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平成２５年（ワ）第４４３号	 退職金請求事件  

原	 告	 	 豊	 島	 耕	 一	 	 外１名  

被	 告	 	 国立大学法人佐賀大学  
 

準備書面（１）  
2014（平成 26）年 8 月 8 日	  

 

佐賀地方裁判所民事部合議１係	 御中  

 

原告ら訴訟代理人  

弁護士	 東	 	 島	 	 浩	 	 幸  

 

同	 	 	 桑	 	 原	 	 	 	 	 健  

 

同	 	 	 梶	 	 原	 	 恒	 	 夫  

 

同	 	 	 八	 	 木	 	 大	 	 和  

 

第１	 被告の主張の総論  

１	 「国立大学法人における退職手当支給の規程の特殊性」（第１の１）

との主張について  

（１）被告の主張の概要  

	 	 	 被告は，国立大学法人の退職手当の前提として  

①	 被告は，国立大学法人が，民営化ではなく（独立行政法人の枠

組みの準用），独採算制を採らず，国の予算で運営されているとい

う基本設計である  

②	 国立大学法人の職員の地位及び労使関係は，非公務員として労

働基準法（以下「労基法」と略すことがある。）・労働契約法等の
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規定で規律されるが，刑法の適用等でみなし公務員と扱われる  

③	 国立大学法人での給与の定めと実態は従前の待遇が承継される

との大臣答弁，実態も国家公務員の規準に準ずるものであった上，

人件費は国からの運営交付金から支払われるものであり，国の意

向を無視できない  

	 	 	 などと主張する。その上で，被告は，国立大学法人の退職手当の支

給方法及び予算措置について労基法の適用があるとしても特段の配

慮が必要であると主張する。そして，その根拠として  

④	 法附則６条で，退職金は国からは支給せず，国家公務員だった

時期の分も含めて法人が支払い義務あり，実際にそれを担保する

ため，国が国家公務員退職金相当額については予算措置をしてい

る（＝「国が責任を持つ部分」（「国立大学法人の会計について」（乙

8-2 の「別添」）こと  

⑤	 法人における退職手当規程は，実際は，国家公務員退職手当法

と同等の規定を採用していること  

⑥	 会計処理上の措置（乙 9・10）として，国立大学会計処理基準に，

退職給付のうち運営費交付金以外の収益によってその支払い財源

が予定されている部分については退職給付引当金の計上を要する。

但し，引当金の計上する場合には中期計画等で明示を要すること。 

⑦	 「国立大学法人の労働関係ハンドブック」（乙５）の見解も独自

予算で増減することは予定されていない  

ことを述べている。以下，かかる被告の主張に対し反論する。  

	 （２）批判その１－独立行政法人化後の国立大学の労働関係の原則を全

く踏まえていないこと－  

	 	 	 	 国立大学は，平成 16 年 4 月 1 日，国立大学法人として法人化し

た。その趣旨は「自律的な環境の下で国立大学をより活性化し，優

れた教育や特色ある研究に積極的に取り組む，より個性豊かな魅力

ある国立大学を実現することをねらいとする」（国立大学法人法案等
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関連 6法案提案理由説明。「国立大学法人法コンメンタール」467頁）。 

国立大学が国立大学法人となった際に，国立大学法人の職員は公

務員から非公務員に身分が根本的に転換された。それ故，一方で確

定的に公務員としての強い身分保障を喪失し，他方で勤労条件法定

主義からも外れるようになった。そして，労使関係は，給与や退職

手当の支給の基準を含む労働条件につき，労働基準法・労働契約法・

労働組合法の適用を受け，団体交渉も含め，労使対等決定の原則に

規律されるようになった。  

そして，その職員の給与及び退職手当の支給については，国立大

学法人がその基準を定めることとされ，文部科学大臣や国が定める

ものではない。文部科学大臣はその届け出を受けるのみとされてい

る（国立大学法人法（以下単に「法」という） 35 条，独立行政法人

通則法（以下「通則法」という）63 条 2 項）。また，国立大学法人が

給与及び退職手当を定める基準は，当該国立大学法人の実績を考慮

し，かつ社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければ

ならない（法 35 条，通則法 63 条 3 項）。  

つまり，国立大学法人の職員の労働条件は，国が一律に定めるも

のではなく，労働条件の不利益変更を労働者の同意なく行うことは

許されないのが原則である（労働契約法 9 条）。  

しかるに，被告の主張は要するに国からの運営交付金で賄ってい

るから，それを超える支給はできないというが，それを禁止する法

令はない。仮に，国の運営交付金を超える退職金の支給を禁圧して

いるのであれば，勤労条件法定主義と何の変りもなく，国立大学の

職員は国立大学法人化によって，非公務員化による強い身分保障の

喪失という不利益のみを一方的に負っただけということになる。  

なお，独立行政法人化の際に，非公務員となることで，後の国の

財政措置如何によっては，経済的にも国立大学の職員は不利益を被

るおそれがあった。それゆえ，それを防ぐため，国家公務員並みの
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給与・退職金等については国からの運営交付金で補てんすることと

したのである。しかしながら，国家公務員並みの給与や退職金を超

えるそれらを国立大学法人の就業規則で支払うことは禁止されてい

ないのである。  

	 （３）批判その２－国家公務員と国立大学法人職員を同一視する誤り－  

	 	 	 	 被告は，国家公務員法 28 条の「情勢適応の原則」と国立大学法人

に適用される通則法 63 条 3 項を全く同一視している。しかし，国

家公務員法の情勢適応の原則とは異なり，通則法 63 条 3 項は「前

項の給与並びに退職手当支給の基準は，当該独立行政法人の実績を

考慮し，かつ，社会一般の情勢に適合したものとなるものとしなけ

ればならない」として，法人ごとに差が出ることも当然に予定して

いるのであり，すべて公務員と同じ原則を適用させることをそもそ

も予定していないのである。  

	 （４）批判その３－法附則６条の意味づけの誤り－  

	 	 	 	 法附則 6 条は国立大学の独立法人化の前後を通じた退職金の支払

い義務を国立大学法人に負わせるとともに，それにより実際に国立

大学法人の職員が不利益を被らないようにしたものに過ぎない。し

かしながら，国家公務員と同等の退職金を支払うこと，すなわち，

国家公務員を超える退職金を支払うことを禁止するという規定にな

っていない。その意味で附則 6 条から国家公務員の退職手当を超え

る支給をすることができないことを導き出す被告の主張は附則 6 条

の意味を取り違えているのである。  

この点については，国立大学法人の財政の仕組みから説明する。  

国立大学法人は，公共的性格を有し利益の獲得を目的としておら

ず（法 1 条， 35 条，通則法 3 条 1 項， 46 条），政府はその予算の範

囲内において，国立大学法人に対し，その業務の財源に充てるため

に必要な金額の全部または一部を支給することができるとされ（法

35 条，通則法 46 条），実際にも国立大学運営費交付金（以下「運営
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費交付金」という）を交付するなどの財源措置を行っている。国立

