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【前提知識】労契法20条改正パート・有期法

 労契法20条（有期の均衡処遇）
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の

定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働
者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相
違は、①労働者の業務の内容及び②当該業務に伴う責任の程度（以下この条におい
て「職務の内容」という。）、③当該職務の内容及び配置の変更の範囲④その他の事情
を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

 パート・有期法８条（均衡処遇）
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそ

れぞれについて※当該待遇に対応する通常の労働者※の待遇との間において、当該
短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の①業務の内容及び②当該業務に伴う責
任の程度（以下「職務の内容」という。）、③当該職務の内容及び配置の変更の範囲、
④その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして※適切と
認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
※個別比較
※比較対象正社員
※関連性のある相違のみ考慮
⇒基本的に労契法20条と同一の解釈論となる

 パート・有期法９条（均等処遇）
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者（第十一条

第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。）であって、当該事業
所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの
全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配
置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの（次条及び同項にお
いて「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。）については、短時
間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれに
ついて、差別的取扱いをしてはならない。
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パート有期法8条・9条の高年齢者への適用関係

 8条については定年後再雇用（有期雇用）に適用あり（長沢運輸事件最高裁H30.6.1）

 9条については解釈上、適用がないとする説が有力。
∵条文上「短時間・有期雇用労働者であることを理由として」とされているが、高年齢者は「定年後再雇用なので」労働
条件が引き下げられているため。

 行政の考え方
→施行通達はまともに回答していない（霞ヶ関文学）

①「 高年齢者雇用確保措置の適用との関係
高年齢者の継続雇用制度の導入等が行われる事業主において、当該制度の対象となる高年齢者が短時間・有期雇

用労働者である場合に法第９条の適用関係が問題となり得る。
継続雇用制度が講じられた事業主においては、再雇用等により定年年齢を境として、短時間・有期雇用労働者となっ

た場合、職務の内容が比較対象となる通常の労働者と同一であったとしても、職務の内容及び配置の変更の範囲（人
材活用の仕組み、運用等）が異なっている等の実態があれば、法第９条の要件に該当しないものであるが、法第８条の
対象となることに留意が必要であること。」

→この箇所は、9条の適用がない場合でも、8条の適用はあるという当たり前のことを言っているだけ。肝心の「9条が定
年後適用されるのか？」には答えていない。

②「また、定年の引上げ等により、60 歳を超えた定年の定めを行っている事業主においては、短時間・有期雇用労働者
とならない高年齢者については法の適用はないが、短時間・有期雇用労働者となる場合、職務の内容が比較対象とな
る通常の労働者と同一であり、特段職務の内容及び配置の変更の範囲（人材活用の仕組み、運用等）も異ならないの
であれば、法第８条の対象となるだけでなく、法第９条の要件に該当すること。」

→定年引き上げに同一労賃の適用はないこと、定年前に短時間・有期となる場合には9条の適用があるなど当たり前
のことを答えているだけであり、結局、「9条が定年後再雇用に適用されるのか」には答えていない。

3



同一労働同一賃金ガイドライン
注「２ 定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い」

「定年に達した後に継続雇用された有期雇用労働者についても、短時間・有期雇
用労働法の適用を受けるものである。このため、通常の労働者と定年に達した
後に継続雇用された有期雇用労働者との間の賃金の相違については、実際に
両者の間に職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の相
違がある場合は、その相違に応じた賃金の相違は許容される。」
→「その他の事情」に注意

「さらに、有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者であることは、
通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認められ
るか否かを判断するに当たり、短時間・有期雇用労働法第８条のその他の事情
として考慮される事情に当たりうる。定年に達した後に有期雇用労働者として継
続雇用する場合の待遇について、様々な事情が総合的に考慮されて、通常の労
働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の相違が不合理と認められるか否か
が判断されるものと考えられる。」
→社会実態が重要であると言うこと。

「したがって、当該有期雇用労働者が定年に達した後に継続雇用された者である
ことのみをもって、直ちに通常の労働者と当該有期雇用労働者との間の待遇の
相違が不合理ではないと認められるものではない。」
→「直ちに」ではないがそれなりに認められる。

4



高年齢者と同一労働

高年齢者は「その他の事情」

退職金受給、定年、公的年金、私的年金、継続雇用給付金、
福利厚生の必要性、生活実態、同業他社の状況、健康状況
→社会実態を大幅に考慮するので、法律論の前に、前提とな
る制度、現実を知る必要がある。

