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職場における法違反を一掃しよう！

人間らしく働く最低限のルールを守らせましょう！

あなたの権利は、守られていますか？

職場チェックリスト

職場名

組合員のみなさん。元気に働いていますか？働く権利はまもられていますか？仕事に働きがいがもて

ますか？

今、構造改革のなかで、労働法制が幾度となく「改悪」され、人間らしく働くための規制が次々と撤

廃 緩和されています。さらに、経団連はホワイトカラー イグゼンプション（労働時間の適用除外）を・ ・

検討するとしています。

また、自治体財政の極度の悪化や、市町村合併の動きのなかで、そこに働く労働者の権利や労働組合

の権利を軽視 無視する動きも少なくない自治体ででてきています。・

日本の今の一つの異常性は、ILO勧告や条約の批准が少くないことにも示されているように、国際的

な働くルールが軽視されていることです。このことは、労働者の権利の問題とともに、住民の権利保障

や権利意識にも直結している問題です。

・自治体は、住民の権利を保障することが一つの重要な責務です。その自治体内部で、もし権利無視

軽視がまかり通るならば、それは、そこに働く労働者だけでなく、住民の方々にも限りない不幸をもた

らします。

労働組合運動の原点は、権利であり民主主義です。権利の保障がないところに運動の前進はありませ

ん。

そこで、京都自治労連として、改めて職場を見直し、働く権利がまもられているかどうか、最低限の

基準がまもられているかどうか、のチェック運動を行うこととしました。合わせて、この運動を通じ

て、私たちの権利の再確認とその根拠の学習などで、要求 交渉 改善へとつなげていきましよう。・ ・

（１）各自で、チェックリストに記入してください。

（２）NOにチェックされた方は、なぜ“ダメなのか”の根拠を是非見て頂いて学習しましょう。

各項目の根拠 解説は、資料集として別冊で各単組各職場に配布します。・

（３）このチェック運動は、今後3年間継続して実施します。

（４）各単組での活用は、各職場で記入して頂いて、職場毎に集約し、問題点を洗い出し要求を整

理し、確定闘争にむけ交渉しましょう。また、3年間その都度、改善・後退を明らかにして、

運動の資料としてください。

２００４年６月

京都自治体労働組合総連合
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やってみましょう！ チェックリスト
８０点以上なら、まずまず権利がまもられている職場ですが、権利は賃金と異なり、一つでも権

利侵害があれば、それに該当する人にとっては零点と同じことになります。

７０点未満は、「職場に憲法、ルールなし」です。まず、学習し要求を出し合い、執行部とも相談

し改善闘争にとり組みましょう。

※点数は、ＹＥＳの場合。※法令・判例は資料集参照

チェック項目 NO 点数 根拠法令・判例YES

①時間外勤務を行った場合、超過勤務手当はきちっと支払わ
５点 資料①

れている。（時間数をつけている）

５点 資料②②ウィークデーの超勤に対し、手当を支払わず、休みに振り

返ることはない。

③超過勤務手当の支払いに限度額はない。 ５点 資料③

④超過勤務は、管理職から命令がでていますか。 ５点 資料④

⑤時間外労働に関する限度基準は守られていますか。 ５点 資料⑤

⑥月100時間、2月ないし6月間の平均超過勤務時間数が80時間
５点 資料⑥

を超えた場合、健康診断は行われている。

⑦研修や職員会議 朝礼 引き継ぎ等が時間外に行われた場合・ ・
５点 資料⑦

は、時間外手当は支払われている。

⑧休日の出張に対してきちっと時間外（休日勤務）手当が支
５点 資料⑧

払われている

⑨年休は、時期指定で良いことになっていますか？理由を聞
５点 資料⑨

かれることはない。

⑩土 日曜の振り替えは、あらかじめ指定され、期間内（前4・
５点 資料⑩

週、後8週）にとれている。

⑪上記でとれない場合、超過勤務手当で精算されている。 ５点 資料⑪

⑫振替日が同一週以外の場合、手当（最低25％）は支払われ
５点 資料⑫

てる。

⑬1日や2日の病気も年休でなく病気休暇がとれる。 ５点 資料⑬

⑭退職の強要（まだいるの？もう辞めたらなどの発言）はな
５点 資料⑭

い。

⑮職場で仕事のすすめ方、体制などについて自由に発言でき ５点 資料⑮

る。

⑯本人合意抜きの職種の転換はない。 ５点 資料⑯

⑰女性の昇任などでの差別はない。 ５点 資料⑰

⑱管理職が自分の用事に、職員を使うことはない。 ５点 資料⑱

⑲管理職が、組合活動に介入するような言動はしない。 ５点 資料⑲

５点 資料⑳⑳業務とは直接関係のない研修や、人格にかかわる研修出席

を強要されることはない。
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（１）自治体労働者の法律適用関係
自治体労働者の労働条件や権利に関しては、地方公務員法第24条の5項により 「国及び他の地方公共、

団体の職員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払わなければならない」と定められています。

この規定から、自治体労働者の労働条件は、あたかも国公労働者に準じるのが基本かのように思われ

がちですが、基本は労働基準法です。

自治体労働者は国公労働者とは異なり（国公労働者は労基法適用除外で基準は人事院が定める 、基）

本的には労働基準法が全面適用となり、一部が除外されてるのにすぎません。

地公法第58条で、適用除外となる法律や条項が規定されています。

×は適用除外 ○は適用自治体労働者の主な適用除外労基法条項

非現業Ａ 非現業Ｂ 現業 公企・

労働条件の決定 2条 × × ○

賃金の支払い 24条1 × × ○

法定労働時間 32条1 ○ ○ ○

一ヶ月変形労働時間 32条2 ○ ○ ○

フレックスタイム 32条3 × × ○

一年変形労働時間 32条4 × × ○

一週間変形労働時間 32条5 × × ○

事業所外みなし労働 38条2 ○ ○ ○

裁量労働 38条3,4 × × ○

災害補償 75条～88条 × × ×

就業規則 89条～93条 × × ○

司法警察官職権 102条 × ○ ○

非現業Ｂは保育所関係

なお、任用（雇用）や服務 権利関係は、憲法を基本に地公法等で定められています。・

資料① 超過勤務手当の支払い

Ａ．支払いの根拠法令 労働基準法第37条の規定

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に

おいては、その時間又はその日の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲

内でそれぞれ政令で定める率以上の率で割増賃金を支払わなければならない。

②略

③使用者が、午後10時から午前5時まで（～略）の間において労働させた場合においては、その

時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を

払わなければならない。
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④第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃

金は算入しない。

Ｂ．割増率の根拠 増率の根拠法令

割増賃金令

労働基準法第37条第1項の命令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延

長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働に

ついては3割5分とする。

労基法施行規則第20条

法第33条又は法第36条第1項の規定によって延長した午後10時から午前5時（略）での間に

およぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第1項各号の金額にその労

働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

②～略～休日の労働が午後10時から午前5時の場合においては、～6割以上の率で計算した

割増賃金を支払わなければならない。

Ｃ．時間単価計算における勤務時間・賃金の種類の扱いの根拠法令

①計算の単位期間

労基法施行規則第19条の4

月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数（月によって

所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1月平均労働時間数）で除した金額

②基礎となる労働時間

割増賃金の基礎となる時間数は、当該事業所において定められた実労働時間である。

（基発502号 S22.12.15、基発150号 S63.3.14、基発168号 H11.3.31）

※したがって、自治体では年末年始や祝日法の祭日は、労働日でないので実労働時間から除外しなけ

ればなりません。

③基礎となる賃金

労働基準法第37条4項の規定

第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める

賃金は算入しない。

労働基準法施行規則第21条の規定（H11.10.1改定）

法第37条第4項に規定の他～次に掲げる賃金は、～割増賃金の基礎となる賃金には算入しな

い。

1.別居手当 2.子女教育手当 3.住居手当 4.臨時に支払われた賃金 5.1箇月を越え期間

ごとに支払われる賃金

※H11.10.1の改定で、住居手当が算入しない手当に追加されました。

「算入しない」とは、算入しなくていいという意味であり、条例 規則で算入することはでき※ ・

る。

また、さらに、家族手当でも、住居手当でも 「費用に応じて算定される手当」であり、一※ 、
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律的に支給されている住居手当などは算入しなければなりません。

特殊勤務手当の算入の有無

自治省丁公発第66号（神奈川県総務部長あて公務員課長回答）

照会 特殊勤務手当に関する条例に定められている特殊勤務手当が労働基準法第 条の規37

定による時間外の割増賃賃金の基礎となるものであるか否か

回答 設問の場合の特殊勤務の実態や手当の性格が明確でないが、同法施行規則第 条に21

規定する賃金又は手当に該当すると認めれれるものがあるので、これらについては、

割増賃金の基礎となる賃金に算入すべきものである。

④計算式

基本給＋（算入しなければならない手当）

その月の実労働時間数（もしくは、年間実労働時間数÷12）

※したがって、昇給や算入する手当に変更があれば変動することとなります。

Ｄ．超過勤務が午前５時を越え、始業時間までとなった場合の午前５時から始業時までのあつかい

超過勤務が午前５時を越え翌日の始業時（午前８時３０分）に食い込み、結果的に翌日問

の終業時間（午後５時）となった場合、連続する労働を1労働日ととらえ、翌日の所定労

時働間も超過勤務手当の支払いの対象になるか

翌日の所定労働時間の始期までの超過勤務時間に対して、割増賃金を支払えば法37条違答

反にはならない。

（S26.2.26 基収3406号、S63.3.14 基発150号、H11.3.31 基発168号）

※上記の旧労働省の回答は、連続した場合の翌日の通常勤務時間は超過勤対象ではないとしただけ

で、始業時までは当然超過勤務の支払い対象としています。

Ｅ．超過勤務を午後６時からしかつけない不当性

ある市で、平日の超過勤務は午後6時からしかつけない、ということが強行されています。

しかし、超過勤務をしなければならない場合、家庭の事情などで、出来るだけ早く終了するため、連

続しておこなうことや、また、連続しておこなわなければならない場合もあります。

したがって、一律に開始時間を定めるのは、実体的に当局がサービス残業を強要している事となり、

「実態に反して午後6時からしかつけない場合」は、明確な法違反となります。

１日労働時間が８時間を越える場合は、休憩を1時間としなければなりません

労働基準法は、１日8時間を超える労働時間の場合は、休憩時間を1時間としなければな

りません。（法34条）したがって、一般的には昼休憩は45分ですので、あと15分とる必要が

でてきます。したがって、基本的には、超過勤務の開始は17時30分からとなります。

しかし、やむ得ない事情で連続する場合は、超過勤務簿の扱いで処理（実態と記帳を15分

ずらす）すべきです。

Ｆ．不払い（サービス）残業の違法性

ＡからＤまでに、超過勤務に対する手当の支払いの根拠を記述しましたから、超過勤務に対する不

払いは、言うまでもなく違法となります。
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現業で３６協定を締結していない事を理由した不払いが違法とされた判例

