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序に代えて

労働は、労働契約の合意の範囲内においてではあるが、その内容もしくは労
働力の使われ方が使用者によって一方的に定められることから、「他人決定」
といわれる。しかし、労働は、労働者の意思を介してなされるものであり、労
働者の人格と結びついている。
そして労働者と使用者の関係は、継続的な関係であり、正常な労働関係が破
綻した場合に労使間に紛争が発生する。この解決のためには労働関係が人格的
なものであることを踏まえることが大切である。
また、労働法は社会法であり、労働法上の権利義務関係は社会権としての権
利義務の関係でもある。いうまでもなく労使紛争の解決の最後の拠り所は、司
法であり、裁判所の判断は社会からみて事実の認定と評価、法の選択において
適正かつ公正だけでなく、判決は正しいものと社会から評価されることが求め
られている。このことを私たち法曹は肝に銘じ、憲法27条、28条を根拠とする
労働法の体系、並びに判例について専門的知見を学び、不断に研鑚する必要が
ある。
本書は、労働側、使用者側において労働事件を専門分野とする第一線の弁護
士によって執筆されている。取り上げた紛争類型においても、いわゆる書式の
記載方法にとどまらない、実務のあり方に踏み込んだ叙述となっており、専門
知識を学ぶ者にとって役立つ内容となっているものと考えている。
全体の構成、項目についても会議をもって討論、決定した。そのうえで、各
自が分担したものであり、各章・各節末には担当執筆者名を掲げその責任を明
確にした。
最後に、本書の刊行に向けた作業全体において、城塚健之弁護士、吉田肇弁
護士には執筆陣の世話役としてリ－ドしていただいた。また、民事法研究会編
集部の安倍雄一さんには企画、編集作業において、支えの役割を果たしていた
だいた。記して感謝したい。
平成29年12月吉日

編集代表　豊 川 義 明
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労働紛争実務研究会編『書式　労働事件の実務』民事法研究会発行
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本書の利用の仕方──本書の構成と掲載した書式など
　本書は、労使紛争をめぐる事件類型ごとに実体法上の知識と各裁判手続につ
いて書式例を掲げつつ解説している。
　第 １章では、労働事件は、いくつかの紛争解決手続が用意されていることか
ら、各手続を概観し、手続選択の指針を提供している。ここでは、裁判外での
交渉も紛争解決手続の選択肢の一つと位置づけ、通知書の記載例を掲げた。ま
た、使用者側の対応についても解説し、使用者側から提起する訴訟としての、
訴状、仮処分申立書の記載例を掲げている。
　第 ２章から第 ６章においては、個別労働紛争の事件類型ごとに、実体法上の
知識を解説したうえで、特に本案訴訟、仮処分、労働審判手続について解説し
ている。
　本書の企画趣旨からすると、各事件類型の解説において、それぞれの裁判手
続における書式例が掲げられるべきであるが（たとえば、訴訟であれば訴状、仮
処分、労働審判であれば各申立書と各答弁書）、訴状、仮処分申立書、労働審判申
立書は、様式は多少異なるものの基本的には記載事項は同一である（当然、各
答弁書も同じである）ことから、第 ２章第 １節「普通解雇」においてひととお
りの手続の書式例を掲げ、ほかの事件類型では、基本的に訴状と答弁書（第 ６
章第 ２節「出向」では仮処分申立書）を掲げることとした。したがって、普通解
雇以外の事件類型に際しての仮処分申立書あるいは労働審判申立書ほか各答弁
書の様式は、第 ２章第 １節を参照しつつ、各事件類型において掲げられている
訴状の記載例を参考にしていただきたい。
　また、個別労働事件における附属書類、管轄、上訴については、いずれも同
一であることから、やはり第 ２章第 １節を参照いただければと思う。
　第 ７章では、集団労使紛争として不当労働行為の救済手続が解説されており
関係書式例が掲げられているほか行政訴訟の訴状等も掲載されている。
　第 ８章では、本案訴訟、仮処分、労働審判以外の個別紛争解決制度として、
簡易裁判所における民事調停、労働局（紛争調整委員会）におけるあっせん手
続、労働委員会におけるあっせん手続を解説している。調停申立書、あっせん
申請書を掲げている。読者の参考になれば幸いである。
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第 ２章　解　雇