福祉的雇用→つなぎ雇用→高年齢者のキャリア

 そもそも「雇用」なままのか

①同一労働同一賃金
②高年法の趣旨から下げすぎてはいけない
という二つの視点から検討する必要がある。
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高年齢者の活用累計を加味した制度設計

 ①プロフェッショナル型
（1）マネージャー型、（2）スペシャリスト型
→プロフェッショナルの役割を求める以上は、一国二制度になじまない。同

一評価軸が原則

 ②各部署のベテラン非管理職
→どの程度責任や業務内容を緩和しているか次第

 ③現場のメンター型
→大幅に責任や業務内容を緩和しているか

 ④社内における補助的、軽易定型業務型
→定年前の仕事と大幅に業務内容・責任が変わっているか

 ⑤兼業あるいはフリーランス型
→本業に頼らずとも生きていける状態か
→65歳を超えた場合、「その他の事情」で考慮される度合いはより強まる
→「稼ぎたい人はフリーランスで」という社会情勢になると「その他の事情」の

解釈も変わってくる。
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高年法改正
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創業支援等措置
の手続
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創業支援等措置の実施に関する計画を作成した上で、過半数
労働組合等の同意を得る必要
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計画作成時
の留意点

10



契約締結時
の

留意点
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労働者性の判断基準

 １・２を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。
 労組法上の労働者性はこれよりも相対的に広い概念

１使用従属性
⑴ 指揮監督下の労働であるかどうか

イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無

⑵ 報酬の労務対償性

２労働者性の判断を補強する要素があるかどうか
⑴ 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額

⑵ 専属性の程度
⑶ その他（独立自営業者性）
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再雇用と創業支援が混在する場合

 高年齢者就業確保措置は努力義務なので対象者を限定する基準を
設けることが可能

 「労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣
意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法
令・公序良俗に反するものは認められないこと。」（厚労省パンフ「高年
齢者雇用安定法改正の概要」）
→不当労働行為や差別的取扱に注意。選別基準に説明がつくことが
必要。

 雇用措置を講じているのでれば、創業支援等措置に関する組合同意
は不要（だが「好ましい」）

 特殊関係事業主での雇用も可能

 無期転換に関する第二種計画認定は取得しておくこと
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行政指導について（施行通達）

 14 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等（法第 18 条関係）
（１） 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告（法第 18 条第１項関係）

イ 法第 18 条第１項は、本法の目的を達成するため、厚生労働大臣
又は都道府県労働局長は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改
善等を図るために必要があると認めるときは、事業主に対し、報告を
求め、又は助言、指導若しくは勧告を行うことができることとしたもので
あること。

ロ 本項の厚生労働大臣等の権限は、労働者からの申立て、第三者
からの情報、職権等その端緒を問わず、必要に応じて行使し得るもの
であること。

ハ なお、法第８条については、職務の内容、職務の内容及び配置の
変更の範囲その他の事情の違いではなく、短時間・有期雇用労働者
であることを理由とする不支給など、同条に違反することが明確な場
合を除き、法第 18 条第１項に基づく助言、指導及び勧告の対象とし
ないものであること。
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令和３年４月１日基発0401第3 5 号「令和３年度地方労働行政運営方針について」

 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する
法律（平成５年法律第 76 号。以下「パートタイム・有期雇用労働法」と
いう。）が令和３年４月１日より中小企業等に適用されたことから、雇用
形態に関わらない公正な待遇の確保（同一労働同一賃金）に向けて、
非正規雇用労働者の処遇改善や人事評価制度等の整備、正社員転
換を強力に推し進めていく必要がある。令和２年４月１日に施行された
労働者派遣法についても、引き続き、派遣労働者の処遇改善に向け
て取り組む必要がある。

 同一労働同一賃金等に取り組む先行企業の事例の収集・周知等を
実施することにより、非正規雇用労働者の待遇改善にかかる事業主
の取組機運の醸成を図る。

 ② 無期転換ルールの円滑な運用
労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）に基づく無期転換申込権が
平成30 年度から多くの有期契約労働者に発生していることを踏まえ
て、無期転換ルールの円滑な運用のための周知徹底等を行う。
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実務対策：高年齢者雇用をどう考えるか