大学の運営費交付金は，人件費・物件費を含めて使途の区分のない

「渡し切り」で措置されているものである。  

各国立大学法人は運営費交付金と自己収入（授業料や入学金等の

学生納付金，附属病院収入，寄附金，受託研究費等）の見込み額等

を合わせた予算全体の範囲で自らの経営判断によって各費用の予算

に充てることができるものとされ，その使途につき国による事前の

関与を要しない。  

そして，退職手当については，政府は国立大学法人に対し，法人

化前の国立大学の職員であって国立大学法人の職員となった者及び

その職員の退職に伴い補充した職員の退職金に係る運営費交付金

（特殊要因経費）を措置しているが，政府が措置する「退職金相当

額」は各法人が実際に支給する退職手当額ではなく，当該職員が国

立大学法人後も国家公務員として退職したと仮定した場合に，国家

公務員退職手当法に基づき算定される退職金相当額とされている。

これが附則 6 条の意味するところであるが，上述のとおり，「渡し切

り」の運営費交付金や自己収入の中からやりくりし，政府からの特

殊要因交付金分を超える退職手当の支払いをする（＝退職手当規程

を制定する）ことは当然可能であることは明らかである。  

仮に，国家公務員相当の退職手当を超える退職手当の支給を禁止

しているのであれば，今回の閣議決定による退職手当引下げの要請

に基づき，各国立大学法人ではその対応をしたのであるが，すべて

の大学で内閣の要請通りにしたはずである。しかるに，内閣の要請

は調整率を 100 分の 98 に下げるように要請するものであったが，そ

の要請と異なり金沢大学，和歌山大学，山口大学，高知大学では運

営費交付金全体及び自己財源全体から措置をし，調整率を 100 分の

99 としたのである。これ自体，国家公務員並みを超える退職金を支

払うことができることの証左である。  
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	 （５）	 その他細かい誤り  

	 	 	 	 上記⑤について，今まで現実に国家公務員と同等の規定だったと

いう事実は，独立法人化の際に国家公務員並みは 低限保障すると

いうことでそれをスライドさせたものに過ぎない。あくまでも，法

の建前は各法人で決定すべきものである上（法 35 条，通則法 63 条），

将来的に国家公務員の退職手当を超えることを禁止してはいない。  

	 上記⑥は，退職手当のうち運営費交付金以外から措置する部分に

ついての規制をいうのみであり，運営費交付金は人件費・物件費と

の区別なく「渡し切り」で交付され，その中から何に使途するかは

各国立大学法人の決定事項であることから国家公務員並みを超える

退職手当を支払うことの障害とはならない（甲 22 号証，国の準備書

面）。  

上記⑦は，「労働関係ハンドブック」なるものに法的効力があるも

のではなく，いままで述べた法や通則法の規定こそが法規範性を有

するものであるから，被告の上記⑦の主張は理由にならない。  

	 ２	 「各国立大学法人における退職手当規程の変更状況」（第１の２）と

いう主張について  

（１）被告の主張の概要  

被告は，  

①	 今回の退職手当規程の変更の背景として，もともと国家公務員

の給与水準についての「情勢適応の原則」（国家公務員法 28 条）

及び人事院勧告がある上に，調整率の趣旨は総体としての官民格

差の是正の意味がある  

②	 今回の要請に至る経緯として，官民格差是正の趣旨があり，調

整率が定められた当初からの制度趣旨に合致するものであるし，

国立大学法人にも国家公務員同様の「情勢適応の原則」が定めら

れている  

③	 今回の国からの要請に基づき，すべての国立大学法人が退職手
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当規程を改定した  

④	 被告における退職手当規定の変更の経緯として，制度発効（平

成 25 年 1 月 1 日）より前に，平成 24 年度末の定年退職予定者

への事前告知，佐賀大学教職員組合からの要望と労使協議，過半

数代表者への意見聴取をした等適切な手続きをした旨，主張する。 

	 （２）	 批判その１－官民格差是正が退職金規程の引下げの正当化理由

にはならない－  

前述のとおり，各国立大学法人は「渡し切り」の運営費交付金や

自己収入の全体から給与や退職金を独自に決定することができる

（法 35 条，通則法 63 条）。国立大学法人の職員の給与や退職手当

は，各法人の実績を考慮し，社会一般の情勢に応じて決めるもので，

すべての国立大学法人が画一的に決めなければならないものでな

いことは明らかである。したがって，被告主張の上記①②が国立大

学法人に適用されることの正当化理由となるとすることは誤りで

ある。  

（３）	 批判その２－国立大学法人のすべてが国からの要請にそのまま

従っているわけではない－  

国からの要請に対し，国からの要請どおりに平成 25 年 1 月 1 日

からの実施した法人は 54 法人であるが，実施時期を遅らせた大学

は 32 法人（内訳として， 2 月 1 日までの実施が 26 法人， 3 月 15

日までの施行は 6 法人）である。  

また，平成 25 年 3 月末日まで経過措置をした法人は 4 法人であ

る。経過措置とは，例えば新潟大学では，平成 24 年度定年退職予

定者のうち平成 24 年 12 月 31 日までに定年年齢に達した職員で当

該日をもって退職を希望する者に限り，平成 25 年 1 月 1 日から 3

月 31 日までの間特例の再雇用職員として雇用できる措置を設けた。

その結果，同大学では平成 24 年度定年退職予定者で平成 24 年 12

月 31 日に退職すると制度改正前と同水準の退職手当額が支給され
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る職員 40 名のうち， 29 名が上記措置で再雇用された。  

さらに，金沢大学などの 4 法人は，変更後の支給率を国の要請

である 100 の 98 ではなく， 100 分の 99 とした。つまり，それら

の法人では，国からの要請に唯々諾々と従うのではなく退職手当の

特殊要因運営費交付金以外からの財政措置をしているのである。  

	 	 （４）	 批判その３－佐賀大学での退職手当規程の変更の経緯は十分

な情報の提供はなく，手続きも不当である－  

	 	 この点については，  

①	 平成 24 年度末の定年退職予定者以外の職員なかんずく，全

職員への告知及び説明は一切ないこと  

②	 佐賀大学教職員組合への情報提供や説明・協議も全く不十分

なもので誠実交渉とは全く呼べないものであったこと  

③	 過半数代表者への意見聴取手続も制度発効前に適正に行わ

れていない上，多人数の職員を抱える事業所を含めて反対であ

ったこと  

	 	 	 	 	 などを指摘できる。なお，詳細については，本件での労働契約

法 10 条によって退職金規定の一方的不利益変更が例外的に有効

となるか否かの合理性・相当性のあてはめの問題とも重なるので，

後掲第 6 において詳述する。  

 