第 １節　�普通解雇（能力不足・適格性欠如、�
勤務態度不良等）

Ⅰ　訴　訟

1 　訴訟物

⑴　地位確認請求

　労働契約に基づく従業員の権利を有する地位である。
⑵　賃金請求

　労働契約に基づく賃金請求権である。

2 　請求の趣旨

⑴　地位確認請求

　労働者が解雇が無効であると争う場合、解雇後も引き続き従業員としての地
位にあることの確認を求めるのが通例である。

⑵　賃金請求

　解雇が無効である場合には、使用者が就労を拒んでも、それは債権者（使用
者）の責に帰すべき事由によって債務者（労働者）が債務（労務）を履行する
ことができなくなったものというべきであるから、労働者は反対給付である賃
金請求権を失わない（民536条 2 項）。よって、労働者は無効な解雇後も、使用
者に対して賃金を支払うよう請求できる。
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　請求できる金額は、解雇がされなければ労働契約上確実に支給されたであろ
う金額である。毎月払いの場合は、解雇前 3カ月間の平均賃金額とすることが
多い。具体的には、労働者が交付された給与明細や、解雇にあたって交付され
た離職票の記載額に基づき計算することになる。
　なお、請求できる金額は公租公課を控除する前の総支給額である。公租公課
は労働者が行政庁に対して支払義務を負うのであり、源泉徴収は使用者の公法
上の義務にすぎないので、私法上の請求の場面で当然に控除できるものではな
い（浦和地判平成 3・ 1・25労判581号27頁〔日産ディーゼル工業事件〕）。
　また、賃金請求の期間については、裁判確定の日以後は将来請求の利益を欠
くとされることが多い。

3 　要件事実

⑴　地位確認請求の要件事実

ア　要件事実の考え方

　解雇には、大別して懲戒解雇と普通解雇がある。懲戒解雇は労働契約法15条
による懲戒権濫用となるかが争点となる（詳細は、第 3節参照）。これに対し、
普通解雇は、①強行規定違反が問題となるもの（たとえば、労働者が業務上疾病
にかかり療養のために休業中の解雇。労基19条参照）、②能力不足・適格性欠如・
勤務態度不良などを理由とする解雇、③整理解雇（詳細は、第 2節参照）など
の類型がある。②③は労働契約法16条の解雇権濫用にあたるといえるかが主た
る争点となる。以下では、②の類型のうち、能力不足・適格性欠如を理由とす
る解雇の例を取り上げて説明する。
　解雇が無効であれば、従業員としての地位は依然として存続していることに
なるから、解雇無効を主張する労働者は、従業員としての権利を有する地位の
確認（地位確認）を請求するのが通常である（ほかに、違法な解雇により損害を
受けたとして不法行為等に基づく損害賠償請求をするという争い方もあるが、ここ

ではふれない）。
　地位確認請求の請求原因となるのは、
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①�　労働契約の締結（被告が原告を期間の定めのない従業員として採用した事
実）
②　被告によるその否認

である（②は確認の利益）。
　これに対し、解雇の事実は使用者が主張すべき抗弁、解雇が無効であること
を基礎づける事実は労働者が主張すべき再抗弁といえる。
　もっとも、解雇事件においては、原告は、②の具体的事実として解雇された
ことを主張することが通常であるうえ、裁判所の理解を促す意味からも、訴状
において、解雇されたこと、その解雇が解雇権濫用にあたり無効であることを
主張するのが通例である。

イ　評価根拠事実と評価障害事実

　解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合」は、解雇権濫用として無効とされる（労契16条）。これはいわゆる
規範的要件とよばれるものであり、これを構成する具体的事実は、解雇権濫用
を基礎づけるもの（評価根拠事実）と、解雇権濫用の成立を妨げるもの（評価
障害事実）とに分類される。そして、評価根拠事実は原告が、評価障害事実は
被告が、それぞれ主張・立証責任を負うことになる。
　これを、能力不足を理由とする解雇についてみると、原告（労働者）が主張
すべき評価根拠事実としては、
　・�原告が能力不足やミスについて上司等から具体的に注意を受けていないこ

