ワ)3884

学校法人帝京大学事件 未掲載 労経速2454-10

3. 3.22 神戸地姫路支判
平29(ワ)151

科学飼料研究所事件 1242-5 労経速2452-18 控訴

3. 3.23 仙台高判
令2(行コ)8

山形県・県労委（国立大学法人山
形大学）事件

1241-5 上告・上告
受理申立

3. 3.23 東京地判
平30(ワ)39700

ソニー生命保険ほか事件 1244-15 確定

3. 3.23 横浜地判
平30(ワ)715

巴機械サービス事件 1243-5 労経速2452-3 控訴

3. 3.24 東京高判
令2(ネ)2850

アートコーポレーションほか事件 1250-76 労旬1991-58 上告・上告
受理申立

3. 3.24 東京地判
令元(行ウ)274

国・中労委（昭和ホールディング
スほか）事件

未掲載 労旬1986-60

3. 3.25 最一小判
令2(受)753ほか

独立行政法人勤労者退職金共済機
構ほか事件

未掲載 裁時1765-115
判タ1488-89

確定

3. 3.26 広島高判
令2(ネ)316ほか

千鳥ほか事件 1248-5 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

3. 3.26 大阪地判
令元(ワ)7816

ヴィディヤコーヒー事件 1245-13 控訴

3. 3.29 大阪地判
平29(行ウ)243

大阪府・府教委（府立岸和田支援
学校）事件

1247-5 控訴

3. 3.29 大阪地判
平29(行ウ)198ほか

堺市（懲戒免職）事件 1247-33 控訴

3. 3.30 旭川地判
令元(ワ)102ほか

旭川公証人合同役場事件 1248-62(全文) 控訴

《4月》

3. 4. 2 高松高判
令2(ネ)81

高知県公立大学法人（第2）事件 未掲載 労経速2456-3

3. 4. 7 東京高判
令2(ネ)2697

谷川電機製作所労組ほか事件 1245-5 上告・上告
受理申立

3. 4.13 東京地判
令元(ワ)19274

ＪＴＢ事件 未掲載 労経速2457-14

3. 4.19 名古屋地判
平30(行ウ)44

地方公務員災害補償基金愛知県支
部長事件

未掲載 労経速2458-25

3. 4.23 和歌山地判
平29(行ウ)8

国・和歌山労働基準監督署長事件 未掲載 労経速2458-3

3. 4.28 名古屋高判
令2(行コ)33

国・一宮労基署長（ティーエヌ製
作所）事件

1251-46 確定

3. 4.28 東京地判
平29(ワ)29993

株式会社まつりほか事件 1251-74 控訴

《5月》

3. 5.17 最一小判
平30(受)1447ほか

建設アスベスト訴訟（神奈川）事
件

1252-5 裁時1768-2
判タ1487-106
労旬1993-51
労経速2455-3

高裁に差戻
し

3. 5.17 最一小判
平31(受)596

建設アスベスト訴訟（東京）事件 未掲載 裁時1768-23
判タ1487-136
労旬1993-70

高裁に差戻
し

3. 5.17 最一小判
平31(受)491ほか

建設アスベスト訴訟（大阪）事件 未掲載 裁時1768-20
判タ1487-143
労旬1993-78

高裁に差戻
し

3. 5.17 最一小判
平31(受)290ほか

建設アスベスト訴訟（京都）事件 未掲載 裁時1768-17
判タ1487-149
労旬1993-74

確定

3. 5.17 東京地判
令元(ワ)22959

学校法人中央学院事件 未掲載 労経速2459-3

3. 5.21 高知地判
平30(ワ)259

社会福祉法人ファミーユ高知ほか
事件

未掲載 労経速2459-26

3. 5.27 東京高判
令2(行コ)45

国・人事院（経産省職員）事件 未掲載 労旬1994-36 上告

3. 5.27 福岡高判
令2(ネ)693

社会福祉法人佐賀春光園事件 未掲載 労経速2460-9

《7月》

3. 7. 5 名古屋地決
令3(ヨ)10001

ＪＭＩＴＵ愛知地方本部ほか（オ
ハラ樹脂工業）事件

未掲載 労経速2460-3

3. 7. 7 那覇地判
令元(ワ)500

国（在日米軍基地従業員・出勤停
止）事件

1251-24 確定

3. 7. 8 最一小決
令3(行ヒ)169

国・中労委（長澤運輸・団交）事
件

1245-97(リ) 確定

3. 7.14 東京高判
令2(ネ)2821

ＰｗＣあらた有限責任監査法人事
件

1250-58 上告・上告
受理申立

3. 7.16 札幌地判
令元(ワ)1172

医療法人社団弘恵会（配転）事件 1250-40 控訴後取下
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

