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第１章 賃金・労働時間編 
 

 

 

 

 

 

 賃金・労働条件の決定は、労使間の団体交渉などによって決めることが近代的労使関係の大原則で

あり、憲法でも「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」が保障されてい

ます（憲法28条）。しかし、公務員は「全体の奉仕者」性・「職務の公共性」を理由に、労働基本権

が否認あるいは制約されています。地方公務員は争議権が否認されていますが（地方公務員法（昭25

法261、以下「地公法」）37条、地方公営企業労働関係法（昭27法289、以下「地公企労法」）11条）、

消防職員・警察職員以外の非現業職員は「職員団体」を結成し（地公法52条）「職員の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関し」「交渉」する（地公法55条）ことは認められています。ただし、団体協

約締結権は含まれていません（地公法55条２項）。 

 公務員の労働基本権の制限に対する「代償措置」を果たす機関といわれるものとして、国には人事

院がありますが、都道府県や政令指定都市には人事委員会、人口15万人以上の市と特別区には人事委

員会または公平委員会、人口15万人未満の自治体には公平委員会が設置されることになっています

（地公法７条）。しかし、人口15万人以上の多くの市においても、その権限（地公法８条）に限界の

ある公平委員会しか設置されていません。 

 消防職員の場合は、団結権すら否認され（地公法52条５項）、自らの労働条件の決定について当局

と交渉することができない状況が続いています。 

 全消協は、団結権と団体交渉権（および団体協約締結権）を求め、自らの意思で労働条件を決定す

ることを求めています。 

 
 

「公平委員会」の権限 

① 労働条件に関する措置の要求を審査・判定・措置 

② 不利益処分不服申し立てに対する裁決・決定 

③ 前２号のほか、職員の苦情を処理すること 

④ 前３号のほか、法律に基づきその権限に属せしめられる事務 
 

 
 

 
団体協約締結権について 

 団体協約とは、労働組合と使用者との間で締結される労働条件などに関するものであり、決定

事項を書面により協定するものですが、地方公務員の勤務条件は条例制定主義がとられており、

非現業地方公務員にあっては協約締結権は認められていません。職員団体と地方公共団体の当局

との間では、法令・条例、規則などにてい触しない範囲で「書面による協定」を結ぶことができ

ます。（地公法24条６項、地公法55条２項、地公法55条９項） 

 なお、地方公務員のうち「企業職員」「現業職員」については、地公企労法の適用・準用によ

り団体協約を結ぶ権利を有しています。 
   

自治体職員の労働基本権はどうなっていますか？ Ｑ１ 
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 地公法においては、平等取り扱いの原則（13条）・情勢適応の原則（14条）・職務給の原則（24条

１項）が規定されています。 

 

地公法24条３項 

① 生計費 

② 国および他の地方公共団体の職員の給与 

③ 民間事業の従業員の給与 

④ その他の事情 

 

 地公法24条３項は「給与」について上記の要素を考慮すべきとしています。また、同法24条５項

「勤務時間」と「給与以外の勤務条件」について国・他の地方公共団体の職員との権衡を求め、同法

24条６項はこれら「給与、勤務時間その他の勤務条件」を条例で定めるとしています。 

 消防職員も地方公務員ですからこれらは同様です。例えば、ほとんどの自治体には、自治省（現総

務省）が1994年に示した条例準則「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（案）」（以下「勤務時間

条例準則」）に準じた「勤務時間、休暇等に関する条例」（以下「勤務時間条例」）があります。し

かし、この勤務時間条例準則は勤務時間の割り振りに関して交替制勤務職場について「任命権者は…

…別に定めることができる」としていますが、「職員団体」による「交渉」さえできない消防職員は

その決定過程への参画ができず、その労働条件は任命権者（消防長）側の一方的な決定に委ねられる

こととなります。しかし、2006年改正の消防組織法（昭22法226、以下「消組法」）17条に基づく

「消防職員委員会」の審議事項には「消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件……に関すること」

