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福祉事業者A苑（求⼈票と実際の労働条件との相違）事件（京都地裁 平29.3.30判
決）

求⼈票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特
段の事情がない限り、雇⽤契約の内容となるとされた事例

 

掲載誌：労判1164号44ページ

※裁判例および掲載誌に関する略称については、こちらをご覧ください

1 事案の概要
 本件は、平成26年3⽉1⽇から開設した事業所で、障がい児童に対する放課後デイサー
ビス事業を⾏っているY社（被告）に雇⽤されたX（原告）が、XとY社との労働契約は期
間の定めのないものであったところ、Y社がした解雇は無効であると主張し、XがY社に対
し労働契約上の地位にあることの確認を求め、解雇または雇⽌めの翌⽇である平成27年3
⽉1⽇以降分の賃⾦⽀払等を求めた事案である。

［1］本判決で認定された事実

年⽉⽇ 事 実

H26.1.10 Y社、ハローワークに求⼈申込み※1
 Y社代表者は、実際の契約内容は契約時に改めて決めればよいと考え、求⼈票の内

容を把握していなかった。

H26.1.17 X、求⼈票のコピーを持参の上、Y社代表者らの⾯接を受ける（この時点でXの年
齢は64歳）。

 定年制がないことを質問したところ、Y社代表者はまだ決めていないと回答。
 労働契約の期間の定めの有無や労働契約の始期については特にやり取りはされな

かった。

H26.1.30 Y社、ハローワークに、雇⽤予定⽇を同年3⽉1⽇とする選考結果通知を提出。

H26.2 事業所開設まで業務があまりないとのことで、X、パートタイムで勤務し、従前
の就業先を⼀部のみ退職。

H26.3.1 事業所が開設され、X、他の就業先を退職してフルタイムでの勤務開始。
 Y社代表者、就労開始後のXに対し、労働条件通知書を提⽰して説明。※2
 X、既に他を退職している以上、これを拒否すると仕事がなくなると考え、特に

内容に意を払わず、署名押印。
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H26.3.18 X、交通事故に遭い休職開始。

H26.7〜 X、徐々に復職したが、Y社代表者の対応等に不満を抱く。

H27.1 X、労働組合に相談した際、Xが持参した労働条件通知書の内容について労働組合
の⼈から指摘を受けて、労働契約が有期であることや定年制があることを認識。

※1 求⼈票の内容は以下のとおり。
ア 職種 管理責任者（療育・介護）
イ 仕事の内容 放課後デイサービス事業所における障がい児童に対する療育、介護等

（略）＊平成26年3⽉オープン予定の新しい施設です。
ウ 雇⽤形態 正社員
エ 雇⽤期間 雇⽤期間の定めなし 平成26年2⽉1⽇〜
オ 必要な経験等 実務経験5年以上 年間180⽇以上勤務されてる⽅
カ 必要な免許・資格 ヘルパー2級⼜は保育⼠⼜は社会福祉⼠ 普通⾃動⾞免許
キ 賃⾦ 基本給 ⽉額25万円 ⽉平均労働⽇数21.8⽇
ク 定年制なし
ケ 就業規則 なし

※2 労働条件通知書の内容は以下のとおり。
ア 契約期間 期間の定めあり（平成26年3⽉1⽇〜平成27年2⽉28⽇） 更新する場

合があり得る。
イ 賃⾦ 25万円（サービス管理者分￥30,000 基本22万円）

 通勤⼿当 4100円
ウ 定年制 有（満65歳）

［2］争点
  争点はいくつかあるが、主な争点としては、求⼈票の記載（雇⽤期間：雇⽤期間の定め

なし、定年制：なし）と労働条件通知書の記載（契約期間：期間の定めあり、定年制：
有）が異なっている中で、本件労働契約が期間の定めのない契約かどうか、定年制のない
契約かどうかである。

2 判断
［1］求⼈票記載の労働条件の位置づけ
（1）裁判所の考え⽅

  「求⼈票は、求⼈者が労働条件を明⽰した上で求職者の雇⽤契約締結の申込みを誘引す
るもので、求職者は、当然に求職票記載の労働条件が雇⽤契約の内容となることを前提に
雇⽤契約締結の申込みをするのであるから、求⼈票記載の労働条件は、当事者間において
これと異なる別段の合意をするなどの特段の事情のない限り、雇⽤契約の内容となると解
するのが相当である」。

