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平成２４年（受）第２２３１号 地位確認等請求事件 

平成２６年１０月２３日 第一小法廷判決 

 

            主     文 

       原判決を破棄する。 

       本件を広島高等裁判所に差し戻す。 

            理     由 

上告代理人下中奈美，同鈴木泰輔の上告受理申立て理由（ただし，排除されたも

のを除く。）について 

１ 本件は，被上告人に雇用され副主任の職位にあった理学療法士である上告人

が，労働基準法６５条３項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換に際して副主任を

免ぜられ，育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことから，被上告人に対

し，上記の副主任を免じた措置は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

確保等に関する法律（以下「均等法」という。）９条３項に違反する無効なもので

あるなどと主張して，管理職（副主任）手当の支払及び債務不履行又は不法行為に

基づく損害賠償を求める事案である。 

２ 原審の確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。 

(1) 被上告人は，医療介護事業等を行う消費生活協同組合であり，Ａ病院（以

下「本件病院」という。）など複数の医療施設を運営している。 

上告人は，平成６年３月２１日，被上告人との間で，理学療法士として理学療法

の業務に従事することを内容とする期間の定めのない労働契約を締結し，本件病院

の理学療法科（その後，リハビリテーション科に名称が変更された。以下，名称変

更の前後を通じて「リハビリ科」という。）に配属された。 
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(2) 上告人は，その後，診療所等での勤務を経て，平成１５年１２月１日，再

びリハビリ科に配属された。その当時，リハビリ科に所属していた理学療法士は，

同科の科長を除き，患者の自宅を訪問してリハビリテーション業務を行うチーム

（以下，「訪問リハビリチーム」といい，その業務を「訪問リハビリ業務」とい

う。）又は本件病院内においてリハビリテーション業務を行うチーム（以下，「病

院リハビリチーム」といい，その業務を「病院リハビリ業務」という。）のいずれ

かに所属するものとされており，上告人は訪問リハビリチームに所属することとな

った。 

(3) 上告人は，平成１６年４月１６日，訪問リハビリチームから病院リハビリ

チームに異動するとともに，リハビリ科の副主任に任ぜられ，病院リハビリ業務に

つき取りまとめを行うものとされた。 

その頃に第１子を妊娠した上告人は，平成１８年２月１２日，産前産後の休業と

育児休業を終えて職場復帰するとともに，病院リハビリチームから訪問リハビリチ

ームに異動し，副主任として訪問リハビリ業務につき取りまとめを行うものとされ

た。 

(4) 被上告人は，平成１９年７月１日，リハビリ科の業務のうち訪問リハビリ

業務を被上告人の運営する訪問介護施設であるＢ（以下「Ｂ」という。）に移管し

た。この移管により，上告人は，リハビリ科の副主任からＢの副主任となった。 

(5) 上告人は，平成２０年２月，第２子を妊娠し，労働基準法６５条３項に基

づいて軽易な業務への転換を請求し，転換後の業務として，訪問リハビリ業務より

も身体的負担が小さいとされていた病院リハビリ業務を希望した。これを受けて，

被上告人は，上記の請求に係る軽易な業務への転換として，同年３月１日，上告人
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をＢからリハビリ科に異動させた。その当時，同科においては，上告人よりも理学