3. 7.30 大阪高判
令3(ネ)486

日東電工事件 掲載予定 労経速2460-27

《8月》

3. 8. 5 東京地判
平29(ワ)23768

学校法人河合塾（雇止め）事件 1250-13 控訴

3. 8. 6 京都地判
令元(ワ)1927ほか

丙川商店事件 1252-33 控訴

3. 8.19 札幌地判
令2(ワ)2371

Ａ大学ハラスメント防止委員会委
員長ら事件

1250-5 控訴

3. 8.25 長崎地判
令元(ワ)153

長崎県ほか（非常勤職員）事件 1251-5 確定

《9月》

3. 9. 9 最一小決
令3(オ)779ほか

トールエクスプレスジャパン事件 1248-96(リ) 確定
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2018～2019年（平成30・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

30. 3.16 高知県労委 平29(不)1 社会福祉法人小高坂更生センター事件 未掲載 別冊中時1550-
37

1. 8.19 神奈川県労委 平29(不)22 大京建機ほか1社事件 未掲載 別冊中時1548-1
1. 9. 3 東京都労委 平28(不)85 ＧＡＢＡ事件 未掲載 別冊中時1552-

1？
1. 9.17 東京都労委 平29(不)42 ヤマト交通事件 1232-103
1. 9.17 東京都労委 平28(不)95 グローバル事件 1232-104
1. 9.18 京都府労委 平30(不)1 上田清掃事件 1232-102
1.10. 2 中労委 平29(不再)28 シーフォービジネスインテグレーショ

ン事件
1251-96

1.10.15 東京都労委 平29(不)85 西武観光バス事件 1251-95
1.10.21 長崎県労委 平28(不)3 長崎自動車事件 1242-105
1.11. 5 東京都労委 平30(不)12 ＮＰＯ法人せたがや白梅事件 1231-172
1.11.12 高知県労委 平30(不)1 医療法人望会事件 1240-105
1.11.14 宮城県労委 平30(不)1 国立大学法人東北大学事件 1240-100
1.11.26 大阪府労委 平29(不)43 学校法人近畿大学（組合掲示板等）事

件
1247-97

1.12.11 神奈川県労委 平30(不)17 ＹＡＮＯ－Ｊ・Ｒ－Ｃほか2社事件 未掲載
1.12.17 東京都労委 平29(不)71 社会福祉法人新事件 1240-99
1.12.17 東京都労委 平29(不)79 全日本海員組合（再雇用後雇用継続拒

否）事件
1249-97

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

2. 1. 7 大阪府労委 平30(不)29 パナソニック事件 1240-98
2. 1.21 東京都労委 平31(不)24 ビジネスパートナーほか1社事件 1247-96
2. 1.22 中労委 平30(不再)32 日本郵便（人事異動）事件 1234-105
2. 2. 4 東京都労委 平29(不)2 第一交通武蔵野事件 1231-170
2. 2.10 愛知県労委 平30(不)5 古久根鉄工事件 1238-105
2. 2.13 群馬県労委 令元(不)1 鴻池運輸事件 1236-104
2. 3.12 沖縄県労委 平30(不)2 社会福祉法人祐愛会事件 1238-103
2. 3.18 中労委 平30(不再)23 社会福祉法人小高坂更生センター事件 未掲載 別冊中時1550-

16
2. 4. 6 大阪府労委 平30(不)56 デリカフーズ事件 1231-169
2. 4.20 大阪府労委 平30(不)13 近物レックス事件 1231-168
2. 5.11 大阪府労委 平30(不)33 アクアライン事件 1236-103
2. 6. 3 中労委 令元(不再)21 交通機械サービス（契約期間短縮）事

件
1234-103

2. 7. 1 中労委 平30(不再)20 木村建設事件 1234-102 別冊中時1546-
32

2. 7. 9 兵庫県労委 平30(不)6 弘徳学園事件 1234-101
2. 7. 9 沖縄県労委 平31(不)2 日本コンセントリクスほか1社事件 1236-102
2. 7.21 東京都労委 平27(不)71 ジャパンビジネスラボ事件 1244-150
2. 8. 5 中労委 平31(不再)2 ＣＬＣ事件 1238-102
2. 8. 7 広島県労委 令元(不)3 ラクサス・テクノロジーズ事件 1245-95

110 労働判例2021. 12. 15（No.1252）



言 渡 日 労 働 委 員 会 事 件 名 労判掲載号・頁 他誌掲載号・頁

2. 9. 2 中労委 平30(不再)39ほか 大久保自動車教習所事件 1238-101 別冊中時1552-
28

2. 9.26 宮城県労委 平30(不)2 オーダースーツＳＡＤＡほか1社事件 未掲載 別冊中時1546-1
2.10.26 大阪府労委 平30(不)51 五一事件 1244-149
2.11.12 沖縄県労委 令元(不)3 沖縄セメント工業（賞与）事件 1245-94
2.11.30 大阪府労委 平31(不)2ほか 枚方市事件 1242-104 労旬1983-75
2.12. 9 京都府労委 平31(不)1 ヨーク事件 1244-148
2.12.11 福岡県労委 令元(不)7 ワーカーズコープタクシー福岡事件 1245-92