労基法第37条の規定は、使用者に対し時間外労働に対する割増賃金支払いを強制すること

によって、間接的に労基法の定める労働時間制が守られることを保障し、もって労働者の

保護を図るのが立法の趣旨。よって 協定が締結されていない現業職場の違法な時間外勤36

（最高裁Ｓ47..4.6）務に対しては、一層強い理由で超過勤務手当を支払わなければならない。

資料② 超過勤務と休みの相殺は禁止されています

Ａ．法定労働時間（40H/W、8H/D）をこえた場合に超過勤務手当を支払わねばならない根拠

労働基準法第32条の規定

使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間につて40時間を超えて労働させてはならない。

②使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越え

て労働させてはならない。

労働基準法第37条の規定－割増賃金の規定

資料①の項を参照してください。

※したがって、労基法上の規定は法定時間を上回る場合に超過勤務となり、割増手当の支払い対象と

なります。この法定時間は、８H/D、４０H／Wの両者を示すものです。

※この規定の例外で８Ｈ／Ｄ、４０Ｈ／Ｗを越えても、超過勤務手当の支払いが免除されるのは、変形

労働時間のみです。（但し、変形労働時間制でも一日、週の上限は定められています）

これ以外で相殺が認められるのは、労働日という日単位（代休）だけです。代休は別項参照。

資料③ 超過勤務手当の支払いに限度額はない

Ａ．労基法上の根拠

労基法上は、超過勤務手当の上限や限度額は当然ありませんし、全額支払いの義務があります。

超過勤務時間の制限は、労基法36条による協定での上限となりますが、たとえ 協定をオーバー、36

する超過勤務があった場合でも、その超過勤務時間数の手当を支払わなくてはなりません。

Ｂ．上限設定は違法

少なくない自治体で行われている「上限設定」に

は、二つの方法があります。

第１は、超過勤務時間数の上限設定です （月40。

時間まで支給など）

第２は、超過勤務手当配分

を各課等に割り振り、それを

越える超過勤務手当は支給し

ないという方法です。これら

は、ともに労基法違反となり

ます。

超過勤務手当予算が不足になった場合

現実に支払い義務が生じ、予算に不足が

見込まれるならば、追加予算委よって措置す

べきである。（自治省回答 地自鳥第5号）

地方自治法上の給与費の位置付け

地方自治法第177条で、超過勤務手当などの

給与関係費は義務的経費とされ、たとえ議会

で否決 修正されても、再議にかけなければな・

らない。再議の否決は首長不信任のあつかい

となる。
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一般の予算と時間外手当予算との関係

地方自治体の支出負担行為は、地方自治法232条の3で、「法令又は予算の定めるころに従いこれをしな

ければならない」としている。したがって、予算の裏付けがないとできないことになるが、時間外命令は支出

負担行為でなく時間外手当支払の時が、支出負担行為となる。したがって、予算の直接の制約は受けな

い。 （行政実例Ｓ３２．９．９ 自丁公発１１２号）

最高裁判決 Ｓ３５．７．１４

現実に勤務が行われた以上、時間外勤務手当は勤務の対価であるから、地方公共団体は支払う義務がある。

資料④ 超過勤務命令は、管理職から命じなければならない

Ａ．時間外勤務の根拠は

法定労働時間を超える時間外労働は、労働基準法32条、40条で原則的に禁止されています。

（ここがポイントで、時間外労働は原則禁止であることをつかむ必要があります。）

なお、労基法41条には、労働時間の規定の適用除外が定められています。

時間外労働が可能な労基法上の根拠
上記のように時間外労働が原則禁止されているなかで、それが許されるのは、以下の場合です

労基法33条、36条に規定されるいずれかの場合。

労基法33条の規定

第1項 「災害その他避けることのできない事由によって、臨時に必要がある場合」

第3項 「公務のために臨時に必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず

官公署の事業所（別表第1に掲げる事業を除く）従事する国家公務員及び地方

公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、

又は第35条の休日に労働させることができる」

労基法36条の規定

第1項（要旨 「労働者の過半数を代表する者と書面による協定で、～労働時間を延長し）

又は、休日に労働させることができる」

第2項（要旨 「労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定）

める労働時間の延長はその限度その他の必要な事項について～基準を定めるこ

とができる」

超過勤務手当予算額の通知、四四半期毎の割り振りの通知などの違法性

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準（Ｈ13.4.6） ２の(3)のウ

労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措

置を講じないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等

労働時間に係る事業所の処置が、労働者の適正な申告を阻害する要因になっていないかについて

確認するとともに～・・・・
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時間外労働が可能な地方公務員法上の根拠
地公法第32条の規定

職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共

団体の機関の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

Ｂ．三六協定が必要な自治体職場

時間外労働ができる労基法 地公法上の規定は、前述の通りです。・

自治体労働者の場合は、同法33条3項の規定により三六協定なしに超過勤務を命じる事ができると、

当局解釈はされています。

しかし、同法33条3項は、別表第1を除くと

していますから、別表第1の事業所は当然三

六協定がなければなりません。

、「 」 、 、この場合 除く事業 であり 具体的には

事業所単位となります。

したがって、職種等は関係なく「別表第１

に該当する事業所は、事業所単位で三六協定

を締結しなければなりません。

なお、1号6号7号の農業、畜産、水産業は

労基法41条によって三六協定は不要とされて

※家畜保健所は別表１には該当しない。います。

「公務のために臨時に必要がある場合」の不当な拡大解

釈

当局は、三六協定抜きに超過勤務を行わせていますが、その根拠は法33条3項の規定です。

しかし、読めばわかるように “臨時に必要がある場合”であり、これを通常業務にまで拡大、

することは、法の趣旨からも合理化できるものではありません。

C.超過勤務は「時間外勤務命令」が必要

労基法33条第3項の規定は、三六協定なしに超過勤務を命じることができるとしたものであり、労働

者の人間的社会的生活を保障するために法定労働時間は定められているわけですから、時間外勤務をす

る場合は当然「勤務命令」が必要

となります。

D．時間外勤務命令がなければ、

実際おこなった超過勤務の手当

はでない？そんなことはありませ

ん。

職場では、課長はさっさと帰る

が、職員は仕事が残り、超過勤務

別表第1

自治体関係で該当する事業所（例）

ガス・水道、学校給食 1号

土木出張所、土木事務、公園管理事務所 3号

農業普及所、試験場 6乃至7号

幼稚園、学校、図書館、公民館、体育館 12号

保育所、病院、保健所、保健センター

隣保館、心身障害者（児）施設 13号

家畜保健所 33条3項

清掃、下水処理場 15号

黙示の指示による労働時間は手当支払いの対象
（ 、 ） 、間接的に命じられた場合 例えば 夜の会議への出席など や

。正規の勤務時間内で出来ないことを承知をしている場合の事例

（この例は教員）

回答

～使用者の具体的に指示した仕事が、客観的にみて正規の勤

務時間内ではなされ得ないと認められるが如く、超過勤務の黙

示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合は、時間

（労基収2983号 S25.9.14）外労働となる。
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をせざる得ない場合も多くあります。超過勤務命令を出してないから 「手当」を出さないのは、上記、