と
　・�指摘されているミスが重大なものとはいえない、あるいは多数回に上ると

はいえないこと
　・�ミスが単純な勘違いによるもので、指導を受けて一定の改善がみられるこ

と
　・�会社の要求が過大で、それに応えられなかったからといって、直ちに能力

不足とはいいがたいこと
　・具体的な業務上の支障を発生させていないこと
　・新卒採用など比較的若年で今後の能力向上に期待がもてること
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　・�問題があってもその改善に向けて努力している途上であり、改善の余地が
みられること

などが考えられる。
　これに対し、被告（使用者）が主張すべき評価障害事実としては、
　・�上司・同僚からミスを再三にわたり指摘されているのに改善がみられない

こと
　・�仕事上のミスにより顧客や取引先に具体的な迷惑をかけることがしばしば

あること
　・�ミスをなくすために、特別に指導教育を受けてきたが、改善のきざしがみ

られないこと
　・�職歴やスキルを買われて即戦力として中途採用されたが、期待に反する能

力しか有していなかったこと
などが考えられる。
　もっとも、これらをあらかじめ厳密に区別するのは困難であるし、訴状に評
価根拠事実だけを抽出して記載するのが適切とはいえないこともある。
　したがって、訴訟実務上は、原告が主張するストーリー（解雇無効を根拠づ
ける事実と理由の合体）、被告が主張するストーリー（解雇を有効とする根拠とな
る事実と理由の合体）を提示することによって、裁判所の理解を促すことが多
い。
　また、原告（労働者）が勤務成績、能力、通常の勤務態度に問題がないこと
を一応主張・立証すれば、解雇権濫用の評価根拠事実の主張・立証があったも
のとして、被告（使用者）側に評価障害事実（解雇に客観的に合理的な理由があ
り、かつ社会通念上相当であることを根拠づける具体的事実）を主張・立証させる
ものとされている（労働事件審理ノート25頁、根本到「判批」労働判例百選〔第 9
版〕147頁参照）。

ウ　能力・適格性欠如を理由とする解雇についての裁判例の傾向

　勤務成績の著しい不良、能力・適格性の欠如を理由とする解雇に関する裁判
例には以下の傾向があるといえる。
　正社員の勤務成績不良（能力不足・適格性欠如）を理由とする解雇について
は、①その程度が著しく労働能力が劣っており、かつ②会社が教育、指導を尽
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くしても、向上の見込みがないこと、③配転や降格（降給）といった解雇回避
措置をとる余地もないことを要し、それらが満たされて初めて解雇は有効と認
める傾向がある。
　ただし、当初から高い能力、技術を期待されて、職務内容限定で上級管理
職、技術者、営業社員として、高額の報酬で即戦力として中途採用された者に
ついては、教育改善措置や解雇回避措置は、その他の従業員ほどには強く求め
られない傾向がある。すなわち、期待された能力、技術がなかった場合や、や
むを得ない事情で当該職務がなくなった場合等には、解雇が認められやすいと
いうことである（ただし、高い能力、技術を期待されて職種限定で即戦力として中
途採用された社員であっても、解雇回避策の検討を求める裁判例もある）。
　学説としては、能力不足解雇の裁判例について、「メンバーシップ型能力不
足タイプ」（伝統的な終身雇用システムの下での能力不足、成績不良）と「ジョブ
型能力不足タイプ」（職種や職位が特定され期待される能力が明確な中途採用者等
の場合）の 2つの類型に整理し、裁判例は後者の場合には改善可能性や雇用維
持努力の吟味は軽減され当該職種・地位に求められる能力・適格性が欠けれ
ば、解雇を緩やかに認める傾向があると説明をする考え方があるが、これも同
趣旨といってよい（荒木尚志「判批」労働判例百選〔第 9版〕149頁）。
　これらの判断にあたっては、労働契約上必要とされた能力がどのようなもの
であったのか、契約締結の具体的状況に照らして判断されることになる。

