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弁護士法人デイライト法律事務所は、労務、ビジネス関連のニュースや当事務所の近況などを、ニュース
レターとして不定期にお送りさせていただいております。四季折々のお手紙としてご理解いただき、当事務
所の近況やご挨拶のほか、企業法務に携わる方に少しでもお役に立てる情報となれば幸いです。
今月の内容
 同一労働同一賃金の原則～最新裁判例のご紹介
 「過労死ライン」超えていませんか？！
 セミナー情報
 弊所スタッフのご紹介

●同一労働同一賃金の原則についての最
新裁判例
◆東京地裁 平成２８年５月１３日判決
定年後に、嘱託従業員として１年契約で
再雇用されたトラックの運転手らが、正社
員と同一の仕事なのに賃金に２～３割の
格差があるのは違法だと主張し、雇用主で
ある運送会社を訴えていた裁判で、平成２
８年５月１３日、東京地方裁判所は、会社
に対し、正社員と同じ賃金の支払いを命じ
る内容の判決を言い渡しました。

ことを前提に、同一労働同一賃金の原則の法
規範性自体は否定してきました。すなわち、
長期雇用労働者と、短期雇用労働者とは、雇
用形態が異なっている以上、賃金制度が異な
っていることは不合理ではないという判断
がなされるのが一般的でした。
そのような中で、本件において、裁判所は、
「仕事の内容は正社員と同一と認められ、賃
金に差があるのは労働契約法に反する」旨を
指摘し、会社に対し正社員と同じ賃金の支払
いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判で、従業員側は、「正社員と同
一の仕事にも関わらず、賃金に２～３割の
差があるのは違法だ。」と主張したのに対
し、会社側は、「定年後も同じ賃金で再雇
用しなければならない義務はない。定年前
と定年後で、賃金体系が異なるのは再雇用
確保のためにやむを得ない。」と反論して
いました。

労働契約法２０条では、期間の定めがある
ことによる不合理な労働条件を禁止してい
ます。この点、本判決は、「特段の事情がな
い限り、同じ業務内容にも関わらず賃金格差
を設けることは不合理である。」とし、本件
会社においては、「再雇用時の賃下げで賃金
コスト圧縮を必要とするような財務、経営状
況ではなかった」として、特段の事情はなか
ったと判断しました。

従来、裁判所は、賃金の決定については、
基本的に契約自由の原則が妥当とする

◆同一労働同一賃金の原則についての従来
の考え方

これまで，同一労働同一賃金の原則は，日
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とも，不合理とまではいえないとされてきた
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これまで、同一労働同一賃金の原則は、日
本の労働法体系では、法規範性を認められて
いませんでした。前述したとおり、長期雇用
労働者と、短期雇用労働者とは、雇用形態が
異なっている以上は、たとえ、同一の労働で
あったとしても、賃金制度が異なっているこ
とも、不合理とまではいえないとされてきた
のです。
◆近年の動き
しかし、近年、同一労働同一賃金の原則を
中心に、非正規雇用をめぐる待遇格差の問題
に注目が集まっており、同一労働同一賃金の
原則が適用されるべきだという世論が強ま
っています。
それを受けて、２０１５年通常国会に、野
党を中心として、「労働者の職務に応じた待
遇の確保等のための施策の推進に関する法
律案」が提出されました。この法案では、派
遣労働者において、派遣先に雇用される労働
者とその職務に応じた待遇の均等の実現を
図るために必要な措置を講ずる旨を規定し
ており、政治的には、「同一労働同一賃金法
案」と称されました。この法案が可決される
ことはありませんでしたが、現在も、同一労
働同一賃金実現に向けた動きは活発です。政
府は、同一労働同一賃金に向け、法改正を行
い、２０１９年度の施行を目指す方針を固め
る閣議決定を今月末に行う予定とのことで
す。
◆本判決のポイント
このような、同一労働同一賃金の実現に向
けた動きがあるなかで、本判決においては、
従来の裁判例の流れと異なる判断が示され
ました。もっとも、この裁判例も、同一労働
ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad
同一賃金の原則を適用することを正面から
dfaddafafdfa
認めたわけではないため、注意が必要です。

判決文でも触れているとおり、「特段の事
情」があれば、同一の労働に対して、必ずし
も同一の賃金でなくても構わないと解する
余地は、なお、残されています。
では、どのような事情が、「特段の事情」
といえるのでしょうか。
これについては、今後の裁判例の流れ及び
蓄積を待ち、分析、検討することが必要です
が、少なくとも本判決では、経営状況の変化
を特段の事情と認めることに慎重です。ま
た、労働者の同意があることも、特段の事情
とは認められませんでした。
この判決が一般化するかどうかも、現時点
では不透明ですが、前述のとおり、同一労働
同一賃金に向けた法改正の動きがあること
は事実であり、一般化することも十分ありう
るものと考えられます。
◆労務上の注意
定年退職後に、労働者を、１年契約などの
嘱託従業員として再雇用する企業は少なく
ありません。その場合には、賃金も、正社員
時より下げるのが一般的な運用でしょう。
しかし、その場合には、事業者としては、
再雇用の従業員に従事してもらう職務内容
に注意しなければなりません。正社員時の職
務と同じ職務だった場合には、本判決のよう
に、賃金差は、不合理で違法と判断されかね
ないことに注意が必要です。
◆弊所にご相談を！
以上のように、定年退職後に再雇用する場
合の賃金体系については、トラブルにならな
いよう十分に注意しなければなりません。
同一労働同一賃金の原則の実現に向けた
動きは、現在も活発であるため、法改正情報
や裁判例の動きを注視しておく必要があり
ます。
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弊所では、労務に関する最新の法改正情報
や、裁判例の動きをチェックしており、必ず、
事業者の方のお役に立てるものと自負して
おります。
トラブルの発生を未然に防ぐという観点
から、正社員と非正規従業員の賃金格差につ
いてのアドバイスを行うことも可能です。
お困りのことがございましたら、お気軽に
ご相談ください。それぞれの業種を専門的に
扱う弁護士が対応させていただきます。

