
・労働契約法20条施行以降の正規労働者と非正規労働者の処遇格差に関する高裁以上の判例について掲載しました。

・原則として最新判決日の降順に掲載してあります。

・参考文献「ガイドラインか・判例から読み解く同一労働同一賃金」（経団連出版社）ほか。

事件名 メトロコマース事件（20190220_東京高裁）

事案概要 【契約社員が正社員との処遇格差について差額を請求】…駅構内における物品販売等を業とする（同社）には、無期雇用で

月給制、職務に限定のない正社員と、月給制・有期雇用・職務限定である契約社員A、時給制・有期雇用・職務限定である契

約社員B、という人事区分があり、それぞれ異なる就業規則が適用されていた。… 契約社員Bとして10年前後勤続していた

（原告）は、店舗の販売業務とその付随業務に従事していたが、正社員とほぼ同一の業務に従事しているにも関わらず賃金

等の労働条件において差異があることが、労契法20条に違反するとして、本給・賞与、各種手当、退職金及び褒賞の差額を

請求した。… 正社員は、年齢給と職務給のほか一律に支給される住宅手当など諸手当からなる月額給与と、年２回支給さ

れる賞与、勤続年数と年齢給及び職務給月額から算定される退職金が支給されるが、契約社員Bは、時給1000円、住宅手当

なし、賞与は年二回12万円の定額、退職金はなしという相違があった。… 正社員には所定労働時間を超える勤務につい

て、初めの２時間までは１時間につき２割７分増、２時間を超える時間は３割５分増の早出残業手当を支給、契約社員Ｂに

は法定通りの割増賃金を支給していた。

判決要旨① 【賃金制度・賃金体系の違いには一定の合理性が認められる】… 高卒・大卒新入社員を採用することがある正社員には⾧

期雇用を前提とした年功的な賃金制度を設け、本来的に短期雇用を前提とする有期雇用労働者にはこれと異なる賃金体系を

設けるという制度設計をすることには、企業の人事施策上の判断として一定の合理性が認められるところである。… この

ような賃金の相違については、決して固定的・絶対的なものではなく、契約社員Ｂから契約社員Ａへ及び契約社員Ａから正

社員への各登用制度を利用することによって解消することができる機会も与えられている。

判決要旨② 【資格手当に相当する手当が支給されなくてもやむを得ない】… 資格手当は、正社員の職務グループ（マネージャー職・

リーダー職・スタッフ職）における各資格（Ｍ、Ｌ１~Ｌ３、Ｓ１~Ｓ３）に応じて支給するものであるところ、契約社員Ｂ

はその従事する業務の内容に照らして正社員と同様の資格を設けることは困難であると認められるから、これに相当する手

当が支給されなくともやむを得ないというべきである。

判決要旨③ 【時間外割増率に相違を設けるべき積極的理由があるということはできない】… 時間外労働の抑制という観点から有期契

約労働者と無期契約労働者とで割増率に相違を設けるべき理由はなく、そのことは使用者が法定の割増率を上回る割増率に

よる割増賃金を支払う場合にも同様と言うべきである。（以下略）

判決要旨④ 【契約社員に住宅手当を支給しないことが正当化されるものとはいえない】… 住宅手当は、従業員が実際に住宅費を負担

しているか否かを問わずに支給されていることからすれば、職務内容等を離れて従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣

旨で支給されるのであり、その手当の名称や扶養家族の有無によって異なる額が支給されることに照らせば、主として従業

員の住宅費を中心とした生活費を補助する趣旨で支給されるものと解することが相当であるところ、上記のような生活費補

助の必要性は職務の内容等によって差異が生ずるものではないし…正社員であっても転居を必然的に伴う配置転換は想定さ

れていない…というのであるから、勤務場所の変更によっても転居を伴うことが想定されていない契約社員Ｂと比較して正

社員の住宅費が多額となり得るといった事情もない。

… （被告は）人事施策として、正社員採用の条件として住宅手当が支給されることを提示することによって採用募集への

訴求を図り、有為な人材を確保し…有為な人材の定着を図る趣旨であると主張する…しかし（被告において）そのような効

果を図る意図があるとしても、住宅手当の主たる趣旨は上記のとおりに解されるのであって、そうである以上、比較対象と

される正社員との関係で上記のような理由のみで契約社員Ｂに住宅手当を支給しないことが正当化されるものとはいえない

から、上記主張は採用することができない。

判決要旨⑤ 【賞与の支給額の相違が直ちに不合理であると評価することはできない】（正社員には夏季と冬季に月額給与２か月分に一

定額を加算した賞与が支給され、契約社員には夏季と冬季に各１２万円が支給されている…）一般に、賞与は、月例賃金と

は別に支給される一時金であり、対象期間中の労務の対価の後払い、功労報償、生活補償、従業員の意欲向上など様々な趣

旨を含みうるものであり、いかなる趣旨で賞与を支給するかは使い用者の経営及び人事施策上の裁量判断によるところ、こ

のような賞与の性格をふまえ、⾧期雇用を前提とする正社員に対し賞与の支給を手厚くすることにより有為な人材の獲得・

定着を図るという（被告の）主張する人事施策上の目的にも一定の合理性が認められることは否定することができない。

… 従業員の年間賃金のうち賞与として支払う部分を設けるか、いかなる割合を賞与とするかは使用者にその経営判断に基

づく一定の裁量が認められるものというべきところ、契約社員Ｂは、１年ごとに契約が更新される有期契約労働者であり、

時間給を原則としていることからすれば、年間賃金のうちの賞与部分に大幅な労務の対価の後払いを予定すべきであるとい

うことはできないし、賞与は（被告の）業績等をふまえて労使の団体交渉により支給内容が決定されるものであり、支給可

能な賃金総額の配分という制約もある。

… 契約社員Bに対する賞与の支給額が正社員に対する上記平均支給実績と比較して相当低額に抑えられていることは否定す

ることができないものの、その相違が直ちに不合理であると評価することはできない。
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判決要旨⑥ 【退職金を⾧期間勤務を継続した契約社員に全く支給を認めないのは不合理】（正社員には勤続年数等に応じた退職金制度

があり、契約職員には対市区金制度無し）… 一般に、退職金の法的性格については、賃金の後払い、功労報酬など様々な

性格があると解されるところ、このような性格をふまえると、一般論として、⾧期雇用を前提とした無期契約労働者に対す

る福利厚生を手厚くし、有為な人材の確保・定着を図るなどの目的をもって無期契約労働者に対しては退職金制度を設ける

一方、本来的に短期雇用を前提とした有期雇用労働者に対しては退職金制度を設けないという制度設計をすること自体が、

人事施策上一概に不合理であるということはできない。… もっとも…契約社員Bは、１年ごとに契約が更新される有期契約

労働者であるから、賃金の後払いが予定されているということはできないが、他方で、有期労働契約は原則として更新さ

れ、定年が６５歳と定められており…実際にも（控訴人らは）定年まで１０年前後の⾧期間にわたって勤務していた…契約

社員Ｂと同じく売店業務に従事している契約社員Ａは…無期契約労働者となるとともに、退職金制度が設けられたこと…を

考慮すれば、少なくとも⾧年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金（退職金の上記のような複合的な性

格全般を考慮しても、正社員と同一の基準に基づいて算定した額の少なくとも４分の1はこれに相当すると認められる。）す

ら一切支給しないことについては、不合理と言わざるを得ない。（以下略）

判決要旨⑦ 【勤続褒賞を正社員に行い、同様に⾧期間勤続する契約社員に行わないのは殖栗である。】（正社員には勤続１０年に表彰

状と３万円・定年退職時に感謝状と５万円相当の記念品、契約社員には褒賞なし）…「褒賞取扱要領」にによれば、褒賞は

「業務上特に顕著な功績があった社員に対して褒賞を行う」と定められていることが認められるが、実際には勤続１０年に

達した正社員には一律に表彰状と３万円が贈られており…要件は形骸化しているということができる。

… そうであるとすれば、業務の内容にかかわらず一定期間勤続した従業員に対する褒賞ということになり、その限りでは

正社員と契約社員Ｂとで変わりはない。そして、契約社員Ｂについても、その有期労働契約は原則として更新され、定年が

６５歳と定められており、⾧期間勤続することが少なくない。… （かかる）労働条件の相違は不合理であると評価するこ

とができる。

事件名 大阪医科薬科大学事件（20190215_大阪高裁）

事案概要 【秘書業務に従事していたアルバイト職員が基本給等の格差につき損害賠償を請求】秘書業務に従事していたアルバイト職

員が、無期雇用の正職員との間で、基本給、賞与、年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給、年休の日数、夏期特

別有給休暇、業務外の疾病（私傷病）による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置に相違があることは労働契約法２０