第２	 国立大学法人における退職手当規程変更の合理性の判断基準  

１	 本件への労働契約法 10 条の適用のありかたについての被告主張の

誤り  

	 （１）労働契約法 10 条についての被告の主張内容  

	 	 	 	 被告は，本件に労働契約法 10 条が適用されるべきであることは争

わないとしつつ，しかしながら国立大学法人の退職手当規程につい

ては使用者が自由に内容を決することができるとの権限が実質上存

在しなかったという点で民間企業における典型的な就業規則変更の
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場面とは大きく前提を異にする特殊性があるとして，本件への労働

契約法 10 条の適用においてこの点を斟酌すべきである旨主張する

（被告準備書面（２）・ 42 頁）。  

	 	 	 「退職手当規程について自由にその内容を決定する権限がなかっ

た」旨の被告が言うところの「特殊性」なるものを，被告が本件に

おいて具体的にどのように斟酌すべきであると主張するのか，それ

に続く被告の論述にはこの特殊性なるものが何ら反映されていない

ことから全く判然としない。この点は措くとしても，そもそも次に

述べるとおり，本件において被告が主張するような「特殊性」自体

が存在しないのであって，被告は立論の前提自体を誤っているとい

わざるを得ない。  

（２）被告には退職手当規程について自由に内容を決定する権限が実質

上存在しなかったとの主張は事実に反する  

	 	 	 	 第 1，1（４）において前述したとおり，被告は退職手当規程の内

容について法的に何ら制約を受けていないことは明らかであるから，

被告に退職手当規程について自由に内容を決定する権限が実質上存

在しなかったとの被告の主張は事実に反するものである。したがっ

て，労働契約法 10 条の適用に当たって，この被告が主張するとこ

ろの「特殊性」なるものは何ら考慮に値しない。より正確に言えば，

特殊性なるものが存しない以上，考慮しようにも考慮できないので

ある。  

	 ２	 被告のなす判例分析・評価について  

（１）「高度の必要性」の有無に関する判例の判断部分のみを取り出して

議論することの誤り  

	 	 	 ア 	 被告は，第四銀行事件 高裁判決あるいは大曲市農協事件 高

裁判決等を引用し，そこから就業規則変更の「高度の必要性」の

有無に関する判断部分のみを取り出して「就業規則の変更の合理

性」の議論を行っているが，これは明らかな議論のすり替えであ
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り，およそ正しい判例分析・評価であるとは言えない。  

	 	 	 イ	 そもそも，労働契約法 10 条は，「就業規則の変更が，労働者の

受ける不利益の程度，労働条件の変更の必要性，変更後の就業規

則の内容の相当性，労働組合等との交渉の状況その他の就業規則

の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」と規定し，

そこに示された諸事情を総合的に判断して合理的な場合にのみ

就業規則の変更を認める旨規定しているのであって，就業規則の

変更について高度の必要性があれば直ちに就業規則の変更の合

理性を認めるなどという判断枠組はとっていないのは明らかで

ある。  

	 	 	 ウ	 そして，労働契約法 10 条の前提となったこれまでの 高裁など

の判例においても，当然のことながら，就業規則変更の「高度の

必要性」さえあれば，就業規則の変更が認められるなどという判

断を示したものは存しないのである。それにもかかわらず，被告

は，あたかも変更について「高度の必要性」が認められれば直ち

に就業規則の変更が認められるかのような議論を行っており，結

果として過去の裁判例を正しく評価する姿勢からかけ離れてし

まっている。この点について以下項を改めて詳論する。  

	 （２）判例における判断基準  

	 	 	 	 第四銀行 高裁判決（平成 9 年 2 月 28 日）は，労働者に不利益

な労働条件を一方的に課す就業規則の作成又は変更も，当該規則条

項が合理的なものであれば，これに同意しないことを理由としてそ

の適用を拒否することはできないとの秋北バス事件 高裁判決を引

用しつつ，それに続けて「右にいう当該規則条項が合理的なもので

あるとは，当該就業規則の作成又は変更が，その必要性及び内容の

両面からみて，それによって労働者が被ることになる不利益の程度

を考慮しても，なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を

是認することができるだけの合理性を有する者であることをいい，
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（中略）・・・具体的には，就業規則の変更によって労働者が被る不

利益の程度，使用者側の変更の必要性の内容・程度，変更後の就業

規則の内容自体の相当性，代償措置その他関連する他の労働条件の

改善状況，労働組合等との交渉の経緯，他の労働組合又は他の従業

員の対応，同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総

合的に考慮して判断すべきである」と判示し，これら諸般の状況を

総合的に考慮することが必要であることを明らかにしているところ

である。そして，その後の裁判所の判断方法はほぼ一様に上記の定

式に従うものとなったと評価されている（菅野「労働法」第 10 版・

134 頁）。  

	 	 	 	 それにもかかわらず，被告は，「法改正その他の社会的要請を契機

とする場合に，は，それ自体が高度の必要性を肯認するものとなり，

当該使用者の経済的状況を考慮する必要はないことが認められてい

る。」（被告準備書面（２）・ 46 頁）などと主張している。これは，

総合的な判断を行う判例の行論から自己に有利な部分のみを恣意的

に切り取ってあたかもそれが判断の全体であるかのように主張する

ものであって，正に牽強付会の説というべきものである。  

	 （３）第四銀行事件で検討された具体的な判断ファクター  

	 	 	 ア	 第四銀行事件最高裁判決の判決要旨  

	 	 	 	 	 第四銀行事件 高裁判決は，銀行が，就業規則を変更し，55 歳

から 60 歳への定年延長及びこれに伴う 55 歳以降の労働条件を定

めた場合において，従前は，勤務に耐える健康状態にある男子行

員が希望すれば 58 歳までの定年後在職制度の適用を受けること

ができるという事実上の運用がなされており，上記変更により，

定年後在職者が 58 歳まで勤務して得ることを期待することがで

きた賃金等の額を 60 歳定年近くまで勤務しなければ得ることが

できなくなるなど，1）その労働条件が実質的に不利益に変更され

るとしても，この変更は，2）当時 60 歳定年制の実現が社会的に
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も強く要請されている一方，定年延長に伴う賃金水準等の見直し

