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水町勇一郎著『詳解 労働法』 

【補 遺】 

2020 年 10 月 

 

本書刊行（2019 年 9 月）以降の法令改正や判例・裁判例などの動向を，「補遺」として以下

に纏めました。 

 

＊       ＊       ＊ 

 

［注］ 〔852 頁■２〕等は『詳解 労働法』の該当頁・箇所を指す。 

 

【法令改正等】 

●子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得 

2019（令和元）年育児介護休業法施行規則改正（令元・12・27 厚労省令 89 号）によ

り，子の看護休暇および介護休暇を時間単位（改正前は半日単位）で取得することが可能

とされた（育児介護休業法施行規則 34 条 1 項，40 条 1 項。2021〔令和 3〕年 1 月施

行）。〔852 頁■２，858 頁■２〕 

 

●賃金請求権の消滅時効期間の延長等 

2020（令和 2）年労基法改正により，労基法上の賃金請求権の消滅時効期間等が，以下

のように改正された。 

 ①労基法上の賃金（退職手当を除く）の請求権の消滅時効期間は，民法の一般債権と同

様に 5 年とし（当分の間は 3 年〔労基法 143 条 3 項〕），退職手当（5 年），災害補償その

他（年次有給休暇，帰郷旅費，退職時の証明，〔賃金を除く〕金品の返還等）の請求権（2

年）は現行の消滅時効期間を維持する。消滅時効の起算点は，民法の一般債権の主観的起

算点（権利行使できることを知った時）とは異なり，客観的起算点（権利行使できる時＝

賃金支払日等）であることを明確にする（労基法 115 条）。〔116 頁(d) ，606 頁■３，746 頁 7

節〕 

②賃金台帳等の記録の保存期間を，賃金請求権の消滅時効期間と同様に，5 年（当分の

間は 3 年〔同法 143 条 1 項〕）とする（同法 109 条）。〔120 頁(e)〕 

③未払割増賃金等に係る付加金の請求期間を，賃金請求権の消滅時効期間と同様に，5

年（当分の間は 3 年〔同法 143 条 2 項〕）とする（同法 114 条但書）。〔114 頁(c)〕 

④施行日は，改正民法の施行日と合わせて 2020（令和 2）年 4 月 1 日としつつ，経過措

置については，契約締結日を基準とする改正民法とは異なり，施行日以前から締結されて

いる労働契約についても施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について 5 年（当

分の間は 3 年）の消滅時効期間を適用する（契約締結日の先後により消滅時効期間が異な
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る賃金請求権が同じ使用者の下で混在することを回避するため）。当分の間は 3 年とされ

る経過措置につき，施行 5 年経過後の状況を勘案し，必要があると認めるときは必要な措

置を講じる（改正附則 3 条）。〔116 頁(d)等〕 

 なお，消滅時効の更新（中断）や完成猶予（停止）については，民法上の一般的なルー

ル（民法 147 条以下）による。〔116 頁(d)等〕 

 

●民法（債権法）改正に伴う遅延損害金の改正，身元保証契約の極度額の定め等 

 2017（平成 29）年民法（債権法）改正が 2020（令和 2）年 4月に施行されたことによ

り，賃金請求権を含む債権の遅延損害金が，以下のように改められた。 

①法定利率を年 6％としていた商法 514条が削除され，法定利率は年 3％とされた（民

法 404条 2項。この法定利率は 3年を 1期とし 1期ごとに変動するものとされる〔同条 3

項以下〕）。 

 ②金銭給付を目的とする債務の不履行の損害賠償の額（遅延損害金の額）は，債務者が

遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める（民法 419条 1項）。た

だし，施行日（2020〔令和 2〕年 4月 1日）前に遅滞の責を負った場合の法定利率は，同

項にかかわらず，なお従前の例による（民法改正法附則 17条 3項）。 

 ③確定期限がある債務については期限の到来時から，不確定期限がある債務については

期限到来後に履行請求を受けた時または債務者が期限の到来を知った時のいずれか早い時

から，期限の定めのない債務については履行請求を受けた時から，債務者は遅滞の責任を

負う（民法 412条 1項・2項・3項〔改正は第 2項のみ〕）。 

 これらの条文の適用の結果，賃金債務は，確定期限のある債務として，期限の到来時

（賃金支払日の翌日）が遅滞の責任を負う時点となり（民法 412条 1項），改正法施行以

降に到来する賃金支払日の翌日から年 3％の法定利率（民法 404条 2項）が適用されるこ

とになる（民法 419条 1項，民法改正法附則 17条 3項）。労災民訴の損害賠償請求（安全

配慮義務違反）については，債務不履行構成の場合，期限の定めのない債務として履行請

求を受けた時が遅滞の責任を負う時点となり（民法 412条 3項），改正法施行以降の請求

から年 3％の法定利率が適用される。他方で，不法行為構成の場合，不法行為時から直ち

に履行遅滞の責任が発生する（大分県事件・最三小判昭和 37・9・4民集 16巻 9号 1834

頁参照）ため，改正法施行以降の不法行為時から年 3％の法定利率が適用される。〔606 頁■

３，813 頁(3)〕 

 また，民法（債権法）改正の施行により，根保証契約における極度額設定等の規制が個

人根保証契約一般に拡大され，個人根保証契約は書面または電磁的記録により極度額を定

めなければその効力を生じないこととされた（民法 465条の 2）。労働契約に付随して定め

られる身元保証契約にもこの規定が適用されるため，2020（令和 2）年 4月以降に締結ま

たは更新される身元保証契約には，極度額を具体的に定めなければならない。例えば，

「保証極度額は 300万円とする」等の定めを置くことが考えられる。〔262頁(ⅱ)注 18〕 
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●65 歳から 70 歳までの就業確保措置の努力義務 

2020（令和２）年高年齢者雇用安定法改正により，70 歳までの就業機会の確保を図る

目的で，65 歳から 70 歳までの高年齢者就業確保措置を講じることが事業主の努力義務と

された（2021〔令和 3〕年 4 月施行）。 

すなわち，事業主は，①定年の引上げ，②65 歳以上雇用継続制度，③定年の定めの廃止

の措置（同法 10 条の 2 第 1 項本文），または，過半数労働組合（それがない場合は過半数

代表者）の同意を得て，④当該高年齢者の希望により，新事業を始める高年齢者（創業高

年齢者等）と事業主との間で業務委託契約（事業主が当該高年齢者に金銭を提供するもの

に限る）を締結し，就業を確保する措置，⑤当該高年齢者の希望により，㋐事業主が実施

する社会貢献事業，㋑事業主が委託して他の団体が実施する社会貢献事業，㋒事業主が必

要な資金提供等の援助を行い他の団体が実施する実施する社会貢献事業について，当該事

業の実施者が当該高齢者との間で業務委託契約（当該事業実施者が当該高年齢者に金銭を

提供するものに限る）を締結し，就業を確保する措置（④と⑤を合わせて「創業支援等措

置」という。同項ただし書，同条 2 項）を講じることにより，65 歳から 70 歳までの安定

した雇用または就業を確保するよう努めなければならない。65 歳以上については，65 歳

までの「雇用」確保措置とは異なり，起業，有償ボランティア等を含むより柔軟な形態で

の「就業」確保を求めている点に特徴がある。また，65 歳以上雇用継続制度（②）には，

事業主が他の事業主と契約して他の事業主に希望する高年齢者を継続雇用させることも含

まれるとされている（同条 3 項）。 

厚生労働大臣は，以上の高年齢者就業確保措置（①から⑤）の実施・運用について指針

を定め（同条 4 項），必要があるときには事業主に指導・助言および計画の作成・変更の

勧告をすることができる（同法 10 条の 3）とされている。〔978 頁(ⅲ)の後〕 

 

●複数事業労働者への労災保険の新たな保険給付の創設等 

 2020（令和 2）年労災保険法改正は，副業・兼業など複数の使用者の下で就労する複数

事業労働者の労働災害について「複数業務要因災害」に関する保険給付という新たな保険

給付制度を設けた。政府の副業・兼業促進政策のなかで，労災保険制度においても複数事

業労働者の適切な保護を図るための制度整備を行うという観点から，複数事業での負荷を

総合的に評価して労災認定を行い，給付額の算定において複数事業の賃金額を合算した額

を基礎とすることとしたことに伴う制度改正である（2020〔令和 2〕年 9 月施行）。 

 すなわち，同法は，事業主が同一でない 2 以上の事業に使用される労働者を「複数事業

労働者」と新たに定義し（同法 1 条），複数事業労働者の 2 以上の事業の業務を要因とす

る災害を「複数業務要因災害」（同法 7 条 1 項 2 号）として，「業務災害」，「通勤災害」，

「二次健康診断等給付」と並ぶ新たな保険給付の対象とすることとした（同法 20 条の 2

以下。例えば傷病の療養のための給付は「複数事業労働者療養給付」とされる）。〔782 頁■

２，805 頁■４の後〕 
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 この「複数業務要因災害」の認定については，1 つの事業における業務上の負荷のみで

は業務起因性が認められないが，複数の事業の業務上の負荷を総合して評価した場合に業

務起因性が認められる場合に，「複数業務要因災害」に当たると認定して保険給付を行う

こととされた（同法 7 条 1 項 2 号，20 条の 2 以下）。例えば，A 社と B 社の 2 社で就労し

ている労働者について，いずれも週 35 時間労働で心臓疾患を発症した場合，それぞれの

会社の業務負荷のみでは業務起因性が認められないが，両者を総合すると週 40 時間を超

える時間外労働が月 100 時間を超え，業務起因性が肯定されうる。2020（令和 2）年改正

前の裁判例では，労災保険法に基づく補償は，労基法に基づく個々の使用者の労働者に対

する災害補償責任を前提としているとして，複数の使用者の下での業務を総合して労働災

害と認定し保険給付を行うことはできないとしたものがあった（国・淀川労基署長事件・

大阪地判平成 26・9・24LEX/DB25505112）。本改正は，労災保険法のこのような解釈を

法律上明文で改め，複数事業労働者について労基法上の使用者の災害補償責任と切り離し

た制度を設定したものと位置づけられる。 

複数業務要因災害の保険料負担については，単独の使用者の下での業務で災害が発生し

たとは評価できないため，個々の使用者の保険料率算定におけるメリット制には反映させ

ず（労働保険料徴収法 12 条 3 項），業種別の危険性に応じた保険料率算定においても，通

勤災害と同様に，全業種一律の負担とすることとされた。〔781 頁(5)，805 頁■４の後〕 

 なお，複数事業労働者が被災した場合（複数業務要因災害に限らず 1 つの事業の業務を

要因とする災害を含む）の休業（補償）給付や遺族（補償）給付等の算定において，2020

（令和 2）年改正前は，災害が発生した会社等での賃金額を基礎に保険給付額が決定さ

れ，他の会社等での就労が不能となってもそこでの賃金喪失分は補償の対象外とされてい

た。本改正では，就労の実態に応じた被災労働者の保護を図るため，複数事業労働者の業

務災害および通勤災害に対する保険給付の算定基礎となる給付基礎日額は，同労働者を雇

用しているすべての使用者の給付基礎日額を合算した額とすることとされた（同法 8 条 3

項）。例えば，A 社で 20 万円，B 社で 15 万円の賃金を得ていた労働者が A 社で発生した

災害でいずれの会社でも就労不能となった場合，改正前の休業給付は A 社での賃金 20 万

円のみを基礎に算定されていたが，改正後の複数事業労働者休業給付は B 社での 15 万円

を基礎とした分も合算して算定されることとなった。〔805 頁■４の後〕 

 

