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顧問弁護士 城塚先生の

無料法律相談
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日︑ 厚 生 労 働 省 ︶
﹂ を 遵 守 し︑ そ

を踏まえて適切に対応﹂との回答を得ることができ

ました︒
管理に努めるよう求めてい
ます︒

﹁使用者の講じるべ
き措置﹂を明確に

総務部長通知にもとづき︑
すべての職場でガイドラ

日︑ 総 務 部 長 は

インを周知・徹底しよう
６月

え方﹂については︑使用者
の明示の指示だけでなく︑
黙示の指示によるものも労

ツイッター

の投稿から反

響を呼び︑今

年の４月に単

行本化された

し︑使用者が自己申告でき

かになりました︒また﹁時

申請していない実態が明ら

４割が時間外勤務をすべて

ような違法な事態が生じな

ら︑ガイドラインに反する

り組むのは当然のことなが

え︑時間外勤務の縮減に取

回の総務部長通知を踏ま

い︑過労自殺以外の選択

時間労働から判断力を失

ろうか︒この本では︑長

由〟という本をご存知だ

めれば﹂ ができない理

いなら会社辞

〝
﹁死ぬくら

る時間外労働の時間数に上

間外勤務を申請しても減ら

いように︑６点について総

肢が見えなくなる心理状

日︑府職労は︑今

限を設け︑上限を超える申

される﹂
﹁残業時間が年間

務部長に申し入れを行いま

６月

告を認めない等︑労働者に

３６０時間を超えたら評価

した︒

実態調査﹂では︑職員の約

よる労働時間の適正な申告

を下げると言われた﹂
﹁１

前提として成り立つものと

を阻害する措置を講じては

時間ぐらいで申請するなと

イドラインに反する違法な

言われた﹂
など︑
明らかにガ

する予定です︒

属での申し入れ行動も展開

また︑すべての部局・所

ことの大切さが強調され

など他の選択肢に気付く

に描かれ︑会社を辞める

スの状態の関係は﹁仕事

と働く人のメンタルヘル

ている▼仕事のストレス

実態も報告されています︒

態が︑著者の体験をもと

ならないとしています︒

違 法 な 不 払 い・サ ー
ビス残業をなくそう
府職労が行った﹁働き方

府職労青年部２０１７定期大会

の量や内容そのもの﹂か
が使用者から義務づけら

ますので︑ワイワイ楽しみ

食事をしながら大会を行い

スに影響を与えるという

うが約２倍メンタルヘル

働時間とし︑労働者の行為

れ︑又はこれを余儀なくさ

十分な活動が行えていない

ら受けるストレスよりも

間の考え方﹂
や
﹁自己申告制

ことが少し寂しいです︒も

ガイドラインは﹁労働時

楽しく充実した生活のために！

により始業・終業時刻の確

れていた場合は労働時間で
こ ん に ち は ！ こ の 度︑

るか﹂という捉え方のほ

どのように受け止めてい

﹁仕事についてその人が

４１４号︶を通知し︑これ

強化について﹂
︵人企第１

認及び記録を行う場合の措

あるとしています︒
２年ぶりに青年部の定期大

みなさんの参加をお待ちしています！

までの取り組みとあわせて

置﹂
など︑
いわゆる不払い・

また︑自己申告制︵時間

誠太 ︵保健所支部︶

﹁時間外勤務の適正な管理

サービス残業を防止するた

結果が出ている▼つまり

青年部副部長 加藤

等 ﹂ と し て﹁ ガ イ ド ラ イ

ながら今後の青年部につい

勤務時間外に及ぶ会議の設定や終業時刻間際の業務指
示等を行わず、時間外勤務の縮減、業務量の軽減をはか
ること。

っと多くの青年の方と交流

長時間労働を抜本的に解消するために、業務量に見合
った職員数を関係課に要求すること。また、必要な時間
外勤務手当が支給できる予算を確保すること。

会を行います︒みなさん︑

時間外勤務の時間数を人事評価に結びつけないこと。
また、職員の自己目標の設定にあたって、時間外勤務の
上限時間数を押しつけないこと。

外勤務申請︶については︑

業務量や職場実態を無視した時間外勤務の縮減目標を
設定しないこと。

労働者による適正な申告を

職員の時間外勤務の実態を正しく把握し、申請のあっ
た時間外勤務と合致しているかどうか確認し、必要に応
じて調査・補正すること。

めに使用者が講じるべき措

いわゆる不払い・サービス残業が違法行為であるとの
認識に立ち、このような事態が発生しないよう関係法令
及び
「ガイドライン」
の趣旨を職員に周知・徹底すること。

置を明らかにしています︒

﹁時間外勤務縮減の取組み
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とりわけ﹁労働時間の考

不払い・サービス残業 ををなくそう
府職労は異常な長時間労働の解消︑業務量に見合

︵平成
20

の周知・徹底をはかるよう求め︑
﹁
﹃ガイドライン﹄
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めに使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

夏季要求においても﹁労働時間の適正な把握のた

ンペーン﹂を取り組んでいます︒

った人員配置をめざして﹁府職労版働き方改革キャ

を踏まえ
ン﹂が策定されたことを踏

﹁自己効力感﹂という仕

ウリングやラフティングに

善等について学んだり︑ボ

す！そのた

ると思いま

掛かりとな

活性化の足

けるのではと思う ︵う︶

ていた時より肩の力も抜

だけで︑自分だけで抱え

る︒一人ではないと思う

とで自己効力感は高ま

があることに気が付くこ

の変化を起こせる可能性

以外にも︑職場に何らか

い︒辞めるという選択肢

の存在を思い出してほし

る人がいたら︑労働組合

境で壁や課題を感じてい

のだ▼今︑仕事や職場環

トレスの強弱は変化する

ル感を持っているかでス

人がどれだけコントロー

事や環境に対して︑その

て話し合いましょう！

のにして行

し︑学んで︑府職労活動を

きたいで

ぜひぜひ参加してくださ

私は今︑入庁及び組合歴

より良いも

３年目です︒この３年の間

す！

い！

にさまざまな活動に参加さ

参加し︑さまざまな職場の

めにもみな

今回の大

方々と交流を深めてきまし

さんの参加

せていただきました︒地方

た！その甲斐もあり︑公務

会は青年部

員として視野も広がり︑ま

を楽しみに

行政のあり方や労働条件改

たいろんな職場の仲間も増

していま

オシャレな

え︑とても楽しい公務員生

カフェで︑

す︒当日は
今のままでもとても楽し

活を送っています︒

いのですが︑青年部として

info@fusyokuro.gr.jp

府職労 06-6941-3079

終了予定

20時30分

2062号 2017年７月５日
府職労までお電話ください

まえ︑時間外勤務の適正な

ガイドラインを踏まえて６点を申し入れ

〔京阪本線「天満橋駅」から徒歩３分、大阪市営地下鉄「天満橋駅」から徒歩５分〕

お問い合せは…

発行所／大阪府関係職員労働組合
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-59
電話 06（6941）
0351・内線3740
直通06（6941）
3079 FAX06（6941）4541
Ｅメール info@fusyokuro.gr.jp
URL/http://www.fusyokuro.gr.jp
発行人／有田 洋明 編集人／小松 康則
（一部10円）
組合員の購読料は組合費に含まれています。

組合員だけの特典
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夕食交流
青年部大会 議案 2017年度の活動報告
2018年度 青年部活動方針（案）
2018年度 青年部常任委員・
選挙管理委員選出（案）

容

内

Green Cafe 川の駅 はちけんや

ところ

８月18日
（金）18時45分受付 19時開会

き

と
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「労働時間適正化ガイドライン」