の必要性も高いという状況の中で，3）行員の約 90 パーセントで

組織されている労働組合からの提案を受け，交渉，合意を経て労

働協約を締結したうえで行われたものであり，4）従前の 55 歳以

上の労働条件は既得の権利とまでは言えず，5）変更後の就業規則

に基づく賃金水準は他行や社会一般の水準と比較してかなり高い

など判示の事情の下では，就業規則の変更は，不利益緩和のため

の経過措置がなくても，合理的な内容のものであると認めること

ができないものではなく，変更の 1 年半後に 55 歳を迎える男子

行員に対しても効力を有する旨判示したものである。  

	 	 	 	 	 このように第四銀行事件 高裁判決は，前記定式に従がって，

諸般の事情を総合的に考慮して判断したものであり，社会的要請

などによる就業規則変更の高度の必要性の一事をもって判断した

ものではないことは明らかである。  

	 	 	 イ	 当該事案における労働者の不利益の程度  

加えて，第四銀行事件の事案においては， 55 歳以降の賃金の実

質的減額は，重要な労働条件の不利益変更ではあるが，「既得の権

利」を奪うものではなく，将来の期待的利益を損なうものというべ

きであるとの認定判断を前提として，当該事案の諸事情の下では，

そのような不利益を法的に受任させることもやむを得ない程度の

必要性に基づいた合理的な内容のものであると認めることができ

ないものではないと判断したものである。また，第四銀行事件では，

従前の定年後在職制度の下で 58 歳まで勤務して得られると期待す

ることができた賃金の額を， 60 歳定年近くまで，すなわち 2 年近

く長く働いてようやく得ることができるという点で不利益である

反面，定年までの賃金及び退職金の総額で見ると，変更後の定年制

の下での額が従前の定年後在職制度の下での額を約 231 万円上回

ることになる等の利益状況が認められた事案である。  
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	 	 	 ウ	 本件の利益状況との比較  

これに対して，本件では，既得権である退職金請求権を一方的に

減額するものであり，他方において労働者の利益になる側面は何ら

存しないのであって，労働者にとって一方的に不利益なだけの事案

である。したがって，本件は第四銀行事件とはその利益状況を大き

く異にすることが留意されなければならない。  

	 （４）大曲市農協事件最高裁判決（昭和 63 年 2 月 16 日）について  

	 	 	 ア	 被告の引用の趣旨  

	 	 	 	 	 被告は，大曲市農協事件 高裁判決を引用して，同判決が 7 農

業協同組合の合併に伴い，待遇等の公平の観点から，1 つの農協の

退職金規程を他の 6 つの農協の規程に合致させる必要があること

から，高度の必要性があると認めたとしている。  

	 	 	 イ	 同判決の判断の枠組み  

	 	 	 	 	 しかし，大曲市農協事件 高裁判決も，第四銀行事件 高裁判

決と同様に， 1）労働者が被る不利益の程度， 2）就業規則変更の

必要性及び内容の妥当性，3）その他の補完的事由など，諸般の状

況を総合考慮した上で結論を導いているのであり，単に高度の必

要性さえあれば不利益変更が許容されると判断したものではない

ことはいうまでもない。  

	 	 	 ウ	 同判決における利益状況  

	 	 	 	 	 そして，大曲市農協事件 高裁判決の事案には次のような利益

状況が存した。すなわちこの事案においては，新規程への変更が

旧規程の支給倍率を低減するものであっても，それによる不利益

は，退職金額算定の基礎となる基本月俸が合併後増額された結果

軽減される一方，右支給倍率の低減が，合併前に旧 A 農協のみが

県農業協同組合中央会の退職金支給倍率適正化の指導・勧告に従

わなかったために他の合併当事組合との間に生じた退職金水準の

格差を是正する必要上とられた措置であること，また合併後旧 A
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農協時代より定年等の面で労働条件が相当程度改善されている等

の事情があったのである。  

	 	 	 エ	 代償措置について  

	 	 	 	 	 なお，被告は，大曲市農協事件 高裁判決が，就業規則の不利

益変更に合理性があるというためには代償措置が常に用意されて

いなくてもよいことを明らかにしたものとしている。確かに同判

決は常に代償措置が必要であるとは述べていないが，同判決は，

その事案において，合併に伴い実施された給与調整，休日・休暇，

諸手当，旅費等における有利な取扱い及び定年の延長の各措置は，

退職金の支給倍率の低減に対する直接の見返りないし代償として

とられたものではないにしても，新規程への変更と共通の基盤を

有するものであるから，合理性の判断に当って考慮することがで

きるとしているのであり，被告がいうように単純に代償措置が必

要ないと述べているわけではないことは参考判例として検討する

に際しても当然留意されるべきである。  

	 	 	 オ	 本件の利益状況との比較  

これに対して，本件では，第四銀行事件に関する項目で前述した

とおり，既得権である退職金請求権を一方的に減額するものであり，

他方において労働者の利益になる側面は何ら存しないという労働

者にとって一方的に不利益なだけの事案であるから，本件は大曲市

農協事件ともその利益状況を大きく異にする。  

	 ３	 最高裁平成 12 年 9 月 7 日判決について  

	 	 	 労働者にとって一方的に不利益なだけの事案において，就業規則の

変更を認めなかった 高裁判決が存する。この事案で 高裁は，60 歳

定年制を採用していた銀行における 55 歳以上の行員を対象に専任職

制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分が

これに同意しない行員に対して効力を生じないと判断した。  

	 	 	 その判決要旨は次のとおりである。すなわち，60 歳定年制を採用し
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ていた銀行が，就業規則を変更し，55 歳に達した行員を新設の選任職

に発令するとともに，その基本給を 55 歳到達直前の額で凍結し，事業

給を一律に 50%減額し，管理職手当及び役職手当は支給せず，賞与の

支給率を削減するという選任職制度を導入した場合において，この就

業規則の変更の内賃金減額の効果を有する部分については，職務の軽

減が図られていないにもかかわらず，この変更により選任職に発令さ

れた行員の退職時までの賃金が 3 割前後も削減され，対象措置は不十

分であり，変更後の賃金水準は高年層の事務職員の者としては格別高

いものとはいえず，他方，この変更により中堅層の賃金は格段の改善

がされ，人件費全体は上昇しているのであって，右変更は，中堅の労

働条件を改善する代わりに高年層の労働条件を一方的に引き下げたも

のと言わざるを得ず，賃金水準切り下げの差し迫った必要性に基づい

てなされたものではなく，執られた経過措置も高年層を適切に救済す

るものとはいえない等の事情のもとでは，高度の必要性に基づいた合

理的な内容とはいえず，これに同意しない行員に対して効力を生じな

いとした。  

	 	 	 結局，このように当該労働者にただ一方的に不利益が生じるだけの

事案において 高裁は就業規則の不利益変更を認めなかったものであ

り，本件原告のようにただ一方的に不利益を受けるだけの事案におけ

る判断において参考にされるべき判例であるということができる。  

	 ４	 その他被告の引用する裁判例について  

	 	 	 被告は，その他，福岡双葉学園事件 高裁判決やその他下級審判例

を引用するが，いずれの判例も本件とは事案の内容や利益状況を大き

く異にするものであり，本件を考察するに当って直接参考にするべき

裁判例であるとは到底思われない。  

	 ５	 結論  

	 	 	 本件において，被告が主張するような「特殊性」なるものは一切存

しないのであり，また，本件の利益状況をみるならば，当該労働者に
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とってただ一方的に不利益なだけの事案であることは明らかであるか