療法士としての職歴の３年長い職員が，主任として病院リハビリ業務につき取りま

とめを行っていた。 

(6) 被上告人は，平成２０年３月中旬頃，本件病院の事務長を通じて，上告人

に対し，手続上の過誤により上記(5)の異動の際に副主任を免ずる旨の辞令を発す

ることを失念していたと説明し，その後，リハビリ科の科長を通じて，上告人に再

度その旨を説明して，副主任を免ずることについてその時点では渋々ながらも上告

人の了解を得た。 

その頃，上告人は，被上告人の介護事務部長に対し，平成２０年４月１日付けで

副主任を免ぜられると，上告人自身のミスのため降格されたように他の職員から受

け取られるので，リハビリ科への異動の日である同年３月１日に遡って副主任を免

じてほしい旨の希望を述べた。 

上記のような経過を経て，被上告人は，平成２０年４月２日，上告人に対し，同

年３月１日付けでリハビリ科に異動させるとともに副主任を免ずる旨の辞令を発し

た（以下，上告人につき副主任を免じたこの措置を「本件措置」という。）。 

(7) 上告人は，平成２０年９月１日から同年１２月７日まで産前産後の休業を

し，同月８日から同２１年１０月１１日まで育児休業をした。 

被上告人は，リハビリ科の科長を通じて，育児休業中の上告人から職場復帰に関

する希望を聴取した上，平成２１年１０月１２日，育児休業を終えて職場復帰した

上告人をリハビリ科からＢに異動させた。その当時，Ｂにおいては，上告人よりも

理学療法士としての職歴の６年短い職員が本件措置後間もなく副主任に任ぜられて

訪問リハビリ業務につき取りまとめを行っていたことから，上告人は，再び副主任
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に任ぜられることなく，これ以後，上記の職員の下で勤務することとなった。上記

の希望聴取の際，育児休業を終えて職場復帰した後も副主任に任ぜられないことを

被上告人から知らされた上告人は，これを不服として強く抗議し，その後本件訴訟

を提起するに至った。 

(8) 被上告人は，被上告人が運営する病院，診療所等の各部及び各科に配置す

る管理者の任務，権限，責任及びその任免について，「管理職務規定」を定めてお

り，同規定が対象とする管理者の範囲は，部長，科長，課長，師長，医長，主任又

は副主任の職位にある者とされている。また，被上告人の職員の給与については，

その職種，経験，学歴，勤続年数等に応じて決定される基本給のほか，扶養手当，

管理職手当等の諸手当があり，管理職手当の金額は，その職位ごとに定められてお

り，副主任の場合は月額９５００円とされていた。 

３ 原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断して，上告人の

請求をいずれも棄却すべきものとした。 

本件措置は，上告人の同意を得た上で，被上告人の人事配置上の必要性に基づい

てその裁量権の範囲内で行われたものであり，上告人の妊娠に伴う軽易な業務への

転換請求のみをもって，その裁量権の範囲を逸脱して均等法９条３項の禁止する取

扱いがされたものではないから，同項に違反する無効なものであるということはで

きない。 

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，以

下のとおりである。 

(1)ア 均等法は，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図る

とともに，女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措
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置を推進することをその目的とし（１条），女性労働者の母性の尊重と職業生活の

充実の確保を基本的理念として（２条），女性労働者につき，妊娠，出産，産前休

業の請求，産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省

令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない旨を定め

ている（９条３項）。そして，同項の規定を受けて，雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則２条の２第６号は，上記の「妊娠

又は出産に関する事由」として，労働基準法６５条３項の規定により他の軽易な業

務に転換したこと（以下「軽易業務への転換」という。）等を規定している。 

上記のような均等法の規定の文言や趣旨等に鑑みると，同法９条３項の規定は，

上記の目的及び基本的理念を実現するためにこれに反する事業主による措置を禁止

する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり，女性労働者につき，

妊娠，出産，産前休業の請求，産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由とし

て解雇その他不利益な取扱いをすることは，同項に違反するものとして違法であ

り，無効であるというべきである。 

イ 一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ，上記のよう

な均等法１条及び２条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同

法９条３項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば，女性労働者につき妊娠中

の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は，原則として同項の禁

止する取扱いに当たるものと解されるが，当該労働者が軽易業務への転換及び上記

措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程

度，上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に

照らして，当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに
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足りる合理的な理由が客観的に存在するとき，又は事業主において当該労働者につ