 高年齢者雇用を巡る2つの法的視点
①同一労働同一賃金の観点

②「高年法の趣旨」から逸脱していないか

 高年齢者雇用の考え方
①どう生かす方向で処遇するか、最低限の雇用か
②70歳定年時代を見据えて、高年齢者のキャリアをどう考えるか
③現役世代との公平を如何に図るか
④高年齢者の「声」を誰がくみ取るのか

 高年齢者の処遇を巡る紛争は今後増えていく
→最賃ギリギリで繋ぐのではなく、高年齢者の役割設定

 同じ仕事をする場合でも「日数・時間」、「責任」、「人材活用の仕組み」
を工夫する
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長澤運輸事件（最判H30.6.1）
【事案の概要】
・セメント・ガス等の運送業、従業員６６名、車両５４台
・「撒車」（バラセメントタンク車）の運転手であり定年後も同様
・原告３名は、全日本建設運輸連帯労働組合の関東支部、長澤運輸分会

＜定年前の給与＞
在籍給21万0200円（在籍４１年）、年齢給6000円、能率給（撒車の場合当該月稼働額に3.15％
加算）、職務給8万2900円（撒車）、精勤手当5000円、無事故手当5000円、住宅手当１万円、家
族手当（妻5000円、子5000円）、役付手当（班長3000円）、通勤手当（上限４万円として実費）、賞
与、退職金

＜定年後再雇用時における給与＞
基本賃金12万5000円、歩合給（撒車 稼働額×１２％）、無事故手当5000円、調整給２万円（老

齢厚生年金の報酬比例部分が支給されない期間について）、通勤手当（同上）

【ポイント】
・企業規模が極めて小さく、人材活用の仕組みでの差を出せないこと
・定年後再雇用の問題であること（退職金、老齢厚生年金、高年齢者継続雇用給付の受給）
・労働時間・日数・業務内容・責任・人材活用の仕組みが全く変わっておらず、改正後であれば
均等処遇（パート・有期法9条）の問題となりうる（争いあり）。
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長澤運輸事件高裁判決（東京高裁Ｈ28.11.2）①

 定年後再雇用においても労契法２０条の適用はある。

 「労働契約法20条は…その他の事情を掲げており、その他の事情として
考慮すべきことについて…特段の制限を設けていないから、労働条件の
相違が不合理であるか否かについては…関連する諸事情を幅広く総合的
に考慮して判断すべきものと解される。」

 「従業員が定年退職後も引き続いて雇用されるに当たり、その賃金が引き
下げられるのが通例であることは、公知の事実であるといって差し支えな
い。」

 「社会の実相として、60歳の定年後に継続雇用の措置が採られることが
多く、その際60歳までの処遇と比べて低い処遇になることが一般化してい

ることについては、様々な事情を考慮すれば、一般的には合理的なものと
考えられるとの見解が公的に示されているところである。」
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高年齢者雇用の考え方

 労契法施行通達
「例えば、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定
年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の
前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更される
ことが一般的であることを考慮すれば、特段の事情がない限り不合理と認めら
れないと解されるものであること」（平成24年8月10日付基発0810第2号「労働
契約法の施行について」）

→通常の企業であれば、職務内容や人材活用の仕組みが変わるであろうという
考え方。

 第９７回 労働政策審議会 労働条件分科会 田中労働条件政策課長の発言

「60歳の定年後、有期契約で継続雇用の措置がとられることはかなり多いと
認識しております。その際に60歳までの処遇と比べて低い処遇が60歳以降の
有期労働契約の処遇になっているということもかなり一般化をしており、かつ、
それについては社会的にも相当なものと受け入れられている部分があると思
います。勿論、60歳までの仕事の内容、責任、それから配置といったものも60
歳以降は随分変わるというようなこともあり、さまざまな事情を総合すれば、そ
れは一般的には合理的なものと考えられるのではないかと思います…一般論
としてはそういった差異は社会的に相当なものと認められており、この法律を
仮に制定したとしてもその考え方が変わるものではないと認識しております。」
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長澤運輸事件 東京高裁判決②

 運輸業については「定年到達時と同じ仕事内容」とするものが87.5パーセ
ントであり、「定年到達時点と同じ部署及び勤務場所」とするものが90パー
セント超、「フルタイム（日数も時間も定年前から変わらない）」とするものが
84.6パーセントである。

