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加入・カンパにご協力を！

「府職の友」
は組合費で作成しています。
組合未加入のみなさんにはカンパにご協
力お願いします。
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過労死促進
﹁働き方改革推進﹂という名の働かせ放題︑

不払い・サービス残業根絶 長時間労働規制 誰もが ８時間働けば普通に生活できる社会を

今の日本の働く現場では︑多くの仲間が長時間残
業と過密労働︑健康への配慮に欠けた夜勤交替制労
働︑不安定な雇用や差別的な処遇のもとで働いてい

推進法案﹂の内容は︑①労

会が答申した﹁働き方改革

今年９月に労働政策審議

に長い年月をかけてつくら

題です︒労働者を守るため

正﹂しようという点でも問

律をいっきに審議して﹁改

﹁労働契約法﹂の８つの法

安倍政権は︑戦争する国づく

会を大きく成功させましょう︒

議員・傍聴者の参加で︑定期大

ざします︒職場からの多くの代

高度プロフェッショナル制ってなに？

⁝つまり

給料定額で無制限で働けってこと

秋年闘争か

ら︑たたかい

が 春闘へと

シフトされて

いく︒今回残

年ぶ

される課題は

多いが

年と

業では︑ 年度の純利益

る▼民間のいわゆる大企

めて怒りがこみ上げてく

とが思い出され︑あらた

ナス改定などがあったこ

トや２年昇給延伸︑マイ

なるがこれまで賃金カッ

結果だ︒僕も入庁

たかってきたからこその

の声を背景に粘り強くた

れたのは︑これまで職場

りの人勧完全実施が行わ
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ます︒心身の健康を損なう人も後を絶たない状況で
あり︑対策はまさに急務の課題です︒大阪府や府立

働基準法の見直し︱︱残業

れてきた法律を﹁働き方改

りをはじめ︑社会保障の全面改

憲法と地方自治にもとづき︑平

榊原定征会長（当時）

経団連

病院の職場も例外ではありません︒

代ゼロで働かせ放題の事態

革﹂といって︑まとめて審

ｆｅ ﹂をスローガンに︑職場活

悪 や︑
﹁働き方改革﹂ の名のも

和とくらしを守るため︑すべて

塩崎恭久厚労大臣（当時）

残業代ゼロ

政府も長時間労働の是正︑同一労働同一賃金の実

を招く﹁高度プロフェッシ

議するというのは︑あまり

今 後 も 引 き 続 き︑ 職 場 活 動

年間のたたかいを総括し︑府職

動を大切にした取り組みを重視

とに労働法制の全面改悪を図る

の労働者と府民要求の実現に向

「小さく産んで大きく育て
るので、 ぐっ と我慢して
とりあえず通す。」

いくら働いても

現による非正規雇用労働者の待遇改善を行うと言っ
て﹁働き方改革推進﹂の旗を振ってきました︒しか

ョナル制度創設・裁量労働

して来年にも改憲発議を狙う状

と︑青年や女性の参加を重視し

し︑青年や女性の参加に重点を

など国民いじめの政治を加速さ

けて奮闘しましょう︒

兆円で︑バブル最

年度︵ 兆円︶

預金は︑ 年からの５年

を大きく超えている▼現

盛期の

倍の

は︑５年前に比べ２・６
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し︑この﹁働き方改革推進﹂は今の課題を本当に解

制の対象業務拡大﹂法案︑

にも乱暴です︒

のもと︑健康告知該当の方が共

況のもとで︑憲法９条改悪を許

働きやすい職場の実現をめざす

て︑組合員みんなで﹁みんなが

置いた運動を進めてきました︒

せています︒さらに︑安倍政権

こんな働かせ方も合法になる！
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決してくれるのでしょうか︒

﹁過労死残業容認の時間外

この１年間︑府職労は︑幅広

済加入できた取り組みとなりま

とともに︑戦争法反対や維新政

労運動を一層発展させるため︑

自治労連セット共済拡大の﹁ほ

が憲法９条に﹁自衛隊﹂を明記
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だ︒

年度末からの３年

兆円と２倍

兆円にも

年度は５年前と

︵ひ︶

やす事はもっと大切な事

が︑その過程で仲間を増

たその時の成果も大切だ

求実現に不可欠だし︑ま

たたかい続けることが要

ちりつなぎ︑絶え間なく

係なく労働者は手をがっ

鮮明となった▼官・民関

働き手に回らない構図が

述の企業の空前の利益は

件費はほぼ横ばいで︑前

なる▼一方で労働者の人

比べ７割増の

当も︑

に加速している︒株主配

間は年平均

いた

る円安を受け好業績に沸

円で︑アベノミクスによ

間の増加額は年平均６兆
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「将来的には年収 400 万円
以上にしたい。」

