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       判   決 

 

原告 Ｘ 

上記訴訟代理人弁護士 筒井剛 

被告 株式会社Ｋ 

上記代表者代表取締役 Ｙ 

上記訴訟代理人弁護士 高木徹 

同 橋本敬 

同 今井眞弓 

同 吉野智 

 

 

       主   文 

 

１ 原告が，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，５８万４１００円及びこれに対する平成１６年６月２４日か

ら支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

３ 被告は，原告に対し，平成１６年６月から本判決確定までの間，毎月２５日限り，

２９万２０５０円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合

による金員を支払え。 

４ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用はこれを５分し，その４を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。 

６ この判決は，第２項及び第３項に限り，仮に執行することができる。 

 



 

       事実及び理由 

 

第１ 請求 

１ 主文第１項及び第２項同旨 

２ 被告は，原告に対し，平成１６年６月から本判決確定までの間，次の各金員を支払

え。 

（１）毎月２５日限り，２９万２０５０円 

（２）毎年７月及び１２月の各末日限り，５０万円 

（３）（１）及び（２）に対する各支払日の翌日から支払済みまで年６分の割合による

金員 

第２ 事案の概要 

 本件は，躁うつ病の躁状態にあることなどを理由に被告から解雇された原告が，当該

解雇は解雇権を濫用したもので無効であるとして，労働契約に基づき，労働契約上の権

利を有する地位にあることの確認と過去及び将来の賃金の支払を求めた事案である。 

１ 争いのない事実 

（１）被告は，ガス管施設並びに水道衛生，空気調和，冷房工事等を行うことを目的す

る株式会社である。 

（２）原告は，平成元年４月，被告に採用され，被告Ｔ営業所で勤務した後，平成１０

年９月から被告Ｍ営業所に勤務し，いずれも資材管理を担当していたが，平成１４年９

月１日，本社総務部に配置転換となった。 

（３）原告は，躁うつ病により，平成１４年９月１日から平成１５年４月６日まで休職

した。 

（４）被告は，原告に対して，平成１６年１月３０日，口頭で解雇を通告し，その後，

同年３月１５日，同月３１日をもって原告を解雇するとの同年１月３０日付けの解雇通

知書を交付した（以下「本件解雇」という）。 

（５）被告は，原告に対する同年３月４日付けの「Ｘ氏の勤務状況と解雇に至る会社の

判断について」と題する書面の「３．総括的評価」において，〔１〕病気が完治せず本

来求められるレベルの職務を遂行できない，〔２〕奇行・暴言を繰り返し職場秩序の維

持が困難となり，外来者に対しての暴言等により会社に対し著しく悪影響をもたらして

いる，〔３〕本人の適性を考慮し，配置転換等を行いながら指導を継続してきたが，能

力に欠け職務遂行に堪えられないと記載した。 



（６）被告の就業規則は，解雇事由について，次のとおり定めている。 

ア 社員の職務遂行能力又は能率が著しく劣り，また，向上の見込みがないと認められ

たとき（２８条１項） 

イ 精神又は身体の障害若しくは病弱のため，業務の遂行に甚だしく支障があると認め

られたとき（２８条２項） 

２ 争点 

 本件解雇は，解雇権を濫用したものか。 

【被告の主張】 

 原告がＭ営業所に異動した平成１０年９月以降，平成１６年１月３０日までの原告の

勤務状況には，就業規則２８条１項及び２項の解雇事由に該当する事実が認められる。 

（１）ア 原告は，Ｍ営業所に異動した当時から同営業所の資材担当者として当然求め

られるべきレベルの業務をこなしていなかったが，異動して暫くすると躁うつ病の躁状

態となって，職務遂行能力のレベルは低下する一方となっていた。 

イ 原告は，平成１２年１月○日に交通事故を起こし，自律神経失調症による入院・療

養で同年３月２日まで欠勤した。 

ウ 原告は，復職後，躁状態が悪化して職務遂行能力のレベル低下が顕著となったが，

その後，うつ状態となり，同年１１月１４日，休職を申し出たものの勤務を継続した。

しかし，原告は，平成１３年に入ると欠勤が多くなり，出勤してもほとんど業務を行わ

ない状態となった。 

エ 被告は，原告の状態に改善が見られないことから，平成１４年８月，原告の解雇を

検討したが，休職して治療に専念することで躁うつ病が治癒し通常勤務をすることがで

きる可能性もあったことから，原告が休職に同意するのであれば，原告を休職させて経

過を観察し，病状がよくならなかった場合に解雇することとした。 

オ 原告は，休職に同意し，休職することとなったが，その際，被告は，原告に対して，

傷病手当が支給される１年半の間治療に専念し，復職後再発することがないよう指示を

した。原告は，同年９月１日から休職し，同時に総務部に異動となった。 