が含まれ、職員が自らの労働条件決定に関与できる法制度がつくられました。職員が意思統一（自主

組織を結成）して、改善事項を共同提出し、自主組織会員を委員に推薦、十分な事前検討会を実施し

た後、委員会に臨めば労働条件改善に具体的に関与できるのです。 

 2014年４月に地公法が一部改正され、総務省は2016年４月から人事評価制度の本格実施を行うスケ

ジュールを示しました。また、2014年８月に「人事評価制度の仕組み及び整備・運用、退職管理制度

の運用に係る留意事項」、2015年４月に「地方公務員法及び独立行政法人法の一部を改正する法律の

運用（等級別基準職務表及び等級等ごとの職員の数の公表）について」の運用通知を発出し、人事評

価制度導入や等級別基準職務表の条例化の義務化などにむけ準備を進めています。これらの動きを踏

まえ、人事評価制度に対して、自治労は「人事評価制度等に関わる単組交渉の指針」として対応指針

を示しており、全消協加盟各単協も各単組と連携した活動に取り組む必要があります。 

  

消防職員の賃金・労働条件などの決定方法は 

どうなっていますか？ 
Ｑ２ 
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 消防職員にも労働基準法（昭22法49、以下「労基法」）は適用されますが、地公法58条３項により

労基法の下記の条項などが適用されないことになっています。 

 
 

＜地方公務員への労基法の適用除外＞ 

    労使対等の原則（労基法２条）、賃金の全額払の原則（24条１項）、 

    フレックスタイム制等の変形労働時間制（32条の３～32条の５）、 

    事業場外労働のみなし労働時間に関する労使協定（38条の２、２・３項）、 

裁量労働制（38条の３、38条の４）、年次有給休暇の計画的付与（39条５項）、 

    災害補償に関する規定および就業規則に関する規定（75条～93条）、 

    労働基準監督官の職務（102条） 

 
 
 また、このほか消防職員には、労基法40条を根拠に休憩に関して下記の原則が適用されないことに

なっています。 

 
 

＜消防職員への労基法の適用除外＞ 

・一斉付与の原則（労基法34条２項）←労働基準法施行規則（以下「労基則」）31条 

・自由利用の原則（労基法34条３項）←労基則33条                

 
 
 適用除外条項中、労働基準監督機関の職権の所在が大きな問題です。労基法別表第一の11号（郵

便・電気通信業）職場・12号（教育・研究・調査の業務）職場・その他消防を含む非現業の官公署職

場の場合、人事委員会（人事委員会のない地方公共団体ではその長）が監督機関の職権を行使すると

されています（地公法58条５項）。ほとんどの市と町村や事務組合に人事委員会はなく、この場合の

監督権限は雇用者たる市町村長らが行使することになっているのです。消防職員を含めこれらの自治

体労働者にとって使用者と労働基準監督官が同じという矛盾が生じているのです。 

 労基法は一般的な労働条件の最低基準を定めるものです。この基準を下回ることや基準を盾に労働

条件を切り下げることは許されません。私たちは労基法を有効に活かすことを考えなくてはなりませ

ん。そのためにも、消防職員の自主組織を結成して、仲間同士で調査・研究し、「消防職員委員会」

等も活用しながら問題の解決をはかっていくことが必要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 給料表の区分には行政職給料表や公安職給料表がありますが、現在、全国の消防吏員は約８割の消

消防職員にも労働基準法は適用されるのでしょうか？Ｑ３ 

消防職員の賃金は一般の行政職員と比べて 

どうなっていますか？ 
Ｑ４ 
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防本部で行政職給料表が適用されています。 