条に違反すると主張して、不法行為に基づき、差額に相当する額等合計１２７２万１８１１円の損害賠償等を求めた。

判決要旨① 【賃金水準の相違が約２割にとどまっていることは不合理であるとは認めるに足りない。】… アルバイト職員は時給制、

正職員は月給制という労働条件の相違についてみると、どちらも賃金の定め方として一般に受け入れられているものである

…アルバイト職員は短時間勤務者が約６割を占めている…ことを踏まえると、アルバイト職員に、短時間勤務者に適した時

給制を採用していることは不合理とは言えない。…職務、責任、異動可能性、採用に際し求められる能力に大きな相違があ

ること、賃金の性格も異なることを踏まえると、正職員とアルバイト職員で賃金水準に一定の相違が生ずることも不合理と

はいえない…その相違は約２割にとどまっていることからすると、そのような相違があることが不合理であるとは認めるに

足りない。

判決要旨② 【賞与の支給額が正職員の６０％を下回る支給しかしない場合は不合理】… 賞与の支給額は、正職員全員を対象とし、基

本給にのみ連動するものであって、当該職員の年齢や成績に連動するものではなく、（大学の）業績にも一切連動していな

い。これをふまえると（本件賞与は）正職員として（大学に）在籍していたということ、すなわち、賞与算定期間に（大学

に）就労していたそれ自体に対する対価としての性格を有するものというほかない。そして、そこには、賞与算定期間にお

ける一律の功労の趣旨も含まれるとみるのが相当である。

（大学は）正職員は（大学の）業績を左右するような貢献が想定されるのでその貢献によって変動する業績に応じて変動す

る賃金の後払いとして賞与を支給しているとも主張する（が）、それでは、契約職員に正職員の約８０％の賞与を支給して

いることについて合理的な説明をすることが困難である。

…アルバイト職員には賞与でなく時給額で貢献への評価が尽くされている（との大学の主張は）具体的に（根拠が）全く不

明である。…（同じ有期契約の）契約職員に一定の支給があることは、アルバイト職員には全く支給がないことの不合理性

を際立たせるものというべきである。

…賞与には、功労、付随的にせよ⾧期就労への誘因という趣旨が含まれ…不合理性の判断において使用者の経営判断を尊重

すべき面があることも否定し難い。…正社員とアルバイト職員とでは、実際の職務も採用に際し求められる能力にも相当の

相違があったというべきであるから、アルバイト職員の賞与算定期間における功労も相対的に低いことは否めない…これら

のことからすれば、フルタイムのアルバイト職員とはいえ、その職員に対する賞与の額を正社員に対すると同額にしなけれ

ば不合理であるとまではいうことができない。…上記の観点及び（大学が）契約職員に対し約８０％の賞与を支払っている

ことからすれば…賃金同様、正職員全体のうち平成２５年４月１日付で採用された者と比較対照し、その者の賞与の支給水

準の６０％を下回る支給しかしない場合は不合理な相違に至るものというべきである。

判決要旨③ 【年休の算定方法が相違し採用日が同一の場合正社員が１日多いのは不合理でない。】（略）
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判決要旨④ 【５日間の夏期有給特別有給休暇を年間を通してフルタイムで勤務しているアルバイト職員に付与しないことは不合理】