カ 原告の病状の経過は，平成１５年３月までほとんど変化がみられず，再発の可能性

が否定できなかったにもかかわらず、同月末，原告は，被告に対して，強く復職を要望

し，「現在のところ，勤務可能」とする医師の診断書を提出したので，被告は，原告の

復職を認めた。 

（２）ア 原告は，同年４月７日から総務部総務グループで勤務を開始し，無理のない

補佐的業務に従事して体慣らしを始めた。  



イ 被告は，同年６月以降，原告の欠勤が減少し，躁うつ病の再発とみられる事情も発

生しなかったことから，同年９月，原告に対して，ＥＳ東の資材管理ポストへの異動を

勧めたところ，原告は，これまでと扱う資材の種類が異なること，主治医から異動は好

ましくないと言われたことを理由にこれを拒否した。しかし，真の理由は，異動先がＴ

営業所でなかったことであった。 

ウ 原告は，正当な理由なく異動を拒否したものであるから，総務部での事務処理のレ

ベルアップを要求されることとなったが，原告は，パソコン操作や電話の取次ぎといっ

た総務部で要求されるレベルの業務をこなそうとしなかった。 

エ 原告は，同年１２月１１日から２２日まで胆石の手術で入院し欠勤したが，同月こ

ろから挨拶や会話の声が異常に大きくなり，退院後はその様子が一層顕著となるととも

に，勤務時間中，人事部の特定の女性に業務と関係ない話をし，その女性の業務に支障

を生じさせた。 

オ 原告は，平成１６年１月に入ると，前記エの女性に対して業務に関係ない話をする

時間が目に見えて増え，業務指示を守らず，気に入らないことがあると場所をわきまえ

ずにかっとなって大声で怒鳴り，業務に関係がない話を頻繁に話すなど，周囲の従業員

の業務に支障を生じさせるようなり，その状態は，日に日に悪化していった。 

カ 被告は，原告について，躁うつ病が悪化したと判断し，同月１６日，原告に対して，

総務グループマネージャー，原告及び主治医による三者面談の場を設けるよう指示した

が，原告がこれを拒否したことから，三者面談は実現しなかった。 

キ その後，原告は，社外で受講したパソコン講座で講義の進行を妨害する，電話先の

相手にしつこく絡む，頻繁に大声で私用電話を架ける，被告に出入りしている弁当屋を

お前呼ばわりして追い出す，私用で人事部専用のパソコンを操作するなどといった行為

をし，被告の業務に著しい障害を生じさせた。 

（３）以上の経緯を受けて，被告は，同月２９日，原告の解雇を検討し，原告が今後休

職しても良くなる見込みはないと判断して，本件解雇を行うこととした。 

【原告の主張】 

 原告について，就業規則２８条１項及び２項に該当する事由はなく，また，仮に，原

告について，就業規則２８条１項及び２項に形式的に該当する事由があったとしても，

それらは被告が原告に対して適切な指導を行うことで容易に改善可能なものであるか

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と認められず，無効であ

る。 

（１）就業規則２８条１項該当性について 



ア 原告は，Ｍ営業所勤務当時，資材管理担当者として問題なく勤務を行っていた。 

イ 原告は，原告の希望及び医師の判断から復職を希望し，復職後の病状に問題はなく，

命じられた業務を全て行っている。 

ウ 原告がＥＳ東への異動に応じなかったのは，取り扱う資材が従前のものと全く異な

り，したがって，業務内容も異なっていたからであり，また，当時の病状は落ちついて

いて，新しい部署への異動は精神的疲労による症状悪化を招くおそれがあるとの医師の

助言もあったからであった。 

エ 平成１６年１月以降，原告が，上司の指示に従わず，また，被告の業務の妨げとな

る行為を繰り返した事実はない。 

オ むしろ，原告は，パソコン教室に通うなど業務に意欲を見せていた。 

（２）就業規則２８条２項該当性について 

ア 原告の主治医は，同年４月５日，原告について，躁うつ病による軽躁状態のため通

院治療中であるが，請求書の整理，認証手続等の事務的な作業を行うことに支障はなく，

就業規則２８条１項及び２項に該当する状態とはいえないとの診断書を作成している。 

イ 原告の社内での態度について，他の従業員から苦情があったような事実はなく，原

告の行動に問題はない。 

（３）解雇権の濫用について 

ア 以上によれば，本件解雇は，客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認

することはできず，無効である。 

イ また，被告は，同年１月に入って，原告を解雇するため，監視を行い，あら探しを

行っている。 

ウ 原告は，突然会議室に呼び出されて，同月３０日，被告から勤務態度に問題がある

との指摘を受けたが，原告がこれに反論して，調査を求めるとともに，直すべきところ

は直すと答えたことで，話は終わったはずであった。それにもかかわらず，被告は，突

然，原告をリストラすると言い出したにすぎず，原告に対し十分な指導等が事前にされ

ていたものではない。 

エ 原告は，被告から主治医を交えた三者面談の申出を受けたが，原告が同席しない場

で主治医から真実を述べてもらう方がよりよい解決につながると判断し，三者面談自体

は断った。しかし，原告が，被告と主治医の面談を拒んだ事実はなく，むしろ，主治医