 行政職給料表が適用される消防職員の場合、職務の特殊性が考慮され、採用時における初任給が一

般行政職員に比べ１～３号上位に格付けされているところがあります。 

 しかし、実際には勤務年数が経過する途中で一般行政職員の本給が高くなるという逆転現象がしば

しば起こっています。 

 自治労に加入する一般行政職員の場合では、国の行政職俸給表(―)表の概ね６～７級水準までの昇

格運用が確保されています（2014年11月現在。自治労調査）。消防職場には階級制度があるために、

長年勤めても消防士階級のままでは、なかなか昇格できません。消防職場では、昇格基準と階級制度

が結びついていることなどから、一般行政職に比べ、結果的に賃金水準の伸びが抑えられることにな

ります。 

 そして、いったん、一般行政職員と給料が逆転すると、その格差はますます開き、退職金や年金に

も影響することになります。全消協の仲間の中には、こうした問題と各級に在級する職員の構成比の

アンバランスを指摘し、市町村職労組の支援を受けながら、全職員の一丸となった取り組みによって、

ある程度の改善を実現したところもあります。 

 退職時において一般行政職員との格差が生じないような昇任・昇格制度の実現をめざして取り組ん

でいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 給与とは勤務に対する対価として支給される一切の有価物であり、給料のほか各種手当が含まれた

ものをいいます。労基法の「賃金」と同意義です。 

 給料とは、給料表で定められる諸手当を除いた基本的な賃金をいい、基本給を意味します。 

 地方公務員の給与は毎月支給される給与とその他の給与に分かれ、下記のようになっています。 

 
 

＜地方自治法204条２項に基づく消防職員に関する給与＞ 

・毎月きまって支給される給与 

  給料、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（これに準ずる手当を含む。）、へき地手当（これに準ずる手当を含

む。）、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 

・その他の給与 

  寒冷地手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当および新型イン

フルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。）、退職手当 

 
 

  

給与と給料に違いはありますか？ Ｑ５ 
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 各消防本部（局）の条例によって違います。 

 まず、地方公務員の特殊勤務手当については「地公法24条６項」を根拠に、「地公法25条３項」で

特殊勤務手当について条例に定めるよう示されています。 

 特殊勤務手当は、非現業国家公務員の給与について定めた「一般職の職員の給与に関する法律」

（昭25法95、以下「給与法」）で「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は、その勤務の特殊性に応じて」支給されるとなっています。給料の調

整額が諸手当の算定の基礎とされているのに対して、特殊勤務手当はあくまでも手当であるとして区

分されています。 

 消防職場の特殊勤務手当は、自治体ごとの沿革もあって、手当の種類、名称、金額、支給範囲など

さまざまです。中には、本来「給料の調整額」で措置すべき性質の勤務に対し、特殊勤務手当として

月単位の定率または定額で支給しているところもあります。特殊勤務手当の種類としては、出場手当、

機関員手当、救命士手当、潜水業務手当、高所作業手当、立入検査手当、火災原因調査手当などがあ

り、支給単位は時間単位、１日もしくは作業１回あたりとなっています。 

 これまで基準財政需要額の算定基準は、毎年総務省から示され、これに基づき、各市町村で施設や

人員を含む次年度の消防費用の概算を行っていましたが、現在は単位費用の特殊勤務手当と明示され、

詳細は「関係費目で設定」とあり、特殊勤務手当の具体的な単価が分からなくなっています。ただし、

特殊勤務手当分の交付税が削減されているわけではありません。下表は、以前の単価ですが、参考と

して掲載します。 

 

 
1992年 

（平成４年) 

1993年 

（平成５年) 

1998年 

（平成10年) 

2000年以降 

(平成12年以降) 

火災出動手当 

（はしご隊員） 
510円 510円 700円 700円 

火災出動手当 

（機関員） 
510円 510円 700円 700円 

火災出動手当 

（救助隊員） 
510円 510円 700円 700円 

火災出動手当 

（その他） 
380円 380円 520円 520円 

救急出動手当 

（機関員） 
380円 380円 520円 520円 

救急出動手当 

（その他） 
240円 240円 330円 330円 

救急出動手当 

（救急救命士） 
― 510円 700円 700円 

夜間勤務手当 

（１時間あたり） 
時間単価（Ｑ21参照）×0.25以上 

休日勤務手当 

（１時間あたり） 
時間単価×1.35以上 

  

消防職員の特殊勤務手当にはどのようなものが 

ありますか？ 
Ｑ６ 
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 また緊急消防援助隊の出動手当については、総務省消防庁が発出している「緊急消防援助隊活動費