●育児休業給付の独立給付化等（雇用保険法改正） 

 2020（令和 2）年雇用保険法改正により，以下の諸点の改正がなされた。 

①これまで失業等給付のなかの雇用継続給付の一種として位置づけられてきた育児休業

給付を，子を養育するために休業した労働者の雇用と生活の安定を図る給付と位置づけ，

その給付と負担の関係を明確にしつつ的確な財政運営を図るという観点から，失業等給付

から独立させた（雇用保険法 1 条，61 条の 6 以下参照）。これに伴い，保険料率も失業等

給付とは別に設定され（当面は 0.4％とされ労使で折半負担），独立した育児休業給付資金
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が創設された（2020〔令和 2〕年 4 月施行）。なお，失業等給付に係る保険料率について

は，より景気動向に応じて判定できるよう弾力条項の算定方法を見直し，2020（令和 2）

年度から 2 年間に限り 0.2％に引き下げた〔1241 頁■１，1245 頁(1)，1254 頁(2)〕。 

 ②求職者給付の基本手当の受給要件となる被保険者期間（離職前 2 年間に 12 か月〔特

定理由離職者と特定受給資格者については離職前 1 年間に 6 か月〕以上）への算定にあた

り，賃金支払基礎日数が 11 日以上であるものに加え，賃金支払基礎時間が 80 時間以上で

あるものも 1 か月と計算することとし（雇用保険法 14 条 3 項），勤務日数が少ない者でも

時間単位での計算で適切に雇用保険の給付を受けられるようにした（2020〔令和 2〕年 8

月施行）。〔1246 頁(a)〕 

 ③雇用保険の被保険者から適用除外される短時間労働者（週所定労働時間が 20 時間未

満の者）の所定労働時間は，原則として事業主ごとに算定されるため，例えば，A 社と B

社でそれぞれ週 15 時間ずつ就労する兼業労働者は，いずれも短時間労働者として雇用保

険の被保険者から適用除外される。兼業労働者についてのこのような状況を改善するため

に，2020（令和 2）年改正は，まずは 65 歳以上の高年齢者を対象に，それぞれの事業主

の下では週所定労働時間が 20 時間未満であるが，2 つの事業主における週所定労働時間を

合計して 20 時間以上となる場合には，本人の申出により被保険者（高年齢被保険者）と

なることができる特例を設けた（雇用保険法 37 条の 5）。この高年齢被保険者が，1 つの

事業のみを離職した場合には，失業等給付等は離職した事業で支払われた賃金を基礎とし

て算定される（同法 37 条の 6 第 2 項）（2022〔令和 4〕年 1 月施行）。この特例の効果等

を施行後 5 年を目途として検証することとしている。〔1241 頁(2)〕 

 ④65 歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて，これまで原則 15％とされてきた高年

齢雇用継続給付の給付額を，2025（令和 7）年度から原則 10％に縮小することとした。た

だし，賃金額が 60 歳時点での賃金額の 64（改正前は 61）％を超え 75％未満のときは 10

（改正前は 15）％から零に逓減する率を乗じて給付額を算定することにより，賃金と給付

額の合計が 60 歳時点での賃金額の 75％を超えないように調整がなされる（雇用保険法 61

条）。〔1253 頁(1)〕 

 

●中途採用比率の公表義務 

 2020（令和 2）年労働施策総合推進法改正は，中途採用に関する情報公表を促進し労働

者の適職選択に資するようにするため，常用労働者数 301 人以上の事業主に対し，雇い入

れた通常の労働者等に占める中途採用者の割合を定期的に公表することを義務づけた（同

法 27 条の 2）（2021〔令和 3〕年 4 月施行）。〔449 頁(2)〕 

 

●新型コロナウィルス感染症対策としての休業補償等 

2020〔令和 2〕年に起こった新型コロナウィルス感染症拡大のなか，政府は雇用調整助

成金の拡充など下記の措置を講じ，雇用の維持と生活保障を図った。 
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通常の労働者（雇用保険の被保険者）の雇用を守る対策として雇用調整助成金を拡充す

る特例措置（助成率を中小企業は 5 分の 4，大企業は 3 分の 2〔解雇等を行わない場合は

中小企業は 10 分の 10，大企業は 4 分の 3〕に引上げ。上限額も 8,330 円／日から 15,000

円／日に引上げ）を講じるとともに，週 20 時間未満の短時間労働者等（雇用保険の被保

険者でない労働者）にも雇用調整助成金に準じた緊急雇用安定助成金を支給した。 

②雇用調整助成金（①）について申請手続が煩雑でその利用が進まず，休業補償が事業

主や労働者に届かないという事態が生じたため，休業させられたが賃金（休業手当）の支

払いを受けることができなかった中小企業の労働者個人（雇用保険の被保険者）に休業前

賃金の 80％を休業実績に応じて直接支給する新型コロナウィルス感染症対応休業支援金，

雇用保険の被保険者以外の労働者（週 20 時間未満の短時間労働者等）にもこれに準じた

特別給付金を直接支給する臨時特例措置を設けた（2020〔令和 2〕年雇用保険臨時特例法

に基づく特例措置）。〔1256 頁(1)〕 

③雇用保険等による失業補償がないフリーランスを含む中小事業者で新型コロナウィル

ス感染症の影響で売上げが減少したものに対して，中小法人事業者には上限 200 万円，個

人事業者には上限 100 万円の持続化給付金を支給する措置を講じられた。フリーランス等

の個人事業主にも生活保障等一定の保護が必要であることを示す 1 つの例証といえる。

〔431 頁 6 節〕 

 

●社会保険の適用範囲の拡大等（年金制度改革法） 

 2020（令和 2）年の年金制度改革法により，以下の改正がなされた。 

①所定労働時間が 20 時間以上，月額賃金が 8.8 万円以上で，当該事業場に 2 か月を超

えて（改正前の 1 年以上から 2 か月超に改正）使用されることが見込まれる短時間労働者

を健康保険・厚生年金保険の被保険者とすべき企業規模（改正前は労働者数 501 人以上）

が，2022（令和 4）年 10 月から労働者数 101 人以上，2024（令和 6）年 10 月から 51 人

以上に，順次拡大されることとなった（健康保険法 3 条 1 項 9 号，厚生年金保険法 12 条

5 号）。〔348 頁注 20)〕 

 ②60 歳から 64 歳の間に特別支給される在職老齢年金制度について，改正前は賃金と老

齢厚生年金の合計額が月額 28 万円を超えると支給停止とされていたが，その基準を月額

47 万円に引上げ，就労しながら年金を受給できる範囲を広げた（2022〔令和 4〕年 4 月施

行）。また，年金の受給開始時期の選択肢（改正前は 60 歳から 70 歳）を 60 歳から 75 歳

に拡大しつつ，65 歳より前の繰上げ受給の場合の減額率を 1 か月 0.5％から 0.4％に引き

下げ（例えば 60 歳受給開始の場合 24％減額〔改正前は 30％減額〕），65 歳より後の繰下

げ受給の場合の増額率は 1 か月 0.7％に維持する（例えば 70 歳受給開始の場合は 42％増

額，75 歳受給開始の場合は 84％増額となる）ことにより，高年齢者が年金の受給開始時

期をより柔軟に選択できるようにし，年金制度の観点からも高年齢者の希望と能力に応じ
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た柔軟な就労を促進することとした（2022〔令和 4〕年 4 月施行）。〔978 頁(ⅲ)の後，1253 頁

(1)〕 

 ③確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げる（企業型 DC については厚生年金被保険者

のうち改正前の 65 歳未満から 70 歳未満に引上げ，個人型 DC〔iDeCo〕については国民

年金・厚生年金被保険者のうち改正前の 60 歳未満から 65 歳未満に引上げ〔2022（令和

4）年 5 月施行〕）とともに，企業年金の受給開始時期等の選択肢を拡大した（DB の支給

開始時期の選択肢については改正前の 60 歳～70 歳を 60 歳～75 歳に，DC の受給開始時

期の選択肢については改正前の 60 歳～65 歳を 60 歳～70 歳に拡大。2022〔令和 4〕年 4

月施行）。また，iDeCo＋など中小企業向け確定拠出年金の適用範囲が拡大され（従業員規

模 100 人以下の企業から 300 人以下の企業に拡大。2020〔令和 2〕年 10 月施行），企業型

DC 加入者の iDeCo への加入要件が緩和される（各企業の労使合意要件が不要となる。

2022〔令和 4〕年 10 月施行）ことにより，iDeCo の利用促進が図られた。〔967 頁(2)〕 

 

●公益通報者保護法改正 

 2020（令和 2）年公益通報者保護法改正は，同法の保護対象を拡大するとともに，事業

者に内部通報対応体制の整備義務を課し，行政による履行確保制度を設けるなど，公益通

報者の保護の拡充を図った。 

すなわち，①保護される公益通報者に退職者（退職後 1 年以内）・役員を追加（同法 2

条 1 項），通報対象事実に行政罰（過料）の対象を追加（同条 3 項）し，保護範囲を拡大

した。②所轄行政機関への通報に氏名等を記載した書面を提出する場合（同法 3 条 2

号），それ以外の者（報道機関等）への通報に財産に対する損害（回復困難または重大な

もの）および通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合を追加（同条 3 号）し，

外部通報の保護要件を緩和した。③保護の内容として，公益通報による損害賠償責任の免

除を明文化した（同法 7 条）。④常用労働者数 301 人以上の事業者に，内部通報に適切に

対応するために必要な体制の整備（窓口設定，調査，是正措置等）を義務づけた（300 人

以下の事業者は努力義務）（同法 11 条）。⑤所轄行政機関への公益通報に対し適切な対応

がとられるよう，所轄行政機関に必要な体制の整備等を義務づけた（同法 13 条 2 項）。⑥

公益通報者保護の実効性を確保するために行政による履行確保制度（助言・指導，勧告，

企業名公表）を導入した（同法 15 条，16 条），⑦公益通報対応業務に従事する者（した

者）に通報者を特定させる情報の守秘を義務づけ，同義務違反に対する刑事罰を導入した

（同法 12 条，21 条）。施行は，公布後 2 年を超えない範囲で政令で定める日とされてい

る。〔294 頁■２〕 

 