には，被告の面談に応じるよう要請している。これに対し，被告は，主治医に電話すら

かけておらず，原告の病状を知るために努力したとはいえない。 

オ 被告には，原告の外に病気で通常勤務をすることができない者が２名いるが，被告



は，これらの者を解雇していない。 

第３ 争点に対する判断 

１ 認定事実 

 前記争いのない事実，証拠（〈証拠・人証略〉）及び弁論の全趣旨によれば，以下の

事実が認められる。 

（１）ア 原告は，Ｔ営業所及びＭ営業所において，ガス工事用の資材管理（発注，在

庫管理，払出し等）を担当していたが，平成１０年９月にＭ営業所へ異動してしばらく

したころから，資材の用意ができていなかったり，資材を取りに来た協力会社の作業員

に高圧的な態度を取って口論となったり，被告の得意先であるＩ社に資材を注文する際

に命令口調で話すことがあった。このうち協力会社作業員との喧嘩の原因は，原告が，

資材を取るために倉庫に入ろうとしている協力会社の作業員に対し，「勝手に入るな」

と言ったり，協力会社の作業員が予め用意するように頼んでいた資材を用意していなか

ったことにあった。 

イ Ｍ営業所長Ｂ（以下「Ｂ所長」という）は，前記アの原告の勤務態度を知った当初，

原告に対して，〔１〕資材の用意を依頼されたときは，必ずメモを取ること，〔２〕Ｉ

社は被告の第１の得意先であり，電話で話す言葉には十分気をつけること，〔３〕資材

については，協力会社の作業員が倉庫に入って取ってもかまわない旨を説明し，今後協

力会社の作業員に「勝手に入るな」と言わないことを注意した。 

ウ その後，Ｂ所長は，注意をしている際に原告の目の焦点があっていなかったことな

どから，原告が躁うつ病であり，前記アの各行為が躁うつ病の躁状態によるものである

ことを知った。 

エ 原告は，Ｂ所長の注意にもかかわらず，前記アの各行為を止めなかったが，Ｂ所長

は，原告が躁うつ病であることを知って以降，原告を注意することは病気の悪化に繋が

りかねないと考え，原告に前記アの各行為があったことを知っても，原告を注意しなか

った。 

オ この間，原告は，平成１１年７月ないし９月ころから，精神科のＣ医師（以下「Ｃ

医師」という）の診察を受けるようになっていた。 

（３）ア 平成１２年１月○日の午前中，○○警察署からＭ営業所に対して，原告が交

通事故を起こし，事情聴取を行ったが，原告の挙動がおかしいので，原告の親族に同警

察署に保護願を出すよう伝えてほしいとの連絡があった（〈証拠略〉）。 

イ 原告は独身であったので，原告の兄が，同警察署に保護願を出し，原告は，同日か

ら，約１か月間，自律神経失調症という病名で○○市のＪ病院に入院した（〈証拠略〉）。 



ウ 原告は，入院及び療養のため，同年３月２日まで欠勤し，その間，原告の業務は他

の従業員が代わって行ったが，原告が出勤するようになってからも，資材の調達及び配

布について，工程管理者及び監督が行うことが多くなった（〈証拠略〉）。 

エ 原告は，同月６日，Ｃ医師から躁うつ病との診断を受けた（〈証拠略〉）。 

オ 原告は，復職して以降，勤務時間中，Ｂ所長不在時に，他の従業員が執務している

事務室で私用電話を架けて長時間話したり，他の従業員に仕事に関係のない話をするよ

うになったが，大声で話すこともあって，業務上の電話が聞き取れないなどの支障が他

の従業員に生じた。 

カ これを知ったＢ所長は，原告の病気に対する配慮をしながら原告を注意したが，原

告は，前記オの各行為を止めなかった。 

キ 原告は，同月の朝礼の際，唐突にＢ所長に向かって，「お前の上司は誰だ」と怒鳴

った。 

ク Ｂ所長は，原告の病状が悪化していると判断し，同月２７日，原告の兄に電話をし，

原告を通院させるように申し出た（〈証拠略〉）。 

（４）ア 原告は，同年４月から同年６月までの間，「半日有休」「早退」により，終

業時間前に帰社することが多くなり，出勤している間も，執務時間中に倉庫内の一室に

中から鍵を掛けて，寝ていることがあった（〈証拠略〉）。 

イ 原告は，同年１１月１４日，Ｂ所長に対し，病気で休職したい旨を申入れ，同日，

Ｂ所長は，原告の兄から電話で，「原告は，現在，薬を飲んでいない。よくなると薬を

飲まない」など原告の病状報告を受けた（〈証拠略〉）。 

ウ Ｂ所長が，原告に対し，休職するのであれば，診断書を持参するよう原告に指示し

たところ，原告は，同月２１日，Ｂ所長のところにＣ医師が作成した「うつ状態」と記

載された診断書を持参したが，その後も，出勤を続けた（〈証拠略〉）。 

（５）ア 原告は，平成１３年１月以降，うつ状態が続いて欠勤が増え，出勤しても集

中力に欠け，行う業務も，ガスメーターの出入りの個数をパソコンに打ち込んだり，月

末の棚卸しを手伝ったり，週１回，Ｉ社の関連業者から配送される資材の納入を手伝う

程度であった（〈証拠略〉）。 

イ 平成１３年１月から平成１４年８月までの原告の欠勤状況は，以下のとおりである。

原告から，欠勤当日の午前８時３０分過ぎころ，欠勤する旨を電話連絡が入ることもあ

ったが，電話連絡のないこともあった（〈証拠略〉）。 

原告の欠勤状況 

平成１３年１月 欠勤 ４日 



同年 ２月   欠勤 ５日 

同年 ３月   欠勤 ７日 

同年 ７月   欠勤 ２日 