ら，労働契約法 10 条や第四銀行 高裁判決等に示された就業規則の不

利益変更の合理性の判断に関する定式に照らしてみても，本件におけ

る就業規則の不利益変更には何らの合理性も認められないというべき

である。  

 

第３	 被告の財務状況に照らして，規程変更の高度の必要性があったとは

いえないこと  

	 １	 被告の主張  

	 （１）	 被告の財政面についての主張は，被告準備書面（２）の「第３	 

被告の財務状況」（ 32 頁以降）及び「第６	 本件規程変更の合理

性②」（ 57 頁以降）に見られるが，以下の３点に要約できる。  

	 	 	 ① 	 国からの退職手当減額要請に対して国立大学法人毎に異なった

対応をすることは，独立行政法人が独立採算制を採用していない

こと（乙第 9 号証）に抵触するから，許されない（ 58 頁）。  

	 	 	 ② 	 特殊要因運営費交付金以外の予算を退職手当に充てることは，

制度上の制約から許されない（ 59 頁）。  

国立大学法人における剰余金は文部科学省の承認を得たうえで

なければ法人のために使うことができないが，剰余金を退職手当に

あてることについて文部科学大臣の承認が得られるとは考え難い

（ 40 頁， 41 頁）。  

	 	 	 ③ 	 被告において，退職手当給付金を継続的に行いうるほどの資金

はない（ 59 頁）。  

（２）しかし，いずれの主張も理由がないというべきである。以下詳述

する。  

２	 退職金減額要請に対し国立大学法人毎に異なった対応が可能である

こと（上記①の反論）  

（１）	 独立行政法人は独立採算制を前提としていないが，それは独立
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行政法人の基本的なあり方がそうだということにすぎず，各独立

行政法人の会計について全くの裁量が認められていないという趣

旨ではない。  

（２）	 甲第 22 号証は，新潟大学退職金減額訴訟（未払賃金等請求事件）

において，新潟大学とともに共同被告となっている国が提出した

準備書面である。国は，同準備書面（１）の 22～ 23 頁において，

以下のような主張を行っている。  

「	 被告国は，前記第 2 の 2(7)及び (13)で述べたとおり，原告が

被告国の違法行為として挙げた平成 24 年 3 月 8 日付け事務連

絡及び平成 24 年 12 月 5 日付け事務連絡を発出し，相被告大

学を含む各国立大学法人等に対し，国家公務員の給与削減及び

退職手当引下げの動向を踏まえて各国立大学法人の役職員の

給与及び退職手当に関する必要な措置を講ずるよう要請した

ものであるところ，前記第 3 の 1 で述べたとおり，この要請を

受けた相被告大学において，給与の支給を含む勤務条件につい

ては， 終的には学長がその決定権限を有するものであり，ま

た，労働基準法等が適用される各大学法人においては，労使間

の団体交渉の結果をも踏まえて，上記各支給額やその額での支

給開始時期等を決することとなるのであって，実際に，訴状に

もあるとおり，団体交渉が行われたものである。そして，被告

国は，かかる団体交渉に対してはもとより，相被告大学が 終

的に行う職印の給与額及び退職手当の額等の決定（本件賃金等

の減額）に対しても，何ら関与していない。  

また，上記各事務連絡は，相被告大学がその要請に従わなか

った場合に，何らかの執行罰を課し又は不利益な取り扱いをす

るというものでもない。	 」  

	 	 	 	 	 	 このように，国は，国からの退職金減額要請にかかわらず，

国立大学法人の学長が団体交渉の結果を踏まえて支給額等を自
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ら決定することができることを認めている。  

国からの退職金減額要請に対し，国立大学法人毎に異なった

対応が可能であったことが明らかである。被告の上記①の主張

は理由がない。  

３	 特殊要因運営費交付金以外の予算を退職手当に充てることが可能で

あること（上記②の反論）  

（１）	 被告は，特殊要因運営費交付金以外の予算を退職手当に充てる

ことは制度上の制約から許されないと主張するが，そのような法

規制は存在しない。  

（２）	 被告は，国立大学法人においては，剰余金は国庫に帰属するの

が原則であり，例外的に国立大学法人のために利用するには財務

大臣の協議を経て文部科学大臣の承認を受ける必要があり，剰余

金を退職手当にあてることについて文部科学大臣の承認が得られ

るとは考え難いと主張する（被告準備書面（２）40 頁，同 41 頁）。  

しかし，退職手当の引下げが無効となる場合，従来どおり退職

手当は経費として支払われることになるはずである。剰余金を処

分する場面ではない。  

よって，被告の主張は失当である。  

（３）	 被告も認めるとおり（被告準備書面（２）26 頁，同 27 頁），金

沢大学など４大学は，国からの退職金減額要請に対し，経過措置

を設けている。そこでは，国からの要請とは異なった独自の経過

措置を設けたのであるから，差額については特殊要因運営費交付

金以外の予算が現に充てられている。（なお，退職手当の例ではな

いが，新潟大学では，国からの賃金減額要請に対する独自の減額

緩和措置を採ったが，その差額は学長裁量経費から充てられた。） 

このように，特殊要因運営費交付金以外の予算から退職手当に充

てた実例がある。  

（４）	 以上の諸点に照らすと，特殊要因運営費交付金以外の予算を退
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職手当に充てうることは明白である。被告の上記②の主張は理由

がない。  

	 ４ 	 被告において退職手当金を捻出することは可能であること（上記③

の反論）  

	 （１）	 被告において，退職手当給付金を継続的に行いうるほどの資金

はないと主張するが，これに対する反論は，さらなる財務分析を行

ったうえで主張する予定である。  

	 （２）	 なお，現時点では，以下の点を指摘しておきたい。  

	 	 	 ア 	 退職金は賃金の後払いとしての性格を有するものであり，退職

後の生活の糧となるものである。退職金を減額するには，高度の

必要性が要求されるというべきである。  

	 	 	 イ	 被告は基本的に黒字経営である（被告の純利益は，平成 22 年は

約 32 億円，平成 23 年は約 23 億円，平成 24 年は約 13 億円であ

る。乙第 21 号証・ 20 頁）。平成 25 年 10 月には本庄キャンパス

に美術館を新設した（同 4 頁）。  

	 	 	 	 	 被告が，労働者の生活の糧を犠牲にしてまで退職金を減額しな

ければならない状況にあったとは到底いえない。  

 

