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賃金・労働条件



労働条件とは
勤務時間は適正ですか？

休憩時間は適正ですか？

ハラスメントはありませんか？

職場の都合で仕事していませんか？

上級の住民サービスが提供できる体制で
すか？



労働条件を改善したい

パワハラを初めとする様々なハラスメント受
けていませんか？

パワハラに関する措置

＝民事＝（損害賠償請求）

◎職場環境配慮義務違反

（債務不履行責任）民法第415条

（使用者責任） 民法第715条



＝刑法＝刑事罰

◎身体的な攻撃があった場合

（傷害）刑法第204条

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

（暴行）刑法第208条

傷害に至らなかったときは2年以下の懲役も
しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料



セクハラ

＝刑法＝

「傷害罪」刑法第204条

15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

「強要罪」刑法第223条

3年以下の懲役

「名誉棄損罪」刑法第230条

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下
の罰金

「侮辱罪」刑法第231条

拘留又は科料



つまり、ハラスメントは
全て法律に違反していると
いう事。



労働条件の確保
労働条件の確保とは、労働者のための労働条
件の確保の事で、理不尽な働き方をさせられ
たり、職場の勝手な都合により条例に基づか
ない勤務や、上意下達の世界による力関係を
利用したハラスメントを防止し、正当な勤務
条件を確保することにある。



ファーストタッチで伝
えたいこと
労働条件は自分で確保しなければならない。

労働条件は職場の使用者と労働者の協議のもとに確
保される。

労働条件は〇〇法違反とならなければ改善されるこ
とは少ないが、〇〇法違反となると改善せざるを得
ない。

労働条件の改善の決め手は違反事項の有無。

労働条件を知り、法律や条例に違反しているかどう
かを知るだけで、改善することができる。



職場改善するには
法律、条例、規定、規則、通達など、様々な
ルールを網羅しないと、労働条件は正当化さ
れないんじゃないですか？難しすぎて覚えら
れませんよね？

職場の間違いを指摘すると不利益を得て、昇
任昇格が遅れますよね？



労働者と使用者
労働基準法の労働者

◎労働基準法第９条

この法律で「労働者｣とは、職業の種類を問わず、
事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用され
る者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法の使用者

◎労働基準法第１０条

この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営
担当者その他その事業の労働者に関する事項につ
いて、事業主のために行為をするすべての者をい
う。



使用者の定義
「使用者とは、労働基準法各条の義務についての履行の責
任者をいい、その認定は、部長、課長等の形式にとらわれ
ることなく各事業において、本法各条の義務について実質
的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる
権限があたえられておらず、単に上司の命令の伝達者にす
ぎぬ場合は使用者とみなされない」とされています。
(昭22.9.13発基１７号)

したがって、労働者(労基法第９条)が同時にある事項につ
いて権限と責任を持っている場合には、第１０条の使用者
となることになります。（消防で言う管理職）



地方公務員の勤務時間制度の法的根拠

憲法では、「労働条件に関する基本は、法律
でこれを定める」（憲法27条２項）としてい
る。これを根拠として個別的労使関係に係る
法律として労働基準法（以下「労基法」とい
う。）、労働安全衛生法があり、集団的労使
関係に関する法律には労働組合法などがある。
これを「法律主義」という。



日本国憲法
労基法

労働安全衛生法

労働組合法

このような法律で労働者を無下に働かせること
を禁じており、労働者あっての日本であるとし
ている。



労働三権
憲法は勤労の義務を定めるとともに、勤労者
が労使対等の立場に立って、雇用・労働条件
の決定に参画できる労働者の基本的権利を保
障している（憲法28条）。労働基本権は、団
結権・団体交渉権・争議権の3つの権利で構成
され、労働三権と言われている。



労働条件の基本
・ 労働三権（団結権・団体交渉権・争議権）

・ 国民は労働三権が認められているが、消防は

労働三権が認められていない。

（地公法52条、55条、37条）

・ 世界の先進国（G7）の中で日本だけ認められ

ていない

・ 近隣韓国や、ブラジルも労働三権が認められ

ていないが、世界で労働三権が認められていな

い国は、自衛隊に消防が属するからであって、

自衛隊に属さない消防組織で労働三権が認めら

れないのは日本だけである。



労働時間とは
一般的に労働時間とは、労働者が使用者の指揮命
令下にある全ての時間を指す。指揮命令から解放
されている休憩時間は、事業所内に止まっていて
も労働時間ではない。