… （大学における）夏期特別有給休暇が…一般的な夏期特別休暇と趣旨を異にするとうかがわせる事情はない。アルバイ

ト職員であってもフルタイムで勤務している者は、職務の違いや多少の労働時間の相違はあるにせよ、夏期に相当程度の疲

労を感ずるに至ることは想像に難くない。そうであれば、少なくとも、年間を通してフルタイムで勤務しているアルバイト

職員に対して正職員と同様の夏期特別有給休暇を付与しないことは不合理であるというほかはない。

判決要旨⑤ 【私傷病による賃金支給につき１か月分、休職給の支給につき２か月分を下回る支給は不合理】私傷病によって労務を提供

することができない状態の正職員に対して、一定期間の賃金や休職給を支払う旨を定める趣旨は、正職員として⾧期にわた

り継続して就労してきたことに対する評価又は将来にわたり継続的して就労することに対する期待から、正職員の生活に対

する保障を図る点にあると解される…アルバイト職員も契約期間の更新はされるので、その限度では一定期間の継続した就

労もし得る。アルバイト職員であってもフルタイムで勤務し、一定の習熟をしたものについては（大学の）職務に対する貢

献の度合いもそれなりに存するものといえ、一概に代替性が高いとは言い難い部分もあり得る。そのようなアルバイト職員

には生活保障の必要性があることも否定し難いことからすると、アルバイト職員であるというだけで、一律に私傷病による

欠勤中の賃金支給や休職給の支給を行わないことには、合理性があるとはいい難い。

… 正職員とアルバイト職員の、⾧期間継続した就労を行うことの可能性、それに対する期待についての本来的な相違を考

慮すると…正職員とアルバイト職員との間において、私傷病により就労をすることができない期間の賃金の支給や休職給の

支給について一定の相違があること自体は、一概に不合理とまではいえない。

… アルバイト職員の契約期間は更新があり得るとしても１年であるのが原則であり、当然に⾧期雇用が前提とされている

わけではないことを勘案すると、私傷病による賃金支給につき１か月分、休職給の支給につき２か月分（合計３カ月、雇用

期間１年の４分の１）を下回る支給しかしないときは、正職員との労働条件の相違が不合理であるというべきである。これ

と同程度又はこれを上回るときは不合理であると認めるに足りない。

判決要旨⑥ 【附属病院の医療費補助の対象者に含めないことは不合理とはいえない。】…附属病院受診の際の医療費補助措置は、恩恵

的な措置というべきであって、労働条件に含まれるとはいえず、正職員とアルバイト職員との間の相違は労働契約法２０条

に違反する不合理な労働条件の相違とはいえない。… 同制度は（大学との）一定の関係を有する者に恩恵的に施されるも

のであって、労働契約の一部として何らかの対価として支出されるものではないというべきである。

事件 学校法人産業医科大学事件（20181129_福岡高裁）

事案概要 【任期１年、勤続３０年以上の臨時職員が基本給等の格差について損害賠償を請求】… 任期１年の臨時職員として採用さ

れ、以降３０年以上にわたり契約を更新し、大学病院の歯科口腔外科で予算・物品の管理、講義の準備、学生の出欠管理等

の業務に従事したアルバイト職員が、賃金総額が同じ頃に就職した正社員の賃金と比較して基本給の金額で約２倍の差が生

じた。（賞与は支給されており退職金は支給されず。）これが労働契約法２０条に違反するとして、損害賠償を請求した。

判決要旨① 【基本給が（同様の）正規職員の基本給の額に約２倍の格差が生じていることは３万円の限度において不合理】… 臨時職

員と（正規職員との）比較対象期間及びその直近の職務の内容並びに職務の内容及び配置の各変更の範囲に違いがあり、大

学病院内での同一の科での継続勤務を希望したといった事情を踏まえても、３０年以上の⾧期にわたり雇用を続け、業務に

対する習熟度を上げた（臨時職員に）人事院勧告に従った賃金の引き上げのみ（行ない）学歴が同じ正規職員が管理業務に

携わるないし携わることができる地位である主任に昇格する前の賃金水準すら満たさず、現在では、同じ頃採用された正規

職員との基本給の額に約２倍の格差が生じているという労働条件の相違は、同学歴の正規職員の主任昇格前の賃金を下回る

３万円の限度において不合理であると評価することができる…

事件 ハマキョウレックス事件・最高裁_20180601

事案 【有期契約社員が正社員との処遇格差につき差額の支払い等を請求】 ハマキョウレックスに勤務する有期契約社員が、正

社員との間で、賃金等に相違があることは労働契約法２０条に違反しているなどと主張して、労働契約に基づき、賃金等に

関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、…正社員に支給された…本件諸手当との差額

の支払等を求めた。

＜正社員／契約社員の主な処遇格差＞

・基本給  … 年齢給、勤続給及び職能給／時給1150円   ・無事故手当 … 1万円／なし

・作業手当 … 1万円～２万円 ／なし  ・精勤手当 … 5000円／なし  ・給食手当 … 3500円／ なし

・住宅手当 …  月5000円～2万円 ／なし  ・皆勤手当  … 1万円／ なし

・通勤手当 … 最低5000円／ 上限3000円（但しH25．12まで） ・家族手当  … あり／ なし

・賞与   …  あり／ 原則なし     ・退職金  …  あり／ 原則なし
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判決要旨① 【正社員と契約社員の簡易は職務の内容に相違はないが、職務の内容及び配置の変更の範囲には違いがある。】

・正社員と契約社員のドライバーには、職務の内容に相違はないが、職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては、以下の

違いがある。

・正社員は、出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか、等級役職制度が設けられており、職務遂行能力に見合う

等級役職への格付けを通じて、将来、中核人材として登用される可能性がある。

・契約社員は、就業場所の変更や出向は予定されておらず、将来、中核人材として登用されることも予定されていない。

判決要旨② 【住宅手当の格差は不合理ではない。】

・住宅手当は、従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給されるものと解されるところ、正社員は転居を伴う配転が

予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となる。

・正社員に対して住宅手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は不合理であると

評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相

当である。

判決要旨③ 【皆勤手当の格差は不合理である。】

・皆勤手当は、運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を

推奨する趣旨で支給されるものである。

・正社員と契約社員のトラック運転手については、職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性につ

いては、職務の内容によって両者の間に差異が生じるものではない。

・出勤する者を確保する必要性は、労働者が将来転勤や出向する可能性や、中核人材として登用される可能性といった事情

により異なるとはいえない。

・よって、正社員に対して皆勤手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合

理であると評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相

当である。

判決要旨④ 【無事故手当の格差は不合理である。】

・無事故手当は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給されるものであると解され

る。

・契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、安全運転及び事故防止の必要性については、職務の内容によって両者