●心理的負荷による精神障害の認定基準の改正 

 2020（令和 2）年 6 月に改正労働施策総合推進法が施行され，パワーハラスメントの定

義等が法律上定められたことにあわせて，労災保険における精神障害認定基準が改正され
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（令 2・5・29 基発 0529 第 1 号），認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワー

ハラスメント（「上司等から，身体的攻撃，精神的攻撃等のパワーハラスメントを受け

た」）が明示された。また，副業・兼業労働者の複数業務要因災害に関する 2020（令和

2）年労災保険法改正の施行（同年 9 月）にあわせて，同認定基準を改正し（令 2・8・21

基発 0821 第 4 号），複数業務要因災害による精神障害については，心理的負荷の評価にあ

たり複数事業の労働時間・日数を通算するなど，「二以上の事業の業務」を勘案して心理

的負荷の強度を全体的に評価することとした。〔800 頁(a)〕 

 

●副業・兼業ガイドラインの改定 

 2018（平成 30）年 1 月に策定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が

2020（令和 2）年 9 月に改定され，そのなかで，副業・兼業の際の労働時間管理に関する

厚生労働省の考え方・解釈が提示された。そこでは，①労働者が事業主を異にする兼業・

副業を行う場合も労基法上の労働時間は通算され（労基法 38 条 1 項），時間外労働の労働

者単位の上限規制（休日労働も含め単月 100 時間未満，複数月平均 80 時間以内〔同法 36

条 6 項 2 号・3 号〕），および，割増賃金の支払義務（同法 37 条）は，通算された時間に

対して適用される（事業場ごとの 36 協定単位で適用される月 45 時間・年 360 時間の限度

時間〔同法 36 条 4 項〕，それを超える場合の年 720 時間，年 6 か月までの上限〔同条 5

項〕は事業場ごとに適用される規制であるため，労働時間は通算されない），②使用者

は，労働者からの申告等により，副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組み（労働

者の自己申告制度等）を設けておくことが望ましい，③労働時間の通算の仕方としては，

まず労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し，次に所定外労働の発生順に所定

外労働時間を通算することによって，通算した労働時間全体を把握し，そのうち法定労働

時間を超える部分で自ら労働させた時間について，時間外労働の割増賃金を支払う必要が

ある（例えば，労働契約を先に締結した本業での所定労働時間が週 35 時間，労働契約を

後に締結した副業での所定労働時間が週 15 時間の場合，両者を通算すると週 50 時間とな

り，本業の使用者はその後に加算される自ら労働させた所定外労働部分のみ，副業の使用

者は通算で週 40 時間を超える所定労働時間の週 10 時間部分とその後に加算される自ら労

働させた所定外労働部分について，労基法上の時間外労働として割増賃金を支払う義務を

負う），④簡便な管理モデルとして，副業・兼業の開始前に，先契約事業主の法定外労働

時間と後契約事業主の労働時間について，通算時間が上限規制（単月 100 時間未満，複数

月平均 80 時間以下）の範囲内に収まるようにそれぞれ上限を設定し，労働者にその範囲

内で副業・兼業を行うことを求めることにより，当事者の負担を軽減しつつ労基法が遵守

されやすいようにすることなどが示された。〔672 頁(1)，704 頁(1)〕  

 

●障害者雇用率の引上げ 
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 2013（平成 25）年障害者雇用促進法改正および同改正に伴う政令により，2018（平成

30）年 4 月以降の障害者（法定）雇用率は，一般事業主については 2.3％（ただし当分の

間は 2.2％），国・地方公共団体，特殊法人等についてはこれに 0.3％を加えた率とされて

いたが，2020（令和 2）年 9 月の政令（障害者雇用促進法施行令）改正により，2021（令

和 3）年 3 月から，当分の間の緩和措置が削除され，一般事業主については 2.3％，国・

地方公共団体，特殊法人等については 2.6％とされることとなった。 

 

【判例・裁判例】 

●第 2 章「労働者」関係 

 〇イヤシス事件・大阪地判令和元・10・24 労判 1218 号 80 頁は，業務委託契約に基づ

き店舗でリフレクソロジー等の施術を行っていたセラピストにつき，施術の依頼を断る自

由がなく，事実上業務従事時間の拘束を受け，報酬に最低保証額が定められ業務従事時間

が 8 時間に満たない場合それが減額される等の事情から労基法上の労働者にあたるとし

て，最低賃金額に達しない未払賃金，時間外労働割増賃金，付加金等の請求を認めた。〔43

頁(3)〕 

 〇エアースタジオ事件・東京地判令和元・9・4 労経速 2403 号 20 頁は，劇団員による

セット入替えや音響照明等の裏方業務について，諾否の自由はなく，時間・場所の拘束が

あり，指揮命令に従って業務を遂行していた等の事情から，労基法上の労働者に該当する

とし，時間外労働割増賃金等の請求を認めた。〔43 頁(3)〕 

 〇岡地事件・東京地判令和２・1・15 労経速 2419 号 23 頁は，商品先物取引の歩合登録

外務員につき，業務遂行上の指揮監督が極めて弱く，勤務時間・場所の拘束も強くなく，

強い指揮監督が及んでいる社員外務員と明確に区分して管理されていた等の事情から，契

約書の題名が「登録外務員雇用契約書」となっていたとしても，労働契約（労基法上の労

働者）には該当せず，身元保証金から未収金を弁済させる契約条項に労基法 16 条の適用

はないとした。〔46 頁(4)〕 

 〇協同組合つばさほか事件・東京高判令和元・5・8 労判 1216 号 52 頁は，外国人技能

実習生が技能実習作業（大葉摘み取り）の後に 1 束 2 円の対価で行っていた大葉巻き作業

につき，諾否の自由が事実上制限されていた等の事情から，雇用契約とは別の請負契約に

よるものではなく，雇用契約に基づいたものであるとして，時間外労働割増賃金等の請求

を認めた。〔48 頁(5)〕 

 〇企業組合ワーカーズ・コレクティブ轍・東村山事件・東京高判令和元・6・4 労判

1207 号 38 頁は，本件ワーカーズコレクティブとメンバーとの関係について，業務に関す

る一定の指示や時間的拘束等があるとしても，各メンバーが拠出金と労働力を出資して共

同して配送業を経営するという組合構成員の色彩が濃いものであるとして，労基法上の労

働者性を否定した。〔49 頁(6)〕 
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 〇ミヤイチ本舗事件・東京高判平成 30・10・17 労判 1202 号 121 頁は，運転代行業を

営む会社において運転代行業務に従事していた者について，業務遂行上の具体的な指示・

拘束，会社によるシフト表の決定と違反への制裁，歩合報酬以外の職務手当・役職手当の

存在等の実態から，両者の関係は労働契約に基づくものであるとし，退職後の未払賃金に

ついて賃金支払確保法 6 条 1 項に基づく 14.6％の利率を適用した（業務委託契約であると

いう使用者の主張には合理的理由は認められないとした）。〔71 頁(2)，640 頁(ⅳ)注 167〕 

 

●第 3 章「使用者」関係 

 〇グレースウィット事件・東京地判平成 29・8・25 労判 1210 号 77 頁は，①原告であ

る IT 技術者を雇用していた A 社は，被告 Y 社と事業内容，主要役職員，主要営業所，ロ

ゴマーク，ウェブサイト等が共通するなど，両社の事業運営は一体化し，その法人格は便

宜的に使い分けられるだけの形骸化したものとなっており，A 社と Y 社は A 社の解散・清

算をもって原告に対する賃金債務を免れようとしていることから，Y 社が原告の雇用に係

る法的責任に関し A 社との形式的な法人格の区別を主張することは形骸化した法人格の濫

用というべきであり，Y 社はその責任を免れない〔79 頁(ⅰ)，80 頁(ⅱ)〕，②出向手当を定額

残業代とすることによる賃金の減額（労働条件の不利益変更）につき，その内容・理由等

に関する適切な説明・協議がされて，原告労働者がそれを正確に理解したうえで署名・押

印をしたなど，原告労働者が自由意思に基づいて同意したと認めるに足りる合理的な理由

が客観的に存在するとはいえない〔199 頁(ⅲ)〕，③就業規則には原告労働者の署名押印があ

るサインリストが添付されているが，1 回限りの閲覧と署名押印のみでは就業規則を周知

していた（労働者が知ろうと思えばいつでも知ることができるようにしていた）とはいえ

ない〔187 頁(ァ)〕，④就業規則上，雇用契約書・就業規則等に違反した場合支給した交通費

の全額を会社に返還しなければならないとする交通費貸付けの定めは，実質的には労働契

約の不履行に対し支給済み交通費と同額の違約金を定めるものにほかならず，労基法 16

条の賠償予定の禁止に違反し無効である〔262 頁(ⅱ)〕，と判示した。 

 

●第 4 章「強行法規」関係 

 〇しんわコンビ事件・横浜地判令和元・6・27 労判 1216 号 38 頁は，1 日 8 時間・週 6

日勤務に対し月給を支払う旨の労働契約につき，週 48 時間勤務とする部分は労基法 32 条

1 項に違反し同法 13 条により週 40 時間（1 日 8 時間・週 5 日勤務）に修正され，月給は

この修正された所定労働時間に対する対価と解するのが相当であるとした。〔112 頁(a)〕 

 

●第 5 章「労働協約」関係 

 〇学校法人近畿大学（勤続手当等）事件・大阪地判平成 31・4・24 労判 1221 号 67 頁

は，労働協約締結後に組合員になった者に対する規範的効力の始期は，労働協約上特段の

定めがない限り，労働組合に加入した時点であるとした。〔140 頁(ⅱ)〕 
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●第 6 章「就業規則」関係 

 〇PMK メディカルラボほか 1 社事件・東京地判平成 30・4・18 労判 1190 号 39 頁は，

毎年従業員 1 名に就業規則等を閲覧させ，「就業規則等はいつでも本社内で閲覧でき，要

請があれば各店舗に郵送できる状態にあることを確認した」旨の書面に署名押印させてい

たことをもって，就業規則が労働者集団に対し実質的に周知されていたとはいえないとし

た。〔187 頁(ァ)〕 

 〇O・S・I 事件・東京地判令和 2・2・4 労経速 2421 号 22 頁は，使用者が基本給を月

23 万円から月 18 万円に 25％減額する雇用契約書を労働者に交付してその署名押印を得た

ことにつき，この減額合意に先立ち，使用者は無断でアルバイトをしたことや女性利用者

からの苦情が寄せられていることを指摘したのみで，十分な事実関係の調査事実や客観的

な証拠を示して，労働条件変更の根拠を当該労働者に説明した事実は認められないため，

本件減額合意は労働者の自由意思に基づくものとは認められないとした。〔199 頁(ⅲ)〕 

 