 賃金については定年到達時の水準（手当や賞与等を含む。）を100とした
場合平均値が68.3、中央値が70.0（なお、従業員数が50人から100人未
満の企業の平均値は、70.4）であって、大幅に引き下げられていることが
認められる。

 本件についても、減額幅は定年前の７９パーセント程度、原告らについて
みても１５～２４％の範囲内。
→業界平均の減額率を下回っていること、会社の運輸業については、

収支が大幅な赤字となっていること、組合の求めに応じて処遇を改善し
ていることからすれば、年収ベースで2割前後賃金が減額になっている
ことが直ちに不合理であるとは認められない。
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長澤運輸事件最高裁判決（最判平30.6.1）
 高裁と異なり各項目について個別的に判断、高年齢者であることは「その他の事情」で加味
 １ 嘱託乗務員に対して能率給及び職務給が支給されないこと

本件組合との団体交渉を経て、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給が開始されるまでの間、嘱託乗務員に対して２万
円の調整給を支給する
→不合理ではない

 ２ 精勤手当について
精勤手当は、その支給要件及び内容に照らせば、従業員に対して休日以外は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ということができ、被上告人の嘱託乗務員と正社員との職務の内容が同一である以上、
両者の間で、その皆勤を奨励する必要性に相違はない
→不合理

 ３ 嘱託乗務員に対して住宅手当及び家族手当が支給されないこと
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。定年後最雇用者は老齢厚生年金と調整給の
受給がある。
→不合理ではない。

 ４ 役付手当が支給されないこと
正社員の中から指定された役付者であることに対して支給されるものである
→不合理ではない。

 ５ 嘱託乗務員の時間外手当と正社員の超勤手当の相違
正社員の超勤手当の計算の基礎に精勤手当が含まれるにもかかわらず、嘱託乗務員の時間外手当の計算の基礎に
は精勤手当が含まれないという労働条件の相違は不合理

 ６ 嘱託乗務員に対して賞与が支給されないこと
賞与は、月例賃金とは別に支給される一時金であり、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。嘱託乗務員は、退職金の支給を受け、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の間は被上告人から調整給の支給を受けることも予定
されている。また、年収額は定年退職前の７９％程度であり、嘱託乗務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。
→不合理ではない。
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学究社事件（東地立支判平30.1．29）
 塾講師が定年後においても定年前の賃金相当額請求をした事案であり、20条の不合理性が問題に。

 確かに、被告においては、定年退職後の再雇用契約は、期間の定めのある労働契約であるところ、そ
の内容である賃金は、定年退職前の正社員の賃金の30パーセントから40パーセント前後が目安とされ、
賃金の定めについて相違があるといえるため、労働契約法20条の適用が問題となる。

 しかし、証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、定年前は専任講師であったのに対し、定年後
の再雇用においては時間講師であり、その権利義務には相違があること、勤務内容についてみても、
再雇用契約に基づく時間講師としての勤務は、原則として授業のみを担当するものであり、例外的に上
司の指示がある場合に父母面談や入試応援などを含む生徒・保護者への対応を行い、担当した授業
のコマ数ないし実施した内容により、事務給（時給換算）が支給されるものであることが認められる。

 そうだとすれば、定年退職前は、正社員として、被告が採用する変形労働時間制に基づき定められた
各日の所定労働時間の間労働することが義務付けられ、その間に授業だけでなく生徒・保護者への対
応、研修会等への出席等が義務付けられているのに対し、再雇用契約締結後は、時間講師として、被
告が採用する変形労働時間制の適用はなく、原則は、被告から割り当てられた授業のみを担当するも
のであり、両者の間には、その業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に差があると言わざるを得
ない。

 また、本件の再雇用契約は、高年法9条1項2号の定年後の継続雇用制度に該当するものであり、定年
後継続雇用者の賃金を定年退職前より引き下げることは、一般的に不合理であるとはいえない
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日本ビューホテル事件（東京地判Ｈ30.11.21）
 ホテル経営等を行う被告の営業課支配人であった原告が、定年退職後、退職前の自分との比較を主張した。定年退職時の賃金

は月額39万円、定年退職後は21万円～25万円程度。定年退職後は一般職正社員とは異なり、豊富な経験と実績に基づき業務

を遂行するエキスパート専任職として、管理職不在の場合に宴会オーダーの承認や顧客クレーム対応をする役割が与えられて
いたが、業務内容は営業活動業務に限定され、売り上げ目標の負担も軽減されていた。なお、嘱託社員については配置転換の
実績無し