の間に差異が生ずるものではない。

・安全運転及び事故防止の必要性については、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、中核人材として登用される可

能性の有無といった事情により異なるものではない。

・よって、正社員に対して無事故手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不

合理であると評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが

相当である。

判決要旨⑤ 【作業手当の格差は不合理である】

・作業手当は、特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の

賃金であると解される。

・作業手当は、特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の

賃金であると解される。

・契約社員と正社員の職務の内容は異ならない。

・職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって、行った作業に対する金銭的評価が異なるものではない。

・正社員に対して作業手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理である

と評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当であ

る。

判決要旨⑥ 【給食手当の格差は不合理である】

・給食手当は、従業員の食事に係る補助として支給されるものであるから、勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に

対して支給することがその趣旨にかなうものである。

・契約社員と正社員の職務の内容は異ならないし、勤務形態に違いもない。

・職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、勤務時間中に食事を取ることの必要性やその程度とは関係がない。

・正社員に対して給食手当を支給する一方で、契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理である

と評価することができるものであるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当であ

る。
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判決要旨⑦ 【通勤手当の格差は不合理である。】

・通勤手当は、通勤に要する交通費を補填する趣旨で支給されるものである。

・労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない。

・職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、通勤に要する費用の多寡とは直接関連するものではない。

・正社員と契約社員の間で通勤手当の金額が異なるという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるもので

あるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。

事件 ⾧澤運輸事件（20180601_最高裁）

事案 【定年後嘱託社員が正社員との処遇格差につき差額支払い等を請求】・有期労働契約を締結した定年後嘱託社員が、無期労

働契約を締結している者との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、主位的に、正社員に関す

る就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、正社員に支給されるべき賃金と実際に支

給された賃金との差額の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、差額賃金相当額の損害賠償金の支払を求めた。

＜正職員／定年後嘱託職員の主な待遇格差＞

・基本給 … 12万1100円上限＋年齢給（6000円上限）／12万5000円＋報酬比例年金支給時まで調整給２万円

・能率給および職務給 … あり／なし

・精勤手当 … 5000円／なし

・住宅手当 … １万円／なし

・家族手当 … 配偶者5000円＋子5000円／なし

・役付手当 … あり／なし

・超勤手当 … あり／あり

・賞  与 … あり（基本給の5か月分） ／なし

・定期昇給 … あり／ 原則なし

判決要旨① 【定年後嘱託社員と正社員の間には職務内容や職務変更範囲に相違が無い。】

・定年後嘱託社員と正社員は、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に違いはなく、業務の都合により配置転換等

を命じられることがある点でも違いはない。

・（しかし）有期契約契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断する

際に考慮されることとなる事情は、労働者の職務内容及び変更範囲並びにこれらに関連する事情に限定されるものではな

い。

判決要旨② 【個々の賃金項目の趣旨によりその考慮すべき事情や考慮の仕方も異なりうる。】

・労働者の賃金が複数の賃金項目から構成されている場合、個々の賃金項目に係る賃金は、通常、賃金項目ごとに、その趣

旨を異にするものであるということができる。そして、有期契約労働者と無期契約労働者との賃金項目に係る労働条件の相

違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たっては、当該賃金項目の趣旨により、その考慮すべき事情や考

慮の仕方も異なり得るというべきである。

判決要旨③ 【定年制の有無について違法ではない。】

・定年制は、使用者が、その雇用する労働者の⾧期雇用や年功的処遇を前提としながら、人事の刷新等により組織運営の適

正化を図るとともに、賃金コストを一定限度に抑制するための制度ということができる。定年制の下における無期契約労働

者の賃金体系は、当該労働者を定年退職するまで⾧期間雇用することを前提に定められたものであることが少なくないと解

される。これに対し、使用者が定年退職者を有期労働契約により再雇用する場合、当該者を⾧期間雇用することは通常予定

されていない。
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判決要旨④ 【能率給および職務給の格差は不合理ではない。】

・定年後嘱託社員の基本賃金は、定年退職時の基本給を上回っている…団体交渉を経て、嘱託社員の基本賃金を増額、歩合

給の係数を有利に変更（能率給の2倍～3倍）… 嘱託社員について、正社員と異なる賃金体系を採用するに当たり、職種に

応じて額が定められる職務給を支給しない代わりに、基本賃金の額を定年退職時の基本給の水準以上とすることによって収

入の安定を図るとともに、歩合給による係数を能率給よりも高く設定することによって労務の成果が賃金に反映されやすい

ように工夫している。… 不合理性の審査においては、嘱託社員の基本賃金及び歩合給が、正社員の基本給、能率給及び職

務給に対応するものであることを考慮する必要がある。

・定年後嘱託社員に対しては、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまで2万円の調整給が支給される。… 定年