エ　確認の利益

　地位確認請求をするためには、確認の利益を主張・立証する必要があるが、
労働者が解雇された場合、たとえば社会保険が健康保険から国民健康保険とな
るなどの不利益が生ずること、その他社会的信用が失われることなどから、一
般に、確認の利益は肯定される。

⑵　賃金請求の要件事実

ア　要件事実の考え方

　解雇後の賃金請求の要件事実は、

①　労働契約の締結
②　賃金に関する契約上の定め（金額、賃金計算の締日と支給日）
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③　被告が原告の就労を拒否していたこと
④　被告の就労拒否について被告に帰責事由があること

である。
　③④については、被告が解雇したこと、その解雇が無効であることの主張と
重なるので、地位確認請求とともに請求する場合は、ことさら別の主張をする
必要はない。

イ　手　当

　解雇後の賃金として請求できるのは、解雇が無効であれば労働契約上確実に
支給されたであろう賃金額である。
　時間外手当については、見解が分かれているが、解雇がなければ確実に支給
されていたであろうといえる場合は、これを含めて請求することがある（この
場合、解雇前 3カ月間の平均賃金額を主張することが多い。なお、この場合の平均

賃金は、労働基準法12条に定められている監督行政上の平均賃金額とは異なる）。
　通勤手当についても、見解が分かれているが、実費支給的性格をもつ場合は
格別、給与規程等で具体的な金額が定められていれば請求できる場合もあると
解される。
　なお、裁判例については、労働事件審理ノート27頁を参照されたい。

ウ　賞与・一時金

　賞与・一時金については、協定、就業規則等により確実に支払われるものと
されていることによって初めて具体的請求権として認められる。よって、賞
与・一時金を請求するには、労使交渉、賃金規程または使用者の決定などによ
り算定基準・方法が決まっていること、成績査定もされていることなど、具体
的な金額が決定されていることを原告が主張・立証する必要がある。もっと
も、使用者が成績査定をすべきであるのに懈怠している場合には、成績査定
は、労働者の過去の平均をもって請求することになる。
　なお、査定が形式的であること、それまで定額・定率の支払いをしていたこ
となどを理由に賞与の請求を認めた裁判例がある（詳しくは、労働事件審理ノー
ト27頁以下。菅野421頁以下）。
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エ　遅延損害金

　賃金の遅延損害金の利率は、被告が株式会社等の商人であれば、商法503条
により労働契約は附属的商行為であり、商事法定利率（年 6％。商514条）とな
るが、被告が非営利法人（一般社団・財団法人、信用組合、生活協同組合等）な
どの非商人であれば、民法404条所定の利率（年 5％）となる。

4 　附属書類

⑴　甲号証

　裁判所に早期に事案を把握してもらうためには、複雑な事案は別として、で
きるだけ早期に書証を提出することが望ましい。少なくとも、「請求の原因」
で引用している甲号証は、訴え提起の時点で提出すべきであろう。
　訴訟実務上は、証拠提出書の提出をもって提出扱いとされることが多いた
め、訴状とともに甲号証を提出するときは、証拠説明書もあわせて提出するこ
とが望ましい。
　甲号証は被告にも交付する必要があるため、正本（裁判所用）のほかに、副
本（相手方当事者用）も当事者の数だけ提出する。

⑵　資格証明書

　当事者が法人である場合は、代表者の資格を裏付けるために、その登記事項
証明書または資格証明書を添付する必要がある。
　法人が株式会社である場合、通常は、代表取締役が会社を代表するが（会社
349条 4 項）、監査役設置会社においては、兼務取締役（元取締役の場合を含む）

が会社に訴えを提起する場合は、会社の代表者は監査役となる（同法386条 1 項
1 号）。
　当事者が法人格のない社団である場合には、それが団体であること、代表者
が選出されていることを示す文書を添付する必要がある。たとえば、法人登記
を経ていない労働組合が当事者となる場合には、組合規約、執行委員長の選挙
結果を示す書面（組合ニュースなど）を添付する必要がある。