→管理職としての権限・責任は大幅に減少している事案

【判旨】

・比較対象

本件において嘱託社員時及び臨時社員時の原告の労働条件と比較対照するのは・・・定年退職前後の原告の職務内容を比較するこ
ととなる。

・役割の変化

役職定年後かつ定年退職前の原告の業務は、人事考課等に影響する売上目標を課せられるという状況下における営業活動業務に
加え、非ラインの管理職として支配人等のラインの管理職を補佐する地位において、オーダーシートの承認や顧客からのクレーム対
応などの相応の責任を伴う業務もその内容となっていた一方で、定年退職後の原告の業務は、営業活動業務のみに限定され、しかも
その業務も売上目標が達成できない場合には人事考課等に影響するという人事上の負担が正社員よりも軽減されていたのであるか
ら、業務内容及びその責任の程度は大きく異なっていたということができる。

・ 職務の内容及び配置の変更の範囲

正社員については、実際に同配転が実施されるなど同配転の蓋然性が認められるのに対し、嘱託社員及び臨時社員については、
一部の例外を除いて同配転の実績がないなど同配転は現実味に乏しく、運用上原則として予定されていないということができる

このような正社員と嘱託社員及び臨時社員との配転に係る運用の相違については、これをそれら労働者の賃金額の決定に当たって
考慮することは当然想定すべきところであり、就業規則の規定上は配転等の可能性の有無や程度の記載に差異がないとしても、実際
の運用に差異があることは不合理性の判断において考慮すべきである。

・その他の事情

「正社員に係る賃金制度が長期雇用を前提として年功的性格を含みながら各役職に就くことなどに対応したものであるのに対し、嘱託
社員…は長期雇用を前提とせず、年功的性格も含まず、役職に就くことも想定されず、一般職正社員との比較ではそれほど低くないこ
となどからすれば基本給と時給の差は不合理では無い



北日本放送事件（富山地判平30.12.19)

• Ｘの平均月額賃金は正社員時の約73％

• 職務の内容
正社員は部門の責任者として部門全体の調整を図るスタッフとしての業務を担当しているのに対し、再
雇用社員は再雇用社員労働契約書で定められた業務のみを担当している

• 職務の内容及び配置の変更の範囲
正社員は、人事異動により幅広い業務を担当することが予定されており、就業規則上も、異動について
正社員は正当な理由なくこれを拒んではならないとされている。これに対して、再雇用社員は、異動は
予定されておらず、業務の都合により職種の変更を命ずることがあり、再雇用社員は正当な理由なくこ
れを拒んではならないとされているが、今まで配置転換や転勤の対象となった者は1名もいない

• その他の事情
定年後再雇用は長期雇用では無いこと、これまで無期契約労働者として賃金の支給を受けてきたこと、
要件を満たせば老齢厚生年金を受給できること、「雇用保険法は、定年後に再就職した場合に60歳到
達時の賃金額の61％未満にまで下がることを想定している」こと、労使交渉を踏まえていること、企業年
金を受給していること、月額総支給は41万円余であり「生活を支える」趣旨としては不合理ではない。

• 賞与
職務内容の相違、労使交渉、退職金を受給していること、企業年金・給付金と併せて年収500万円程度
の水準であることは「再雇用社員の収入の安定に対する配慮が相応に行われていた」ため不合理では
無い。

• 住宅手当、裁量手当、祝い金（労働条件では無い）の不支給は20条に反しない。
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名古屋自動車学校事件（名地判令2.10．28）
 基本給約18万→7万、賞与

 基本給について不合理
原告らは、正職員定年退職時と嘱託職員時でその職務内容及び変更範囲には相違がなく、原告らの基本給は、原告ら
に比べて職務上の経験に劣り、基本給に年功的性格があることから賃金額が抑制される傾向にある若年正職員の基
本給をも下回るばかりか、賃金の総額が正職員定年退職時の労働条件を適用した場合の60％をやや上回るかそれ以
下にとどまる帰結をもたらしているものである。このような帰結は、労使自治が反映された結果でもない以上、労働者の
生活保障の観点からも看過し難い水準に達しているというべきである。そうすると、そうした労働条件の相違は、嘱託職
員時の基本給が正職員定年退職時の基本給の60％を下回る限度で、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