（2）裁判所の判断
 ①期間の定めのない契約かどうか

  「本件では、Xは、ハローワークで本件求⼈票を閲覧してY社の⾯接を受けて採⽤され
たものであるところ、本件求⼈票には雇⽤期間の定めはなく、雇⽤期間の始期は平成26
年2⽉1⽇とされ、⾯接でもそれらの点について求⼈票と異なる旨の話はないまま、Y社は
Xに採⽤を通知したのであるから、本件労働契約は、同⽇を始期とする期間の定めのない
契約として成⽴したものと認められる」。

 ②定年制のない契約かどうか
  「⾯接ではY社代表者から定年制はまだ決めていないという回答がされたものの、本件



求⼈票には定年制なしと記載されていた上、定年制は、その旨の合意をしない限り労働契
約の内容とはならないのであるから、求⼈票の記載と異なり定年制があることを明確にし
ないまま採⽤を通知した以上、定年制のない労働契約が成⽴したと認めるのが相当であ
る」。

［2］Xが「契約期間：期間の定めあり、定年制：有」の労働条件通知書に署名押印して
いる点について
（1）裁判所の考え⽅

  「使⽤者が提⽰した労働条件の変更が賃⾦や退職⾦に関するものである場合には、当該
変更を受け⼊れる旨の労働者の⾏為があるとしても、労働者が使⽤者に使⽤されてその指
揮命令に服すべき⽴場に置かれており、⾃らの意思決定の基礎となる情報を収集する能⼒
にも限界があることに照らせば、当該⾏為をもって直ちに労働者の同意があったものとみ
るのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされる
べきであり、その同意の有無については、当該⾏為を受け⼊れる旨の労働者の⾏為の有無
だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により
当該⾏為がされるに⾄った経緯及びその態様、当該⾏為に先⽴つ労働者への情報提供⼜は
説明の内容等に照らして、当該⾏為が労働者の⾃由な意思に基づいてされたものと認める
に⾜りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきもの
と解するのが相当である」（⼭梨県⺠信⽤組合事件 最⾼裁⼆⼩ 平28.2.19判決 労判
1136号6ページ）。

（2）裁判所の判断
  「労働契約が期間の定めのあるものか否かは、期間の定めがない場合には、死亡等を除

けば、解雇によらなければ契約は終了せず、その解雇は、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ない場合は、その権利を濫⽤したものとして無効とされる（労
働契約法16条）のに対し、期間の定めがある場合には、原則として期間満了により労働
契約は終了し、例外的に、過去に反復して更新されたことがあり、契約を更新しないこと
が期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できる場合や、期間満了
時に更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合にの
み、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ない場合には、同⼀の条件
で更新したものとみなされる（同法19条）という相違があり、契約の安定性に⼤きな相
違があることから、賃⾦と同様に重要な労働条件であるといえる。また、定年制の有無及
びその年齢も、契約締結当時64歳のXの場合には、やはり賃⾦と同様に重要な労働条件で
あるといえる。そして、期間の定め及び定年制のない労働契約を、1年の有期契約で、65
歳を定年とする労働契約に変更することには、Xの不利益が重⼤であると認められる」。

  「また、本件労働条件通知書は、Y社代表者がその主要な内容を相応に説明した上で、
Xが承諾するとして署名押印したものであるものの、Y社代表者が求⼈票と異なる労働条
件とする旨やその理由を明らかにして説明したとは認められず、他⽅、Y社代表者がそれ
を提⽰した時点では、Xは既に従前の就業先を退職してY社での就労を開始しており、こ
れを拒否すると仕事が完全になくなり収⼊が絶たれると考えて署名押印したと認められ
る」。

  「これらの事情からすると、本件労働条件通知書にXが署名押印した⾏為は、その⾃由
な意思に基づいてされ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は認め
られないから、それによる労働条件の変更についてXの同意があったと認めることはでき
ない」。

3 実務上のポイント
 募集内容と実際の労働条件が異なっていたことが争点になった裁判例は以前から存在し
ており、例えば、下記⼀覧表掲載の裁判例がある。



 裁判例の傾向を整理すると、まず求⼈票や募集広告に労働条件を確定的・断定的に記載
していなかったようなケース（例えば、給与額に「⾒込」と記載していた等）では、求⼈
が労働契約の申し込みの誘引にすぎないことを重視して、求⼈票や募集広告記載の募集条
件がそのまま雇⽤契約の内容になるとは判断していない。

  ⼀⽅、求⼈票や募集広告に労働条件を確定的・断定的に記載していたようなケース（例
えば、明確に「正社員」と記載していた等）では、求職者は求⼈票や募集広告の内容が雇
⽤契約の内容になると考えて申し込みをすることを重視して、当事者間において別段の合
意をするなどの特段の事情がない限り、求⼈票や募集広告に記載していた募集内容が雇⽤
契約の内容になると判断されている。本裁判例もこのケースに位置づけられるものであ
る。