労働時間は、具体的労働がなされていることが普
通であるが、それに限定されるわけではない。使
用者の指揮命令下にあるが、実際に身体を動かし
て労務を提供していない、いわゆる「手待ち時
間」は、労働時間であると解されている。



労働時間規制の意義
・長時間の労働は健康に悪影響を及ぼすとの観点
から、各国においても、労働時間の上限が労働法
の規制の中心的な対象となっていた。
これは、長時間の労働が労働者の健康を破壊し、
命を縮め、労働者が人間らしい生活を送ることを
妨げるからに他ならない。労基法が労働時間を規
制する趣旨は、一つに、長時間労働から生ずる疲
労と、その蓄積から起こる健康破壊から、労働者
を守ることにある。



・二つ目は、余暇の確保である。すなわち、労働者の
生活が睡眠と食事以外は全て労働のための時間とした
ら、それは決して人間らしい生活とは言えない。趣味、
スポーツ、友人との付き合い、地域における様々な活
動に費やす時間が、人間らしい生活にとって不可欠な
のであります。労基法は、このような趣旨で、労働時
間規制を行っているのであります。

 その後、労働時間の長さや休憩時間に加え、休日、
時間外労働に対する割増賃金、有給休暇など、規制の
内容も多様化してきている。現代においては、労働時
間の短縮は、労働者のゆとりの実現や、ワークシェア
リングによる雇用の創出という、新たな役割を果たす
ことも期待されている一方で、労働時間の短縮や経済
サービス化が進むにつれて、労働時間規制の弾力化も
進行している。



よって、日本国憲法は、民間の労働者に対し
て労働三権を与え、労使対等の立場で話し合
いのできる場を設け、絶対的権力のある使用
者側のみが有利とならず、労働者にも同じ目
線で交渉のできる環境を整えることにより、
労働者が不利益を得ながら労働しなければな
らないような労働環境の排除を行っている。

10:30~10:40



地方公務員法
しかし、消防職員は地方公務員法に準ずるた
め、労働三権を認めず、「職員の給与、勤務
時間その他の勤務条件は、条例で定める」
（地公法24条6項）としており、この規定に
基づいて、勤務時間・休暇・給与に係る条例
が、地方自治体ごとに定められており、これ
により運営されている。「条例主義」



つまり、憲法

↓ 国が定める

地方公務員法

市町村条例

市町村が定める

規則→細則→通達（通知）



憲法

地方公務員法

市町村条例

規則

細則

通達（通知）

市長

国会議員



条例
地方公務員には、一部の適用除外（地公法58

条3・4・5項）はあるが、労基法や労働安全
衛生法が基本的に適用される。集団的労使関
係に関する法律は適用されない。（団結権）

条例は「法律の範囲内で効力を有する」もの
であるがゆえに、憲法27条第2項の勤務条件
法定主義は保たれていると捉えられている。



地公法58条は、労働組合法や労働関係調整法
等の集団的労使関係に係る法令を適用除外す
るとともに、一般の地方公務員に対しては労
働基本権を制約し、消防職員には労働基本権
のすべてを否認している。（労働三権）

 消防職員も賃金を得て生活する労働者であ
る。しかし、消防職員が使用者と対等の立場
に立って、勤務・雇用条件について話し合う
ための手段は、何もないという現状にある。



地方公務員
市役所等に努める一般職員は団結権、団体交渉権は与
えられているが、争議権は無い。

市役所の一部局である消防職員には、同じ市役所職員
であっても団結権・団体交渉権・争議権の全てを否認
している。

よって、消防職員の給料は何年も据え置きでも文句が
言えないことになる。（市職員組合）



消防職場の働き方
消防職場の一当直勤務者は24時間労働の特殊
な勤務体系により、一ヵ月変形労働制を採用
することになることと、総務省消防庁からも
消防消206号通知が出ている。



一ヵ月変形労働制
 変形労働時間制は、労使協定または就業規
則等において定めることにより、一定期間を
平均し、一週間当たりの労働時間が法定の労
働時間を超えない範囲内において、特定の日
又は週に法定労働時間を超えて労働させるこ
とができます。



一ヵ月変形労働制とは

労基法32条で定める一週及び一日単位ではな

く、一定の期間における一週当たりの平均労働時
間によって考える制度である。

一定の期間を単位として、一週当たりの平均労
働時間が週法定労働時間（一週40時間の枠内に収
まっていれば、一週又は一日の法定労働時間（一
週40時間・一日8時間）の規制によらないことを認
めている。