⑶　訴訟委任状

　訴訟を代理人に委任するときは、裁判所に訴訟委任状を提出する必要があ
る。なお、地方裁判所の手続の代理人は弁護士に限られる。
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5 　管　轄

　訴額が140万円を超える事件は地方裁判所、140万円以下の事件は簡易裁判所
の管轄である。地位確認請求は訴額が160万円とみなされ、140万円を超えるの
で、 1審は地方裁判所の管轄となる（裁判所法33条 1 項 1 号）。
　【書式 2－ 1】　訴状（例：普通解雇──能力・適格性欠如を理由とする解雇の事例）

訴　　　　状

平成○○年○月○日

○○地方裁判所　御中

原告訴訟代理人弁護士　　○　○　○　○　㊞　

〒○○○－○○○○　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　　原　　　　　　　　告　　○　○　○　○
〒○○○－○○○○　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　　○○法律事務所（送達場所）
　　　　　　　　　　　　　　電　話　○○○－○○○－○○○○
　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　○○○－○○○－○○○○
　　　　　　　　　　　　　原告訴訟代理人弁護士　　○　○　○　○
〒○○○－○○○○　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　　被　　　　　　　　告　　株式会社○○○○
　　　　　　　　　　　　　代表者代表取締役　　○　○　○　○

地位確認等請求事件
　訴訟物の価額　金○○万円
　貼用印紙額　　　金○○円

請求の趣旨

1 　原告が被告との間において，被告に対し，労働契約上の権利を有する地位
にあることを確認する。
2　被告は原告に対し，平成○年○月からこの裁判確定の日まで，毎月○日限り，
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金○円及びこれに対する各支払日から支払済みまで年 6 ％の割合による金員
を支払え。（注 1）
3 　訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第 2項につき仮執行宣言を求める。

請求の原因

1 　当事者
　�　被告は，情報システムに関わる製品，サービスの提供等を業とする株式会
社である。（甲 1）（注 2）

　�　原告は，A大学工学部を卒業後，平成○年○月○日，被告の期限の定めのな
い従業員として採用され，その後，コンピュータプログラム開発業務に従事
してきた者である。
2　本件解雇
　�　被告は，平成○年○月○日，原告が就業規則○条○号の「業績が低く，改
善の見込みが見られないもの」にあたるとして，原告を同年○月○日付けで
解雇した（本件解雇）（甲 2， 3）。

　�　しかしながら，本件解雇は，客観的に合理的な理由を欠き，社会通念上相
当なものとはいえず，解雇権を濫用したものとして無効である。
3　本件解雇に至る経過
　⑴�　被告においては，各従業員は，年度初めに上司と相談の上で目標設定を
行い，年度末にその目標への達成度を確認する目標管理制度がとられてい
た。同制度では，達成度は上位からＳ～Ｄの 5段階で評価され，それぞれ
の割合が，全従業員のうち，Ｓが上位10 ～ 20％，ＡとＢの合計が65 ～
85％，ＣとＤの合計が 5 ～ 15％とされている相対評価である。

　⑵�　原告は平成○年度及び○年度の 2年連続Ｄ評価とされた。
　その具体的理由として指摘されたものは，原告は，①セールスチームと
のコミュニケーションが円滑に行えない，②他の社員に作業を依頼するに
あたり適切な説明を行えない，③自ら行う作業についても能率が悪く，ミ
スも多いというものであった。

　⑶�　しかしながら，①セールスチームとのコミュニケーションについては，
いわば「お互い様」であり，かつ程度による問題であって，一方の要求す
るレベルのコミュニケーションがただちにとれないからといって，労働能
力に問題ありとすることはできない。②他の社員への説明についても同じ
であり，仮に依頼に舌足らずなところがあったとしても，質問と答えを通
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じて相互に理解を進めていけば足りることである。③ミスについても，そ
もそもコンピュータプログラム開発業務というものは，バグの修正を通じ
て完成度を高めていくものであって，ミスが多いからといってただちに問
題となるものではないし，難度の高いプログラムに従事するほど，ミスも
多数発生しうるのであるから，ミスの回数が問題となるものではない。
　そもそも，相対評価というものは，その性質上，常に誰かが低い評価を
受けるものであるから，相対評価のもとで低い評価が続いたからといって，
そのことからただちに，解雇が客観的に合理的な理由を有し，社会通念上
相当なものといえることにはならない。
　よって，本件解雇は解雇権を濫用したものとして，無効である。