き降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人

員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって，その業務

上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして，

上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事

情が存在するときは，同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当で

ある。 

そして，上記の承諾に係る合理的な理由に関しては，上記の有利又は不利な影響

の内容や程度の評価に当たって，上記措置の前後における職務内容の実質，業務上

の負担の内容や程度，労働条件の内容等を勘案し，当該労働者が上記措置による影

響につき事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上でその諾否を決定し得た

か否かという観点から，その存否を判断すべきものと解される。また，上記特段の

事情に関しては，上記の業務上の必要性の有無及びその内容や程度の評価に当たっ

て，当該労働者の転換後の業務の性質や内容，転換後の職場の組織や業務態勢及び

人員配置の状況，当該労働者の知識や経験等を勘案するとともに，上記の有利又は

不利な影響の内容や程度の評価に当たって，上記措置に係る経緯や当該労働者の意

向等をも勘案して，その存否を判断すべきものと解される。 

均等法１０条に基づいて定められた告示である「労働者に対する性別を理由とす

る差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し，事業主が適切に対処するための

指針」（平成１８年厚生労働省告示第６１４号）第４の３(2)が，同法９条３項の

禁止する取扱いに当たり得るものの例示として降格させることなどを定めているの

も，上記のような趣旨によるものということができる。 
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(2)ア これを本件についてみるに，上告人は，妊娠中の軽易業務への転換とし

てのＢからリハビリ科への異動を契機として，本件措置により管理職である副主任

から非管理職の職員に降格されたものであるところ，上記異動により患者の自宅へ

の訪問を要しなくなったものの，上記異動の前後におけるリハビリ業務自体の負担

の異同は明らかではない上，リハビリ科の主任又は副主任の管理職としての職務内

容の実質が判然としないこと等からすれば，副主任を免ぜられたこと自体によって

上告人における業務上の負担の軽減が図られたか否か及びその内容や程度は明らか

ではなく，上告人が軽易業務への転換及び本件措置により受けた有利な影響の内容

や程度が明らかにされているということはできない。 

他方で，本件措置により，上告人は，その職位が勤続１０年を経て就任した管理

職である副主任から非管理職の職員に変更されるという処遇上の不利な影響を受け

るとともに，管理職手当の支給を受けられなくなるなどの給与等に係る不利な影響

も受けている。 

そして，上告人は，前記２(7)のとおり，育児休業を終えて職場復帰した後も，

本件措置後間もなく副主任に昇進した他の職員の下で，副主任に復帰することがで

きずに非管理職の職員としての勤務を余儀なくされ続けているのであって，このよ

うな一連の経緯に鑑みると，本件措置による降格は，軽易業務への転換期間中の一

時的な措置ではなく，上記期間の経過後も副主任への復帰を予定していない措置と

してされたものとみるのが相当であるといわざるを得ない。 

しかるところ，上告人は，被上告人からリハビリ科の科長等を通じて副主任を免

ずる旨を伝えられた際に，育児休業からの職場復帰時に副主任に復帰することの可

否等について説明を受けた形跡は記録上うかがわれず，さらに，職場復帰に関する
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希望聴取の際には職場復帰後も副主任に任ぜられないことを知らされ，これを不服

として強く抗議し，その後に本訴の提起に至っているものである。 

以上に鑑みると，上告人が軽易業務への転換及び本件措置により受けた有利な影

響の内容や程度は明らかではない一方で，上告人が本件措置により受けた不利な影

響の内容や程度は管理職の地位と手当等の喪失という重大なものである上，本件措

置による降格は，軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予定していな

いものといわざるを得ず，上告人の意向に反するものであったというべきである。

それにもかかわらず，育児休業終了後の副主任への復帰の可否等について上告人が

被上告人から説明を受けた形跡はなく，上告人は，被上告人から前記２(6)のよう

に本件措置による影響につき不十分な内容の説明を受けただけで，育児休業終了後

の副主任への復帰の可否等につき事前に認識を得る機会を得られないまま，本件措

置の時点では副主任を免ぜられることを渋々ながら受け入れたにとどまるものであ

るから，上告人において，本件措置による影響につき事業主から適切な説明を受け

て十分に理解した上でその諾否を決定し得たものとはいえず，上告人につき前記

(1)イにいう自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な

理由が客観的に存在するということはできないというべきである。 

イ また，上告人は，前記のとおり，妊娠中の軽易業務への転換としてのＢから

リハビリ科への異動を契機として，本件措置により管理職である副主任から非管理

職の職員に降格されたものであるところ，リハビリ科においてその業務につき取り

まとめを行うものとされる主任又は副主任の管理職としての職務内容の実質及び同

科の組織や業務態勢等は判然とせず，仮に上告人が自らの理学療法士としての知識

及び経験を踏まえて同科の主任とともにこれを補佐する副主任としてその業務につ
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き取りまとめを行うものとされたとした場合に被上告人の業務運営に支障が生ずる