の「黙示の指示」の場合は法違反となります。

資料⑤ 時間外勤務の上限基準は守られているか

月１００時間、２月ないし６月間の平均超過勤務時間数が８０時間を資料⑥

超えた場合、健康診断は行われている

Ａ．労基法上の超過勤務時間の制限

労働基準法36条にもとずく超過勤務時間の上限は、抜け穴がありますが、次のように定められていま

す。

労働時間延長の限度等に関する基準

（告示H10.2.28）労働基準法36条2項

労働大臣は、労働時間の延長を適正なもの 期間 限度時間 期間 限度時間

とするため、前項の協定で定める労働時間 １週間 15時間 ２ヶ月 81時間

の延長の限度その他の必要な事項について、 ２週間 27時間 ３ヶ月 120時間

労働者の福祉、時間外労働の動向その他の ４週間 43時間 １カ年 360時間

事情を考慮して基準を定めることができる。 １ヶ月 45時間

①制限時間育児または介護を行う労働者の時間外の制限

１ヶ月24時間 １カ年150時間労基法133条の規定

②対象労働者～当該者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働

者（命令で定める者に限る。特定労働者という）の労 ア 小学校修就学前の子を養育する者

働時間延長の限度に関する基準は、～別に、これより イ 週間以上常時介護が必要とする2

短ものとして定めるものとする。この場合１年につい 者 対象は配偶者、子、父母

の限度は150時間を超えないものとしなければない。 配偶者の父母

ウ 同居し且つ扶養する祖父母

兄弟姉妹または孫

③請求したとき

B.本庁職場は三六協定を結んでいませんが、「限度基準」は当然考慮されなければないません

本庁などの職場は、労基法33条3項で三六協定なしに時間外勤務が命令できるとしているだけで、い

わば手続きの問題といえます。したがって 「限度基準」は不十分さを持っていますが、協定の有無に、

かかわらず、超過勤務を制限するするのが当然の趣旨です。

C.異常超過勤務における健康診断は当局責務

過労死新認定基準をうけて 「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等 （H、 」



- -10

14.2.12）がだされました。

資料⑦ 研修や職員会議・朝礼・引き継ぎ等が時間外に行われた場合は、時間外

手当が支払われている

管理職等の管理する労働時間の場合は、当然時間外労働になります。

また、実体的に勤務時間を超えて行われ、管理職の「黙示の指示 （資料④参照）によって行われて」

いる場合も、当然時間外勤務となります。

上記にあるように、出席は自由参加としながらも、労働者の勤務評価などに影響を与える場合は、

不利益扱いによる強要となり、支払い対象となります。

「脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準について（新認定基準 １３．１２．１２基発１０６３号）」によH

る労働時間の評価の目安

（１）発症前１ヶ月ないし６ヶ月にわたって１ヶ月当たり ～おおむね４５時間を超えて時間外労働が長くなる

ほど、業務と発症の関連性が徐々に強まるものと判断されること。

（２）発症前１ヶ月におおむね１００時間を超える時間外労働が認められる場合又は発症前２ヶ月ないし６ヶ

月にわたって１ヶ月当たりおおむね８０時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連

性が強いと判断されること。

４（２）の規定「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」の

ア 月45時間を越える時間外労働をさせた場合については、事業者は、当該労働者に対する作業環

境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を産業医（産業医

を選任する義務のない事業場にあっては、地域産業保健センター事業により登録されている医師等

の産業医として登録される要件を備えた医師 （以下「産業医等」という）に提供し、事業場におけ）

る健康管理について産業医等による助言指導を受けるものとする。

イ 月100時間を越える時間外労働をさせた場合又は2ヶ月ないし6ヶ月間の１ヶ月平均の時間外労働

を80時間を超えて行わせた場合については、業務と脳・心臓疾患の発症の因果関係が強いと判断さ

、 、 、 、 、 、れることから 事業者は 上記アの措置に加えて 作業環境 労働時間 深夜業の回数及び時間数

過去の健康診断の結果等の当該労働をした労働者に関する情報を産業医等に提供し、当該労働を行

った労働者に産業医等による面接による保健指導を受けさせるものとする。また、産業医等が必要

と認める場合にあっては産業医等が必要と認める項目をについて健康診断を受診させ、その結果に

基づき、当該産業医等の意見を聴き、必要な事後措置を行うものとする。

就業時間外の教育訓練

使用者が自由意思によって行う技術教育で、参

加命令をだす場合は、単なる通知で自由参加の場

合は、時間外手当の支払い対象か？

回答

就業規則上の制裁等の不利益扱いによる出

席の強制がなければ時間外。

（Ｈ11.3.31 基発168号）

安全衛生委員会の会議、安全衛生教育

労安法59.60条の教育は、時間内が原則。したが

って、時間外の場合は当然割増賃金が支払われな

ければならない。

安全衛生委員会の会議に要する時間は労働時間

と解される。当然、時間外に行われた場合は、時

間外手当の支払い対象。

（S47.9.18 基発602号）
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資料⑧ 休日の出張に対してキチッと時間外（休日勤務）手当が支払われている