 皆精勤手当及び敢闘賞（精励手当）
支給の趣旨は所定労働時間を欠略なく出勤すること及び多くの指導業務に就くことを奨励することであって、その必要
性は、正職員と嘱託職員で相違はないから、かかる労働条件の相違は労働契約法20条にいう不合理と認められるもの
に当たる

 家族手当
被告は従業員に対する福利厚生及び生活保障の趣旨で家族手当を支給しているところ、幅広い世代の者が存在し得
る正職員について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ということができる。他方、嘱託
職員は、正職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られることにもなる。これらの事
情を総合考慮すると、正職員に対して家族手当を支給する一方、嘱託職員に対してこれを支給しないという労働条件の
相違は、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いうことはできない。

 賞与
被告は正職員に対する賞与と同趣旨で、嘱託職員に対し、嘱託職員一時金を支給していたものと認められる。正職員
定年退職時と嘱託職員時でその職務内容及び変更範囲には相違がなかった一方、原告らの嘱託職員一時金は、原告
らに比べて職務上の経験に劣り、基本給に年功的性格があることから金額が抑制される傾向にある若年正職員の賞与
をも下回るばかりか、賃金の総額が正職員定年退職時の労働条件を適用した場合の60％をやや上回るかそれ以下に
とどまる帰結をもたらしているものであって、このような帰結は、労使自治が反映された結果でもない以上、労働者の生
活保障という観点からも看過し難い水準に達しているというべきである。そうすると、原告らの基本給を正職員定年退職
時の60％の金額であるとして、各季の正職員の賞与の調整率を乗じた結果を下回る限度で、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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高年齢者の同一労働同一賃金における留意点

 均等待遇（9条）の適用についても一応意識する
→適用されないという考え方も有力（「短時間・有期雇用労働者であることを理由」とする相違ではなく、
定年後再雇用であることを理由とするため）だが、何らかの相違があればそれで良い。

 均衡処遇（8条）について、退職金は言わずもがな、基本給・賞与の相違についても高年齢者の特殊性
（生活保障の必要性、有為人材確保、公的給付の受給）から「ある程度」の相違は許容される。
但し、業務・責任・人材活用の仕組みについて変えられるところは変えておいた方が良い。

 手当についても生活保障の必要性、福利厚生の必要性から家族手当や住宅手当の相違は可能と解さ
れる。但し、通勤手当、同一業務を行っている場合の業務手当、同一役職にある場合の役職手当など、
「説明が付かない手当」については修正が必要

 「ある程度」がどこまでかは、①業務内容、②責任、③人材活用の仕組みの変更度合いにもよるがポイ
ントとなるのは
ⅰ業界平均（平均値では無く中央値）
ⅱ61％の壁
ⅲ退職金、企業年金、厚生年金、給付金と併せて生活保障水準をどの程度に設計しているか

 トータル（賞与込み）の年収（生活給としての側面を未だに重視している）がどの程度下がったかも裁判
所は見る

 経営状態や、高年齢者の健康状態などに配慮した賃金制度が必要
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高年齢者の特殊性を加味した検討

住宅手当及び家族手当、その他福利厚生
→現役世代とは生活状況や福利厚生の必要性、公的扶
助の状況が異なる。

精勤手当や通勤手当など
→その他の事情を踏まえても「説明が付かない」手当

賞与
職務内容や変更度合いによるが、大幅な変更もあり得る。

基本給
職務内容や責任・人材活用の仕組みに応じて変更しうる。
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高年齢者の特殊性を加味した実務対応

業務内容
・完全に変える
・現役世代からみて「担当しない」業務を決める
・業務量や出勤日数、労働時間を減らす
・スペシャル業務に限定する

責任
・ノルマ、成果責任をなくす、減らす。
・評価方法も変更する
・権限や役職を外す
・シニア特別の役職にする

配置変更範囲
・原則として配置転換、勤務地変更が無いことを明記
・仕事内容についても同意による変更
・健康状況を考慮するという特殊性を入れる
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「高年法の趣旨」をめぐる2つの判決