2021年（令和3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

3. 1. 6 新潟県労委 平31(不)1 魚沼運輸事件 1245-91
3. 3. 3 中労委 平29(不再)9 くれよん事件 1249-95 別冊中時1552-1
3. 4. 7 中労委 令2(不再)22 共立メンテナンス事件 1249-94
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新春鼎談

・労働契約の終了をめぐる裁判例と課題
石井 妙子（弁護士）

君和田 伸仁（弁護士）
山本 圭子（司会・法政大学講師）

……1231-6

労働判例研究

・－医師の勉強会参加時間等の労働時間該当性－
（検討判例：地方独立行政法人長崎市立病院機
構事件 長崎地判令元. 5.27労判1235号67
頁）

日本大学 非常勤講師
松井 丈晴……1235-96

・－コース別雇用管理制度における性差別の証明
と職種転換制度の位置付け－
（検討判例：巴機械サービス事件（横浜地判令
3. 3.23労判1243号5頁））

専修大学 教授
長谷川 聡……1250-88

実務解説

・労働者の賃金仮払仮処分における保全の必要性
～コロナ禍を踏まえた実務上の課題～

神奈川総合法律事務所 弁護士
嶋﨑 量……1244-6

遊筆－労働問題に寄せて

・ジョブ型雇用は解決策？
労働法学研究者

毛塚 勝利……1231-2
・格差是正訴訟の現段階

ソフィオ法律事務所 弁護士
森 博行……1232-2

・「ゼロ」と「百」の間
市民共同法律事務所 弁護士

中村 和雄……1233-2
・なぜ新卒採用を抑制してしまうのか

第一芙蓉法律事務所 弁護士
木下 潮音……1234-2

・ウェブ会議方式による団交
牛嶋・和田・藤津法律事務所 弁護士

和田 一郎……1235-2
・「働く」ということ

森・濱田松本法律事務所 弁護士
安倍 嘉一……1236-2

・企業の社会的責任と持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇｓ）

金沢大学 名誉教授
名古 道功……1237-2

・非正規労働者の賞与の不支給について
―正規と非正規の間の労働条件の格差について
のガイドラインは意味を持たないのか

大阪市立大学 教授
根本 到……1238-2

・イギリスＵｂｅｒ事件最高裁判決に思う
小樽商科大学 教授

國武 英生……1239-2
・ボトムアップ型で健康な働き方の追求を

つまこい法律事務所 弁護士
佐久間 大輔……1240-2

・新型コロナ禍下の労働法教育の経験
同志社大学 教授

土田 道夫……1241-2
・準解雇について考える

広島大学教授・弁護士
三井 正信……1242-2

・〈地職連結〉の課題
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熊本大学 教授
紺屋 博昭……1243-2

・外国人労働政策の将来
佐賀大学 教授

早川 智津子……1244-2
・職場における格差是正を考える

東京法律事務所 弁護士
平井 哲史……1245-2

・国境を超えた連帯の契機
東京共同法律事務所 弁護士

木下 徹郎……1246-2
・実効性ある包括的なハラスメント規制の実現を

滋賀大学 名誉教授
大和田 敢太……1247-2

・仕事と仕事以外の生活の「役割間干渉」と「境
界管理」の重要性

中央大学大学院 教授
佐藤 博樹……1248-2

・働き方の変化と「労働時間」
青山学院大学 教授
細川 良……1249-2

・ベトナム労働法改正および今後の労働情勢等
神戸学院大学法学部 教授
表田 充生……1250-2

・アサーティブ・コミュニケーション
野口＆パートナーズ法律事務所 弁護士

大浦 綾子……1251-2
・出生時育児休業（産後パパ育休）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
外国法共同事業 弁護士
今津 幸子……1252-2

労働法令関連News

・①令和2年「就労条件総合調査」結果の概要
……1231-174

・②「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
の改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1231-175

・①労働者協同組合法の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1252-94
・②改正高年齢者雇用安定法の概要㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀1252-96

労働審判ダイジェスト

・中途採用の労働者が，退職勧奨拒否後に能力不

足・協調性欠如を理由として普通解雇された事
案について，会社側の主張がほぼ排斥され，雇
用契約上の地位確認と解雇期間中の賃金および
賞与の支払いを認める審判がなされた例（東京
地裁令2(労)〇〇号事件・令2. 9.17）

……1236-100
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