同年 ８月   欠勤 ９日 

同年 ９月   欠勤 ３日 

同年１０月   欠勤 ８日 

同年１１月   欠勤 ８日 

同年１２月   欠勤 ８日 

平成１４年１月 欠勤 ７日 

同年 ２月   欠勤 ７日 

同年 ３月   欠勤 ６日 

同年 ６月   欠勤 ５日 

同年 ７月   欠勤１３日 

同年 ８月   欠勤１０日 

ウ 被告は，平成１４年８月末に原告の解雇を検討した。しかしながら，休職して治療

に専念することにより，病気が治癒し，普通に働ける可能性もあったため，被告は，原

告に対し，休職してから１年半の間は，傷病手当金と補助金で基本給の９０％が支給さ

れ，治療に専念できることを伝え，休職を検討するよう申し出た。 

エ 原告は，同月２８日，被告に対して，同年９月１日からの休職願を提出した（〈証

拠略〉）。 

オ 原告は，同日から休職し，休職と同時に総務部に異動となった。 

カ 原告は，休職中，東京都管工業健康保険組合から傷病手当金を受給し，月１回，被

告経由で提出される傷病手当金請求書に記載されたＣ医師の意見は，次のとおりであっ

た（〈証拠略〉）。 

（ア）同年９月３０日付け意見 

 現在は軽度のうつ状態が続いている。特に睡眠障害が強く，朝の気分が悪い。意欲が

わかない。悲観的な考えなどの症状あり。 

（イ）同年１０月３１日付け意見 

 睡眠障害，軽度のうつ状態，意欲減退などの症状あり。特に仕事に対する不安感がみ

られる。引き続き，薬物治療を行う必要がある。 

（ウ）同年１１月３０日付け意見 

 軽うつ状態，睡眠障害は相変わらず続いている。１１月６日右□肋部の激痛あり。胆



石の疑いで検査中。経過をみている。体力の消耗あり，意欲がない。 

（エ）同年１２月２８日付け意見 

 胆石の痛みは現在治まっている。睡眠障害は相変わらずで眠剤服用。抗うつ剤，安定

剤も引き続き服用している。仕事の内容によっては，できそうな気がするが，自信がな

い状態である。 

（オ）平成１５年１月３１日付け意見 

 抗うつ剤，安定剤，眠剤を服用中でうつ状態は少しずつ軽くなっているが，日により

症状の消長がみられる。睡眠障害の程度はひどく眠剤の量も多い。うつ状態のため仕事

に復帰するのはまだ無理と思われる。 

（カ）同年３月１日付け意見 

 うつ状態，日内変動。睡眠障害などの症状は相変わらず続いているが消長はみられる。

仕事に対する意欲は出始めているが同時に不安感もある。 

（キ）同年３月３１日付け意見 

 うつ状態，睡眠障害は相変わらず続いており，抗うつ剤，眠剤は減量できない状態で

ある。仕事に対する不安感が前より強くなったように思われる。 

（６）ア 原告は，同月末，被告に対して，病気がよくなったので復職したいと強く申

し出るとともに，うつ状態のため平成１４年９月１日から休養・治療中であるが「次第

に症状軽快し，現在のところ，勤務可能と思われます」と記載されたＣ医師の平成１５

年３月２１日付け診断書を提出し，これを受けて，被告は，同年４月７日からの原告の

復職を認めた（〈証拠略〉）。 

イ 原告の休職前のポストは資材管理であり，原告も資材管理に従事することを希望し

ていた。しかし，被告は，当時，資材管理のポストに欠員がなく，原告の病気がよくな

っているか否か不安があり，補佐の受けにくい営業所勤務をさせることはできないとし

て，原告を人事・総務部の総務グループに配置し，補佐的な仕事をさせながら様子をみ，

資材管理のポストに空きができ次第異動させることした。 

（７）ア 原告を監督する立場の総務グループマネージャーＤ（以下「Ｄマネージャー」

という）は，原告に専用のノートパソコンを与え，作業の期限は区切らずに，会議等の

メモ，契約書類等を入力するよう指示した。 

イ また，Ｄマネージャーは，原告に対し，パソコンの入力の合間に，本社ビル管理を

担当している総務部従業員の補助として，地下倉庫の整理及びゴミ出し作業や，蛍光灯

の取替補助や会議室の机椅子を動かすといった雑務の手伝いを指示した。 

ウ 原告は，復職した日の翌日から風邪という理由で４日間欠勤したが，その後は，Ｄ



マネージャーから指示された業務を行った（〈証拠略〉）。 

エ 原告は，同月中，電話の転送方法が解らないとのことで，総務部の電話が鳴ってい

ても電話に出なかったが，Ｄマネージャーは，この時点では特に注意しなかった。 

オ 原告は，同年５月の連休が明けると，風邪で３日続けて欠勤し，その後は，胆石の

検査と胆石による腹痛で８日，病気見舞いの為に１日それぞれ欠勤し，結局同月は，９

日出勤，１２日欠勤であった。しかし，翌６月以降胆石による原告の欠勤は減って，原

告は，復職時に指示された業務を行うようになり，同年８月になると胆石による欠勤は

なくなった。（〈証拠略〉） 

カ Ｄマネージャーは，同年６月から，原告に対し，健保ニュース等の社内の配布物を，

月に２回程度，本社内の社員の机に配布し，残りを各営業所に振り分けて配布する作業

を行わせた。同配布作業は，通常は２時間程度で終えることができるものであったが，

原告に対して，期限は指示されず，原告は，他の業務と並行して２日ないし３日かけて

行っていた。（〈証拠略〉） 

キ 同年９月，ＥＳ東の資材管理のポストに欠員が出て，被告は，原告について，同年