①トヨタ自動車ほか事件（名古屋高裁平28．9．28判決）
会社では、従前賃金の6割程度が保証されるスキルドパートナー制度とパートタイマー再雇用制度の2種

類があるが、Xは選定基準を満たしていないとして，シュレッダー機ごみ袋交換及び清掃，再生紙管理，業
務用車掃除，その他の清掃等のパートタイマー業務（時給1000円）を提示したが，Xはこれを拒否し，満60
歳で定年退職となった。
裁判所は、改正高年法は，定年退職後に無年金・無収入の期間が生じることを防ぐことを目的としている

から，使用者は，無年金期間にある全員に継続雇用の機会を与えるべきであり，どのような労働条件を提示
するかには一定の裁量があるとしても，労働者が容認できないような低額の給与水準や社会通念に照らし
て受け入れがたい職務内容を提示することなどは改正高年法の趣旨に反するものであって，実質的に継続
雇用の機会を与えたとは認められないと判示。
その上で、Xが屈辱感を覚えるような業務をことさら提示して，定年退職せざるを得ないように仕向けたと

の疑いさえ生ずると認定し，継続雇用の実質を欠き，改正高年法の趣旨に反するとして，127万1500円の
慰謝料請求を認容（パートタイマーとして雇用された場合の年間給与等は，老齢厚生年金の報酬比例部分
の約85％にあたる127万1500円と推測されるところからの認定と解される）。

②九州惣菜事件（福岡高裁平29．9．7判決）
各店舗の決算業務等を担当していた社員に対し、高年法の継続雇用制度に基づき、パートタイム従業員

として退職前に比し大幅に賃金が減額する（時給半額以下、月額賃金の75％減）労働条件での再雇用を提
案（本件提案）した事案。
同社員（定年退職者）は、本件提案に応じず、再雇用契約（有期労働契約）が締結されなかったため、労契

法20条の直接適用はなく、同一労働同一賃金の請求部分は棄却。
もっとも、高年法の趣旨から、「継続雇用制度についても…当該定年の前後における労働条件の継続性・

連続性が一定程度、確保されることが前提ないし原則となると解するのが相当」とした。
その上で、75％減額の提案については「そのような大幅な賃金の減少を正当化するような合理的な理由

が必要」として不法行為の成立を認めた（慰謝料１００万円）。

29



「高年法の趣旨」をどう考えるか

嫌がらせ的な業務と捉えられない提案の仕方
（定年まで解雇を我慢する事案）

高年齢者雇用自体ののキャリアコースを示す
→高年法改正を踏まえ、業務委託の道も

61％を割り込む場合の説明
（職務内容の変化に対応しているか）

本人の定年前キャリアに照らした定年後業務の提示
→キャリアの連続性から説明可能か
（「定年まで我慢したのだから一気に下げよう」は
NG）
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まとめ

 ①早急に是正すべきもの
②できれば是正した方が好ましいもの
③是正するかどうか含めて自由なもの
の各段階を意識して検討する。

 説明が付かない手当・労働条件に注意

 「生活保障」の水準に達しているかという視点
（会社がやらなければならないことなのか・・・）

 基本給・賞与・退職金については、業務内容・責任・配置変更範囲から「役割
の違い」を出す。
→但し、賞与については寸志・金一封の検討を。

 高年齢者であっても、労使協議ひいては労働組合の役割は極めて重要（将来
の自分）

 説明義務に対してどのように答えるかで、紛争化するかどうかが決まる
→「なぜ、現役時代より給料が低いのか」
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今野先生とのディスカッションテーマ

① 定年後再雇用のキャリア的位置づけは

② 定年後再雇用の賃金制度設計
（現役時代との連続性、賃金の考え方）

③ 定年後再雇用者の「戦力化」を行うために

④ 「稼げる」高年齢者になるには
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経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉（組合・労働委員会対応）、
労災対応（行政・被災者対応）を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保
険労務士向けセミナーを多数開催。

著作は２０冊を超えるが、近著は
・HRテクノロジーで人事が変わる（労務行政 編集代表）
・なぜ景気が回復しても給料が上がらないのか（労働調査会、著者代表）
・企業労働法実務入門〜はじめて人事担当者になったら読む本〜（日本リーダーズ協会 著者代表 2014年5月）

・決定版！問題社員対応マニュアル上・下巻 （労働調査会、著者代表 ）

・企業労働法実務入門【書式編】（日本リーダーズ協会2016 著者代表）

・チェックリストで分かる 有期・パート・派遣社員の法律実務（労務行政2016 著者代表）

・民法を中心とする人事六法入門（労働新聞社 編集代表） など多数。
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