第４	 被告準備書面（２）第５，１に対する反論～被告は本件規程変更の

必要性について何ら合理的な説明ができていないこと  

１	 被告主張第５，１（１）に対する反論－被告主張は抽象的感覚的な

ものにすぎないこと  

被告は，被告職員の退職手当が国家公務員退職手当法に準拠して支

給されていることから，本件規程変更も合理的であり，さらに国立大

学法人が独立行政法人通則法等の定めによって国家公務員同様の社会

の実情に適合した水準変更を行う必要があると述べる。  

	 	 	 しかし，被告のかかる主張は，「国立大学法人が独立行政法人通則法

等の定めによって国家公務員同様の社会の実情に適合した水準変更を
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行う必要」を導く法的根拠が明確に示されていない。かかる被告の主

張は，単に法令名を示すのみであって，あたかも通則法が準用される

国立大学法人において国家公務員を規律する退職金制度と必ず平仄を

あわせなければならないとの印象を抽象的感覚的に導こうとするにす

ぎない。  

	 ２ 	 同（２）に対する反論－退職手当の支給において国からの運営交付

金に限定される法令はないこと  

被告は，退職手当については，国の予算により，国の責任において

支払われることが法令上・予算上も当然の前提とされ，被告がそれに

異を差し挟み，異なる基準で支出を行うことが極めて困難であると述

べるが，全くの誤りである。  

この点についても，被告は「極めて困難」と述べるのみで，なぜ困

難なのかについて何ら説明はされていない。さらに「極めて困難」と

いうのであれば，その説明は原告ら又は原告ら所属の組合に対して，

本件規程変更前にその根拠とともに十分な説明を行うべきであった。

しかし，被告は形式的に話し合いを持ったにすぎず，十分な説明を行

わないばかりか，「平成 25 年 1 月 1 日の実施は動かさない」との強硬

な態度に終始した（甲 19）。  

また，そもそも国の予算から支出される運営費交付金は，人件費・

物件費を含めて使途の区別のない「渡し切り」で措置されているもの

であって，大学法人が必ずその運営費交付金の範囲内で退職金支給を

しなければならないとの義務や運用を導くものではない（甲 22）。  

	 	 	 さらに，被告は「仮に国立大学法人の予算で支出を行う場合には，

遡って国家公務員として勤務していた時期から退職給付引当金を計上

する必要があるが，このような対応を講ずることは到底不可能」と述

べる。しかし，この点においても，なぜ国立大学法人の予算で支出を

行う場合には遡って国家公務員として勤務していた時期から退職給付

引当金を計上する必要があるのか，なぜその対応をとることが到底不
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可能なのかについての合理的な説明は何らなされていない。  

３	 同（３）に対する反論  

	 （１）被告は国立大学法人の職員と国立大学法人との関係が労働基準法

や労働契約法によって規律されるとの理解を欠いていること  

被告は，「原告の主張を前提とすれば，逆に経営上の必要があれば

国家公務員退職手当法の基準を大幅に下回る変更がなされることも，

合理性があれば許容される結果となるが，それは附則 6 条を定めた

趣旨（中略）に反する。」と主張するが，これは，大学法人化した後

の大学職員の退職金を，国家公務員の支給額と平仄を合わせた方が

大学職員のメリットも大きく，職員の権利が害されないという意味

で主張されたものと考えられる。  

しかし，大学法人の職員と大学法人との間を規律するのは労働基

準法や労働契約法であって，国家公務員退職手当法の適用がないこ

とは明確に認められている（乙 5・ 137 頁）。そして，退職金の支給

額が下がる場合の手続きは，労使間の十分な議論と合意によって定

まるものであり（労働基準法 2 条 1 項，労働契約法 9 条），あたかも

一方的に労働条件の引き下げが可能かのような被告の主張は，大学

法人の職員と大学法人との労使関係が労働基準法や労働契約法の適

用を受けるとの理解を欠いているといわざるをえない。  

（２）被告の附則６条の趣旨の理解は誤っていること  

	 	 	 	 附則 6 条の制定趣旨は，被告準備書面（２）13 頁で述べられてい

るとおり，各国立大学法人が承継職員の退職に際し，国家公務員と

しての在職期間を通算して，退職手当の全額を国立大学法人から支

給することとして，退職手当額が少なくなる不利益を生じないよう

にしたものである。特に長期勤務の実績のある職員にとっては，法

人化を契機にした退職制度の改変は，既得利益に重大な影響を及ぼ

すおそれがあることが認められている（乙 5・ 137 頁）。  

これはすなわち，国家公務員であった大学職員が，国立大学法人
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に移行しても退職手当において不利益に扱われず，従前の期待が保

護される旨の規定であって，当該規定によって国家公務員退職手当

法との連動が義務付けられたものではなく，さらには退職金引き下

げの必要性を裏付けるものではない。  

（３）小結  

	 	 	 	 したがって，被告が設定する仮定は，自己に都合のよい主張をす

るための強引な設定である。さらに被告は，大学職員及び大学法人

間で規律される各種労働法令及び附則 6 条の趣旨の理解を欠いてい

るから，本件において退職金を引き下げた変更の必要性に関する主

張として不当といわざるをえない。  

	 ４ 	 同（４）に対する反論－大学職員の出向や転職と退職金規程の変更

は無関係であること  

被告は，退職手当制度を各大学でばらばらに運用すると国家公務

員・地方公務員からの出向の扱いや国立大学法人間の出向・転籍の扱

いにおいても不都合が生じると述べる。  

しかし，被告がいう「不都合」の内容は具体的に示されておらず，

抽象的感覚的に不都合と述べるのみであって，合理的な説明になって

いない。被告の本項での主張は，他の大学が退職金規程の変更をした

から被告においても変更したとの横並びの扱いを事後的に説明するた

めの便宜として持ち出したにすぎない。  

仮に，大学職員が，ある大学から別の大学に出向や転籍をすること

によって，退職金の額が減額されることがあったとしても，本件原告

らに対する退職金引き下げとは無関係である。  

	 ５	 同（５）に対する反論－被告の主張は観念論にすぎないこと   

被告は財務状況の改善の必要性を述べるが，そもそも合理的な説明

がなされていない。さらには，本件規程変更の必要性として「被告が

国立大学法人として公金を預り運営されていることから許容できない」

ことを述べるが，そもそも必要性の説明になっていない。仮に，公金
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によって国立大学法人が運営されているとしても，それが退職金規程

の一方的な不利益変更の必要性になるのか，何ら合理的な説明はない。

被告はここにおいても，「税金は大事に使え」との観念論をいうにすぎ

ず，公金によって運営されている場合に，なぜ原告らの退職金手当支

給に関する権利を一方的に不利益に変更できるのか説明がされていな

い。  

	 ６	 小結  

	 	 	 以上のとおり，被告がいう本件規程変更の必要性は，法令の趣旨を

捻じ曲げて解釈し，全体として抽象的感覚的な説明にとどまるもので

あって，本件規程変更の必要性について説明できていない。  

 