６月以降欠勤が減り，病気の再発と見られる事情も見られなかったことから，原告にＥ

Ｓ東への異動を勧めた。しかし，原告は，ＥＳ東で扱うのはガス器具の資材であり，こ

れまで担当してきたガス工事用の資材管理とは業務内容が異なること，Ｃ医師から異動

は好ましくないと言われたことを理由に異動を拒んだが，別の機会には，Ｔ営業所の資

材管理への異動であれば，受けると述べたりした。 

ク Ｄマネージャーは，原告に対し，勤務時間後に開かれるパソコン講座を受講するよ

う勧めたが，原告は，残業手当が出ないことなどを理由に受講しなかった。 

ケ（ア）Ｄマネージャーは，同年秋ころから，原告に対し，電話料金の口座振替通知書

を月別・営業所別に整理してファイリングする仕事を指示するようになった。通知書は，

何年分かあり，その量は非常に多かったが，早急に整理する必要はなかったため，Ｄマ

ネージャーは，原告に指示する際，期限を区切らなかった。 

（イ）その際，通知書には，どの営業所についてのものか分からないものが多数あり，

このような通知書について，通知書に記載された電話回線の番号に対応する営業所を調

べ，ＮＴＴに対し，判明した営業所名を通知書に記入して発送するよう依頼することも

指示された。 

コ（ア）同年１０月，被告において社員持株会が発足し，第１回目の会員募集が行われ，

従業員１３３名の入会申込みがあった。Ｄマネージャーは，募集期間中の同月中ごろ，

原告に対し，従業員の氏名，社員番号，所属，入社年月日，拠出年月日，口数，毎月の



拠出額を表にした持株会会員名簿の作成を指示した。（〈証拠略〉） 

（イ）原告は，同月１７日ころ以降，Ｄマネージャーから入会申込書の交付を受け，同

月２０日ころ以降，人事部作成の全従業員の社員番号を部署別に記載したリスト及び全

従業員の入社年月日，職種等を社員番号順に記載したリストを参照して，持株会会員名

簿の作成をエクセルで開始し，入会申込書の交付を受けた順に会員が並べられた持株会

会員名簿（以下「本件名簿１」という）を作成した。なお，本件名簿１では，社員１名

の入社年月日が誤って入力されている。（〈証拠略〉） 

（ウ）Ｄマネージャーは，本件名簿１ができた時点で，入会申込書及び自身の記憶に基

づいて，原告に対し，加入資格を満たしていない２名をリストから外すよう指示すると

ともに，本件名簿１を部署別に並べ換えた名簿（以下「本件名簿２」という）を作成す

るよう指示し，原告は，同年１１月１０日ころ，その作業を終えた（〈証拠略〉）。 

（エ）本件名簿２の作成終了後，Ｄマネージャーは，原告に対し，同月分の給与から拠

出金を引き落とす会員のみを拾い上げた給与控除者一覧表を作成するよう指示し，原告

はその作業を翌日までに終えた（〈証拠略〉）。 

サ 原告は，同年秋ころになっても総務部にかかってきた電話に出ず，Ｄマネージャー

の注意によっても，改まらなかった。 

シ Ｄマネージャーは，同年１１月ころから，原告に，役所に証明書関係の書類を取り

に行かせる仕事を指示するようになった。 

ス 原告は，同月下旬，被告に対し，胆石手術のため同年１２月中旬に１０日程休みた

いと申し出，許可を得て，同月１１日から２２日まで欠勤した（〈証拠略〉）。 

（８）ア 原告は，仕事始めの平成１６年１月５日，Ｄマネージャーの指示どおり午前

７時３０分に出勤したが，同日の朝，急に挨拶の声が大きくなり，年末に指示されたと

おり，早く来たということを繰り返し話した。 

イ 原告は，同月に入ってから，人事部の特定の女性従業員（以下「Ａ」という）に対

し，仕事と関係がない話をすることが多くなり，Ａがハワイに行ったとの話を聞くと，

ハワイで撮った原告が写っている写真２枚を渡したりもした。 

（９）同月第２週，原告は，地下倉庫で書類の整理に従事した。 

（１０）同月第３週の出来事について 

ア 原告は，同月分の給与控除一覧表の作成，電話料金口座振替通知書の整理，賀詞交

歓会の名簿チェック，法務局への出張等に従事した。 

イ この間，原告は，事務作業をしている最中にＤマネージャーが他の業務を指示する

と，現在行っている業務が終わってから聞くからちょっと待ってほしいと答えるように



なったが，他の総務部の従業員から地下倉庫での作業を依頼されると，事務作業をして

いる最中でも依頼に従った。 

ウ 総務部長Ｅ（以下「Ｅ部長」という）は，原告がＡの席近くで作業をし，Ａに話し

かけているのが目に付いたため，原告に対し，自席に戻るよう説得し，原告は自席に戻

った。しかし，その後も，原告は，同様の行為をし，人事グループマネージャーがＡを

呼んで，原告の話を遮るようにした。 

エ 同月１５日午後，協力会社との賀詞交歓会が行われ，Ｄマネージャーは，同日午前

中，原告に対し，出席者の最終チェックを指示した。しばらくすると，原告は，名簿の

一部がないとして，総務部員を非難した。その後，原告は，名簿が揃っていたことに気

づいたが，総務部員には謝罪せず，総務部員がＤマネージャーに原告の方に問題がある

旨発言したのを聞くと，そういうことを言うなら自分はやらないなどと言って，作業を

中止しようとした。Ｄマネージャーは，原告をなだめて作業を手伝い作業を終了させた。

原告は，賀詞交歓会に行かず留守番で残ることになったが，Ｄマネージャーに出席を強

く要求した。 