●「過労死ライン」超えていませんか？！
◆厚労省の報告
厚生労働省が、５月１６日に発表した報告
書によると、１ヶ月の残業が最も長かった正
社員の残業時間が「過労死ライン」の８０時
間を超えた企業は、２２．７％にのぼるとの
ことです。これによると、２０１４年度１年
間の勤務実態について、１ヶ月間の残業が最
も長かった正社員の残業時間は、「８０時間
超～１００時間以下」が１０．８％、「１０
０時間超」が１１．９％とのことでした。
実に５社に１社以上が、潜在的に、後述の
ような過労死トラブルのリスクを負ってい
ることになります。
なお、過労死の労災認定基準では、月８０
時間の残業がラインとされています。

この安全配慮義務について、労働契約法第
５条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働
者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労
働することができるよう、必要な配慮をする
ものとする」と規定しています。長時間労働
による従業員の過労死について、使用者はこ
の規定にもとづき、損害賠償の責任を負うこ
とになります。
すなわち、過労死ラインである月８０時間
以上の残業が認められながら、その状態を放
置し、その結果、万が一、その従業員が過労
死してしまった場合、使用者は損害賠償の責
任を免れません。
例えば、過労自殺と使用者の安全配慮義務
違反責任についての有名な判例である電通
事件（最高裁平成１２年３月２４日）におい
ては、第一審において、月に１４０時間を超
える残業時間が認定され、１億円を超える損
害賠償義務が認められました。
このように、従業員の長時間労働を放置し
ていると、場合によっては、極めて高額な損
害賠償が認められてしまう可能性がありま
す。
従業員の労働時間については、タイムカー
ド等で客観的に管理、把握するとともに、長
時間労働が目立つ場合には、従業員の増員や
配置転換、業務の割り振りを工夫する等の措
置を講じることが大切です。
◆労働時間管理の重要性

◆長時間労働による過労死により、使用者が
負うリスク
長時間労働により、従業員が過労死した場
合、使用者は、損害賠償責任を負うリスクが
ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad
あります。これは、使用者は、従業員との関
dfaddafafdfa
係で、安全配慮義務を負っているからです。

本稿で取り上げた過労死ラインとの関係
で、労働時間を管理することが極めて重要な
ことは言うまでもありませんが、過労死ライ
ンに限らず、労働時間の管理は、事業者にと
っては、とても重要です。というのも、従業
員が未払い残業代を請求してくるというこ
とが近年増えているからです。
労働時間管理の方法については，雇用契約
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労働時間管理の方法については、雇用契約
における賃金の定め方と合わせて、実務的に
問題が散見されるところです。会社を守ると
いう観点から、今一度、見直されることをオ
ススメいたします。気になる点があれば、弊
所にお気軽にご相談ください。

●スタッフの紹介
今月は、弊所スタッフの鋤崎美奈（すきざき
みな）をインタビュー形式でご紹介いたしま
す。

●セミナー情報
今後のセミナー情報をご紹介いたします。
・５月２９日
テーマ：整骨院のための交通事故セミナー
対象：整骨院向け 講師：弁護士鈴木啓太
場所：当事務所セミナールーム
・６月３日
テーマ：最新裁判例に学ぶ、労働紛争予防の
最前線（福岡県社労士会研修）
対象：社労士 講師：弁護士宮崎晃
場所：柳川藩主立花邸 御花
（社労士会への申込が必要です。）
・６月１６日
テーマ：メンタルヘルス不調者に対する解
雇、休職等の法的対応の実務
対象：企業・士業等 講師：弁護士宮崎晃
場所：産業保健総合支援センター福岡県メデ
ィカルセンタービル１F（産業保険総合支援
センターへの申込みが必要です。）
・７月２０日
テーマ：社員の個人情報の取扱い（株式会社
オフィスナチュラルズ九州人財人事交流会
主催）
対象：企業 講師：弁護士宮崎晃
場所：第 1 サンビル４F（株式会社オフィス
ナチュラルズへの申込が必要です。
www.office-naturals.com）
・８月６日
テーマ：弁護士の立場から見たストレスチェ
ック制度の課題（認定産業医研修会）
対象：産業医 講師：弁護士宮崎晃
ｄふぁｆだｆｆだふぁふぁ fdafdafdad
場所：福岡県医師会 福岡県メディカルセン
dfaddafafdfa
タービル ４F（医師会への申込が必要です。）

Ｑ出身は？
出身は福岡県です。実家は事務所から２時間
程度の距離にあるので、母の味を求めてほぼ
毎週実家に帰っています。駅から近いって最
高ですね。
Ｑ大学時代は？
社会福祉学科で、児童福祉を専攻していまし
た。子どもが大好きです。
Ｑ休日の過ごし方は？
実家に帰らない日は、ず～っとペッ
トを眺めています。ヒョウモントカ
ゲモドキの「ごましお」です。
トカゲとありますがヤモリの一種です。ごは
んを食べる姿がたまりません。
Ｑご覧になられている皆様へ
皆様はじめまして！昨年７月よりデイライ
ト法律事務所へ事務員として入所いたしま
した、鋤崎と申します。トレードマークは八
重歯です。とても話好きなので、見かけたら
是非お声掛けください。事件担当以外に採用
関係も担当させていただいております。少し
でも皆様のお役に立てるように邁進してま
いりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
今回の記事に関するお問い合わせはこちらまで
竹下 龍之介
電話番号: 092-409-1068
e-mail：info@daylight-law.jp