A.出張の位置付け

出張に要する経費は、給与等でなく別の項目で規定されています。

旅費、日当は 「実費弁償」とされ地方自治法上も別に規定（地方自治法204条1項）されています。、

（国家公務員の旅費の扱いは、給与法 人事院規則でなく旅費法で、管轄は財務省）・

出張における労働時間の構

成

①出張先における業務遂行

②往復の所要時間

③宿泊等の時間（泊がある場合）

B．各構成時間の位置付けと賃金支払い対象は

①出張先における業務遂行時間

労基法上の位置付け本来の出張目的であり、当然「労働時間」

労基法第38条の2第1項の対象となります。

ですから、休日の場合は当然「休日勤務 労働者が労働時間の全部又は一部について事業所

手当」の支払いか、若しくは、振替 代休の 外で業務に従事した場合において、労働時間を算定・

の対象となります。 しがたいときは、所定労働時間労働したものとみな

その労働が、時間外におよんだ場合は、 す。

当然、時間外手当の対象となります。

ただ、当局は、労基法の規定「所定労働時間労働したものとみなす」と

いう記述を悪用し、8時間しか認定しない場合が多くあります。

しかし 「労働時間を算定しがたい」のに8時間労働したと「算定する」、

わけですから、8時間を超えていないとは「算定しがたい」ものであり、

実態に基づく申告で超過勤務手当を支払わなければなりません。

②往復の所要時間

現行は、次の解釈によって労働時間には含まれていません （支払い対象 外）これは、旅行中の。

労働時間の扱いについては、特段の指示がなければ、労働時間としなくても差し つかえないとした労

働基準局の解釈です。

出張旅行中の災害は公務災害

出張旅行中の労働は公務労働外の矛盾

張旅行中に災害に遭った場合は 「通勤途上災害」でな、

く、純粋（？）な公務災害となります。しかし、公務災害

適用は、公務遂行中の災害であり、公務遂行は公務労働抜

きにはできません。一方、サービス残業中の災害は、公務

災害は適用されません。それは、公務労働＝公務労働時間と認定していないからです。

宿泊等の時間③

これは、通常とは異なるとは言え、労働時間とは言えません。

問 日曜日の出張は休日労働に該

当するか

答 旅行中における物品の監視等

別段の指示がある場合の外は、

休日労働として取扱わなくても

差し支えない。

（S33.2.16 基発90号）
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年休は、時期指定で良いことになっていますか？理由を聞かれることはない資料⑨

A.年休ってどんな権利

年次有給休暇と年次休暇との相違年休（年次有給休暇）の基本的な性格は、

労働者の請求をもって発生するものでなく、 地方公務員は労働基準法の適用ですので、年休は

労基法第39条第1項、2項で当然に発生する権 年次有給休暇のこと。

利です。 国家公務員は、労基法適用除外で勤務時間法によ

つまり、使用者が労基法第39条第4項の但 る規定で年次休暇と言います。

どこが 違 うし書きによる時期変更権を行使しない限り、 >

、 。日を指定するだけで年次有給休暇権が発生す 単に 有給という文字があるかないかのとは違います

るものです。 年休の法的性格で、最高裁判例 労基法は時期指定・

したがって、労働者の「請求」や使用者の 権説ですが、国公の年休は請求権説となっています

承諾 の観念を容れる余地はない権利です これまた、どこが違うの となりますが、使用者「 」 。

この考え方は、最高裁判決（S48.3.2 国 の承諾を要するか否かの違いがあります。

鉄郡山工場事件）で確定しているものです。

B.申請書の申請そのもの、また、出勤簿の決済（課長印等）は、明確な最高裁判例違反です

年休権行使にあたって 「理由を聞く 「書かす」などは、論外の憲法 労基法 最高裁判例違反であ、 」 ・ ・

り、もしこのような自治体があれば、治外法権であり、特区申請しても認められません。

また、休暇簿や出勤簿で年休を記した

場合に、所属長の承認印（決済）を押印

しているところも多くありますが、これも判決

が否定した「承認」であり違法です。

C.．時期変更権って

時期変更権は、法第39条第4項のただし書きにより、事業の正常な運営を妨げる場合に、労働者の年

休の行使の時期を変更するもの。

しかし、時期変更権は、年休の性格から厳しく制限されています 「事業の正常な運営を妨げる場合。

とは、その事業所全体を基準とし、客観的、具体的に判断（大阪高裁判決 S53.1.31）されるべきもの

で、年末の繁忙期に事業所全員が年休を行使する場合などを示すものです。

S48.3.6 基発110号

最高裁第２小法定判決をうけた通知

年次有給休暇の権利は、法定要件を満たした場合法律上

当然発生する権利であって、労働者の請求をまって初めて

生じるものではない。同条第4項の「請求」とは休暇の時

期を指定すという趣旨であって、労働者が時期の指定をし

たときは、客観的に同項ただし書き所定の事由が存在し、

かつ、これを理由として使用者が時期変更権の行使をしな

い限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労

働日における就労義務が消滅すると解するのが相当であ

る。このように解するならば、～成立要件として、労働者

による「請求」や、これに対する使用者の「承諾」という

ような観念を容れる余地はない。
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、 、 （ 、 ） 。資料⑩ 土・日曜の振り替えは あらかじめ指定され 期間内 前4週 後8週 にとれている