のか否か及びその程度は明らかではないから，上告人につき軽易業務への転換に伴

い副主任を免ずる措置を執ったことについて，被上告人における業務上の必要性の

有無及びその内容や程度が十分に明らかにされているということはできない。 

そうすると，本件については，被上告人において上告人につき降格の措置を執る

ことなく軽易業務への転換をさせることに業務上の必要性から支障があったか否か

等は明らかではなく，前記のとおり，本件措置により上告人における業務上の負担

の軽減が図られたか否か等も明らかではない一方で，上告人が本件措置により受け

た不利な影響の内容や程度は管理職の地位と手当等の喪失という重大なものである

上，本件措置による降格は，軽易業務への転換期間の経過後も副主任への復帰を予

定していないものといわざるを得ず，上告人の意向に反するものであったというべ

きであるから，本件措置については，被上告人における業務上の必要性の内容や程

度，上告人における業務上の負担の軽減の内容や程度を基礎付ける事情の有無など

の点が明らかにされない限り，前記(1)イにいう均等法９条３項の趣旨及び目的に

実質的に反しないものと認められる特段の事情の存在を認めることはできないもの

というべきである。したがって，これらの点について十分に審理し検討した上で上

記特段の事情の存否について判断することなく，原審摘示の事情のみをもって直ち

に本件措置が均等法９条３項の禁止する取扱いに当たらないと判断した原審の判断

には，審理不尽の結果，法令の解釈適用を誤った違法がある。 

５ 以上のとおり，原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れな

い。そして，上記の点について更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すべ
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きである。 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官櫻井龍

子の補足意見がある。 

裁判官櫻井龍子の補足意見は，次のとおりである。 

上告人が妊娠中の軽易業務への転換を請求したことに伴う本件措置が均等法９条

３項に違反する措置であるか否かの判断については，以上の法廷意見のとおりであ

り私も賛同するものであるが，本件の第１審，原審では，育児休業から復帰後の配

置等が同項等に違反するか否かについても争われ，判断の対象とされているもので

あり，予備的請求原因として位置付けられるため当審における判示の対象には含ま

れていないものの，上告受理申立て理由の一つとして主張されていることも踏ま

え，その点に関し，以下，念のため，私の意見を補足的に申し述べておきたい。 

１ 原審認定事実によると，被上告人は，上告人が平成２１年１０月１２日に育

児休業から復帰した際も副主任の地位に復帰させていないが，この措置（以下「本

件措置２」という。）について，原審は，上告人が配置されるなら辞めるという理

学療法士が２人いる職場があるなど復帰先が絞られ，軽易業務への転換前の職場で

あったＢが復帰先になったところ，Ｂには既に副主任として配置されていた理学療

法士がおり，上告人を副主任にする必要がなかったのであるから，均等法等に違反

するものでも人事権の濫用に当たるものでもない旨判示する。 

２ しかしながら，本件措置２についても，以下のとおり，原審の判断は十分に

審理が尽くされた上での判断とはいえないといわざるを得ない。 

(1) 育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（以下「育児・介護休業法」という。）は，育児休業，介護休業制度等を設けるこ
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とにより，子の養育又は家族の介護を行う労働者の雇用の継続等を図り，その職業