負担金交付要綱の一部改正（改正 平成26年３月26日付け）」に「長官の指示を受けて出動した緊急

消防援助隊の隊員に対して、当該隊員の属する地方公共団体の条例に基づき」と記載され、さらに負

担金交付額は「負担金の額は、交付対象経費の全部に相当する額とする」と記載されていることから、

明確に交付税における根拠が示されています。 

 以上のことから各職場において緊急消防援助隊にすでに登録されている場合、もしくは登録の予定

がある場合には、緊急消防援助隊出動時における特殊勤務手当の条例化がされているかを確認すると

ともに、条例化されていない場合は条例改正が必要です。 

 
 

＜緊急消防援助隊出動時において請求できる手当の一覧＞ 

                ア 特殊勤務手当 

                イ 時間外勤務手当 

ウ 管理職員特別勤務手当 

                エ 夜間勤務手当 

                オ 休日勤務手当 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 「夜間特殊業務手当」は、国家公務員において1969年（昭和44年）６月に設けられたもので、夜間

の特殊な業務に正規の勤務時間帯の勤務として従事する職員に支給される特殊勤務手当の一つです。

職員が、正規の勤務時間として割り振られた勤務の一部または全部が、深夜（午後10時から翌日の午

前５時）において行われる業務に従事したときに支給されるものです。その支給額は、その勤務時間

が深夜の全部を含む勤務である場合は勤務１回につき「1,100円」（深夜の一部を含む勤務である場

合は「730円」、深夜における勤務時間が２時間に満たない場合にあっては「410円」）となっていま

す（人事院規則９－30 23条の２）。深夜勤務が不可欠な消防職場においても、基準財政需要額の算

定基礎に含まれているように、夜間特殊業務手当が支給されるべきです。 

 「夜間勤務手当」は、労基法に直接根拠を置く割増賃金で（労基法37条３項）、正規の勤務時間と

して午後10時から午前５時までの深夜帯に勤務した職員に対して、休憩時間を除いた時間について支

給される手当です。手当額は、最低でも勤務１時間あたり時間単価「25/100以上」でなければなりま

せん。一方、正規の勤務時間以外の深夜時間帯における勤務には、最低でも１時間あたり時間単価の

「25/100以上」が加算された、つまり勤務１時間につき時間単価の「（125＋25）/100以上」の「時

間外勤務手当」が支給されなければなりません。 

 なお、夜間特殊業務手当と夜間勤務手当は併給になります。 

 

 

夜間特殊業務手当と夜間勤務手当の違いは 

どうなっていますか？ 
Ｑ７ 
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 労基法で定める変形労働時間制のうち非現業地方公務員には「１カ月以内単位の変形労働時間制」

（労基法32条の２）のみが適用されます。この労働時間制を採用するには下記の要件を充たしておく

ことが必要です（労基法32条の２、昭63.1.1基発１号、平9.3.25基発195号、平11.3.31基発168号、

昭23.7.15基発1690号）。 

 
 

＜変形労働時間制の前提要件＞ 

① 変形期間の起算日を定めること 

② 始業・終業時刻等について就業規則その他により定めること 

③ １ヵ月以内の一定の期間を平均して週に40時間を超えないこと 

④ ８時間を超えて労働させる特定の日または40時間を超えて労働させる特定の週の定めがある

こと 

 
 

 勤務条件条例制定主義をとる公務員職場では勤務時間条例が「就業規則等」にあたります。多くの

自治体での勤務時間条例では、一般職の勤務時間を「４週間を超えない期間につき１週間当たり38時

間45分」と規定しています。これについて、自治省（当時）は、非現業地方公務員の変形労働時間制

としては、労基法32条の２の規定しか適用にならないことから、１ヵ月以内の期間として「変形期間

につき現実の勤務時間管理の実態等を踏まえ『４週間を超えない』期間とした」と述べています（平

6.8.5.自治能65号）。一方、労働省（当時）は、行政解釈で「１か月単位の変形労働時間制を採用す

る場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具

体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合に

よって、任意に労働時間を変更するような制度は、これに該当しないものであること……法89条１号

は就業規則で始業および終業の時刻を定めることとしているので、就業規則においては、各日の労働

時間の長さだけではなく、始業および終業の時刻も定める必要がある」（昭63.1.1基発１号、平

9.3.25基発195号、平11.3.31基発168号）と、その要件について必要な事項を示しています。 

 条例準則２条は基本的な原則を定めるにとどめているわけですが、いつが８時間を超える労働日な

のか、どの週が40時間を超える週なのか等、具体的な勤務の特定については、勤務ダイヤ（勤務編成

表）等で特定することが必要です。また、非現業公務員には89条をはじめ労基法の「就業規則」条項

は適用されませんが、労働省（当時）の行政解釈の趣旨に鑑みても各日の労働時間の長さだけでなく、

始業・終業時刻も定めておく必要があると考えるべきです。 

  