第５	 被告準備書面（２）第５，２に対する反論－被告は変更後の就業規

則の内容自体の相当性について何ら合理的な説明ができていないこと  

１	 同（１）に対する反論－被告の附則 6 条についての理解等誤った理

解が多数見受けられること  

	 	 	 被告は，附則 6 条において国の退職手当支給義務を国立大学法人が

承継したこと，国からの運営交付金と国立大学法人の退職金との連動

していること，実際に運営交付金が減額されたため被告も本件規程変

更によって退職金を切り下げたことを述べる。  

しかし，かかる被告主張は，本書面第１において先述のとおり，被

告の附則 6 条の理解が誤っているし，そもそも運営交付金の使途は限

定されず，運営交付金が減額されたことと被告が退職金を引き下げね

ばならないことを裏付ける法令もない。  

被告主張は，複数の理解の誤りの上になされているものであり，何

ら合理性を有しない。  

	 ２	 同（２）に対する反論－引用規定の誤り  

	 	 	 被告は，国立大学法人法 35 条及び通則法 65 条の趣旨から，民間の

退職手当の水準より高くならないように減額調整することが相当であ
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ると述べるが，そもそも引用する規定に誤りがある。  

よって，被告の主張は変更後の本件規程の相当性の説明になってい

ない。  

３	 同（３）に対する反論－被告主張の仮定は本件とは無関係であるこ

と  

	 	 被告は，原告ら主張が「国立大学法人の側から見れば，既存の仕組

みに基づく退職手当よりも増額を求められている状況になる」と述べ

るが，そもそもこのような仮定を設定すること自体失当である。  

	 	 	 被告のいう「既存の仕組み」とは，特殊要因運営交付金と被告の退

職金支払いとが連動していることを指すものと思われるが，原告らは

この仕組みの下であっても増額を求めているものではない。被告の主

張は，原告らの主張を恣意的な解釈によって捻じ曲げるものであり，

このような仮定につきあうことさえ憚られる。  

	 ４ 	 同（４）に対する反論－給与規程の変更と退職金手当規程の変更は

別問題であること  

	 	 	 被告は，給与規程の変更がなされ，給与は退職手当のように国の予

算により支払われる制度的な背景がないにもかかわらず，減額が許容

されているから退職手当の減額はなおさら相当性があると述べる。  

	 	 	 しかし，そもそも国の予算により支払われる制度の有無によって減

額規程の内容の相当性が決定されるとの論理には飛躍がある。被告は，

退職手当の財源である運営交付金が減額されたことをもって，本件規

程変更が相当であることを述べるが，給与規程が減額される手続と退

職手当が減額された手続はそもそも別問題であって，仮に給与規程の

減額が許容された場合に，あたかも必然的に退職手当の減額について

も許容されるかのような主張は飛躍といわざるを得ない。   

	 ５ 	 同（５）に対する反論－すべての国立大学法人において同等の水準

で規程変更がなされたとの主張は不正確であること  

	 	 	 被告は， 終的にすべての国立大学法人において同等の水準での規
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程変更がなされたことをもって，変更後の就業規則の内容に合理性が

あると述べる。  

	 	 	 しかし，そもそも何らの代償措置も採らずに行った一方的な不利益

変更であって，労使間の十分な協議がなされていない等，手続面に瑕

疵があるのであるから，すべての大学が同水準を採用したことを相当

性の理由としていること自体，被告の主張は失当である。  

	 ６	 小結  

	 	 	 以上より，本件規程変更の内容の相当性に関する被告の主張には，

何らの合理性もない。  

 

第６	 被告準備書面（２）第７に対する反論  

	 １ 	 第７，１に対する反論－本件退職金規程の変更は国の制度との連動

は求められていないこと  

	 	 	 被告は，本件規程変更は，国の制度との連動から不可避的に生じる

ものであって，不利益の程度や代償措置を講ずることについての裁量

がないとの特殊事情があると主張する。  

	 	 	 しかし，被告主張は，本件規程変更が国の制度との連動から不可避

的に生じるとの前提自体が誤っている。仮に，国の制度との連動が認

められるとしても，被告は国立大学法人として独自の判断をなしうる

のであって，本件規程変更が不可避的に生じるとか，代償措置を講ず

ることの裁量がないとはいえない。このことは，運営費交付金が使途

の特定がされない渡し切りの財源であって，各国立大学法人が自らの

経営判断で予算措置を採りうるとする国の主張からも裏付けられる

（甲 22）。  

	 ２ 	 第７，２に対する反論－本件において佐賀県民の平均収入と比較す

ることは誤った手法であること  

	 	 	 被告は，本件規程変更により減額された原告らの退職金の額を佐賀

県の平均収入と比較し，原告らの退職金額が高額の部類に属し，不利
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益の程度が小さいと述べる。  

	 	 	 しかし，かかる議論は乱暴にすぎる。まず，原告らが受けた不利益

を考慮するに際し，それを佐賀県民の平均年収と比較するという手法

自体誤っている。労働者の地位が不利益に変更されたか否かは，当該

労働者が不利益を受ける前と後の条件を比較すべきであって，原告ら

とは異なる雇用条件である他の労働者，それも平均年収と比較するこ

とが比較の前提を欠くことはいうまでもない。  

	 	 	 さらに，被告は，原告らが 65 歳に達したときに支給される共済年金

の金額を述べ，県下の民間企業における水準を下回るとはいえないと

述べる。かかる被告主張は，あたかも退職金を一方的に下げても原告

らは年金によって十分に生活していけるから問題ないといわんばかり

である。しかし，原告らが共済年金の支給を受けることと本件規程変

更に相当性があったか否かの判断は，全く次元の異なる議論であって，

主張としてあまりに不可解といわざるをえない。  

	 ３	 第７，３に対する反論  

	 （１）経過措置に関する被告の事実認識や理解が誤っていること  

ア	 被告は，まず経過措置が原告らにも適用されていると述べるが，

前提を誤っている。そもそも経過措置とは，本件規程変更の前後

において不利益が生じていない状態が維持されていることを指す

のであって，原告らのように退職金が実際に減額されているにも

かかわらず経過措置が適用されているという主張は誤った事実認

識である。  

イ	 次に，被告は経過措置を採用した大学が 4 大学にとどまること

をもって，経過措置をとることが本件規程変更の合理性を認める

ための不可欠な要素ではないと述べる。しかし，かかる主張も原

告らの不利益を全く考慮せず，「不可欠の要素でない」との理由が

「多数の大学が採用していないから」との暴論を述べているにす

ぎない。  
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ウ	 さらに，被告は，本件規程変更の告知を平成 24 年 9 月ころから