  本裁判例では、上記特段の事情の有無と関連して、Y社はXに対して「契約期間：期間
の定めあり、定年制：有」と記載された労働条件通知書を交付して説明し、Xから署名押
印をもらっているという事情があり、Xから労働条件通知書記載の労働条件で同意を得て
いるようにも思える。しかし、裁判所は、当該同意が労働者の⾃由意思に基づいてなされ
ているのかどうかについて、同意したことによる不利益の内容・程度、同意した経緯・態
様、同意する前に会社が説明していた内容等を踏まえて慎重に判断している。

  したがって、「本⼈がサインした同意書があり、サインを強制するような⾔動もしてい
ない」というだけでは同意が有効になるとは限らないので注意が必要である。本裁判例で
いえば、例えば、Xが従前の就業先に退職の意思表⽰をする前に労働条件通知書を交付
し、かつ求⼈票と労働条件が異なることやその理由について説明していれば結論が変わっ
たかもしれない。

  なお、本件とは少し離れるが、募集内容が雇⽤契約の内容にはならないと法的に評価さ
れても、労働条件を変更した理由、変更された労働条件の種類、変更の程度、採⽤過程で
の説明の仕⽅等の事情次第では、信義則違反で損害賠償責任を負う可能性がある（下記⽇
新⽕災海上保険事件 東京⾼裁 平12.4.19判決 労判787号35ページ）。

事件名 募集内容
実際の労働

条件

裁判所の判断件

労働契約の内容 損害賠償責任

千代⽥⼯業事件
 （⼤阪⾼裁 平

2.3.8判決 労判
575号59ペー
ジ）

雇⽤期間
 「常⽤」

契約社員 雇⽤契約締結時に別段
の合意をするなど特段
の事情が認められず、
労働契約の内容は求⼈
票記載のとおりとな
る。

 

⼋州事件
 （東京⾼裁 昭

58.12.19判決 
労判421号33ペ
ージ）

基本給
 「⾒込8万

円」

基本給
 7万4400円

求⼈票に記載された基
本給額は「⾒込額」で
あること等から、採⽤
内定時に求⼈票記載の
賃⾦額が確定したとは
いえない。

求⼈者はみだりに求⼈
票記載の⾒込額を著し
く下回る額で賃⾦を確
定すべきでないが、本
件では、⽯油ショック
による経済上の変動が
あり、また、内定者に
⼀応事態の説明をして
注意を促していたこと
や、確定額は前年度の
初任基本給よりも上回
っていたことからすれ
ば、信義則に反すると



まではいえない。
 【否定】

安部⼀級⼟⽊施
⼯監理事務所事
件

 （東京地裁 昭
62.3.27判決 労
判495号16ペー
ジ）

賞与・年4カ
⽉分、昇
給・年6パー
セント

賞与・昇給
なし

賞与や昇給は業績等に
左右されるものである
こと、⽀給された賃⾦
を異議なく受領してい
たこと等から、求⼈カ
ードの記載が労働契約
の内容とはならない。

 

ファースト事件
 （⼤阪地裁 平

9.5.30判決 労
判738号91ペー
ジ）

給与⽉額16
万2000円か
ら35万円

中途採⽤者
の給与⽉額
12万円

⾯接時に給与交渉がな
されていたと認められ
ること、退職するまで
異議を唱えていないこ
と等からすると、給与
12万円の合意が成⽴
していたといえる。

 

株式会社丸⼀商
店事件

 （⼤阪地裁 平
10.10.30判決 
労判750号29ペ
ージ）

退職⾦有
り、退職⾦
共済に加⼊

退職⾦規程
がなく、当
事者間で約
定した要件
に該当しな
いとして、
不⽀給

雇⽤契約締結に際し別
段の合意がされた事実
は認められないこと等
から、求⼈票記載のと
おり、退職⾦を⽀払う
ことが契約内容になっ
ていた。

 

⽇新⽕災海上保
険事件

 （東京⾼裁 平
12.4.19判決 労
判787号35ペー
ジ）

求⼈広告
に、「89年
卒の⽅な
ら、89年に
当社に⼊社
した社員の
現時点での
給与と同等
の額をお約
束いたしま
す。」等

新卒同年次
定期採⽤者
の下限に格
付け

求⼈広告をもって個別
的な雇⽤契約の申込み
の意思表⽰と⾒ること
はできず、また、その
記載内容からしても、
求⼈広告の内容をもっ
て成⽴したとすること
はできない。