変形労働時間制を採用する場合の前提要件には 

何がありますか？ 
Ｑ８ 



－ 8 － 
 

 

 

 

 

 

 消防職員の勤務体制は、毎日勤務と交替制勤務とに大別されます。交替制勤務は、その職務の性格

上、一定の人員で昼夜の別なく常時出勤できる体制になければならず、そのため２部制または３部制

の一昼夜交替勤務が採用されています。 

 

平成22年（2010年）版 消防白書 

 

 

 

 

 

 ２部制とは、職員を２部に分け、当務・明番の順で隔日に勤務する体制のことです。当務の職員は

朝出勤して24時間の勤務につき、翌日の朝に交替して明番となります。実際の勤務につく職員は、若

干の休暇要員を置くために各部の職員数より少なくなります。 

 ２部制で週休２日制が実施されている場合の勤務ローテーションは、「３・２」勤務体制が一般的

で、２週間を１サイクルとしています。 

 この場合、職場に拘束される時間は１週平均で60時間になり、１当務の労働時間を16時間とすると

週平均の労働時間は40時間になり、この差の20時間は無賃金で職場に拘束される時間になります。 

 ３部制とは、職員を３部に分け、一昼夜交替勤務を繰り返す勤務体制で３週間を１サイクルなどと

しています。２部制に比べ、年間136時間の無賃金拘束時間が解消されますが、大差ないものとなっ

ています。 

 私たち全消協は、「拘束時間＝労働時間」として取り扱う勤務体制の実現を求めています。当面の

運動方向として、現在実現されている勤務体制が３部制であるか２部制であるかを問わず、無賃金拘

束時間をより短縮させる運動に取り組んできました。その結果、徐々にではありますが、消防職場で

の改善が進んでいます。一方、勤務時間の短縮（週40時間から38時間45分等）によって、隔日勤務者

は無賃金拘束時間が（週１時間15分の分）延長した状態になっているといった実態もあります。 

 

《勤務体制の例》 

２部制（３・２勤務体制）の例 

 

 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

Ａ班 ○ 明 ○ 明 ○ 明 週 週 ○ 明 ○ 明 週 週 ○ 

 
※ ○……勤務日、週……週休日 

 

 

 

消防本部数 
交替制をとっている消防本部数 

２部制 ３部制 併 用 その他 

802 519 230 51 2 

 64.7％ 28.7％ 6.4％ 0.2％ 

２部制・３部制とはどのような勤務体制ですか？ Ｑ９ 
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３部制の例 

 

 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

Ａ班 ○ 明 週 ○ 明 週 ○ 明 週 ○ 明 週 ○ 明 週 

 
※ ○……勤務日、週……週休日 

※ ３週間で１サイクル、１当務15時間30分の場合、３週間に一度日勤日が入る。 

 

４班２シフト制 

 

 月 火 水 木 金 土 日 月        

Ａ班 日 夜 明 週 日 夜 明 週        

Ｂ班 夜 明 週 日 夜 明 週 日        

Ｃ班 明 週 日 夜 明 週 日 夜        

Ｄ班 週 日 夜 明 週 日 夜 明        

 
日勤は８：30～17：00（休憩45分） 

夜勤は16：30～９：00（休憩１時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 常時１人分の職員を確保するために必要な人員数は？ 

 

365日÷（年間当務回数－年休回数等) 