●第 7 章「労働契約」関係 

 〇学校法人明泉学園事件・東京地判令和元・12・12 労経速 2417 号 3 頁は，当該学園に

おいて 20 年間にわたり全教員につき毎年度少なくとも 1 号俸昇給してきた事実，同学園

が作成した定期昇給の運用基準についての内規の記載などから，同学園では，特段の事情

がない限り，全教員を毎年度少なくとも 1 号俸ずつ定期昇給させることが，法的拘束力を

有する労使慣行となっていたとした。〔236 頁■２〕 

 〇福山通運事件・最二小判令和 2・2・28 労判 1224 号 5 頁は，労働者が職務遂行上第

三者に損害を加え，労働者本人が第三者にその損害を賠償した場合，労働者は損害の公平

な分担という見地から相当と認められる額について，使用者に対して求償（いわゆる逆求

償）することができるとした。理論的には，労働者と使用者間の内部関係において，危険

責任および報償責任の法理に基づき，使用者が信義則上相当といえる範囲の損害を負担す

る義務を負うという構造（最高裁茨城石炭商事事件判決など参照）は，使用者から労働者

に求償する場合も労働者から使用者に逆求償する場合も変わらない（使用者からの求償の

場合には労働者が負担すべき部分について，労働者からの逆求償の場合には使用者が負担

すべき部分について，求償・逆求償が認められる）ことを，最高裁として初めて明らかに

したものといえる。〔244頁(ⅱ)〕 

 〇N 商会事件・東京地判平成 31・4・19労経速 2394号 3頁は，従業員間でのセクハラ

行為について，使用者が行為者に事実確認を行い，行為者に被行為者に対して謝罪するよ

うに注意指導し，被行為者もこの行為者の謝罪をひとまず了とし，その後行為者は被行為

者が不快に思うようなメール送信等をしていないという事案において，使用者が行為者に

対し懲戒処分等の措置をとらなかったとしても，使用者に職場環境配慮義務違反があった

とはいえないとした。〔282 頁(ⅲ)〕  
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 〇国・人事院（経産省職員）事件・東京地判令和元・12・12労判 1223号 52頁は，身体

的には男性で自認している性別は女性であるトランスジェンダーの職員に対し，職場での

女性用トイレの使用を制限していることは，個人がその真に自認する性別に即した社会生

活を送る法的利益を制約するものであり，庁舎管理権行使上の注意義務違反として損害賠

償責任を発生させるとともに，人事院が女性用トイレの自由利用を求める同職員の措置要

求を認めなかった判定は，裁量権を逸脱・濫用したものとして取消しを免れないとした。

また，担当者が「手術を受けないんだったら，もう男に戻ってはどうか」と性自認を否定

するような発言をしたことは，業務指導上の注意義務違反として損害賠償責任を発生させ

るとした。〔286 頁(4)〕 

 〇大阪市（旧交通局職員ら）事件・大阪高判令和元・9・6労判 1214号 29頁は，上司が

人事上の処分を示唆してひげを剃るよう再三指導したこと，ひげを剃らなかったことを理

由として人事考課上減点評価したことを違法として，20万円の慰謝料等の支払いを命じた

（一審判決の判断を維持）。〔286 頁(4)注 124，481 頁■２注 9〕 

 〇京都市（児童相談所職員）事件・京都地判令和元・8・8労判 1217号 67頁は，公益通

報目的で内部通報に付随する行為として行われた児童記録データ（非公開情報）の複写記

録の持ち出し行為は，重要な証拠の保全または自己防衛という目的で行われたものであ

り，個人情報の外部流出など不当な動機・目的で行われたものではないから，強く非難す

べきものではなく，これらの行為を理由とした停職 3日の懲戒処分は裁量権の逸脱・濫用

であるとして同処分を取り消した。〔293 頁■１注 151〕 

 〇学校法人梅光学院ほか（特任准教授）事件・広島高判平成 31・4・18 は，大学教員に

ついて就労請求権は認められないが，学問研究を行えるよう図書館を利用できることが使

用者（学校法人）の付随義務となっているとし，図書館の利用を認めなかったことへの慰

謝料の支払いを命じた。〔249 頁(3)〕 また，契約期間は 1 年，就業規則上更新限度は 5 年と

されるなか，1 年経過時の雇止めおよび 2 回目の更新時には契約更新の期待に合理性があ

ったとしつつ，更新限度（5 年）時には契約更新の期待に合理性があるとはいえないとし

て，更新限度時の雇止めは適法とした。〔379 頁(ⅲ)，381 頁(ⅴ)〕 

 

●第 8 章「労働者の人権保障」関係 

 〇医療法人杏祐会元看護師ほか事件・広島高判平成 29・9・6 労判 1202 号 163 頁は，

医療法人が看護師に正看護師資格取得後 6 年間勤務することを返還免除条件として貸し付

けていた准看護学校・看護学校修学資金について，約 4 年 4 か月勤務して退職した看護師

に全額返還請求した事案で，当該返還義務の負担が労働者の退職の自由を制限する事実上

の効果が大きいことを考慮して，本件貸付規定の返還合意部分は労基法 16 条に違反し無

効であるとした。〔262 頁(ⅱ)注 31〕 

 〇公益財団法人後藤報恩会ほか事件・名古屋高判平成 30・9・13 労判 1202 号 138 頁

は，美術館の館長らが採用して間もない学芸員に対して，強い非難に値しない事由をもっ
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てその性格や感覚等を批判し職場から排除しようとしたことは，社会的相当性を逸脱した

退職勧奨であり，不法行為にあたるとした。また，甲府市・山梨県（市立小学校教諭）事

件・甲府地判平成 30・11・13 労判 1202 号 95 頁は，小学校の教諭が児童宅で飼い犬に咬

まれ傷害を負った事故につき，校長が事故の被害者である教諭を一方的に非難し，児童の

父・祖父との面談の場で理由のない謝罪を強いた行為は，職務上の優越性を背景に，職務

上の指導等として社会通念上許容される範囲を明らかに逸脱したものであり，不法行為に

あたるとした。〔278 頁(ⅰ)〕 

 〇大島産業事件・福岡高判平成 31・3・26 労経速 2393 号 24 頁は，会社の前代表取締

役（事実上の代表取締役）が，従業員の髪を刈って落ち武者風の髪型や丸刈りにし，下着

姿にさせた同従業員に向けて他の従業員に至近距離から洗車用の高圧洗浄機を噴射させた

行為，同従業員に下着一枚になって川に入るように命じ同従業員に向けて他の従業員に至

近距離からロケット花火を発射させ石を投げさせた行為，これらの写真を同従業員を侮辱

する表現を用いてブログに掲載し不特定多数人が閲覧可能な状態にした行為等は，被害従

業員の人格権を侵害する不法行為にあたるとして，前代表取締役および会社に損害賠償を

命じた。〔278 頁(ⅰ)〕 

 〇A 研究所ほか事件・横浜地川崎支判平成 30・11・22 労判 1208 号 60 頁は，会社内で

勤務時間中に起きた従業員間の暴行につき，個人的な感情の対立等による私的な喧嘩とし

て行われたものとして，不法行為の使用者責任における業務関連性を否定した。〔281 頁

(ⅱ)〕 

 〇社会福祉法人北海道社会事業協会事件・札幌地判令和元・9・17 労判 1214 号 18 頁

は，病院での診療目的で取得した HIV 感染等の情報を人事上の判断（採用内定拒否等）の

ために用いることは医療情報の目的外利用（個人情報保護法 16 条 1 項違反）の不法行為

であり，また HIV 感染を理由とする内定取消も不法行為にあたるとして，使用者である法

人に損害賠償を命じた。〔288 頁(6)，289 頁(7)，455 頁(1)〕 

 〇社会福祉法人緑友会事件・東京地判令和 2・3・4 労判 1225 号 5 頁は，出産後 1 年を

経過していない労働者（保育士）の解雇について，均等法 9 条 4 項の趣旨を踏まえると，

使用者は，単に妊娠・出産を理由とする解雇ではないことを主張立証するだけでは足り

ず，妊娠・出産以外の客観的に合理的な解雇理由があることを主張立証する必要があると

した。また，客観的に合理的な理由なくなされた本件解雇は，均等法 9 条 4 項に違反し不

法行為にもあたるとして，解雇無効期間中の賃金支払いに加えて慰謝料の支払いも命じ

た。〔333 頁(ⅳ)〕 

 

●第 10 章「非正規労働者」関係 

 〇最高裁は，2018（平成 30）年改正前の労契法 20 条の解釈として，ⓐ無期契約労働者

と有期契約労働者の労働条件の相違が不合理性と評価できるものであるか否かは，当該労

働条件の性質や目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより検討すべきもので
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ある，ⓑ賃金以外の労働条件の相違についても，賃金と同様に，個々の労働条件が定めら

れた趣旨を個別に検討すべきである，との一般的判断枠組みを示した（ⓐについては，大

阪医科薬科大学〔旧大阪医科大学〕事件・最三小判令和 2・10・13 裁判所ウェブサイト，

メトロコマース事件・最二小判令和 2・10・13 裁判所ウェブサイト，ⓑについては，日本

郵便〔東京〕事件・最三小判令和 2・10・15 裁判所ウェブサイト，同〔大阪〕事件・最三

小判令和 2・10・15 裁判所ウェブサイト，同〔佐賀〕事件・最三小判令和 2・10・15 裁

判所ウェブサイト）。具体的な労働条件ごとの判断としては，①賞与（大阪医科薬科大学

事件判決）および②退職金（メトロコマース事件判決）について，正社員としての職務を

遂行しうる人材の確保やその定着を図るという目的から支給することとされたこと（いわ

ゆる「正社員人材確保」論。その前提として，正社員につき勤続と能力向上に応じた職能

給がとられ，人材育成・活用を目的とした人事異動が行われていたこと），正社員と有期

契約労働者の職務内容，配置の変更範囲に一定の相違が認められること，有期契約労働者

に正社員登用の制度が設けられていること（実際に登用実績があること）等を考慮して，

有期契約労働者への不支給も不合理でないとされた。また，③私傷病欠勤・病気休暇中の

賃金保障（大阪医科薬科大学事件，日本郵便〔東京〕事件）および④扶養手当（日本郵便

〔大阪〕事件）については，長期勤続勤務の期待から生活保障を図り長期雇用を確保する

目的によるものと考えられるとし，相応に継続的な勤務が見込まれる有期契約労働者には

その趣旨が妥当するため，不支給は不合理であるとされた（10 年以上勤続していた日本郵

便〔東京〕事件判決，同〔大阪〕事件判決では不合理性が肯定され，勤続期間が 2 年余り

であった大阪医科薬科大学事件判決では不合理性が否定された）。さらに，⑤年末年始勤

務手当（日本郵便〔東京〕事件，同〔大阪〕事件）および⑥年始期間の祝日勤務への祝日

給（日本郵便〔大阪〕事件）の趣旨は最繁忙期における勤務の特殊性への対価，⑦夏期冬

期休暇の趣旨は労働から離れることによる心身の回復にある（日本郵便〔佐賀〕事件）と

し，これらの趣旨は有期契約労働者にも妥当するとして，有期契約労働者への不支給・不

付与は不合理であるとされた。これらの判断は，2018 年法改正により削除された労契法

20 条に関する解釈であり，同改正により条文等に修正が加えられたパートタイム・有期雇

用労働法 8 条の解釈にそのまま引き継がれるものでないことには注意が必要である。〔364

頁(c)〕 

 なお，日本郵便（佐賀）事件判決等では，使用者の違法な行為により本来与えられるべ

き有給の休暇（夏期冬期休暇）を取得できなかったことにつき，実際に就労して賃金を得

ているため賃金の喪失がない場合であったとしても，本来する必要のなかった勤務をせざ

るを得なかったことによる財産的損害の存在を認め，当該日数分の損害賠償請求を認容し

た。この最高裁の判断は，労働者が本来取得できる有給休暇を使用者が取得させなかった

こと（有給休暇の取得妨害）にかかる損害の認定の解釈に影響を与えうるものである。

〔744 頁 6 節〕 
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 〇社会福祉法人ネット事件・東京地立川支判令和 2・3・13 労判 1226 号 36 頁は，定年