4　原告の賃金額等
　　原告の解雇前 3か間の平均賃金は金○円である。（甲 4の 1 ～ 3）
　　　平成○年○月分　　　○円
　　　同年○月分　　　　　○円
　　　同年○月分　　　　　○円
　　　平均　　　　　　　　○円
　　なお，被告の賃金締日は当月末日，支給日は翌月○日とされている。
5　結論
　�　よって，原告は被告に対し，労働契約に基づく地位確認及び解雇後の賃金
支払を求めて本訴に及んだものである。

証拠方法

　　　　　　　甲 1　　　　　　　ホームページ（被告）（注 3）
　　　　　　　甲 2　　　　　　　解雇通知書
　　　　　　　甲 3　　　　　　　就業規則
　　　　　　　甲 4の 1～ 3　　　給与明細書

添付書類

　　　　　　　 1　甲号証（写し）　　　　　各 1通
　　　　　　　 2　資格証明書　　　　　　　  1 通
　　　　　　　 3　訴訟委任状　　　　　　 　 1通

（注�1 ）本判決確定日の後に履行期が到来する賃金を請求する部分は、将来の給
付請求の要件である「あらかじめその請求をする必要」があるとはいえず、
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地位確認の判決確定後もなお賃金の支払いがされない特段の事情が存しない
限り、訴えの利益を欠くとして、訴えを却下した判決（東京地判平成 3・
12・24労判602号13頁〔エミナース事件〕、東京地判平成28・ 3 ・28労判1142
号40頁〔日本アイ・ビー・エム事件〕等）がある。

 　�　したがって、終期を記載しないで賃金を請求する場合は、本来は本判決確
定後の支払いを請求する部分については、裁判所から、特段の事情の有無に
ついて釈明が求められ、なければ訴状の訂正が促されることも多い。

（注�2 ）重要な書証は、訴状と同時に甲号証として提出することが望ましい。なお、
この場合、立証する事実の記載箇所に、（甲 1）などと掲記すべきである（民
訴規53条 1 項）。

（注�3 ）被告会社の概要（事業内容、規模、組織など）は、当該事件がどのよう
な状況の中で発生したかを把握するのに重要な情報である。近年、ホームペー
ジでこれらを公表している企業が多いので、これを証拠提出することで、裁
判所に、事件の概要を早期に把握してもらうことが可能となる。なお、同様
の意義をもつ書証として、被告会社の発行しているパンフレットや登記事項
証明書などもある。

【書式 2－ 2】　答弁書（例：普通解雇─能力・適格性欠如を理由とする解雇の

　　　　　　事例）

平成○年（ワ）第○号　地位確認等請求事件
原告　○　○　○　○
被告　株式会社○○○○

答　弁　書

平成○年○月○日

○○地方裁判所　第○民事部　御中

〒○○○－○○○○　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　　　　　　　　　　　　　　　　○○法律事務所（送達場所）
　　　　　　　　　　　　　　　　被告代理人弁護士　○　○　○　○　㊞　

電　話　○○○－○○○－○○○○　
ＦＡＸ　○○○－○○○－○○○○　
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第 1　請求の趣旨に対する答弁
　 1　原告の請求をいずれも棄却する。
　 2　訴訟費用は原告の負担とする。
　との判決を求める。

第 2　請求原因に対する認否
　 1　請求原因「 1　当事者」は認める。
　 2　請求原因「 2　本件解雇」の第 1段落は認める。第 2段落は争う。
　 3　請求原因「 3　本件解雇に至る経過」の⑴は認める。
　　�　同⑵は認める。なお，被告の主張でも述べるように，原告は，平成○年
度以前から，その業績は著しく低く，解雇に至るまで助言・指導を行った
にもかかわらず，一向に改善の跡が見られなかったため解雇したものである。