オ 原告は，Ｄマネージャーに対し，本社給湯室の貰い物のインスタントコーヒーにつ

いて，貰い物だから，１個か２個分けてほしいなどとしつこく要求した。 

カ 原告は，東京法務局○○出張所に謄本等を取りに行ったが，昼食時間を含め３時間

後に帰社した。 

（１１）ア Ｄマネージャーは，Ｅ部長から，原告の病状確認と原告・Ｃ医師・Ｄマネ

ージャーによる三者面談の設定を指示され，同１月１６日，原告と面談した。その際，

原告は，Ｄマネージャーに対し，自分は正常であると説明し，Ｃ医師らとの三者面談は

必要がないとして，Ｃ医師と会うのはＤマネージャーだけでよいと主張した。 

イ Ｄマネージャーは，過去の経験から，Ｃ医師が原告同席でないと話をしてもらえな

いと判断し，Ｃ医師に連絡を取ることなく，Ｃ医師の意見を聞かなかった。 

（１２）同月第４週の出来事について 

ア 原告は，同月２１日，Ｄマネージャーから勤務時間中に受講できるとして以前から

受講を勧められていたエクセルの講座を受講した。原告は，講義中，講師が説明した内

容がわかるときは，わかっているとの発言を繰り返し，他方，内容がわからないときは，

同じ質問を繰り返した。そのため，被告は，講座の主催者から苦情の申入れを受けた。 

イ 原告は，同月２２日，Ｋ営業所のＦに電話を架け，同人に対して，「今度有給がと

れるようになったらゴルフに行きたいから一緒に行こう」，「何でＫに行ったのか。仕

事ができないから飛ばされたのか。俺も仕事ができないから総務に飛ばされた。俺は，



総務部にいるから，俺のハンコひとつでおまえを飛ばすことなんか簡単にできるんだ」

などと話をした。 

ウ 原告は、同月１９日ないし２２日，被告のパソコンシステムの見直しの件で被告本

社を訪れたＬ社の営業マンに対し，人を切るためのシステムかと言って，この営業マン

を驚かせた。  

エ 原告は，同月２０日過ぎ，被告の作業服を着て，「丼や」に昼食をとりに行ったが，

自分の注文した食事が人より遅いことに腹を立て，店員に文句を言い，注文をキャンセ

ルして店を出た。 

オ 原告は，総務部の他の従業員が都庁へ証明書を取りに行くというのを聞いて，都庁

の展望台に行きたいとして，その従業員に代わりに行かせるよう執拗に頼み続けた。 

カ 原告は，Ｄマネージャーに，東京法務局○○出張所に行く仕事をしたいとの申し出

たが，Ｄマネージャーから前回随分時間がかかったと言われると，原告は，二度とこの

仕事はしないと発言した。 

キ Ｄマネージャーは，原告に対して，経理部にある各営業所の電話料金自動振替通知

書をコピーする作業を命じたが，原告が，経理部に行って，通知書を早く出すよう強く

迫り，経理部から苦情があったため，Ｄマネージャーは指示を撤回した。 

ク 原告は，前記（７）ケ（イ）の作業のため，電話料金口座振替通知書に記載された

電話番号を調べていたところ，Ｙの市外局番で営業所が不明な電話番号が２件あった。

原告は，社内で公表されているＹ営業所の電話番号に電話し，使用している回線の電話

番号を確認したが，通知書に記載されている電話番号ではないとの回答であった。そこ

で，原告は，通知書に記載されている電話番号に電話したところ，直前の電話と同じ人

物が応対に出たため，なぜ，同じ人物が出るのかと問い質した。原告は，電話を切って，

再度，不明の電話番号に電話したが，同じ相手が出たので，再度，理由を問い質した。

結局，不明であった電話番号は，社内で公表されていない電話番号であった。 

（１３）ア 原告は，同月第５週，倉庫作業のため地下一階に降りた際，誤ってエレベ

ーターで地下１階に降りて来た被告本社出入りの弁当屋に対して，不審者と誤解して詰

問し，口論となった。なお，当該弁当屋に弁当を頼んでいるのは，総務部以外の部署及

び被告本社に入っているテナントで，原告所属の総務部は弁当を頼んでいない。 

イ 原告は，同月２７日，Ｔ営業所のＧに電話を架け，同人に対して，「きのう銀座で

見た赤い車がかっこよかった」，「スバルのＶＩＶＩっていうの」，「買いたいからお

まえの父親に捜すように頼んでくれ」などと話をした。 

ウ 原告は，同月２９日，人事部専用のパソコンで，以前指示を受けたことがある配置



図の修正を行ったが，その際，従業員の給与のデータのファイルを開けて見ていたため，

急遽当該パソコンにパスワードが設定された。 

（１４）ア 被告は，同年１月３０日，口頭で原告に対して解雇する旨の通告をした際，

同日付の解雇通知書を原告に交付する予定であった。しかしながら，原告は，解雇通告

後，被告がこれを交付する前に，興奮して室外へ飛出し，被告の人事部長Ｈが制止する

のを聞かずに帰社した。 

イ 同年２月２日，Ｃ医師から，被告総務部に，「原告が興奮した状態で来院し，２時

間程大声で自分のことを一方的に話して帰って行った。原告は，危険な状態であり，強

制入院させたいので，原告の実兄の連絡先を教えてほしい」との電話が入り，原告は，

同日ころから入院した。 

ウ 被告は，原告が退院して落ち着くまで，解雇通知書を原告に交付しない方がよいと

判断し，交付を延期した。被告は，同年３月１５日，同年１月３０日付の解雇通知書を

原告に郵送した。 

エ 被告は，原告の実兄に，原告の解雇理由を尋ねられた回答として，同年３月４日付

けの「Ｘ氏の勤務状況と解雇に至る会社の判断について」と題する書類を郵送した（〈証