法定労働時間と所定労働時間
法定労働時間（労働基準法）

一日8時間、 一週間40時間

所定労働時間（条例）

一日7時間45分 一週間38時間45分

◎所定労働時間による一ヵ月平均

三班制 3週６休（21日）＝116.25時間

二班制 4週８休（28日）＝155.00時間
これ以下であればOK



一昼夜交代制勤務
消防という職務の性質上、消防職員は1年365日、フル

タイムに火災・救急等の災害・事故が発生し、119番通
報を受け、出動命令に従い出場しなければならない。そ
の通報が、休憩時間中や仮眠時間中であってもである。

このため、多くの消防職場で、一昼夜交代勤務制が採
用されている。

一昼夜交代勤務とは、1回の勤務が2暦日にまたがる労
働で、当番（24時間）と非番（24時間）を繰り返す勤務
制である。

消防職員をめぐる労働時間法制について整理すると、
週40時間労働原則は「一ヶ月以内変形労働時間制」を採
用することで守られず、休憩に係る3つの原則（労働の
途中付与、一斉付与、自由利用）も一部しか適用されな
い。このため、24時間職場に拘束されても、自治体の他
の職員との関係で、1勤務の労働時間は15時間30分しか



算定されず、残りの8時間30分は休憩時間として扱わ
れている。

「休憩」とは、賃金の支給対象にならない時間であ
り、「休憩」とさえ称しておけば、消防職員を何時間
でも職場に拘束し続けることが可能な法制度となって
いるのである。 （無賃金拘束時間）

この点に関して、総務省消防庁は、「労働基準法上
の休憩時間の自由利用原則の適用が除外される事、指
定された休憩時間中にあっても業務命令を発して勤務
時間に繰り込むことが認められている。（206号通
知）とする通知文書を発している。