生活と家庭生活の両立に寄与することを目的とする（１条）ものであり，そのた

め，労働者が育児休業申出をし，又は育児休業をしたことを理由として，解雇その

他不利益な取扱いをしてはならない（１０条）と定めるものである。 

同法１０条の規定が強行規定と解すべきことは，法廷意見において均等法９条３

項について述べるところと同様であろうし，一般的に降格が上記規定の禁止する不

利益な取扱いに該当することも同様に解してよかろう。 

本件の場合，上告人が産前産後休業に引き続き育児休業を取得したときは，妊娠

中の軽易業務への転換に伴い副主任を免ぜられた後であったため，育児休業から復

帰後に副主任の発令がなされなくとも降格には当たらず不利益な取扱いには該当し

ないとする主張もあり得るかもしれないが，軽易業務への転換が妊娠中のみの一時

的な措置であることは法律上明らかであることからすると，育児休業から復帰後の

配置等が降格に該当し不利益な取扱いというべきか否かの判断に当たっては，妊娠

中の軽易業務への転換後の職位等との比較で行うものではなく，軽易業務への転換

前の職位等との比較で行うべきことは育児・介護休業法１０条の趣旨及び目的から

明らかである。 

そうすると，本件の場合，主位的請求原因に係る本件措置の適否に関する判断が

差戻審において改めて行われるものであるが，予備的請求原因に係る本件措置２の

適否に関する判断の要否は措くとしても，本件措置２については，それが降格に該

当することを前提とした上で，育児・介護休業法１０条の禁止する不利益な取扱い

に該当するか否かが慎重に判断されるべきものといわなければならない。 

(2) もとより，法廷意見が均等法９条３項について述べるところを踏まえれ
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ば，そのような育児休業から復帰後の配置等が，円滑な業務運営や人員の適正配置

などの業務上の必要性に基づく場合であって，その必要性の内容や程度が育児・介

護休業法１０条の趣旨及び目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在

するときは，同条の禁止する不利益な取扱いに当たらないものと解する余地がある

ことは一般論としては否定されない。 

そして，上記特段の事情の存否に係る判断においては，当該労働者の配置後の業

務の性質や内容，配置後の職場の組織や業務態勢及び人員配置の状況，当該労働者

の知識や経験等が勘案された上で検討されるべきことも同様であろう。 

(3) とりわけ，育児・介護休業法２１条及び２２条が，事業主の努力義務とし

て，育児休業後の配置等その他の労働条件についてあらかじめ定めておき，労働者

に周知させておくべきこと，また，育児休業後の就業が円滑に行われるよう，当該

労働者が雇用される事業所の労働者の配置その他の雇用管理等に関し必要な措置を

講ずべきことを定め，さらにこれらの運用に係る指針（平成１６年厚生労働省告示

第４６０号。平成２１年厚生労働省告示第５０９号による改正前のもの）におい

て，育児休業後には原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われ

ていることを前提として他の労働者の配置その他の雇用管理が行われるように配慮

すべきことが求められているなど，これら一連の法令等の規定の趣旨及び目的を十

分に踏まえた観点からの検討が行われるべきであろう。これらの法令等により求め

られる措置は，育児休業が相当長期間にわたる休業であることを踏まえ，我が国の

企業等の人事管理の実態と育児休業をとる労働者の保護の調整を行うことにより，

法の実効性を担保し育児休業をとりやすい職場環境の整備を図るための制度の根幹

に関わる部分である。 
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本件においては，上告人が職場復帰を前提として育児休業をとったことは明らか

であったのであるから，復帰後にどのような配置を行うかあらかじめ定めて上告人

にも明示した上，他の労働者の雇用管理もそのことを前提に行うべきであったと考

えられるところ，法廷意見に述べるとおり育児休業取得前に上告人に復帰後の配置

等について適切な説明が行われたとは認められず，しかも本件措置後間もなく上告

人より後輩の理学療法士を上告人が軽易業務への転換前に就任していた副主任に発

令，配置し，専らそのゆえに上告人に育児休業から復帰後も副主任の発令が行われ

なかったというのであるから，これらは上記(2)に述べた特段の事情がなかったと

認める方向に大きく働く要素であるといわざるを得ないであろう。 

３ なお，上告人は育児休業を取得する前に産前産後休業を取得しているため，

本件措置２が育児・介護休業法１０条の禁止する不利益な取扱いに該当すると認め

られる場合には，産前産後休業を取得したことを理由とする不利益な取扱いを禁止

する均等法９条３項にも違反することとなることはいうまでもない。 

(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 

白木 勇 裁判官 山浦善樹) 