資料⑪ 上記でとれない場合、超過勤務手当で精算されている。

資料⑫ 振替日が同一週以外の場合、手当（最低25％）は支払われてる。

A.自治体職員には休日労働に関する労基法の条項が適用される

国家公務員の場合は、先に述べたように労基法が適用除外ですが、自治体労働者の場合は労働時間や

休日の規定は、労基法適用ですので、その概念は根本的に異なります。

現行多くの職場で、国家公務員の勤務時間法などに準じた（＝一部異なる）旧自治省「準則」をその

まま条例化、規則化されています （時間外手当単価算出の実労働時間などは、多くの単組で是正され。

ています）

B.国家公務員や旧自治省がしめす休日の概念と制度の概要は以下の通りです。

国家公務員の「勤務を要しない日」と「休日」の概念

「勤務を要しない日」は土曜、日曜（変則勤務以外）をさし、俸給（給与）の支払対象外の日。

「休日」は、祝日法に規定する休日や年末年始をさし、給与支払い対象の日であり「勤務を要

する日」で、休日とされた結果「勤務が免除」されたものとしている。

表１．国家公務員と旧自治省「指導」の制度

国家公務員 旧自治省「指導」対象

振替の指定 同左あらかじめ指定

振替単位 全日もしくは半日 同左振 週

振替範囲 前４週間、後８週間以内 同左休

同一週に振替できない 場合は25％替 日 手当の支給 なし（労基法適用除外）
の時間外割増

代休の指定 同左あらかじめ指定

代休単位 全日のみ 同左代 休

代休範囲 後８週間以内 同左

当の支給 同左休 日 手 なし（休日は正規の勤務時間だが

勤務を 日）免除する

C.労基法上の「休日」の概念と「振替」、「代休」

労基法上の「休日」の概念

労基法上の「休日」とは 「労働義務のない日 （＝そういう意味では勤務を要しない日）をさ、 」

し、この「休日」には 「法定休日 （＝労基法35条1項、第2項に規定する休日：現行週１日）と、 」

「法定外休日」＝労働協約 就業規則上の休日とがあります。・

つまり、自治体労働者の場合、条例や規則で「休日」を定めたならば、土曜 日曜の週休日と祝・

日法に規定する「休日」や年始年末との区別はありません。

この場合の休日とは午前０時から午後12時の歴日をいい、時間単位の休日はありません。
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したがって、労基法にいう「振替 「代休」は、国家公務員とは全く異なります。」

労基法上の「振替」「代休」の概念表２

定 義 単位 指 定 割 増 賃 金

休日を通常の労働日とあらか 振替られた週が法定休日、労働時間を

じめ振替えること（休日と労 満たしていれば労基法上は必要ない。振

働日の交換） 全日 あらかじめ しかし、法定休日を満たさない場合

指定 は35％、法定労働時間を超える場合は2替

（図１）5％の割増賃金支払いが必要。

振り替え日をあらかじめ指定 全日 代休を与えても休日労働という事実は

しないで休日に労働した場合 半日 消えないから35％の割増賃金の支払い代 、

（図２）後日に与えられる代わりの休 も可 が必要
後日指定

日を代休という 法定外休日は25％休

なお、労基法上の「振替 「代休」の取得期間は法35条の要件を満たせば 「できるだけ接近して」 、

いることが望ましい （Ｓ63.3.14 基発150号）とし、規定はしていません。」

この「できるだけ接近」とは、賃金の精算の期間（月給制の場合は１ヶ月）と指導されている。

（一週間を歴週とすると）図１ 振替の場合

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土例１

休 休 休出 出 出 出 出 振替 出 出 出 出 出

出勤

この場合は、法定休日、法定労働時間を満たしているので割増賃金の必要はない。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

例２ 休 休出 出 出 出 出 出 休 振替 出 出 出 出

出勤

この場合は、前の週は法定労働時間を超えているので25％の割増が必要

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

出 出 出 出 出 出 出 出 振替 出 出 出 休例３ 休

出勤

この場合は、前の週は法定休日がないので35％の割増賃金が必要

法定休日とは、労基法第35条に規定されるもので、第１項「週に少なくとも一日」か第2項「4

週に4日以上」 となっています。なお、第2項の4週に4日の休日は「変形休日制」といい、変形

の単位を就業規則等に記載されなければならず、こうした規定（自治体の場合条例 規則）がな・

ければ、第2項は適用されません。

また、週休二日制の場合で土曜と日曜が休日の場合、どちらが法定休日かは就業規則等（条例

・規則）に明示するのが望ましいとされています。

一週間の定義は、労基法上は定めがなく、就業規則等に明示がない場合は歴週とされる
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図２ 代休の場合（土日が休日で日曜が法定休日の場合）

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土例１

休 休 休 休出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 代休

出勤

この場合は、週労働時間は法定時間を超えないが、法定休日に労働した事実は消えないので休

日労働の割増賃金35％を支払う必要がある。

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土例２

休 出 休出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 代休 出

出勤

この場合は法定外休日であり、前週の労働時間が法定時間を越えているので25％の割増が必

要。

Ｄ．地方自治体の場合は労基法適用、したがってＣを基本として対応すべきです

以上みてきたように、国家公務員の方法と労働基準法による方法とでは、概念からも大きく異なりま

す。自治体労働者の場合は、労基法適用ですのでＣで対応すべきです。

現に、超過勤務手当額算出の際の労働時間は、週休日も休日も同一の休日としてカウントしているわ

けですから。

現在府内の自治体で、手当の支払いでの独自措置はありますが、概念を労基法で統一しているところ

はありません

Ｅ．「振替」の「再振替」はできません

「振替」は、あらかじめ決められている（割り振られた 「休日」を振）

替る意味ですから、振替られた休日は 「振替」の対象外となり再振替は、

出来ません。

労基法も国家公務員勤務時間法も 「週休日とされた日」の振り替えと、

規定（勤務時間法第8条）しています。

したがって、期間内に取得できなければ、振替は消滅し結果として「振

替」できなかった訳ですから、超過勤務を行った事実が残り、超過勤務

手当で精算しなければなりません。

資料⑬ １日や２日の病気も年休でなく病気休暇がとれる

Ａ．病気休暇とは

病気休暇は、労働基準法によって付与しなければならない法定休暇ではありません。

したがって、病気休暇の付与条件、日数、有給 無給区分などは、労使の交渉等によって決定され、・

法89条1項の1で就業規則等に明示しなければならないことになっています。

地方公務員の場合の病気休暇制度は、多くの場合国家公務員の制度に準じています。

Ｂ．国家公務員の制度

国家公務員の病気休暇は、勤務時間法第18条で以下の通り規定されてます。
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勤務時間法第18条