問題
①皆さんの給料が少しずつ上がるのはなぜですか？

②条例上勤務時間は一当直何時間となっていますか？

③国や市町が示すワークライフバランスはどのように取り
扱われていますか？

④休憩時間は正規時間通り取得できていますか？

⑤一ヵ月は3週6休ですか？4週8休ですか？

⑥一ヵ月の勤務は所定労働時間以内となっていますか？
（法定労働時間では無いですよ）

⑦パワハラ問題は発生していませんか？

⑧セクハラ問題は発生していませんか？

⑨各種装備品は充実していますか？

⑩夕食はどのように取られていますか？ ~12：00まで



賃金



賃金が未払になっているよう
なことはありませんか？
時間外勤務手当は正規に支払われていますか？

これくらい付けなくてもいいよなと言われて、
時間外手当を付けないようなことはありません
か？

一ヵ月の勤務時間が所定労働時間を超えている
ようなことはありませんか？



賃金未払は刑事罰
賃金未払

◎賃金・退職金不払（労働基準法23条、24条、最低
賃金法4条等）

◎労働時間・休日（労働基準法32条、35条）

◎割増賃金不払（労働基準法37条）



賃金未払による刑事罰
◎労働基準法第119条（罰則）

6か月以下の懲役又は、30万円以下の罰金

懲役



民事訴訟
＝賃金未払＝

◎労働基準法114条（付加金）

支払金額と同一の付加金の支払いを命ずるこ
とが出来る。

◎遅延金の支払いを命ずることが出来る

（下記の表による）



区分 種別 利息 根拠

営利企業
の場合

賃金 6％ 商法第514条

それ以外
の場合

賃金 5％ 民法第419条、
第404条

労働者が在職しているときの遅延金利率



労働者が退職している場合の遅延金利率

区分 種別 利息 根拠

営利企業の場合
賃金 14.6％

賃確法第6条、同法施
行令第1条、施行規則
第6条

退職金 6％ 商法第514条

それ以外の場合
賃金 14.6％

賃確法第6条、同法施
行令第1条、施行規則
第6条

退職金 5％ 民法第419条、404条



二交代制（例）
法定労働時間（一週間40時間）一ヵ月28日＝160時間

所定労働時間（一週間38時間45分)一ヵ月28日＝155時間

◎ある消防本部の勤務（例示）

法定労働時間（一週間40時間）一ヵ月26日＝148.57時間

所定労働時間（一週間38時間45分)一ヵ月26日＝143.92時間

◎一年は14サイクル

一ヵ月26日で9当直 ＝139.5 時間

一ヵ月26日で9当直＋1日勤＝147.25時間
＋3時間33分

8回

6回 -4時間42分



請求は遡って二年まで
3時間33分が一年間に8回＝28時間24分

100/100の時間外単価が平均2,200円としたら

2,200×28時間＝61,600円（一人の一年間の時間外手当）

61,600×2＝123,200円（二年間）

123,200×200人＝24,640,000円（200人分）

24,640,000×2＝49,280,000（付加金最大を＋）

49,280,000×105％＝51,744,000（遅延金を＋）



賃金＝給料＝生活
①あなたは何のために働くのです
か？
〇生活するため
〇生きるため
〇小遣いが欲しい
〇買いたい物がある
〇おいしいものを食べたい

②消防は住民サービスを低下させてはならない。と職場は言いますが、
住民サービスを理由とし、時間外手当を付けずに奉仕勤務していませ
んか？

}
自分のために賃金
を得て生活するた
めに働いている。

働いたらお金がもらえるんです。
住民サービスとはレベルの高い業務の事を言い、職員の奉仕業
務の事を言うのではない。



賃金の話をしていると職場はこういうこと
を言いませんか？

上司：お前らさー！金、金、金って金ばかり言うけど
さー！
労働者：言うに決まってます！生活のために、賃金をもらうために、働きに

来てるからね！

必要以上の賃金を貰おうとしているので無く、働い
た分はきちんと対価としてもらえるよう、労働条件
を知り、自ら請求できるようにしているだけである。

自分も最近まで
労働者だったの
に。。。↷



消防職員として働く上で
大切なこと

我々消防職員は消防
職員である前に労働者
である。



消防士である前に労働者
労働者 消防士

労働者 → 消防士 → ホース延長（救出）

公務員
公務員



職場との交渉

職場に意見す
ると嫌がらせ
されないか
な？

職場に意見すると
昇任できないん
じゃないかな？

職場に意見す
ると人事異動
で思ってもい
ないところに
配置される

職場に意見す
ると仕事すら
させてもらえ
なくなるん
じゃないかな。

職場に意見すると昇給
できなくなるんじゃな

いかな？



公安職給料表と行政職給料表

公安職給料表は大まかに言うと、役職に応じ
て給料が変わる。（大都市消防の一部に存在
する）

行政職給料表は年齢に応じて、ある程度（係
長級程度）までの給料が約束されており、一
生消防士でも年齢なりの基本給が約束されて
いる。（大部分の消防職場は行政職）



特殊勤務手当
 地方公務員の給与の根本基準は、地方公務員法

24条において、「職員の給与は、生計費並びに国
及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従
事者の給与その他の事情を考慮して定めなければ
ならない（3項）」と規定するとともに、職員の給
与等は条例で定める（6項）とし、同法25条におい
て、給与に関する条例で規定すべき事項等が定め
られている。

 給与は、給料及び諸手当で構成されている。地
方自治法204条2項において、普通地方公共団体で



ある都道府県と市町村が、条例で職員に対して
支給することが出来る手当として次の26種類の
手当てが規定されており、そのうちの一つに特
殊勤務手当がある。

国家公務員に係る特殊勤務手当については、
「一般職の職員の給与に関する法律」13条にお
いて「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤
務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の
考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考
慮することが適当でないと認められるものに従
事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給
される」と規定されている。国家公務員の特殊
勤務手当については、人事院規則9-30で次の27



種類の手当てが定められている。支給単位は、
1時間、1日又は作業1回あたりである。



特殊勤務手当の種類
扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当
通勤手当 単身赴任手当 特殊勤務手当 特地勤務手当