拠略〉）。 

（１５）Ｃ医師は，同年４月５日，原告について，躁うつ病による軽躁状態のため通院

治療中であるが，請求書の整理，認証手続等の事務的な作業を行うことに支障はなく，

就業規則２８条１項及び２項に該当する状態とはいえないとの診断書を作成した（〈証

拠略〉） 

。 

（１６）そう病者は，一般に病識がなく，多弁，多動で，易刺激性，興奮の外，乱費，

性的放縦など社会逸脱行為もみられるため，入院治療が必要となる場合が多く，そう病

相に対しては，薬物療法や電気ショック療法などがあるが，一般に鎮静作用の強力な抗

精神病薬やいわゆる抗そう剤の使用が中心となり，治療によりそう状態が鎮静化しても，

病相が完全に終息していなければ再燃再発することも多く，薬剤の減量，治療終了の時

期などは慎重に決定しなければならないとされている（〈証拠略〉）。 

（１７）ア 被告総務部にはＣ型肝炎が進行して肝臓癌を患っている従業員が在籍して

おり，同人は，力作業をすることができない状態にある。同人は，ラッシュ時の通勤及

び８時間労働も，肉体的に無理であるため，出社時刻は午前７時３０分，退社時刻は午

後２時３０分，１日の労働時間は昼休みの１時間を除く６時間となっているが，実際は，

この従業員は，午前６時３０分に出社して１時間残業し，午後３時３０分に退社してい



る。同人が行っている仕事は，各階に朝刊を配布すること，伝票入力の外，伝票の起票，

議事録等の文章のパソコン入力，電球の交換等，社内の種々の雑用である。 

イ また，被告総務部には，自律神経失調症に罹患して，平成１５年４月から７月まで

休職し，現在も通院している従業員が在籍している。同人は，本件訴訟において，原告

から証人として申請されたが，被告は，平成１６年９月７日付け上申書で，同人が，自

律神経失調症で通院中であり，主治医から裁判での証言は避けることが望ましいと診断

されているとして，証人としての採用に消極的な意見を述べた。なお，同上申書に添付

された診断書には，自律神経失調症，うつ状態により，通院加療中で，現在，就労や日

常生活に支障はなく改善の傾向を認めるが，裁判への関与等は未だ精神的負担が大きく，

可能な限り，これを避けることが望ましいと記載されている。（〈証拠略〉） 

（１８）原告の給与は，次のとおりであった（〈証拠略〉）。 

ア 平成１５年１１月から平成１６年３月までの月給（毎月月末締め当月２５日払い） 

（ア）本給 ２７万１６００円 

（イ）加給 ２万０４５０円 

イ 平成１５年下期賞与４２万６６４７円（＝基準支給額３９万４２６８円＋Ｂ標準調

整２万７５７９円＋個人業績４万０５６０円＋部門業績１万０５００円－欠勤控除４

万６２６０円） 

（１９）被告の就業規則では，休職について次のとおり定めている（〈証拠略〉）。 

ア 休業開始時の勤続年数が１０年以上２０年未満の者が，業務外の傷病で欠勤２か月

を超えたときの休職期間は，２年とする（１６条１号）。 

イ １６条１号により休職となった者が復職しようとするときは，原則として，会社が

指定する医師の就業可能であると認める診断書を添え所定の復職願を提出し，会社の許

可を受けなければならない（１９条）。 

ウ 休職期間満了までに休職事由が消滅したときは，次の基準により復職させる（２０

条） 

。 

（ア）原則として旧職務に復職させる。 

（イ）旧業務に復職させることができないときは，他の職務に配置替えする。 

エ 復職後３か月以内に再び同一の理由により欠勤するに至ったときは，休職期間は前

後通算する（２１条）。 

 以上のとおり認められ，前掲各証拠のうち，前記認定に反する部分は採用できない。 

２（１）以上からすると，原告は，〔１〕Ｍ営業所に異動したころから，躁うつ病の躁



の症状がみられるようになり（認定事実（１）），〔２〕遅くとも交通事故を起こした

平成１２年１月２７日から平成１４年９月１日に休職するまでの約２年７か月間，躁う

つ病の躁状態又はうつ状態のために欠勤が多くなり，出勤しても資材管理業務を全うす

ることができず，この間，他の従業員の業務に支障を与え（同（３）ウ，オ，（４）ア，

（５）ア，イ），〔３〕躁うつ病を理由として，同日から平成１５年４月６日まで休職

し（同（５）エ，オ），〔４〕復職後，業務遂行の補佐を受けることができるとの考慮

もあって，旧職務であった資材管理業務でなく総務部に配置されて勤務を開始したが，

同年５月までは欠勤が目立ち（同（６），（７）ウ，オ），〔５〕平成１６年１月に入

ると躁とみられる症状が再発し，社外にも影響が及ぶようになった（同（８），（１０）

〔カを除く。カについては，原告が法務局への出張について必要以上の時間を要したと

認めることはできない〕，（１１）ア，（１２），（１３），（１６））と認められ，

これによれば，原告の勤務状況は，躁うつ病が原因で，他の従業員に比べて劣っており，

被告の業務遂行に支障となっていたことは否めない。 

（２）しかしながら，Ｃ医師は，平成１６年４月５日，原告について，躁うつ病による

軽躁状態のため通院治療中であるが，請求書の整理，認証手続等の事務的な作業を行う

ことに支障はないとの診断書を作成しており（同（１５）），また，被告が，本件解雇

に先立って専門医に助言を求めた形跡がないことからすると，原告の躁うつ病の病状に