　　　同⑶は否認ないし争う。
　 4　請求原因「 4　原告の賃金額等」は認める。
　 5　請求原因「 5　結論」は争う。

第 3　被告の主張
　 1　本件解雇事由（注 1）
　平成○年○月○日，被告は，原告は，業績が低い状態が続いており，そ
の間，被告は職掌や担当業務の範囲の変更を実施したにもかかわらず，業
績の改善はされなかったことから，就業規則○条○項の解雇事由「業績が
低く、改善の見込みが見られないもの」に基づき，原告を解雇する旨通知
した。
　すなわち，原告には，①業務の能率，生産性が著しく悪く，ミスが多い，
②無断で離席を繰り返し，業務に従事していない時間があるとともに，同
僚や上司から必要な業務の依頼，指示ができない，③セールスチームとの
コミュニケーションを円滑に行うことができず，納期遅れやクレームがた
びたび発生する等の問題があり，その業績は著しく低かった。上司や同僚は，
上記問題に対し助言や指導を繰り返し，それでも改善効果が見られないた
め，何度か担当業務をより簡単な業務に変更し，引き続き指導，助言を継
続したにもかかわらず，一向に改善の傾向が見られず，上司の指導に対す
る原告の態度も，改善の意欲が見られないことから，退職勧奨を行い，原
告がそれを拒否したことから，やむを得ず解雇に至ったものである。

　 2　本件解雇に至る経過及び解雇の有効性（注 2）
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⑴�　原告は，被告に入社後，営業職に配属され，平成○年より営業の後方
支援事務を行う部署に異動となった。具体的には，セールスチームとコ
ミュニケーションをとり，その要求に基づいて他の部署の承認を得る業
務であった。
　しかし，原告は，セールスチームからの依頼があっても，返答すら行
わず，他の社員に対する依頼に際して適切な説明を行わない，依頼され
た提案書の納期を徒過する，離席を頻繁に繰り返すため依頼や指示がで
きないなどのクレームがセールスチームのみならず派遣社員からも寄せ
られる状況であったことから，担当する業務を問題なく遂行することが
できなかった。
　このような状況が継続したため，被告は，担当する業務の難易度を下げ，
同部署の社員の指示を受けて作業を行う業務に変更したが依然として，
作業能率は悪く，ミスが多い状況であった。
平成○年度の人事評価はＤであった。

⑵�　翌年，平成○年度に入っても難易度を下げた業務に就いて作業能率が
悪く，ミスが多い状況が続いたため，被告は，原告の担当業務をさらに
難易度の低い比較的定型的な提案書作成支援業務に変更した。
　ところが，原告は上記業務においても，通常の処理件数の半分程度し
か処理できず，作業能率が極めて悪い状況であり，ミスも多く，他の社
員からのクレームが連続する状況が続いた。直属の上司は，面談を繰り
返すとともに，業務改善計画を実施してミスやクレームの発生原因を明
らかにし，その改善を図ろうと提案したが，原告は拒否した。
　また，原告は，依然として無断で離席を繰り返しており，同僚から仕
事の依頼ができない等のクレームが出されていたため，上司はたびたび
注意したが改まらなかった。
　平成○年度の人事評価はＤであった。
⑶�　平成○年度に入っても，原告に改善は見られなかったことから，被告は，
同じ部署内のＢグループに異動させ，改善を図ることにした。被告は，
異動先が提案活動を後方支援するグループであり，ネットワークに関す
る基礎的な知識が必要であることから，研修を受けさせたものの，通常は，
全員が 1回で合格することができる試験が 2回不合格となったため，グ
ループの通常業務を担当させることはできず，やむを得ず更に簡易な業
務を行わせることにしたが，本来10分程度でできる業務を 1日かけて10
件弱しかできない状況であった。また，無断の離席も継続していた。
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　平成○年度の人事評価もＤであった。
⑷�　以上のように，原告は，業績が著しく低い状態が続いており，その間，
被告は原告の担当業務等をより簡単なものに変更したにもかかわらず，
業績は一向に改善されず，業務改善計画の提案を拒否するなど原告には
改善する意欲も見られないことから，もはや原告に改善を期待すること
はできず，雇用を維持することは困難と判断したものである。被告は，
解雇に先立ち，退職勧奨を行い，その際，自主退職する場合は退職金を
上乗せするとともに再就職支援会社のサポートが受けられる旨説明した
が，原告はそれも拒否した。
　そこで，被告は，やむを得ず原告に対し，解雇を通知したものであり，
客観的に合理的な理由があり，社会通念上も相当というべきである。