へき地手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員
特別勤務手当

夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 寒冷地手当

期末手当 勤勉手当 産業教育手当 特定任期付職員
業績手当

義務教育等教員特別
手当

定時制通信教育手当 農林業普及指導手当 任期付研究員業績手当

災害派遣手当 （武力攻撃災害等派遣手当・新型インフルエンザ等
緊急事態派遣手当を含む）

退職手当

高所作業手当 航空手当 死体処理手当 道路上作業手当

爆発物取扱い等作業
手当

有害物取り扱い手当
異常圧力内作業手当
（潜水）

災害応急作業等手当

移動通信等作業手当 夜間特殊業務手当 水上等作業手当 防疫等作業手当

鑑識作業手当 坑内作業手当 死刑執行手当 放射線取扱手当
狭隘箇所内等検査作
業手当

山上等作業手当 航空管制手当 用地交渉等手当

夜間看護等手当 護衛等手当 刑務作業監督等手当 国際緊急援助等手当

小笠原業務手当 犯罪取締等手当 極地観測等手当



消防職場の現状
消防職員に支給される特殊勤務手当は、災害現場
における活動環境に注視して、著しく危険、不快、
不健康又は困難な勤務、俸給において考慮するこ
とが適当でない業務に従事する場合に措置される
ものである。ただ、各消防職場において、同じよ
うな取り扱いが行われているわけではなく、同じ
名称を使っている特殊勤務手当でも、支給単位や
支給額にバラつきがあるのが現状である。



地方交付税基準財政需要額の消防費算定基
礎（2000年当時）

火災出場手当 救急出場隊員

・梯子隊員 700円 ・救急救命士700円

・機関員 700円 ・機関員 520円

・救助隊員 700円 ・その他 330円

・その他 520円

地方交付税上、消防費を積算するうえで措
置されているのに、火災・救助・救急等の
出動手当が全く支給されていない消防職場
が存在している。



休日とは
公務職場で「休日」と称される日は、①祝日
法に定める休日、②年末年始の日、③特別の
事情の存する日（市町村長が定める日）の3つ
に区分される。もう一方、労基法では一週一
休日の原則を定める「休日」がある。この労
基法上の「休日」は、公務職場では「週休
日」に含まれる。



休日の原則と例外
使用者は労働者に対して、「毎週少なくとも一回の休
日」を与えなければなりません（労基法35 条1 項）。
これが週休一日制の原則です。休日は休憩と違って一
斉付与の原則はなく、個別的に与えることも可能です。
また、毎週とは本来は七日の期間毎の意味ですが、通
常は日曜から土曜までの暦週と考えられています。1
回の休日とは一日の休日ですが、これは午前0時から
午後 12時までの暦日をいいます。休日には曜日の特定
を求められていませんが、曜日の特定が望まれます。
なお、労基法は週休一日制の例外として、「四週を通
じて四日」の休日を与えることも認めています（労基
法35条2項）。これを変形週休制といいます。これを
運用するには、四週間の起算日を就業規則等に定めて
おくことが必要です（労基則 12条の2）。



最低限度の休日
労基法の定める最低限度の一週一休日を法定
休日と言い、法定休日の労働には3割5分以上
の割増賃金を支払う必要がある。



休日の振替と代休
労働日と休日を事前に振り替えることを、休日の
「振替」といいます。振替制を採ると休日に出勤
しても、その日は労働日に振り替わっているので
休日労働にならず、割増賃金の支払いと36協定の
締結・届出は強制されません。しかし、労働者に
とっては私生活が乱されるおそれがあるため、休
日の振替制を採るには、解釈上、①就業規則等に
休日振替の定めをしたうえ、②実施にあたっては
振り替わる休日と労働日を特定し、③事前に労働
者に通知することが求められています。

（職場の裁量で行われてはならない）



休日の振替と類似のものに「代休」がありま
す。代休とは、休日に休日労働をしたことを
前提に、事後に他の労働日を休日にすること
をいいます。この場合は、休日と労働日が事
前に振り替わっていないので、休日に労働す
れば休日労働になり、割増賃金の支払いと36
協定の締結・届出が必要です。

（消防職場にはそぐわない）



割増賃金
種類 支払う条件 割増率

時間外
（時間外手当）
（残業手当）

法定労働時間（1日8時間・週40時
間）を超えたとき

25％
以上

時間外労働が限度時間（一ヵ月45時
間、1年360時間等）を超えたとき

25％
以上

時間外労働が一ヶ月60時間を超えた
とき

50％
以上

休日
（休日手当）

法定休日（週1日）に勤務させたと
き

35％
以上

深夜
（深夜手当）

22時から5時までの間に勤務させた
とき

25％
以上

割増賃金は3種類



割増賃金の概要
労基法37条は、33条（非常災害時、公務のた

め臨時の必要性がある場合）、36条の規定によっ
て時間外労働、休日労働又は深夜労働（22時から
5時まで）をさせた場合に2割5分以上割増した賃
金の支払いを義務付けている。これは、一定の場
合に時間外労働、休日労働、深夜労働を許してい
るが、割増賃金の支払いを義務付けることによっ
て、使用者に対してその無制限な拡大を抑制し、
労働者に対しては過重な労働に対する補償をする
ものである。