 
 ２部制で３・２体制の場合で年休回数を10回（20日分）とした場合は、365日÷（130.5回－10回）

≒3.03人となり、要員の総数は「3.03」に１当務の必要人員を乗ずれば算出できます。この場合、署

所単位で計算し、小数点以下は切り上げる必要があります。 

 ３部制の場合は、365日÷（121.6回－10回）≒3.27人と乗じる係数が変わります。 

 例えば、１署所において、ポンプ車（４人）・タンク車（５人）・救急車（３人）の各１台を運用

するのに必要な人員は、２部制の場合は37人、３部制の場合は40人が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職員は、１当務24時間継続して拘束を受けているにもかかわらず、所定労働時間として扱われ

交替制勤務要員の数はどのようにすれば 

算出できますか？ 
Ｑ10 

拘束時間と「労働時間」との関係は 

どう取り扱われていますか？ 
Ｑ11 
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ているのは16時間程度にすぎません。 

 拘束時間とは、労働者が事業所内に入ってから休憩時間を含む退出するまでの時間で、使用者の施

設管理権や秩序維持権に基づく拘束を受けている時間をいい、必ずしも使用者の指揮命令下にある労

働時間に限りません。 

 この拘束時間は、①労働時間（作業のために使用者の指揮監督下にある時間）と、②休憩時間（労

働時間の途中に権利として労働から離れることを保障され、賃金の支払い対象にならない時間）に分

けられます。 

 消防職員の１当務あるいは１週間の拘束時間のうち何時間を所定労働時間としてみなすかについて

は、規則や要綱に規定する形で消防当局の裁量に委ねられているところがほとんどです。つまり、職

場に24時間継続拘束しても、休憩時間（仮眠時間を含む）を長く、例えば８時間と定めれば、所定労

働時間は15時間45分というマジックのようなことが可能なのです。 

 長時間職場に拘束されることは、狭義の余暇時間はいうまでもなく、自己啓発活動や地域活動の時

間を短縮させ、消防職員にとって、人間らしい生活の維持を難しくする要因として重大な影響を及ぼ

しています。 

 1990年に開催されたＩＬＯ「消防職員の雇用と労働条件に関する合同会議」では「消防士は非社会

的な時間に勤務することが要求されるが、これに対する然るべき補償を受け取るべきである。消防士

が勤務のために待機する拘束時間についてもすべて賃金が支払われるべきである」と指摘されていま

す。また、2003年開催のＩＬＯ「公共緊急サービスに関する合同会議」で採択された「公共緊急サー

ビスの社会対話に関するガイドライン」でも「当務中、公共緊急サービスに従事する労働者の休憩時

間は、労働時間とみなされるべきである」との結論が、日本の政府代表を含めて全会一致で採択され

ています。 

 全消協は、「拘束時間＝労働時間」を基本的な運動課題に掲げ、ＩＬＯ合同会議での結論の実現に

むけ、運動を続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ３でも説明したように、消防職員の休憩時間には、一斉付与と自由利用の原則が適用除外されて

います。 

 休憩時間は、一般的には労働者が権利として労働から離れる時間をいいますが、消防職員の場合は、

休憩時間といえども定められた施設内にとどまり、火災等の発生に備え待機することが強要されてい

ます。このような性質を持つ時間は、本来的には休憩時間とはいわず、手待時間といいます。 

 手待時間とは、使用者の指揮監督の下にあるが、現実に精神または肉体を活動させていない時間を

いい、この手待時間は、当然に労働時間に含まれるものなのです。 

 また、一昼夜交替勤務には夜間の仮眠時間が配置され、休憩時間として扱われています。 

 しかし、消防職員の場合、この仮眠時間中であっても、出場命令が出れば消防活動に従事しなけれ

ばならず、手待時間（労働時間）としての性質をもっています。 

休憩や仮眠時間の取り扱いはどうなっていますか？ Ｑ12 
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 このことが、消防職場の休憩・仮眠時間の労働時間性を指摘して、全消協が「拘束時間＝労働時間」