退職後雇用延長の手続を何ら行わないまま勤務を続けていた施設長の雇用契約は，黙示の

更新（民法 629 条）により期間の定めのないものとして存在していると認められるとし

た。〔377 頁(1)注 93〕 

 〇就業規則や契約書等に記載された契約更新限度・不更新条項に基づく雇止め事案で，

労働者の契約更新の期待の合理性が認められるかについては，事案により否定例と肯定例

に分かれている。 

否定例としては，①採用時および契約更新時に更新回数と雇用期間の上限（不更新条

項）が契約上明記され労働者もそれを認識して契約を締結・更新していた事例（北海道大

学（契約職員雇止め）事件・札幌高判平成 26・2・20 労判 1099 号 78 頁〔更新限度は 3

年。さらに 1 年不更新条項付きで更新〕，社会福祉法人仙台市社会福祉協議会事件・仙台

地判令和 2・6・19 労経速 2423 号 3 頁〔1 年契約で更新限度 4 回・雇用期間 5 年の事

例〕），②通算勤務期間が 2 年 9 か月（更新限度は 3 年）とさほど長くなく更新手続も毎年

履践されていた事例（高知県立大学後援会事件・高松高判平成 30・10・31 労働判例ジャ

ーナル 83 号 36 頁），③不更新条項差入れ時に事前に説明会を開催して状況を説明し労働

者の意思を確認しながら契約書への署名押印・拇印を得ていた事例（近畿コカ・コーラボ

トリング事件・大阪地判平成 17・1・13 労判 893 号 150 頁〔少なくとも 1 年契約が 7 回

締結された事案〕，本田技研工業事件・東京高判平成 24・9・20 労経速 2162 号 3 頁〔1 か

月ないし 3 か月契約を継続的に 75 回，11 年 1 か月にわたり締結してきた事案〕），④65歳

以降の特別嘱託雇用，勤務頻度が低いアルバイト，大学の任期付き助教といった契約上の

地位の非長期性等を考慮して更新の期待に合理性があるとはいえないとされた事例（JAL

メンテナンス事件・東京高判平成 23・2・15判時 2119号 135頁，シャノアール（カフ

ェ・ベローチェ）事件・東京地判平成 27・7・31労判 1121号 5頁，学校法人近畿大学

（任期付助教・雇止め）事件・大阪地判令和元・11・28労判 1220号 46頁）などがある。 

これに対し，肯定例としては，⑤雇用当初から契約書に更新限度（5年）が定められて

いたが雇用継続を期待させるような会社幹部の言動等があった事例（カンタス航空事件・

東京高判平成 13・6・27 労判 810 号 21 頁〔1 年契約を 4 回更新〕），⑥契約書には更新限

度（3 年）の記載がなく労働者への説明も不明確・不十分であった事例（学校法人立教女

学院事件・東京地判平成 20・12・25 労判 981 号 63 頁〔派遣職員として約 3 年勤務後 1

年の嘱託雇用契約を 2 回更新〕，京都新聞 COM 事件・京都地判平成 22・5・18 労判 1004

号 160 頁〔親会社と事業会社とを通算して更新 4 回・4 年 11 か月勤務ないし更新 10 回・

7 年 9 か月勤務〕），⑦有期契約の長期更新のなかで契約更新限度（5 年）が導入され，労

働者が不更新条項に異議を付して契約書に署名したことにより，既に発生していた更新の

合理的期待が消滅するわけではないとされた事例（地方独立行政法人山口県立病院機構事

件・山口地判令和 2・2・19 労判 1225 号 91 頁〔1 年契約等を更新し 12 年 7 か月勤務〕，

博報堂（雇止め）事件・福岡地判令和 2・3・17 労判 1226 号 23 頁〔1 年契約を更新し 30
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年勤務〕），⑧不更新条項付きの契約書に対し，これを拒否して直ちに雇止めされることを

避けるために不本意ながら署名押印したことによって，更新の合理的期待が排除されるわ

けではないとされた事例（明石書店（製作部契約社員・仮処分）事件・東京地決平成 22・

7・30 労判 1014 号 83 頁〔7 か月契約と 1 年契約の後，不更新条項を含む 1 年契約を締

結〕，高知県公立大学法人事件・高知地判令和 2・3・17 労経速 2415 号 14 頁〔1 年契約等

を更新し 4 年 6 か月勤務〕。東芝ライテック事件・横浜地判平成 25・4・25 労判 1075 号

14 頁〔3 か月契約を更新し 19 年勤務〕も参照）がある。例えば，更新限度の導入時から

一貫した説明をし，労働者もその内容を十分に理解して契約更新の度に契約書に署名押印

してきたとしても，それまでの長期の契約更新等により高い更新期待が生じていた場合に

は，期待の合理性が肯定されることがある（上記博報堂事件判決（⑦）参照）。〔381 頁(v)〕 

また，雇止めに経営上の必要性など実質的な理由がなく，単に無期労働契約への転換

（労契法 18 条参照）を回避する目的で雇止めをした場合，雇止めの客観的合理性・社会

的相当性（労契法 19 条）の判断において，無期転換を意識して法を潜脱するような雇止

めは許されない（合理性・相当性を欠く）としたものがある（上記高知県公立大学法人事

件判決（⑧），グリーントラストうつのみや事件・宇都宮地判令和 2・6・10 

LEX/DB25566018）。〔381 頁(v)〕〔394 頁(4)〕 

雇止めが労契法 19 条により違法とされた結果，通算契約期間が 5 年を超える場合に

は，労契法 18 条に基づき，労働者の無期転換の申込みの意思表示があったことを認定

し，無期労働契約上の地位を確認する判決が出ている（学校法人信愛学園事件・横浜地判

令和 2・2・27 労判 1226 号 57 頁，上記高知県公立大学法人事件判決（⑧），上記グリー

ントラストうつのみや事件判決）。〔381 頁(v)〕〔394 頁(4)〕 

 〇朝日建物管理事件・最一小判令和元・11・7 労判 1223 号 5 頁は，労契法 17 条 1 項に

より有期労働契約の期間途中解雇が無効となる場合に，当該契約の期間満了後にわたる契

約上の地位確認請求や賃金支払請求を認容するにあたっては，期間満了により労働契約の

終了の効果が発生するか否かを判断する必要があるとし，この点を判断することなく請求

を認容した原審の判断を破棄し差し戻した。〔386 頁(4)〕 

 

●第 11 章「労働関係の成立」関係 

 〇Apocalypse 事件・東京地判平成 30・3・9 労経速 2359 号 26 頁は，使用者が求人広

告等による労働条件提示とは労働条件が異なることを表示せずに労働契約が成立した事案

で，募集広告の賃金総支給額に残業代が含まれることを説明していなかったことなどか

ら，使用者は賃金総支給額とは別に割増賃金を支払う義務を負うとした。〔454 頁(4)〕 

 〇ヤマダコーポレーション事件・東京地判令和元・9・18 労経速 2405 号 3 頁は，中途

採用で経営企画室係長として採用された労働者のパワーハラスメント，勤務態度不良，勤

務能力不足等を理由とする試用期間満了前の解雇につき，満了までの残り 2 週間の指導に

よって容易に改善が見込めないという事情等から，解雇を有効と判断した。〔466 頁■２〕 
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 〇社会福祉法人どろんこ会事件・東京地判平成 31・1・11 労判 1204 号 62 頁は，試用

期間満了時の本採用拒否（解雇）について，高いマネジメント能力が期待され高額な賃金

待遇で幹部職員（発達支援事業部部長）として中途採用されたにもかかわらず，高圧的で

協調性を欠く複数の言動や履歴書の経歴に不適切記載があったことから，改善指導をする

ことなく解約することも適法とした。〔466 頁■２〕 

 〇ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス事件・東京地判平成 31・2・

25 労判 1212 号 69 頁は，中途採用者の試用期間満了時の解雇について，原告労働者は決

して軽微でない多数のミスをし，多数回にわたって指導等を行ったものの有意な改善がみ

られず，改善を期待することができないものであったことから，解雇を有効とした。〔466

頁■２〕 

 〇学校法人 A 学園（試用期間満了）事件・那覇地決令和元・11・18 労経速 2407 号 3 頁

は，3 か月の試用期間を含む 2 年の有期雇用契約により日本語講師として採用された労働

者につき，コミュニケーションスキルや協調性への不安を理由に試用期間を 3 か月延長し

改善を求めたが，問題点が改善されなかったため，延長された試用期間の満了時になされ

た解雇を有効と判断した。〔468■３〕 

 

●第 13 章「昇進・昇格・降格」関係 

 〇フジクラ事件・東京地判平成 31・3・28 労経速 2388 号 3 頁は，退職勧奨に応じなか

った従業員を最低評価とし賃金を減額したことは権利の濫用にあたり無効であるとした。

〔481 頁■２注 8〕 

 〇一般財団法人あんしん財団事件・東京高判平成 31・3・14 労判 1205 号 28 頁は，北

東京支局から南九州支局への配置転換に伴い職務グレードが下がり減給されたことについ

て，本人がこれを認識したうえで就業規則等の改定に同意していたものと認められるた

め，本件降格・減給処分は違法とはいえないとした。〔486 頁■２〕 また，精神疾患を発症

した労働者の職場復帰にあたり，過去の例にならって職務上の負担を軽減し，職務内容，

心身の状況等を勘案して復職時の給与を決める旨の給与規程に基づいて賃金を引き下げた

ことは，人事権の濫用や不法行為にはあたらないとした。〔523 頁(5)〕 

 〇ビジネクスト事件・東京地判令和 2・2・26 労経速 2421 号 31 頁は，8 万円の賃金減

額を伴う降格処分（この第 1 次処分は有効）からわずか 3 か月のうちに 5 万円余の賃金減

額を伴って行われた降格処分につき，これを正当化するほどの事情があるとはいえないた

め，人事評価権の濫用として無効であるとした。〔486 頁■２注 28〕 また，この処分は職責

や職務内容の変更をもたらすものでないから，減給の制裁（労基法 91 条）にあたり，同

条が定める一賃金支払期の 10 分の 1 の基準を超えるものであるから，同条にも抵触する

とした。〔561 頁■２〕 

 