ついては，慎重に判断する必要があるというべきである。 

ア そこで，躁状態が再発したと見られる平成１６年１月以降の原告の状況を見るに，

〔１〕勤務時間中のＡに対する対応（同（８）イ，（１０）ウ），Ｆ，Ｇへの電話（同

（１２）イ，（１３）イ）については，過剰ではあるものの通常のコミュニケーション

の延長線上にあるとみることも可能であり，〔２〕「丼や」での行動，法務局出張に係

る発言，電話料金口座振替通知書に係る業務における電話対応，弁当屋への対応（同（１

２），カ，ク，（１３）ア）については，外部の要因に過剰に反応してしまったもので，

理不尽な行動ということはできず，〔３〕人事部専用パソコンの操作（同（１３）ウ）

については，配置図の修正作業自体は原告が以前に指示されたことがある作業であって，

機密データにセキュリティが施されていなかった点は被告にも落ち度があり，原告を一

方的に非難するのは相当でなく，〔４〕外部に対する影響（同（１２）ア，ウ，エ，（１

３）ア）についても，被告に具体的な損害が生じたとはいい難いもので，〔５〕その他

行動全般についても，１日１回程度のもので，四六時中異常があったとは認められず，

平成１５年１２月までは見られなかったものである。 

イ また，平成１６年１１月２６日に実施された原告本人尋問における原告供述態度に



躁又はうつの症状を見受けることはできず，同時点においては，治療の効果が上がって

いたと考えられる。 

ウ さらに，被告は，本件解雇に先立って，Ｃ医師の見解を求めていないが（同（１１）），

Ｃ医師は，被告経由で提出される傷病手当金請求書に意見を付しており（同（５）カ），

本件解雇後の原告の状況を被告に報告していること（同（１４）イ）からすると，仮に，

Ｃ医師が，被告から原告の平成１６年１月の状況について具体的な報告を受け，意見を

求められた場合，原告が同席しなくとも，被告に対して，原告の病状について説明し，

被告の対処について助言をした可能性は高いというべきである。そして，前記のとおり，

平成１６年１１月２６日時点においては，原告について治療の効果が上がっていたと考

えられることからすると，原告に対して，適正な対応を取り，適正な治療を受けさせる

ことによって（自宅待機や再度の休職を前提としたものを含む），治療の効果を上げる

余地はあったと認めるのが相当である。 

 なお，原告は，平成１４年９月１日から平成１５年４月６日まで休職制度を利用して

いるが，就業規則２１条では，同一理由による再度の休職も予定されていること（同（１

９）エ），原告については勤続年数が１０年を超え，休職期間は最大２年となるところ

（同ア），前回の休職期間は７か月余りにすぎないことからすると，治療の効果が期待

できるのであれば，被告において，再度の休職を検討するのが相当である。この点，被

告は，原告に対し，１年半の間治療に専念し，躁うつ病が再発することがないよう指示

したにもかかわらず，原告が再発の可能性がある段階で復職を希望したことを問題とす

るようであるが，復職を認めるか否かは被告が判断すべき事項であるから，原告の復職

が早すぎたとしても，そのことを解雇の理由とすることは相当でない。 

（３）以上からすると，平成１６年１月に現れた原告の躁の症状について，程度が重く，

治療により回復する可能性がなかったということはできないから，Ｍ営業所における原

告の勤務状況及び同一理由による７か月余の休職を考慮したとしても，原告について，

本件解雇当時，就業規則２８条２項に該当する事由があったということはできず，また，

就業規則２８条１項に該当する事由があったとするのも困難というべきである（なお，

平成１５年６月ころから同年１２月までの間，電話の取次ぎを除き，原告の職務遂行に

特段の問題があったと認めるに足る証拠はなく，原告の職務遂行能力又は能率が著しく

劣っていたということはできない）。 

（４）加えて，被告は，Ｃ型肝炎から肝癌を患い，ラッシュ時の通勤及び８時間労働が

できない者と遅くとも平成１５年４月以降平成１６年９月までの間自律神経失調症を

患っている者の雇用を継続しているところ（同（１７）），前記（２）の原告の症状の



程度に照らすと，原告のみを解雇するのは，平等取扱いに反するというべきであり，本

件解雇は解雇権を濫用したものと解される。 

３ 以上によれば，本件解雇は，客観的で合理的な理由を欠き，解雇権を濫用したもの

として無効であり，原被告間の労働契約は終了していないから，原告は，被告に対して，

労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と本件解雇後の未払賃金の支払を求

めることができる。そして，認定事実（１８）アによれば，本件解雇がなければ原告が

確実に得ることができたであろう賃金は，月額２９万２０５０円（本給及び加給）と認

められる（同イによれば，原告の平成１５年下期賞与の額が明らかとなっているが，同

期以降の賞与については，本件証拠上，賞与の算定方法等は明らかでなく，原告が確実

に得ることができたであろう賞与額を認定することはできない）。 

４ よって，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第３６部 

裁判官 増永謙一郎 

 