を主張している所以であるのです。 

 手待時間を労働時間と扱わない考え方は、消防当局が休憩・仮眠時間を長く設定することにより、

無賃金で職場に拘束し、より少ない人員でより多くの時間をカバーしようとするものといってよいで

しょう。 

 休憩時間について上限規制は設けられていませんが、「休憩時間の位置及び長さについては、労使

の間で決定すべき事項」と解されています。 

 しかし、消防職員は団結権が否認され、職員の労働条件を労使が対等の立場で決定しうる権利を持

ち得ていません。 

 消防職場における休憩・仮眠時間は、使用者の指揮命令下にあり、かつ、出場（労働）を前提とし

たものであり、世間一般にいう休憩時間とは明らかに異質なものとなっています。 

 

《参考》休憩時間の３原則 

 
 

① 途中付与の原則、 ② 一斉付与の原則、 ③ 自由利用の原則 

 
 

 

仮眠時間の労働性に関する判例 

労働時間性を肯定したもの 

 
 

＊ 大星ビル管理事件一審（東京地裁、平5.6.17）、二審（東京高裁、平8.12.5）、三審（最高

裁、平14.2.28） 

《一審》 

 「労基法にいう労働時間とは、労働者が使用者の拘束下にある時間のうち休憩時間を除いた時

間、すなわち実労働時間」であり、「警報や電話等に対し相当の対応をすることを職務として義

務付けられており、本件仮眠時間中、労働からの解放は保障されていない」ので、当該仮眠時間

は労働時間である。 

《二審》 

 「使用者の指揮命令下にあるといえるか否かは、当該時間が実作業から解放されているか否

か、労働からの解放がどの程度保障されているかという観点から検討する必要」があり、「仮眠

時間中も、必要に応じて……作業に従事することが想定され……警報があった時には何らかの対

応をしなければならないものである」から当該仮眠時間は「控訴人会社の指揮命令下にある時間

というべきである」として、仮眠時間の労働時間性を認めている。 

《三審》 

 「仮眠時間中も、必要に応じて、突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、

警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときには何らかの対応をしなければならないも

のであるから、何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても、労働からの解放が保

障された休憩時間であることは到底できず、本件仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体とし

て被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである。」として、仮眠時間の労働時間性を
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認めている。 

＊ 江東運送事件（東京地裁、平8.10.14） 

  午後11時から翌日５時までの睡眠時間とされる時間は、「時間的にも場所的にも拘束され…

…必要に応じて……業務が求められ……労働から解放されているわけではない」ので労働時間

である。 

＊ 日本貨物鉄道事件（東京地裁、平10.6.12） 

  一般に……手待時間においては、「労働者は……場所的に拘束される等使用者の指揮命令下

に置かれて労務の提供を継続している」から「実際に労務を遂行しなくても賃金の支払いを受

けてしかるべき」であり、他方「使用者は、実際には労務を遂行すべき指示を出すに至らな

かったとしても……労働者を待機させ……労働力を確保しているのであるから、労務の対価で

ある賃金を支払ってしかるべき」である。手待時間の労働時間性、有償性を肯定する理由はこ

こにある。 

※ ほかに日本郵政逓送事件（京都地裁、平12.12.22）  

 
 

労働時間性を否定したもの 

 
 