●第 14 章「配転・出向・転籍」関係 
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 〇ジャパンレンタカーほか（配転）事件・津地判平成 31・4・12 労判 1202 号 58 頁

は，アルバイト従業員の勤務地につき近接店舗に限定する合意があったと認定した。〔496

頁(ⅲ)〕 

 〇国立研究開発法人国立循環器病研究センター事件・大阪地判平成 30・3・7 労判 1177

号 5 頁は，転籍出向には当該労働者の同意が必要であり，当該労働者の同意を欠いている

本件転籍出向は無効であるとした。〔508 頁(2)注 80〕 

 〇相鉄ホールディングス事件・東京高判令和 2・2・20 労経速 2420 号 3 頁は，在籍出

向により出向先でバス運転業務に従事していた労働者の在籍出向を解除して出向元で清掃

業務等に従事することを命じた復職命令につき，労働協約上これを制限する特段の合意等

はなく，権利濫用や不当労働行為にあたる事情もないため，有効であるとした。〔509 頁(ⅰ)

注 81〕 

 

●第 17 章「懲戒」関係 

 〇ロピア事件・横浜地判令和元・10・10 労判 1216 号 5 頁は，スーパーマーケットで勤

務していた労働者が商品を会計せずに持ち帰ったことを理由としてなされた懲戒解雇につ

いて，就業規則上の懲戒事由（故意の窃盗）があったとはいえず，処分も不相当に重いも

のといえるため無効であるとし，また，同労働者の居住地の近隣店舗を含む全店舗のタイ

ムカード設置場所や従業員通路に，同人の所属店舗，氏名，商品持ち帰り行為により懲戒

解雇処分となったことを記載した書面を掲示したことは，同人の名誉を毀損する不法行為

にあたるとした。〔565 頁■６〕 

 〇公立大学法人 A 大学事件・東京地判平成 31・4・24 労経速 2399 号 3 頁，学校法人 Z

大学事件・東京地判令和元・5・29 労経速 2399 号 22 頁は，大学教員の学生に対するハラ

スメント行為を理由としてなされた懲戒処分（減給処分）を有効とした。〔572 頁■４〕 

 

●第 18 章「賃金」関係 

 〇アディーレ事件・東京地判平成 31・1・23 労経速 2382 号 28 頁は，業務停止処分を

受けた弁護士法人が所属弁護士を自宅待機としたことについて使用者の帰責事由による履

行不能（民法 536 条 2 項）にあたると判断した。〔588 頁(2)〕 

 〇えびす自動車事件・東京地判令和元・7・3 労経速 2405 号 22 頁は，度重なる交通事

故・交通違反により免許停止処分（120 日）を受けたタクシー運転手につき，会社はタク

シー運転手としての就労を拒否し，事務職への転換を提案したが，同運転手がこの提案を

拒否し，以降不就労となっていることにつき，使用者の責めに帰すべき事由によるものと

はいえないとして賃金支払請求を棄却した。〔588 頁(2)〕 

 〇キムラフーズ事件・福岡地判平成 31・4・15 労判 1205 号 5 頁は，正当な事由のない

不公平な低査定により賞与が減額されたことにつき，裁量権の濫用による期待権侵害とし

て慰謝料（20 万円）の支払いを命じた。〔590 頁(ⅱ)〕 また，同社代表者による当該従業員
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に対する身体的暴行や他の従業員の前で怒鳴りつけた行為は，業務指導の範囲を超えた人

格的侵害にあたるとして，会社に慰謝料（50 万円）の支払いを命じた。〔278 頁(ⅰ)〕 

 〇インタアクト事件・東京地判令和元・9・27 労経速 2409 号 13 頁は，業務引継の懈怠

等を理由として退職金不支給につき，勤続の功を抹消ないし減殺するほどの著しい背信行

為があったとはいえないとして，使用者に退職金規程の基づく退職金の支払いを命じた。

〔595 頁(ⅲ)〕 

 

●第 19 章「労働時間」関係 

 〇三村運送事件・東京地判令和元・5・31 労経速 2397 号 9 頁は，トラック運転手のサ

ービスエリア，宿泊・休憩施設等での滞在時間について，恒常的に一定の作業を行ってい

たとは認められず，労働からの解放が保障されていたとして，労働時間性を否定した。

〔650 頁(ⅲ)〕 

 〇北九州市営バス事件・福岡地判令和元・9・20 労経速 2397 号 19 頁は，路線バス乗務

員の一つの系統と次の系統との運転業務の間の待機時間につき，待機時間の開始後直ちに

次の運転業務に備える必要があったことから，その前後の労働から解放されていたとは言

い難く，待機場所の性質や待機時間の長さに鑑みて，待機時間の１割を労基法上の労働時

間にあたると認めるのが相当であるとした。〔650 頁(ⅲ)〕 

 〇長崎市立病院事件・長崎地判令和元・5・27 労経速 2389 号 3 頁は，勤務医（内科

医）が上司（内科診療部長）から指示されて参加した勉強会・検討会での発表時間や準備

時間は労基法上の労働時間に該当するが，自主的な研さんの色合いが強い抄読会や学会へ

の参加・準備時間は労働時間にはあたらないとした。〔651 頁(ⅳ)〕 

 〇大作商事事件・東京地判令和元・6・28 労経速 2409 号 3 頁は，出勤簿上残業時間が

どの月もほぼ 30 時間と申告されているのは使用者の指導によるものと推認され，また，

タイムカード記録による出勤時刻の勤怠管理が厳格に履践されていたとはいえないとし，

労働時間の認定方法として，パソコンのログ記録がある日はそれを基礎に，ログ記録がな

い日は出勤簿上の記載をもとに，終業時刻を認定するのが相当であるとした。〔654 頁(4)〕 

 〇桑名市事件・名古屋地判平成 31・2・14 労経速 2395 号 7 頁は，15 分未満の端数を切

り捨てて超過勤務手当を支払う取扱いは労基法 24 条に違反し（法内超勤のため 37 条違反

ではない）許されないとした。〔654 頁(4)〕 

〇コナミスポーツクラブ事件・東京高判平成 30・11・22 労判 1202 号 70 頁は，スポー

ツ施設の支店長職およびマネージャー職にあった労働者の管理監督者性を否定し，時間

外・休日労働に対する割増賃金およびその 4 割に相当する額の付加金の支払いを命じた。

〔666 頁(ⅲ)〕 

 〇国際自動車（差戻上告審）事件・最一小判令和 2・3・30 労判 1220 号 5 頁は，タク

シー乗務員の歩合給から時間外・深夜労働等の割増賃金（割増金）を控除して支払う賃金

形態をとり，時間外・深夜労働等を行っても賃金総額は変わらないものとする仕組みの適
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法性が問題となった事案において，まず，判別要件の前提となる使用者側が割増賃金を支

払ったと主張する賃金部分の時間外労働等に対する対価性の判断においては，当該手当の

名称，算定方法だけでなく，労基法 37 条の趣旨を踏まえ，賃金体系全体における当該賃

金部分の位置付け等にも留意して検討しなければならないとの一般論を述べた〔最高裁日

本ケミカル事件判決の判断要素を補充した〕うえで，本件の仕組みは，その実質におい

て，通常の労働時間の賃金である歩合給を時間外労働等がある場合に名目的に割増金に置

き換えて支払うこととするものであり，本件割増金の一部に時間外労働等の対価が含まれ

ているとしても，通常の労働時間の賃金である歩合給として支払われる部分を相当程度含

んでいると解さざるを得ず，割増金のうちどの部分が時間外労働等の対価にあたるか明ら

かでないから，通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分とを判別することはできず，本

件割増金は通常の労働時間の賃金にあたるものとして同条の割増賃金額を算定すべきとし

た。〔684 頁(ⅲ)〕 

〇結婚式場運営会社 A 事件・東京高判平成 31・3・28 労判 1204 号 31 頁は，基本給

（月 15 万円）とは別に時間外・休日・深夜割増賃金に相当する手当として職能手当（月 9

万 4000 円）が支払われていた事案で，この職能手当が月約 87 時間分の時間外労働等に相

当する（実際の法定時間外労働時間は 21 時間 30 分から 108 時間 22 分であった）ことを

もって時間外労働等の対価でないとはいえないとして，同手当が割増賃金にあたることを

認めた。しかし，最高裁日本ケミカル事件判決が述べた手当と実態との乖離，および，イ

クヌーザ事件判決（東京高判平成 30・10・4 労判 1190 号 5 頁）が述べた健康を損なう危

険のある長時間労働の場合の公序良俗違反の可能性からすると，疑問のある判断である。

〔684 頁(ⅲ)〕 

 〇木の花ホームほか 1 社事件・宇都宮地判令和 2・2・29 労判 1225 号 57 頁は，時間外

労働 131 時間余に相当する定額残業代として支給されていた職務手当について，常軌を逸

した長時間労働が恒常的に行われうるものであること等から，これを固定残業代とする定

めは公序良俗に反し無効であるとした。〔684 頁(ⅲ)〕 また，この職務手当の切り下げを意

図した給与減額につき，使用者がその根拠や理由等について合理的な説明を行った形跡は

ないこと等から，労働者の自由意思に基づく同意があったとはいえないとした。〔199 頁

(ⅲ)〕 

 〇サン・サービス事件・名古屋高判令和 2・2・27 労判 1224 号 42 頁は，使用者が割増

賃金にあたると主張する職務手当につき，月約 80 時間分の時間外労働の割増賃金に相当

すること，実際にはこれを大きく上回る月 120 時間を超える時間外労働がなされていたこ

と，36 協定が締結されておらず時間外労働を命じる根拠を欠いていたこと等から，この職

務手当を時間外労働の割増賃金にあたるとすることはできず，割増賃金の算定基礎に含ま

れるとした。〔684 頁(ⅲ)〕 また，実際の通勤距離や通勤に要する費用に応じて定められた

とは認められない通勤手当は，労基法 37 条 5 項の除外賃金にあたらないとして，本件通

勤手当は割増賃金の算定基礎に含まれるとした。〔688 頁(ⅳ)〕 
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 〇割増賃金の算定基礎（1 時間あたりの単価）は，一定の期間によって定められた賃金