内部的には中途採⽤者
の初任給を新卒同年次
定期採⽤者の下限の格
付けで定めることを決
定していたのに、応募
者に対して、そのこと
を明⽰せず、求⼈広
告・⾯接等で、新卒同
年次定期採⽤者の平均
的給与と同等の給与待
遇を受けられると信じ
させかねない説明をし
たのは、労働基準法
15条1項違反、信義則
違反となる。

 【肯定】

協同商事（懲戒
解雇）事件

 （さいたま地裁
川越⽀部 平
19.6.28判決 労
判944号5ペー
ジ）

仕事の内容
「男⼥4t・
⼤型ドライ
バー」、

 資格「年齢
45歳位迄、
要普免、経
験者」

ドライバー
以外の業務
に配転

就業規則に配転条項が
あったこと、過去ドラ
イバーが他の業務に配
転されていたこと、そ
もそも求⼈募集広告は
申込の誘因であること
等から、職種限定の合
意があったとは認めら
れない。

 

藍澤證券事件 雇⽤形態 契約社員 内定通知書、雇⽤契約  



（東京⾼裁 平
22.5.27判決 労
判1011号20ペー
ジ）

「正社員」 書案等の送付を受け、
雇⽤契約の内容を予め
了知し1カ⽉以上検討
する機会があったこ
と、他社の雇⽤を継続
するか等選択できる⽴
場にあったことから、
著しい不利益をもたら
す等の特段の事情があ
るとはいえず、雇⽤契
約関係は、求⼈票の内
容ではなく、その後に
交わされた契約書記載
の内容となる。
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■裁判例と掲載誌
 ①本⽂中で引⽤した裁判例の表記⽅法は、次のとおり

事件名(1)係属裁判所(2)法廷もしくは⽀部名(3)判決・決定⾔渡⽇(4)判決・決定の別
(5)掲載誌名および通巻番号(6)

 (例)⼩倉電話局事件(1)最⾼裁(2)三⼩(3)昭43.3.12(4)判決(5)⺠集22巻3号(6)

②裁判所名は、次のとおり略称した
 最⾼裁 → 最⾼裁判所(後ろに続く「⼀⼩」「⼆⼩」「三⼩」および「⼤」とは、

それぞれ第⼀・第⼆・第三の各⼩法廷、および⼤法廷における⾔い渡しであること
を⽰す)

 ⾼裁 → ⾼等裁判所
 地裁 → 地⽅裁判所(⽀部については、「○○地裁△△⽀部」のように続けて記

載)
③掲載誌の略称は次のとおり(五⼗⾳順)

 刑集:『最⾼裁判所刑事判例集』(最⾼裁判所)
 判時:『判例時報』(判例時報社)

 判タ:『判例タイムズ』(判例タイムズ社)
 ⺠集:『最⾼裁判所⺠事判例集』(最⾼裁判所)

 労経速:『労働経済判例速報』(経団連)
 労旬:『労働法律旬報』(労働旬報社)

 労判:『労働判例』(産労総合研究所)
 労⺠集:『労働関係⺠事裁判例集』(最⾼裁判所)

http://law-pro.jp/


ROUMUGYOSEI CO.,Ltd. All rights reserved. → プライバシーポリシー → 利⽤規約 → お問い合わせ

新着評価・Comment 総合評価： 

★実務家向けの年間判例集として最適です！ 
平成29年版 年間労働判例命令要旨集 

 労務⾏政研究所 編 
 B5判・416⾴・5,760円

●賃⾦・退職⾦、雇⽌め、解雇、就業規則の不利益変更、使⽤者
の損害賠償責任など、平成28年に出された185件の労働事件を
項⽬ごとに整理し、要旨を紹介

●【重要事件】については、実務上課題となるポイントをわかり
やすく解説

  ハマキョウレックス事件／⻑澤運輸事件／⾏橋労基署⻑（テイ
クロ）事件／⼭梨県⺠信⽤組合事件／トヨタ⾃動⾞事件

●理解を助ける判例関連⽤語集付き
●審級別・⽇付順の検索便覧付き

◆こんなときに便利です
・注⽬を集めた事件の判決のポイントを知りたい
・平成28年に出された労働関係事件の判決の概要を網羅して押さえたい
・「解雇の有効性が争われた事案は？」「事件名は覚えていないが判決⽇で調べたい」

――こうした検索も可能です
書籍の詳細、内容⾒本の閲覧、ご注⽂は こちらをクリックしてください

無断で転載する⾏為は法律で禁じられています

▲ ページの先頭に戻る

http://www.rosei.jp/readers/static.php?p=privacy
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http://www.rosei.jp/readers/contact/admin_inquiry.php
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