①特定の専門職
②年収1,075万円以上

マイドームおおさか ２階 展示ホールC

この法案の問題点を連載

く住民団体や労働組合との共同

治ノーのたたかいに全力をあげ

笑顔になるために﹂を目標に取

向こう１年間の方針の確立をめ

回定期大会では︑この１

て 奮 闘 し て き ま し た︒ ま た︑

り組みをすすめます︒

んまもんの助けあいプロジェク
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がっています︒

さない国民的な共同が大きく広

した︒

これは、私たちが「残業代ゼロ法」と呼んでいるものです。対象
となる労働者について、労働基準法第４章で定める「労働時間（時
間外規制）
、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」を適用
しない制度です。要するに対象となった労働者には「労働時間」と
いう概念がなくなってしまいます。どれだけ働いても残業となるこ
とはありません。定額の給料で無制限で働けということです（すで
に、裁量労働制ですらそうなっています）
。
「成果型労働制」という
が、成果に応じた報酬を義務付ける規定もありません。
「定額 ・ 働
かせ放題、過労死促進制度」は撤回すべきです。
を広げ︑やりがいのある仕事と

第一の問題
特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）
ト﹂では︑多くの組合員の協力

例２

2017年12月14日
（木）
９時受付開始 ９時30分開会
（17時終了予定）

でも…

この２つの条件を満たす人は

次号につづく

2018年度運動方針は、データで配信すると同時
に、各職場に１冊ずつ送付してい
ます。複数部数必要な場合は、府
職労本部までご連絡ください。な
お、データ版の運動方針は、府職
労ホームページのトップページか
らダウンロードできます。

１日24時間×261日労働＝年6264時間労働
４週４日以上 ・ 年 104 日以上の休日＋有休５日付与、あとは健康診
断をすればＯＫ
16時間×256日労働＝年4096時間労働
年104日休日＋有休５日付与、
インターバル８時間の休息確保でＯＫ
例１

府職労第97回定期大会

上限規制﹂法案︑②有期パ

でお知らせします︒

〜憲法の輝き そのまま未来へつなごう〜
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ート法案創設︑労働者派遣
法見直し︱︱同一労働でも
賃金格差容認の﹁名ばかり
均等待遇﹂
法案︑
③雇用対策
法の見直し︱︱国の労働施
策を
﹁生産性革命﹂
の手段に
する﹁雇用流動化リストラ
推進﹂
法案というものです︒
その内容も問題ですが
﹁働き方改革推進法案﹂は
﹁労働基準法﹂
﹁じん肺
法﹂
﹁雇用対策法﹂
﹁労働安
全衛生法﹂
﹁労働者派遣
法﹂
﹁労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法﹂
﹁短時間労働者の雇用管理

みんなが笑顔になるために
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①対象業務：金融商品開発、ディーリング、市場分析、コンサルタント、研
究開発等
※「等」にいろいろな業務が入ることになる
②対象業務につかせようとする労働者の範囲、
職務の明確化、
対象者の同意
③毎月勤労統計の平均給与の３倍を相当程度上回る額以上の収入がみこまれ
ること
※1075万円と言われているが、今後対象が拡大される可能性大
④
「健康管理時間」
（事業場内にいた時間＋事業場外で労働した時間の合計）
の把握
⑤年104日、４週４日以上の休日付与
⑥イ〜ニの健康確保措置（いずれか１つ選択）
（イ）インターバル規制・深夜業回数規制
（ロ）健康管理時間による１〜３か月単位の上限規制
（月時間外100時間）
（ハ）年１回以上の継続した２週間の休日付与
（ニ）月の時間外労働80時間超え労働者への健康診断
⑦健康管理時間について、 時間外労働 ・ 休日労働が月 100 時間を超えた場
合、医師の面接指導。結果に応じた有休休暇付与、健康診断
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