後嘱託社員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であるといった事情を踏まえても、正社員に対して能率給及び職務給

を支給する一方で、嘱託乗務員に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違は、不合理

と評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。… なお、

ある賃金項目の有無及び内容が、他の賃金項目の有無及び内容を踏まえて決定される場合もあり得るところ、そのような事

情も、有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否か

を判断するに当たり考慮されることになる者と解される。… また、定年退職後に再雇用される有期契約労働者は、定年退

職するまでの間、無期契約労働者として賃金の支給を受けてきた者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受

けることも予定されている。そして、このような事情は、定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系の在り方を

検討するに当たって、その基礎になるものであるということができる。

・有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、当該有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違

が不合理であると認められるものであるか否かの判断において、労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮される

こととなる事情にあたると解するのが相当である。

判決要旨⑤ 【精勤手当の格差は不合理である。】

・精勤手当は、休日以外には1日も欠かさずに出勤することを奨励する趣旨で支給されるものである。

・定年後嘱託社員と正社員との間で、皆勤を奨励する必要性に相違はない。

・精勤手当は、従業員の皆勤という事実に基づいて支給されるものであるから、歩合給及び能率給に係る係数が異なること

をもって、嘱託社員に精勤手当を支給しないことが不合理でないということはできない。

・正社員に対して精勤手当を支給する一方で、嘱託社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理である