については，その期間の基礎賃金をその期間の所定労働時間数で除した金額とされ（労基

則 19 条 1 項 1 号～5 号），出来高払制など実際の仕事の成果に応じて額が定められる賃金

については，その算定期間における基礎賃金の総額を当該算定期間における総労働時間数

で除した金額とされる（同項 6 号）。1 時間あたりの単価の算定にあたり，当該賃金が時

間・日・週・月・年など期間によって定められた賃金（同項 1 号～5 号）にあたるか，仕

事の成果に応じて定められる出来高払制などの賃金（同項 6 号）にあたるかは，当該賃金

の実態に基づいて判断される。配送運転手の賃金につき，その実態に基づき，日または月

により定められた賃金にあたるとした裁判例として，名鉄運輸事件・名古屋地判平成 3・

9・6 労判 610 号 79 頁〔職務給は日給制〕，大島産業ほか（第 2）事件・福岡高判令和元・

6・27 労判 1212 号 5 頁〔基本給は日給月給制〕，出来高払制にあたるとした裁判例とし

て，タマ・ミルキーウェイ事件・東京高判平成 20・3・27 労判 974 号 90 頁〔変動手当は

出来高払制〕，ヤマト運輸（業務インセンティブ・控除措置）事件・大津地判平成 23・1・

27 労判 1035 号 150 頁〔業務インセンティブは出来高払制〕などがある。〔688 頁(ⅳ)〕 

 

●第 20 章「年次有給休暇」関係 

 〇東京都（交通局）事件・東京地判令和元・12・2 労経速 2414 号 8 頁は，バス乗務員

による年休の時季指定に対し，使用者として通常の配慮をしてもバスの担当ダイヤを補填

する代替勤務者を確保することができなかったと評価できるとし，使用者による時季変更

権の行使を適法とした。〔733 頁(ⅱ)〕 

 〇シェーンコーポレーション事件・東京高判令和元・10・9 労判 1213 号 5 頁は，法定

外の年休については使用者が時季を指定して付与することができるとしても，同社におい

て計画年休を適法に付与するための労使協定が存在していないため，法定年休と法定外年

休を区別せず使用者が年休の時季を指定する就業規則の定め（使用者による時季指定部

分）は無効となるとし，年休と認められない欠勤があったことを理由とする語学学校講師

の雇止めを合理的な理由がなく違法であるとした。〔736 頁■２〕 

 〇日本エイ・ティー・エム事件・東京地判令和 2・2・19 労経速 2420 号 23 頁は，年休

期間中の賃金の算定にかかる「通常の賃金」（労基法 39 条旧 7 項〔現行 9 項〕）につき，

所定労働時間勤務した場合に支払われる当該シフト勤務手当はこれに算入されるが，日

曜・祝日勤務手当や時間外・深夜労働手当は実際の勤務がないためこれに含まれないとさ

れた。〔741 頁(1)〕 

 〇土電ハイヤー事件・高知地判平成 30・3・16 労働判例ジャーナル 76 号 56 頁は，タ

クシー乗務員に対し形式的に年休手当は支給されているが，その全額が歩合給から控除さ

れる（実質的には年休手当は支給されないのと同じ結果となる）制度について，公序に違

反し無効であるとした。〔744 頁 6 節〕 
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●第 22 章「労働災害の補償」関係 

 〇医療法人社団総生会事件・東京高判平成 29・9・21 労判 1203 号 76 頁は，メリット

制により労災保険の保険料を増額された使用者がその前提となった労災認定処分の違法性

を争うことができるかについて，先行処分（労災認定処分）の違法性を後行処分（保険料

増額処分）の取消事由として主張すること（いわゆる違法性の承継）は認められないと

し，その論拠として，労災認定処分の取消訴訟の原告適格が認められうると説示した。

〔781 頁(5)注 21〕 

 〇国・大阪中央労基署長（ダイヤモンド）事件・大阪地判令和元・5・29 労判 1220 号

102 頁は，ホストクラブにおいてホストが主任から飲酒を強要され多量の飲酒により急性

アルコール中毒で死亡したことについて，客観的かつ全体的にみてホストとしての業務に

関連ないし付随して生じた事態であったとして業務起因性を肯定した。〔792 頁(ⅱ)〕 

 〇宇和島労基署長事件・福岡地判令和元・6・14 労経速 2391 号 3 頁は，急性心不全発

症前 6 か月の時間外労働時間数は 1 か月あたり 70 時間前後で，死亡前に厳しい作業環境

で消毒作業を行っていたことも考慮し，業務起因性を肯定した。〔796 頁(b)〕 

 〇国・厚木労基署長（ソニー）事件・東京高判平成 30・2・22 労判 1193 号 40 頁は，

身体的・精神的障害の存在を前提として雇用され労務軽減がなされている場合，その属性

を考慮に入れ，労務軽減を受けている労働者を基準となる平均的労働者として判断すべき

とした。〔799 頁(c)注 84〕 

 〇国・札幌東労基署長（紀文フレッシュシステム）事件・札幌地判令和 2・3・13 労判

1221 号 29 頁は，約 2 か月の間に連続して行われた身体接触や性的な言動について一体と

なったセクハラとして心理的負荷を「強」と評価し，それらの行為を受けた労働者の精神

障害（うつ病）発病の業務起因性を肯定した。〔800 頁(a)注 87〕 

 〇国・京都上労基署長（島津エンジニアリング）事件・大阪高判令和 2・7・3 LEX/DB 

25566320 は，5 年の契約更新限度が近づくなかで，契約社員が上司から正社員登用試験

受験の推薦をしないこと，今後の組織運営に必要としない人材であることを告げられ，自

尊心を傷つけるような発言を含む長時間の面談を受けた直後に精神障害を発症したことに

つき，業務による強い心理的負荷があったと認められるとして，業務起因性を肯定した。

〔800 頁(a)〕 

〇日本総合住生活ほか事件・東京高判平成 30・4・26 労判 1206 号 46 頁は，二次下請

事業者が雇用する労働者の樹木剪定作業中の転落事故につき，二次下請事業者のみなら

ず，一次下請事業者および元請事業者の安全配慮義務違反も認めた。〔813 頁(2)注 127〕 

 〇太陽家具百貨店事件・広島高判平成 31・3・7 労判 1211 号 137 頁は，直前 2 か月平

均で 83 時間余，6 か月平均で 74 時間余の時間外労働をしていた店長代理の心臓疾患によ

る死亡につき，脳・心臓疾患の労災認定基準（⇨796 頁(b)）を参考として使用者の健康配

慮義務違反を肯定しつつ，本人の既往症（高血圧）による素因減額を 20％とした。〔818 頁

(ⅲ)〕 
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 〇福井県・若狭町（町立中学校教員）事件・福井地判令和元・7・10 労判 1216 号 21 頁

は，6 か月間毎月約 120 時間以上にわたり所定勤務時間外に在校し，授業準備，部活指

導，研修準備，保護者対応，その他関連事務を行っていた中学校教員が精神疾患を発症し

自殺したことについて，明示的な勤務命令を受けていなかったとしても当該業務を所定勤

務時間外に行わざるを得なかったものと認められ，また，校長が早期帰宅を促す等の口頭

指導をするにとどまり，業務内容変更等の措置をとっていなかったことから，校長は同人

に対する安全配慮義務の履行を怠ったとして，県および町に損害賠償を命じた。〔818 頁

(ⅲ)〕 

 〇近時の裁判例では，長時間労働により具体的な疾患を発症したという証拠がないとし

ても，心身の不調を来す危険がある長時間労働に従事させたことを安全配慮義務違反とし

て，使用者に損害賠償（慰謝料の支払い）が命じられている（無洲事件・東京地判平成

28・5・30 労判 1149 号 72 頁〔月 80 時間を超える時間外労働の事案〕，狩野ジャパン事

件・長崎地大村支判令和元・9・26 労判 1217 号 56 頁〔月 100 時間以上（長いときには

160 時間以上）の時間外労働等の事案〕，アクサ生命保険事件・東京地判令和 2・6・10 判

例集未登載〔月 30 時間ないし 50 時間以上の時間外労働の事案〕）。〔818 頁(ⅲ)〕 

〇松原興産事件・大阪高判平成 31・1・31 労判 1210 号 32 頁は，上司による業務指導

の域を超えた部下の人格を否定する内容の叱責・懲罰（パワー・ハラスメント）により部

下がうつ病に罹患し就労不能（休業）となっていることについて，安全配慮義務違反とし

て使用者に損害賠償を命じた。〔818 頁(ⅳ)〕 

〇ダイヤモンドほか事件・大阪地判平成 31・2・26 労判 1205 号 81 頁は，ホストクラ

ブの従業員であるホストがクラブの主任により飲酒を強要され，泥酔状態に陥ったまま放

置されて急性アルコール中毒により死亡した事案で，安全配慮義務違反としての不法行為

責任を肯定した。〔818 頁(ⅳ)〕 

〇北海道二十一世紀総合研究所ほか事件・札幌高判令和元・12・19 労判 1222 号 49 頁

は，長時間労働によりうつ病を発症し休職となったことにつき，労災保険法上の労災認定

がなされた事案であるが，使用者の安全配慮義務違反の成否について，同労働者が行って

いた調査研究業務につき使用者が過重性を認識することは困難であり，単に労働時間が長

時間に及んでいることをもってうつ病の発症を予見できたとはいえないとして，使用者の

予見可能性を否定し，安全配慮義務違反は認められないとした。〔819 頁(3)注 160，820 頁

(4)〕 

〇住友ゴム工業（旧オーツタイヤ・石綿ばく露）事件・大阪高判令和元・7・19 労判

1220 号 72 頁は，1960（昭和 35）年当時，使用者は高濃度のタルク粉じんの飛散，タル

クへの石綿の混在，石綿の生命・健康への危険性のすべてを知悉していたとして，石綿ば

く露による疾病（肺がん）について使用者の予見可能性を肯定し，また，使用者による消

滅時効の援用は権利濫用にあたるとして，使用者に安全配慮義務違反として損害賠償を命

じた。〔820 頁(4)〕 
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●第 25 章「育児・介護等の支援」関係 

 〇ジャパンビジネスラボ事件・東京高判令和元・11・28 労判 1215 号 5 頁は，育児休業

終了日に有期・短時間勤務の契約社員となる旨の契約変更の合意をしたことにつき，子ど

もの保育園が決まらないといった当時の状況のなか，契約内容等について説明を受け，こ

れを確認して自由な意思に基づき合意をしたと認められるため，男女雇用機会均等法 9 条

3 項や育児介護休業法 10 条に違反するとはいえないとした。〔861 頁 4 節注 27〕 

 

●第 27 章「障害者雇用」関係 

 〇大阪府（職員分限免職処分）事件・大阪地判平成 31・1・9 労判 1200 号 16 頁は，職

員の勤務実績不良・適格性欠如を理由とする分限免職処分につき，原告職員が自らの高次

脳機能障害への合理的配慮（他職への異動等）がなされないまま行われた処分であると主

張したのに対し，本人が脳の異常を否定し産業医や専門機関による診察でも異常が指摘さ

れなかったことなどから，使用者（大阪府）は処分当時当該職員の心身の障害を認識し得

なかったとして，分限処分の取消請求を棄却した。〔899 頁(2)〕 

 