病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが

やむ得ないと認められる場合による休暇とする。

証明（診断書等）の提出

人事院規則15-14第29条 職員の勤務時間、休日及び休暇

の運用について（事務総長通知328）2．各省庁の長は、病気休暇、特別休暇

第14の3又は介護休暇について、その事由を確認

一週間を超える病気休暇を承認するにあたっする必要があると認めるときは、証明書

て～医師の証明書その他～の証明書類の提出を類の提出をもとめることができる。

。求めるものとする

昇給延伸と給与減額病気休暇の単位

事務総長通知328 昇給延伸

昇給日の前1年の勤務を要する日の1/6を病気休暇等第11の2

の場合は、次期昇給が延伸される。病気休暇は必要に応じて1日

給与減額1時間又は1分を単位にして取

私傷病の休暇日数が90日（結核は1年）を引き続きり扱うものとする。

越えた場合は、給与が1/2カット（給与法附則第7項）

されます。

同一の病気の場合のカウントは？

一旦完治し復職し、その後再び同一病気で休んだ場合

完治したとの医者の診断等で復帰を認めた場合は

通算してカウントしない。

Ｃ．病気休暇と年休は性格・趣旨が異なります

年休が、労働者の人間的な社会生活を保障するための制度であり、病気でやむなく休むのとは、性格

が異なります。病気休暇は、労基法による法定休暇ではありませんが、年休とは異なるものですから、

行使することが大切です。

1日や2日の病気を年休処理する最大の問題は 「1日2日でも証明が必要 「とりにくい」があります。、 」

1日や2日の風邪で医者にかからない事も十分あり得ることですから、短期病欠の証明書等の提出の廃

止と、職場での権利行使の環境づくりが大切です。

資料⑭ 退職の強要はない（まだいるの？ もう辞めたら）

このことの不当性は、言うまでもありませんが、職員の「離職」等についての、地方公務員法の規定

は次Ｐの通りです。

地方公務員は労働基本権制約との関係で 「意に反する処分」は法28条等で規制されており 「退職強、 、

要」は、法違反 無効となる場合があります。・

病気休暇と病気休職

との賃金減額の相違

休職発令された時は、給与

は、結核性は2年間80％、他

は1年間80％の休職給となり

ます。
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欠格条項該当

失職 任期期間の満了

定年

離職 辞職

死亡退職

退職 免職 懲戒免職

分限免職

公務員は 「任用」という考えが依然として踏襲されていますので、一般労働者とは「異なる」とこ、

ろがありますが、一般的な「退職強要」による承諾の撤回は、民法第95条、96条で「詐欺 脅迫による・

取り消し 「錯誤による無効」となる場合があります。」

数次にわたる勧奨、不利益誘導は職権濫用

勧奨退職に応じるか否かは、本人の自由であることは言うまでもありません。勧奨とは読んで字のご

とく「勧める」という意味ですから、辞退する権利は当然あります。

書面や１度や２度の意思確認はともかく、繰り返し執拗に行うこと、又 「不利益扱い」を示唆する、

ことは、不当な退職強要になります。

「職員に退職の意思がないのに、何度となく呼び出し強要することは、職権濫用となる （下関商業」

高校教員事件 ）S49.9.28

任用は、辞令交付で初めて効力が発生する

前述したように公務員には依然として「任用」という考えが踏襲されています。

民間労働者の場合は、対等平等の契約関係ですから、一方が破棄すれば成立します。しかし、任用の

場合は 「対等平等の労働契約でなく当局行為によってなしえる」という考えですから、任命権者の行、

為（退職辞令発令）があって、初めて効力が発生します。したがって、辞令交付までは「撤回」するこ

とができます。

これは、丸森町教育委員会事件最高裁判決 で確定しています。（S34.6.26）

資料⑯ 本人合意抜きの職種の転換はない

Ａ．地方公務員の「転任」とは

地方公務員の「転任」は、地公法第17条第1項で規定されています。

地公法第17条第1項

職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のい

。ずれか一の方法により、職員を任命することができる

「転任」とは、国家公務員では任命権者を異にする他の官職に任命することを言いますが、地方公

務員の場合は、任命権者を同一にするか否かは問わないものとされています。

当局の不当な解釈

当局は、公務員の「任用」は、特別権力関係論にもとずく（民間労働者の

契約関係ではない）ものという解釈にたっていますので、転任は職員の同意

を必要としないとしています。
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Ｂ．一般的な「異動＝配転」と職種の転換

一般的な 配転 は 通常人事異動とされているものです これに対して 職種の異なる異動が 転「 」 、 。 、 「

任」と呼ばれるものです。

「転任」も当局の自由裁量ではない

民法第1条2項、3項違反

職種を指定し採用＝任用した場合に、合理的客観的理由基準がないのに、他の職種に転任を

行うことは民法第1条2項、3項に反

します。

現に、客観的合理性がない場合に

は、次の人事院裁定、判例がありま

す。

したがって、職種間の配転を恣意的に行わせ京都逓信病院事件（人事院H7.9.14)

保健婦から看護婦への配置転換に対して ないために、労働組合と当局との間で、基準を

「専門的な資格、知識、経験を必要とす つくることが必要です。

る保健婦の職務に従事してきた職員を別 例えば

①配置転化する場合の要件の整理の分野の看護婦の職務に配置転換する場

合については、それ相応の業務上の必要 職場の縮小、廃止など

②配置転換する場合の手続き 順序性 合理性が必要とされる 「業務上の必・ 」 ・

要性を裏付ける事業は認められない「よ 希望の徴集、

って取り消す」 順序など

資料⑱ 女性の昇任などの差別はない

、 、男女雇用機会均等法は 第 章の総則やセクシァルハラスメント等以外は1

公務員は適用除外となっています。これは、地公法そのものが性別による差

別を禁止しているからとの理由です。

、 、 。しかし 自治体での女性の不平等取り扱いは いたるところで見られます

例えば、チエックリストの「昇任昇格」差別は、自治体での女性職制の比

率を見れば歴然としています。また、もっと甚だしい例としては、子供の扶

養認定にあたって、妻の扶養とする場合に限って、配偶者の所得証明を出さ

せるなどが端的な例です。

地公法第13条（平等取扱の原則）

すべての国民は、この法律の適用について、平等に取り扱わなければならず、人種、信条、性別

社会的身分若しくは門地によって、又は第16条第5項に規定する場合を除く外、政治的意見若しく

は政治的所属関係によって差別されてはならない。

この規定は、憲法第14条第1項の規定をうけたもの

民法第1条2項、3項

②権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之

ヲ為スオヲ要ス

③権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
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資料⑮ 職場で仕事のすすめ方、体制などについて自由に発言できる