と評価することができるから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

判決要旨⑥ 【住宅手当および家族手当の格差は不合理ではない】

 住宅手当の趣旨は、従業員の住宅費の負担の補助であり、家族手当のＤ趣旨は、従業員の家族を扶養するための生活費の

補助である。… いずれも労働者の提供する労務を金銭的に評価して支給されるものではなく、従業員に対する福利厚生及

び生活保障の趣旨で支給されるものであるから、労働者の生活に関する諸事情を考慮する。… 正社員は、嘱託社員と異な

り、幅広い世代の労働者が存在し得るところ、そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助す

ることには相応の理由がある。… 嘱託社員は、正社員として勤続した後に定年退職した者であり、老齢厚生年金の支給を

受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは、調整給の支給を受けることができる。… 正社員に

対して住宅手当及び家族手当を支給する一方で、嘱託社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であ

ると評価することはできないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。

判決要旨⑦ 【役付手当の格差は不合理ではない】

判決要旨⑧ 【割増賃金の計算の基礎に精勤手当が含まれていない点で不合理である】

判決要旨⑨ 【賞与の格差は不合理ではない】

・賞与は、労務の対価の後払い、功労報償、生活費の補助、労働者の意欲向上等といった多様な趣旨を含み得るものであ

る。… 嘱託社員は、定年後再雇用者であるため、退職金を受領しており、老齢厚生年金の受給を受けることが予定され、

報酬比例部分の支給まで調整給の支給を受けること、定年退職前と比較しても79%程度の年収を受けること、嘱託社員の賃

金体系は、嘱託社員の収入の安定に配慮しながら、労務の成果が賃金に反映されやすくなるように工夫した内容になってい

ること。… 嘱託社員と正社員との職務内容及び変更範囲が同一であり、正社員に対する賞与が基本給の5か月分とされてい

るとの事情を踏まえても、正社員に対して賞与を支給する一方で、嘱託社員に対してこれを支給しないという労働条件の相

違は、不合理と評価することができるといえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらない。

6 / 8 ページ



事件 日本郵便（佐賀）事件（20180524_福岡高裁）

事案 【同一内容の業務を行う時給制の有期契約社員が正社員との処遇格差について慰謝料等の支払いを請求】…時給制の有期契

約社員として、正社員とほぼ同程度の勤務日数・勤務時間で郵便の集配業務等に従事していた時給制の有期契約職員が正社

員との処遇格差について慰謝料等の支払いを求めた。…正社員の就業規則と、有期契約社員の就業規則が別に規定されてお

り、正社員（一般職を含む）には、夏期（６月から９月までの期間において在籍日に応じて１日ないし３日間）と、冬期

（10月から翌年３月までの期間に３日間）に有給の特別休暇が認められていたが、有期契約社員には同様の特別休暇は認め

られていなかった。その他にも、基本賃金・通勤費、祝日給、夏期、年末手当などの取扱いにおいて、相違があった…

判決要旨① 【勤務体制・給与体系の異なりに起因する基本賃金や通勤費の違いは不合理ではない。】… 郵便外務業務に従事している

正社員と時給制契約社員とでは、郵便外務業務という意味での業務の内容は同一であるが、時給制契約社員は、特定の勤務

曜日あるいは特定の勤務時間帯に限定して採用される者があるように、その業務に従事する勤務体制が、当然に正社員と同

様の勤務日数をフルタイムで勤務することを前提としたものとはなっていない。このことは、有期雇用契約である月給制契

約社員が存在していることからも明らかであるといえる。

… 業務内容のうち、勤務体制という点については、時給制契約社員と正社員とでは明らかに異なっており、それを前提と

して給与体系に時給制か月給制かの相違が設けられていると認められる。

… かかる相違に起因する基本賃金・通勤費の相違が不合理であると認めることはできない。

判決要旨② 【外務業務手当の不支給は不合理な相違とまではいえない。】正社員において内務業務と外務業務の業務内容の相違に鑑み

て外務業務の従業者に給与を加算する趣旨の手当は外務業務手当のみということになる。… 他方、時給制契約社員の基本

給の下限は、地域別最低賃金に額２０円を加えた額であるが、支店において外務業務に従事する同社員については、Ａ地域

で１３０円、Ｂ地域で８０円が加算されることになっている。

… 時給制契約社員についても…外務業務に従事していることを理由として給与の加算が行われているのだから、正社員に

おける外務業務手当と同趣旨の手当ないし給与の加算がないとはいえない。

… 額に相違があることについては、両者の賃金体系に相違があること…や、正社員と時給制契約社員との間では職務内容

や、職務の内容及び配置の変更の範囲に相違があることなどを考慮すると、不合理な相違があるとまではいえない。

判決要旨③ 【業務内容や賃金体系の違いから、能率手当が支給されないことは不合理な相違であるということはできない。】（正社員

には能率手当を支給、時給制契約社員には不支給であるが…）正社員の手当に相当する支給は、時給制契約社員にも名称を

異にする手当及び基本給の一部として支給されている。… 外務業務に限った習熟度に対してされる給付について、業務の

内容及び配置の変更が予定される正社員については専ら手当として考慮し、当該業務のみに当たることを前提に採用される

期間雇用社員についてはその一部を基本給の中に取り込んで考慮する給与体系を設けること自体は、正社員と時給制契約社

員との間では職務内容や、職務の内容及び配置の変更の範囲に相違があることなどを考慮すると不合理な相違であるとはい

えない。… 正社員と時給制契約社員の業務の内容等の相違に加え、そもそも賃金体系等の制度設計を異にし、新たな手当

として時給制契約社員のために設けられた手当と、正社員に対して従前の手当と組み替えて支給される手当とではその給付

開始の経緯や趣旨が異なることも考慮すると、単純な各手当の支給額の相違や一部の手当について対象者の範囲に相違があ

ることのみから、それらが不合理な相違であるということはできない。

判決要旨④ 【早出勤務手当の支給額の相違は不合理であるということはできない】… 当該時間帯に１時間勤務すれば基本賃金と併せ

て支給が受けられるとされる時給制契約社員と、勤務時間の関係で当該時間帯を含んで４時間以上の勤務に従事しなければ

支給を受けられないとされる正社員では支給要件が異なる…勤務１回あたりの支給額を時給換算した場合の加算額は、正社

員の方が時給制契約社員を下回る場合も出てくることになる。… その上、早出勤務手当の支給が問題になる時給制契約社

員は、そもそも採用の際に同手当の支給対象となる時間帯を勤務時間とすることを前提にして労働契約を締結している者が

ある。 … そうすると、勤務体制も基本給を含めた給与体系も異なる両者について、勤務した際に従事する業務の内容が

同一で、勤務１回あたりの支給額が異なるという事実のみをもって、その相違が不合理であるということはできないという

べきである。

判決要旨⑤ 【祝日勤務の場合の手当の不支給不合理であるということはできない】… （正社員と）時給制契約社員との間に相違が生

じているのは、祝日が本来的には勤務日であることとされ、それを前提に基本給等が定まっている正社員と、そもそも祝日

は当然に勤務日ではなく、就労した時間数に応じて賃金を支払うこととされている時給制契約社員の勤務体制の相違による

ものであるといえる。（以下略）
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判決要旨⑥ 【夏期及び冬期休暇が全く付与されないことは不合理】… 夏期及び冬期休暇が、主としてお盆や年末年始の慣習を背景に