行ったことをもって，経過措置を講じた 4 大学と同程度の経過措

置を行ったと述べるが，全くの誤りである。  

本来，労働条件の不利益変更をするにあたって事前告知をするの

は，労働者に対する不意打ちを避け，使用者との間で十分な議論を

するための必要不可欠な前提行為である。被告の主張は，事前に告

知をすれば十分な議論が尽くされ，何らの経過措置もとらずに不利

益変更が可能となると言わんばかりであり，経過措置が求められる

理由を全く理解していないといわざるをえない。  

（２）被告には代償措置を採る権限があり，検討が可能であったこと  

被告は，代償措置が採れなかったことは，国の予算と連動してい

るからやむを得ないと述べるが，この点も再三述べるとおり，国の

予算と連動する部分があるからといって，組織として国から独立し

た国立大学法人である被告は，独自の判断すなわち代償措置の検討

も可能であった（国立大学法人法 11 条 1 項，甲 22）。  

よって，かかる被告主張は，自ら慎重な判断を行わなかったこと

の責任を国に転嫁するものである。  

４	 第７，４に対する反論  

	 （１）被告の原告らに対する本件規程変更の説明の経緯  

	 	 	 	 まず，被告が原告らの所属する佐賀大学教職員組合宛に本件規程

変更の説明をしたと考えられる事実経過を確認する。  

被告は， 2012（平成 24）年 9 月 27 日，原告らに定年退職予定者

宛に退職金支給引き下げの見込みがある旨のメールを送った（乙 30）。 

被告は同年 11 月 29 日，原告ら退職予定者に対し「平成 24 年度末

定年退職者に係る退職手当額について（お知らせ）」と題する文書を

交付した。  

同日，被告人事課から佐賀大学教職員組合宛に要望書を提出する

かどうかの打診があった（甲 23 号証，メール）。  
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これを受け，佐賀大学教職員組合は，同年 12 月 12 日，要望書を

提出し，労使間の合意なく退職金を切り下げることは労働契約法違

反であること，法人側から団体交渉の申込みをするよう望むことを

伝えた（乙 36）。  

同月 21 日，被告と佐賀大学教職員組合の事前交渉の場がもたれた

が，被告は，なんら資料を提示することもなく，口頭での簡単な説

明をするのみであった。  

被告は，同日夜午後 7 時 31 分，各事業場の過半数代表者に対し，

規程変更の背景や必要性について記したメールを送った。  

佐賀大学本庄事業所の過半数代表者である樫澤氏が，翌日の 12 月

22 日，被告に対し説明会の開催を求めるメールを送信した（甲 24，

メール）。  

被告は，同月 25 日，佐賀大学教職員組合と協議を行った。被告は，

資料を示すことなく，口頭で説明を繰り返すのみで，「公表されてい

る財務レポートを見てくれ」「平成 25 年 1 月 1 日の実施は動かさな

い」と強硬な態度に終始した（甲 19）。  

被告は，翌 12 月 26 日，本件規程変更に関する労使間の合意がな

されていないにもかかわらず，役員会において本件規程変更を決定

し（乙 41），教職員宛に退職金減額に関する通知を交付した（乙 42）。  

その後，被告は，すでに本件規程変更を決定した後である翌年 2013

（平成 25）年 1 月 16 日，過半数代表者に対する意見聴取手続きを

実施した（乙 44）。その中で，佐賀大学教職員組合本庄事業所及び久

保泉事業所は，本件規程変更に対して反対の意見を述べた。  

	 （２）被告が労働基準法や労働契約法の趣旨に基づいた対応を行ったと

の主張は誤りであること  

被告は，労働基準法・労働契約法の趣旨に基づいた対応を行った

と述べるが，その対応が上記（１）の中で，平成 24 年 9 月における

事前告知や同年 12 月 21 日及び同月 26 日の協議をもって，労使間協
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議が尽くされており，ひいてはそれが労働基準法や労働契約法の趣

旨に基づいた対応を行ったと考えているのであれば，労働基準法や

労働契約法の趣旨の理解が誤っているといわざるをえない。  

被告は，上記 12 月 21 日及び 26 日の説明会において，具体的な資

料を示すことなく口頭で被告の方針があたかも決定した事項である

かのように伝えるのみであった。このような結論ありきの説明会を

もって労使間の協議とすることを労働基準法や労働契約法が予定し

ているとは到底考えられない。本件規程変更を含む労働条件の変更

は，労使が「対等の立場において決定すべきものであ」って（労働

基準法 2 条 1 項），被告の対応は原告らを対等な立場として扱ってい

ないことは明らかである。  

	 （３）被告が国の制度との連動を主張することは，自らの責任を国に転

嫁するものにほかならないこと  

被告は，国の制度との連動が不可避であることをここでも持ち出

し，協議よりも事前告知を優先したと述べ，労使協議の内容は，変

更の合理性の判断において重視しえない事情と述べる。  

まず，国立大学法人の大学職員の退職金規程と国家公務員の退職

金を必然的に連動させる法令がないことを重ねて申し上げる。それ

にもかかわらず，被告が国の制度との連動を主張するのは，労働法

令の趣旨の理解を誤り，適正な手続きを踏まなかった自らの責任を，

国の制度との連動を持ち出すことで転嫁しようとするものにほかな

らない。  

	 ５ 	 第７，５に対する反論－他大学が被告同様の対応をとったという認

識は誤っていること  

被告は，同種事案について他の大学も同様の対応をとっているから，

被告が本件規程変更をしたことも合理性があると述べるが，これをも

って本件規程変更の相当性を備えるとはいえない。  

まず，本件規程変更については，第 1， 2（３）で前述のとおり，被
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告と異なる対応をとった大学は複数存在している。さらに本件規程変

更については，まずは労使間の合意により決定することが原則である

が，被告はその労使間協議を十分に行っていない（前述４（１）参照）。

それにもかかわらず，あたかも十分な議論の結果，やむを得ずに採っ

た措置であるかのように主張することはできないはずである。  

６	 小結  

	 	 以上のとおり，被告の各主張は，原告らの退職金を一方的に不利益に

変更することの必要性及び相当性について何ら合理的な説明がなされて

いない。そればかりか，再三，国の予算との連動を持ち出し，自らの責

任を国に転嫁しようとするものといわざるをえない。  

 

第７	 結論  

以上のとおり，被告準備書面（２）で行った被告の各主張は，法令解

釈の誤り，事実認識の誤り，設定する仮定の誤り，論理の飛躍等，主張

としての合理性を有していない。ひいては，本件退職金規程を変更する

高度の必要性も，本件規程変更の内容の相当性もない。  

したがって，被告主張には理由はなく，原告らの請求が認容されるべ

きである。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 以上  