●第 29 章「労働関係の終了」関係 

 〇東京キタイチ事件・札幌高判令和 2・4・15 労判 1226 号 5 頁は，業務上の負傷の治

癒（症状固定）の 1 か月後に解雇の意思表示をし 2 か月後に解雇したことにつき，使用者

の解雇回避努力が尽くされておらず，当該労働者も慣らし勤務を経ることにより債務の本

旨に従った労務提供を行うことが可能であった考えられること等から，解雇権濫用として

無効であるとした。〔926 頁(1)〕 

 〇コーダ・ジャパン事件・東京高判平成 31・3・14 労判 1218 号 49 頁は，同僚に対す

る暴行，パワーハラスメント等を理由とする普通解雇について，労働契約の継続を期待で

きないほど重大な非違行為があったとはいえないとし，権利濫用として無効とした。〔940

頁(ⅱ)注 71〕 

 〇学校法人 D 学園事件・東京高判平成 29・10・18 労判 1176 号 18 頁は，極めて独善

的・反抗的な態度をとり続け注意・指導を繰り返しても改善がみられなかった学校教員の

普通解雇を有効とした。〔940 頁(ⅱ)〕 

 〇東芝総合人材開発事件・東京高判令和元・10・2 労判 1219 号 21 頁は，社内における

自己の意見・不満を外部にぶちまけるメールを関係者等に送付した労働者の担当を停止

し，難易度が著しく低い単純作業（部品仕分作業）を担当させる業務指示をしたところ，

これに従わず，その後も上長の指示命令に従わないため出勤停止処分に付したが，なお上

長の指示命令に従わない状態を継続したため，同労働者を普通解雇したことにつき，権利

濫用にはあたらず有効であるとした。〔940 頁(ⅱ)〕 

〇新井鉄工所事件・東京高判平成 30・10・10 労経速 2391 号 28 頁は，ほぼ唯一の事業

からの撤退を決め他部門等への配転可能性がないなかで，希望退職に応じない者すべてを
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解雇対象としたことについて，解雇回避努力を尽くしていないとはいえない等として，解

雇を有効とした。〔944 頁(ィ)注 92〕 

 〇大乗淑徳学園事件・東京地判令和元・5・23 労判 1202 号 21 頁は，大学の学部廃止に

伴う教員の解雇につき，他学部への応募の機会を与えるといった解雇回避努力が尽くされ

てない等として，解雇を無効とした。〔944 頁(ィ)注 91〕 

〇尾崎織マーク事件・京都地判平成 30・4・13 労判 1210 号 66 頁は，原告労働者が所

長を務めていた A センターを廃止し，東京支店への配転を打診することなく同人を整理解

雇したことと，東京支店で同時期に 2 名の新規採用をしていたことは，一貫性を欠き，解

雇回避努力を尽くしたとは評価できないとした。〔944 頁(ィ)注 92〕 また，同人が定年後に

再雇用されるとの期待が明らかである以上，違法無効な整理解雇をしたことは雇用継続の

期待権を侵害する不法行為にあたるとし，その損害額につき，少なくとも地域別最低賃金

相当額を下回らない額で 3 年間継続雇用された分に相当する額とした。〔956 頁(ⅲ)，978 頁

(ⅲ)〕 

〇みんなで伊勢を良くし本気で日本と世界を変える人たちが集まる事件・名古屋高判令

和元・10・25 労判 1222 号 71 頁は，解雇無効期間中に他所で就労し収入を得ていたとし

ても，解雇が無効とされた場合には復帰することが可能と認められるから，同社において

就労する意思と能力を保持し続けていると認められるとした。〔954 頁(ⅱ)〕 

 

●第 30 章「高齢者・若者雇用」関係 

 〇エボニック・ジャパン事件・東京地判平成 30・6・12 労判 1205 号 65 頁は，高年齢

者雇用安定法上の継続雇用制度の適用下での再雇用拒否（雇止め）について，本件雇止め

は客観的合理性・社会的相当性を欠くとして，労契法 19 条 2 号により再雇用契約が更新

されたものと認められるとした。〔379 頁(ⅲ)注 100，978 頁(ⅲ)〕 

 〇京王電鉄ほか１社事件・東京地判平成 30・9・20 労判 1215 号 66 頁は，高年齢者雇

用安定法 9 条 1 項は私法的効力を有するものではないとした。〔978 頁(ⅲ)注 18〕 

 〇近時，大学教員など定年年齢を 65 歳としそれ以降の継続雇用（再雇用）制度がとら

れているケースで，定年時に継続雇用拒否がなされその違法性が争われる事件が増えてい

る。裁判例は，①雇止め法理（労契法 19 条）の類推適用の枠組みで継続雇用の合理的期

待の有無を判断するもの（尚美学園〔大学専任教員 A・再雇用拒否〕事件・東京高判平成

29・3・9 労判 1180 号 89 頁〔結論適法〕，学校法人南山学園〔南山大学〕事件・名古屋高

判令和 2・1・23 労判 1224 号 98 頁〔結論違法〕など））と，②定年延長拒否は無期労働

契約から有期労働契約への変更の問題であり労契法 19 条の類推適用の基礎を欠くとする

もの（尚美学園〔大学専任教員 B・再雇用拒否〕事件・東京高判平成 29・9・28 判例集未

登載，同志社（大学院教授 B・定年延長拒否）事件・大阪高判平成 30・6・14 判例集未登

載など）に分かれている。雇止め法理（労契法 19 条）の根底にある信義則（継続的な労

働契約関係における信頼保護）の要請からすると，定年後再雇用の期待に合理性が認めら
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れる場合には再雇用拒否に客観的合理性・社会的相当性がない限り再雇用されたものと同

様の法律関係となるとする前者（①）が，最高裁津田電気計器事件判決と理論的に整合的

な判断枠組みを提示したものと解される（尚美学園〔大学特別専任教員・雇止め〕事件・

東京高判平成 29・5・31 判例集未登載〔雇止めの事例で結論違法〕も参照）。〔978 頁(ⅲ)〕 

〇アルパイン事件・東京地判令和元・5・21 労経速 2398 号 23 頁は，定年前に音響機器の

設計・開発業務に従事していた労働者の定年後再雇用につき，使用者が本人の関連業務を

引き続き行いたいという希望には沿えないことをあらかじめ説明したうえで，職務内容を

人事総務関係業務とする再雇用を提案したことは，客観的に不合理であったとは認められ

ず，同労働者がこれを拒否して再雇用契約が成立しなかったことに使用者の不法行為があ

ったとはいえないとした。〔978 頁(ⅲ)〕 

 

●第 32 章「団体交渉」関係 

 〇暁星学園事件・東京地判平成 30・1・29 判時 2385 号 84 頁は，団体交渉の出席者 7

名以内という使用者側の要求に組合が応じないことを理由に議題に入ることができないと

いう態度を使用者がとり退席したことは誠実交渉義務違反にあたるとした。〔1077 頁(1)注

68〕 

 〇国・中労委（日本郵便〔晴海郵便局〕）事件・東京地判平成 30・12・20 労判 1210 号

52 頁は，第 1 回・第 2 回団交時に使用者が雇止めについて相応の説明を尽くしたのに対

し，組合は具体的な反論等を行わず，労契法 19 条に関する自説に固執して雇止めの撤回

を要求するのみであったことなどから，使用者が雇止めに関する団交を打ち切ったことは

誠実団交義務違反にはあたらないとした。〔1083 頁(ⅲ)〕 

 

●第 33 章「争議行為」関係 

 〇学校法人甲大学事件・大阪地判令和 2・1・29 労経速 2408 号 3 頁は，大学教員であ

る組合員らによる週 6 コマを超える授業担当の拒否行為および 2 つ以上の委員会業務の拒

否行為は，もはや当該事項について団体交渉が進展する状況にはなかった当時の団体交渉

の実施状況に照らし，団体交渉を通じた労使間の合意形成を促進する目的は失われ，業務

拒否自体を目的として行われたものといえるため，正当な争議行為とはいえず，業務拒否

を理由とした同組合員らの懲戒（けん責）処分は違法無効ではないとした。〔1098 頁(ⅰ)〕 

 

●第 34 章「不当労働行為」関係 

 〇中労委（学校法人 Y 大学）事件・東京地判令和元・12・16 労経速 2418 号 3 頁は，業

務委託先（保安警備会社）の従業員（組合員）の労働条件にかかる発注法人（大学）の団

体交渉義務について，労組法上の「使用者」というためには，本件団交事項（雇用終了の

決定）について雇用主と同視できる程度に現実的・具体的な支配力を有していることが必

要であり，それで足りると判示した〔結論は否定〕。〔1145 頁(i)〕 
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 〇国・中労委（学校法人文際学園〔非常勤講師〕）事件・東京地判平成 31・2・28 労判

1211 号 165 頁は，組合員が公道上で平穏に行っていたビラ配布を法人職員が立ちはだか

って妨害したことは支配介入に該当するとした。〔1167 頁(1)〕 

 〇ヤマト運輸（組合事務所明渡請求）事件・東京高判令和元・7・3 労判 1210 号 5 頁

は，使用者が 24 年間組合に無償貸与してきた組合事務所（本社建物内の一室）を使用す

る必要性が生じたとして組合に事務所明渡しを請求した民事事件において，この使用貸借

契約は使用者が返還を請求するに足りる合理的な理由がありかつ適切な代替施設を提供す

る場合に終了するとの一般論を述べたうえで，組合が本件事務所を使用する必要性は極め

て高いにもかかわらず，使用者は適切な代替施設を提供しておらず，使用者には不当労働

行為救済申立てを行った組合に対する報復・嫌がらせという支配介入の意思で本件返還請

求を行ったことが窺われることからすると，本件返還請求に合理的な理由があったとはい

えないとして，使用者の請求を棄却した。〔1167 頁(1)〕 

 〇社会福祉法人札幌明啓院（北海道労委・緊急命令）事件・札幌地決令和元・5・31 労

判 1207 号 5 頁は，北海道労働委員会からの緊急命令の申立てを認容した。〔1211 頁(2)注

209〕 

 

●第 39 章「適用法規と裁判管轄」関係 

 〇国立研究開発法人理化学研究所事件・東京高判平成 30・10・24 労判 1221 号 89 頁

は，日本法人の中国事務所長をしていた職員の労働契約につき，契約締結当時，両当事者

は同契約が日本法により規律されるとの意思を有していたと認められるため，最密接関係

地法が中国法であるとの推定は日本法を準拠法とする黙示の合意により覆されたとした。

〔1293 頁(ⅱ)〕 

 

●第 42 章「裁判所による紛争解決」関係 

 〇学校法人河合塾（文書提出命令・抗告）事件・東京高決令和元・8・21 労判 1214 号

68 頁は，契約を非更改とされた各講師の授業アンケート結果の数値等のデータ（講師氏名

等，校舎，教室，所属地区をマスキングしたもの）および全講師集計値データについて

は，「自己利用文書」にはあたらないとして裁判所への文書提出を命じ，人事評価の基

準・内容を示した文書については，開示により法人に看過し難い不利益が生じるおそれが

あるため「自己利用文書」にあたるとして文書提出義務の対象外とした。 
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