したものであることに照らすと、かかる休暇が正社員に対し定年までの⾧期にわたり会社に貢献することへのインセンティ

ブを与えるという面を有している…としても、そのような時期に同様に就労している正社員と時給制契約社員との間で休暇

の有無に相違があることについて、その職務内容の違いを理由にその相違を説明することはできず、制度として時給制契約

社員にこれが全く付与されないことについては不合理な相違があるといわざるを得ない…（以下略）

事件 日本郵便（東京）事件（20181213_東京高裁）

判決要旨① 【年末年始勤務手当の不支給は不合理】… 年末年始の期間における労働の対価として一律額を基本給とは別枠で支払うと

いう年末年始勤務手当の性格等に照らせば、⾧期雇用を前提とした正社員に対してのみ、年末年始という最繁忙時期の労働

に対する対価として特別の手当を支払い、同じ年末年始の期間い労働に従事した時給制契約社員に対し、当該手当を支払わ

ないことは不合理であると評価することができる…（以下略）

判決要旨② 【病気休暇が無給であるのは不合理】… ⾧期雇用を前提とした正社員に対し、日数の制限なく病気休暇を認めているのに

対し、契約期間が限定され、短時間勤務の者も含まれる時給制契約社員に対し、病気休暇を１年度において１０日の範囲内

で認めている労働条件の相違は、その日数の点においては、不合理であると評価することができるものとはいえない。…

しかし、正社員に対し私傷病の場合は有給 … とし、時給制契約社員に対して…無給としている労働条件の相違は、不合

理であると評価することができる…（以下略）

判決要旨③ 【夏期及び冬期休暇が全く付与されないことは不合理】

事件 日本郵便（大阪）事件（20190124_大阪高裁）

判決要旨① 【年末年始勤務手当の不支給は不合理】… 本件（時給制）契約社員にあっても、有期労働契約を反復して更新し、契約期

間を通算した期間が⾧期間に及んだ場合には、年末年始勤務手当を支給する趣旨・目的との関係で本件比較対象正社員と本

件契約社員との間に相違を設ける根拠は薄弱なものとならざるを得ないから、このような場合にも本件契約社員には本件比

較対象正社員に対して支給される年末年始勤務手当を一切支給しないという労働条件の相違は、職務内容の相違や導入時の

経過、その他（の事情）などを十分に考慮したとしても、もはや労契法２０条にいう不合理と認められるものに当たると解

するのが相当である。

判決要旨③ 【住居手当支給の不支給は不合理】… 新人事制度では、新一般職は、転居を伴う配置転換等は予定されない…新一般職も

時給制契約社員も住宅に要する費用は同程度とみることができるから、新一般職に対して上記の住居手当を支給する一方

で、時給制契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができる…（以下

略）

判決要旨④ 【扶養手当の不支給は不合理ではない】… 扶養手当は…一般的に生活手当の一種とされており、⾧期雇用システムと年功

的賃金体系の下、家族構成や生活状況が変化し、それによって生活費の負担が増減することを前提として、会社が労働者の

みならずその家族の生活費まで負担することで、有為な人材の獲得、定着を図り、⾧期にわたって会社に貢献してもらうと

いう効果を期待して支給される … 契約社員は、原則として短期雇用を前提とし、必要に応じて柔軟に労働力を補完、確

保するために雇用されたものであり、賃金も年功的賃金体系は採用されておらず、基本的には従事する業務の内容や就業の

場所等に応じて定められる … のであるから、⾧期雇用を前提とする基本給の補完といった扶養手当の性質及び支給の趣

旨に沿わないし、本件契約社員についても家族構成や生活状況の変化によって生活費の負担増もあり得るが、基本的に転職

等による収入増加で対応することが想定されている。… そうすると（本件相違は）不合理と認めることはできない。

判決要旨⑤ 【病気休暇が無給であるのは（契約期間を通算した期間が５年を超えた以降の待遇としては）不合理】… ⾧期雇用を前提

とする正社員と、原則として短期雇用を前提とする本件契約社員との間で、病気休暇について異なる制度や運用を採用する

こと自体は、相応の合理性があるというべきであり…本件契約社員と本件比較対象正社員との間で、病気休暇の期間やその

間有給とするか否かについての相違が存在することは、直ちに不合理であると評価することはできない…が（年末年始勤務

手当での説示と同様に）契約期間を通算した期間が５年を超えた以降の待遇差は不合理…（以下略）

判決要旨⑥ 【祝日給が全く付与されないことは不合理】契約期間を通算した期間が５年を超えた以降の待遇差は不合理…（以下略）

判決要旨⑦ 【夏期及び冬期休暇が全く付与されないことは不合理】契約期間を通算した期間が５年を超えた以降の待遇差は不合理…

（以下略）
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