これは、法律等の問題というより、職場での組合活動の強弱、職場の民主主義の問題ですが、職場交

渉権の問題、交渉課題の問題とも関係します。

Ａ．職場の人員体制や仕事のすすめ方も交渉事項

地公法第55条第1項は、交渉事項について記述しています。

地方公共団体の当局は、登録をうけた職員団体から、職員の給与、勤務時間その法第55条

他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係

る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応ずべき

地位に立つものとする。

したがって、賃金 権利 労働条件、福利厚生等は当然交渉事項となります。・ ・

同時に、法55条第3項は、管理運営事項については交渉対象としないと記述しています。

法第55条第3項

地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることはできない。

しかし、この管理運営事項はすべて 「交渉事項でない」のではありません。、

例えば、昨年度まで10人の職場であったのが、事務量の減少無しに8人に減らされた場合、10人の仕

事を8人でするわけですから 「結果として」労働時間、労働密度に影響を与えます。、

これは、当然労働条件事項ですから、交渉事項となります。

Ｂ．支部、分会にも交渉権はある

全体に係わる賃金権利についての交渉はともかく、その職場に係わる労働

条件等については、当該する職場労働者が当事者であり、団体交渉の主体と

なることができます。ただし、厳密に言えば支部や分会、評議会の独立性も

要求されますから、独自の規約等が必要と、判例などでは解されています。

しかし、その職場のことは、例えば三六協定は、事業所単位で締結しなけ

ればならないことなどをみても、交渉権があることは明らかです。

地公法逐条解説（要旨）

本条で規定されている団体交渉事項は、地

方公営企業労働関係法第7条各号に掲げられ

ている事項が勤務条件に相当するといえよ

う。

管理運営事項が勤務条件と密接に関連す

る場合は、～要するに、管理運営事項の処

理の結果、影響を受けることのある勤務条

、 、件については それが勤務条件である以上

交渉の対象となりうるものであり、また、

勤務条件に関する交渉の結果、管理運営事

項にいついて措置する場合もありうるので

ある。

地方公営企業労働関係法第７条

第13条第3項に規定するもののほか、職員に関す

る次に掲げる事項は団体交渉の対象とし、これに関

し労働協約を締結することができる。ただし、～管

理及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とする

ことができない。

一．賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び

休暇に関する事項

二．昇職、降職、免職、休職、先任権及び懲戒の基

準に関する事項

三．労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する

事項

四．前三号に掲げるほか、労働条件に関する事項
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資料⑱ 管理職が自分の用事に、職員を使うことはない

これは、解説するまでもありません。

資料⑲ 管理職が、組合活動に介入するような言動はしない

Ａ．不当労働行為、支配介入の禁止

民間労働組合は労働組合法第7条第1項によって、また、現業 公営企業の場合は、地公労法第4条、同・

附則5）によって、使用者が組合活動や組合員への支配介入を、不当労働行為として禁止しています。

この権利は、憲法第28条で保障されたものであり、労組法や地公労法には、不当労働行為があった

場合、地方労働委員会への提訴、さらには命令に従わな地公法第56条

い場合の制裁（罰金）を規定しています。職員は、職員団体の構成員であるこ

しかし、同趣旨の規定は地公法にはありません。と、職員団体を結成しようとしたこと、

それは、憲法の基本原則であり、まして、地方公共団若しくはこれに加入しようとしたこと又

体は、公益を代表する立場から、あってはならないものは職員団体のために正当な行為をしたこ

であり、地方公共団体は悪を為さずという（地方公共団との故をもって不利益な取り扱いを受け

体性善説）という前提があるからです （逐条解説）ることはない。 。

具体的には、不当労働行為は3つ（1号 不利益取扱、2号 団交拒否 3号 支配介入）から成り立

ちますが、地公法56条の規定は、1号の不利益取扱だけを規定しています。

しかし、法56条の規定は、労組法7条の規定と趣旨は 労組法第 条のに定める不当労働行為の7

同じであることを、右の通知で明らかにしています。 禁止とその趣旨を同じくするもので、職員団

しかし、地方自治体性善説など誰も信じない実態は、 体の結成権を保護しようとするものである。

（自乙第3号 S26.1.10）あちこちに見られます。

Ｂ．どのような言動が不当労働行為、支配介入にあたるのか

、 、 、 、これは 逐一例示をあげればきりがありませんが 総じて労働組合を嫌う発言 要求に介入する発言

正当な活動にたいする介入発言、組合役員の一方的な管理職化、団結権のない職場（消防など）への配

転、団交拒否、交渉事項に係る資料提供の拒否などなどです。

資料⑳ 業務とは直接関係のない研修や、人格にかかわる研修出席を強要されること

はない。

職員の研修に関しては、地公法第39条で規定されており、職員には研修を受ける権利と当局が行う義

務を定めています。

その目的は、地方公共団体の能率の維持増進とされています。

したがって、研修の内容は広義 狭義問わず公務と関係するものですが、なかには、なんら職務と関・

係のない「根性」研修や、人権問題での特定団体の「思想」の押しつけの研修もあります。

「 」 、 、自衛隊への体験入隊などの業務とは一切関係ない 根性 研修は 労働者の人格に係わるものであり

また、特定団体の「考え」を強要する研修は、思想信条の自由に反するものであり、職場でのたたかい

が必要です （判例等は ［増補改訂版］自治体労働者の権利 ＆Aを参照してください。。 、 Q
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