割増賃金を支払うべき労働
労基法37条により割増賃金の支払い義務が生
じるのは、法定労働時間を超えた労働、法定
休日における労働及び深夜労働が現実になさ
れた場合である。したがって、所定の労働時
刻よりも早く就労したものの、終業時刻より
早く帰宅したために実労働時間が8時間を超え
なかったような場合には、労基法に基づく割
増賃金支払い義務は生じないこととされてい
る。



しかし最高裁は、労基法上の労働時間であれ
ば、通常は賃金支払いの対象期間とされてい
ることから、就業規則などにおいて、法内超
勤（所定労働時間を超え法定労働時間以内）
を含む時間外労働についても割増賃金を支払
う旨の一般的規定がある場合には、上記の法
内超勤については、それらを別個に取り扱う
規定がない限り、所定外割増賃金が支払われ
るべきものと解するのが原則としている。

（大星ビル管理事件・最―小判平成14・2・28）



割増賃金の支払い方法

割増賃金は、その対象となる時間外労働、休日労
働、深夜労働が発生した賃金支払い期間ごとに支
払う必要がある。その場合、一ヶ月における時間
外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合
計に一時間未満の端数があるときに、30分未満
の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げ
ることは、賃金全額払いの原則に反しないとされ
ている（昭63・3・14基発150号）。



この1時間単位への切り上げ・切り捨ての措置
は、あくまで一月を単位としてのものであり、
一日の時間外労働ごとに措置するものではな
いことに注意する必要がる。

14：00～14：10



問題
①時間外手当はたとえ15分でも正規に付与されていますか？

②出場手当は付与されていますか？

③一日8時間以内、一週間を平均して40時間以内で勤務されています
か？（法定労働時間）

④一日7時間45分以内、一週間を平均して38時間45分以内で勤務され
ていますか？

⑤休日手当は正規通り支払われていますか？他の日に振り替えた場合
は差額の2割5分は支払われていますか？

⑥一ヶ月変形の指定休を作成した後、現在進行中の勤務サイクル内に
おいて、職場の都合で勤務の振り替えがなされていませんか？

14：10～14:30



参考
昭63.1.1基発1号（労働時間）

三菱重工業長崎造船所事件・最―小判平12.3.9

（労働時間は指揮命令下に置かれている時間）

大星ビル管理事件・最ー小判平成14.2.28

（仮眠時間も労働時間）

昭23.4.7基収1196号

（昼休憩時間に来客当番待機は労働時間）

昭63.3.14基発150号

（割増賃金支払い義務）

消防消206号通知

（消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について）



賃金・労働条件問題の是正方法
①違反の事実を調べる。

労働基準法、条例、労働安全衛生法等に違反して
いるのか？

インターネットで調べるか、全消協に聞けばいい。



②事実を知ったうえで、消防総務課と直談判
を申し入れる。

注意事項：必ず録音を取り、議事録として文
章に起こすこと。

直接の申し入れ、対面による話し合いは、回
数を問わないが、この段階で理解され、問題
改善に向かう事を目的とする。



③公平委員会へ措置要求をする。（市役所総務課）

市役所総務課へ措置要求書を提出する。

公平委員会は市長が任命する委員で結成され、
これについて審議するが、市長が任命するた
め、請求者側の身になって回答が出ることは
難しい事も考えられる。



④検察庁へ告訴・告発

検察庁に違反者を告訴・告発する。

告訴・告発はFAXでも電話で口頭でもよいと
されている。

もし賃金未払で時間外手当が払われていない
ような場合であれば



⑤市長に労働基準監督官の権限行使を求める
労働基準違反申告書を提出する。

違反者を特定し、処分するよう申し入れる。

目的と結果

あくまで、目的は処罰を求める事では無く、
労基法違反を許さない。職場を改善することに
あることを前提とした、改善方法の一例である
ことをご理解の上、それぞれのやり方に合せて
いただければ良いかと思います。

結論



最後に
今ここにいるから、自分の職場がどうあるべき
か考えられるし、こんな縁があるから答えも見
つけやすい。明日問題のない職場となれば住民
サービスは格段に上がるだろう。縁あって交換
した名刺は必ず人生の宝物になりますので、退
職まで頑張って集めてみてください。