　 3　賃金等の請求に関する主張（注 3）（注 4）（注 5）
　解雇が有効である以上，それ以降の賃金支払義務は存在しない。
　なお，原告は，解雇前 3か月間の平均賃金を請求するが，時間外労働の
割増賃金部分については，現実に時間外労働をして初めて請求できるもの
であり，また，通勤手当については実費補償の性格を有する賃金であるから，
仮に解雇が無効としても，その部分の請求は理由がない。

第 4　結論
　以上のとおり，原告の請求にはいずれも理由がないので，すべて棄却される
べきである

以上　

添付書類

　　　　　　　 1　訴訟委任状

（注�1 ）解雇事由について、就業規則の定めがある場合には、就業規則のいずれ
の解雇事由に該当するかを明らかにし、就業規則の定めがない場合（従業員
10名未満で就業規則が存在しない場合等）には、解雇の客観的合理的理由を
根拠づける事実を解雇事由として簡潔に記述する。

（注�2 ）実務上は、訴状において解雇権濫用を根拠づける具体的事実（評価根拠
事実）が主張される場合が多いことから、使用者は、その場合は解雇権濫用
の成立を否定する根拠事実（評価障害事実）にあたる具体的事実を主張する
必要がある。解雇事由の具体的内容や解雇回避努力等が通常はそれにあたる
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が、答弁書の記載が抽象的で具体性に欠けると裁判所から釈明を受けること
も多いので、被告の主張と争点を早期に明らかにする意味でも可能な範囲で
具体的な主張をするべきである。

（注�3 ）通常は基本給等の月額賃金の請求をする場合が多いであろう。なお、地
位確認を請求せず、通常の再就職までに要する期間の賃金等の相当額を損害
賠償として請求する例もあるが、その場合は過去に通常支払われていた割増
賃金額や賞与相当額を損害賠償として認めた例がある。

（注 4）労働事件審理ノート27頁参照。
（注�5 ）解雇された労働者が他の事業所で就労して賃金を得ている場合には、中
間収入の控除が問題となる（最判昭和62・ 4 ・ 2 判時1244号126頁〔あけぼ
のタクシー事件〕は、平均賃金の 6割を超える部分について控除を認める）。
実務上は、訴訟の途中において別の使用者の下で就労していることが明らか
になり、それ以降の中間収入を控除するよう予備的主張を追加することがあ
る。

6 　証拠関係

　⑴　書　証

　書証は、正本（裁判所用）・副本（相手方当事者用。相手方当事者が 2以上の場
合はその通数）を、証拠説明書とともに提出する（民訴規137条）。証拠説明書の
提出が遅れたときは、その提出にあわせて書証も提出扱いとされるのが通例で
ある。
　証拠説明書の立証趣旨は、証明すべき事実との関係を具体的に記載すべきで
ある（民訴180条、民訴規99条 1 項）。これは裁判官の理解に資するだけでなく、
当事者にとっても、後で目的の書証をみつけるのに便宜である。
　裁判所は、口頭弁論期日（弁論準備期日等を含む。以下同じ）において、これ
を取り調べる。
　原本として提出する書証を正本で提出した場合は、裁判所において原本確認
を行う。存否・成立・改ざん・加工について争いがありうる書証、相手方が初
見となる書証、その他重要な書証については、原本を提出するのが望ましい。
これに対し、当事者間で成立に争いがないと思われる書証は写しでもよい。
　なお、訴え提起と同時に提出する甲号証についても、証拠説明書の提出を求
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