＊ 関西弘済整備事件（神戸地裁、昭51.9.6） 

  「夜間の仮眠時間」に関し、「手待時間というのは、次の仕事に就くまで待機している時間

で、仕事から離脱した状態にないから、労働から離れることが保障されている休憩時間と異な

り、単に外形からでなくその職場の実態から判断」しなければならず、「具体的に特定して疎

明すべきであり……手待時間であると認めるに足りる疎明が十分」でないならば「夜間休憩

（仮眠）時間」は労働時間ではない。 

＊ 清瀬市水道局事件（東京高裁、昭57.11.30） 

  給水場に住込み給水機械の操作・点検・監視等の業務に従事している職員の労働時間は、実

作業を行う頻度から「午後５時から午後11時までと認めるのが相当であり、その余の時間はい

わゆる手待時間ではなく、拘束時間と解すべきものである」として、午後11時から午後５時ま

での時間は労働時間に当らない。 

＊ 交番勤務警察官超過勤務手当請求事件（名古屋地裁、平10.9.30） 

  交番の３交替勤務における当務日の８時間の休憩時間のうち、５時間の仮眠時間を除く３時

間は休憩の実態を有しておらず、実質的には労働時間であり１当務あたり４時間の時間外勤務

手当を請求し、１審で「棄却」が確定した事件である。 

 その判断理由は、……休憩時間につき、○許可を得ずしてみだりに勤務場所を離脱しないこ

と、○拳銃、無線機、制服等について適正に管理すること、○事件等があり、やむを得ずこれら

に勤務として対応する必要が生じた場合は勤務変更することとの制約を課して……警察の責務は

極めて公共性が強く、市民生活の安全と平穏を守るために、昼夜を分かたず職務を遂行しなけれ

ばならないこと、そのため労基法40条１項、労基法33条１項１号も、警察官についての休憩時間

は（多少の制約があっても）実質的な勤務時間又は手待時間とは認められず、労基法所定の休憩

時間としての実態を備えているものということができる……というものであった。 
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 労基法15条は労働条件の明示について規定しており、消防の交替勤務職員についても、休憩時間と

所定労働時間（所定勤務時間）の時間配分が明確にされていなければなりません。 

 総務省消防庁は、「消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について（通知）」で休憩時間の繰

り上げ・繰り下げについて通知を行っていますが、全消協としては休憩時間の繰り上げ・繰り下げは

認められるものではありません。 

 Ｑ８で述べた通り、変形労働時間制を採用する場合は、あらかじめ始業・終業時刻を定めるととも

に、休憩時間の位置等についても明らかにしておく必要があります。 

 多くの消防職場で採用されている一昼夜交替勤務では、24時間勤務中16時間程度しか所定勤務時間

として認められておらず、残りの８時間程度は休憩時間として、賃金の支払い対象とならない時間帯

とされています。その時間帯に労働すれば時間外労働として、その勤務１時間につき、最低でも時間

単価の125/100以上の額（午後10時から午前５時までの時間帯の場合には25/100以上の額を加算した

額）の時間外勤務手当が支給されるべきです。 

 

参   考 

 
 

「消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について（通知)」(消防消第206号 平15.11.11） 

 

 指定された休憩時間中に火災出勤や救急出場が行われた場合、当然、勤務時間として取扱われ

るものであるが、以下に留意する必要がある。 

(１) 時間外勤務手当の支給 

   指定された休憩時間中に生じた勤務時間は、正規の勤務時間として整理されない限り、時

間外勤務（いわゆる超過勤務）として取り扱われるため、割増された時間外勤務手当を支給

する必要があること。 

(２) 休憩時間の繰り上げ、繰り下げ等による対応 

   深夜の火災出勤等により、勤務を余儀なくされ取得できなかった休憩時間の全部あるいは

一部について、その後の正規の勤務時間を調整（勤務再開時間の繰り下げ等）することによ

り、当初の指定時間とは別の時間帯に振り替える運用を行うことがあり得ること。 

   こうした運用を行う場合は……あらかじめ条例、規則等において事前に規定する必要があ

ること。また、一回の勤務における所定の勤務時間数を変動させることはできないため、実

際に休憩時間として取得できなかった時間分は、時間外勤務として整理する必要があり、割

増された時間外勤務手当の支給対象となること。 

   なお、深夜の火災出勤等により取得できなかった休憩時間を、午前５時以降に振り替えた

場合、当該時間分については、時間外勤務とならないが、深夜の勤務による割増賃金率25％

の支給は必要であること（労働基準法第37条第３項）。 

 
   

休憩時間中の出勤についての手当は 

どうなっていますか？ 
Ｑ13 
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 消防職場のような交替制勤務職員の勤務時間の割り振りについては、労基法では「１か月以内の一

定の期間を平均し１週間あたりの労働時間が休憩時間を除き１週間について40時間」と定められ、ま

た、多くの自治体での勤務時間条例では「４週間を超えない期間につき１週間あたり38時間45分」と

されています。 

 また週休日の割り振りについては、「４週間ごとの期間につき８日の週休日を設けなければならな

い。……」としている自治体が多数です。しかし、同条１項では「任命権者は、公務の運営上の事情

により特別の形態によって勤務する必要のある職員については……週休日及び勤務時間の割り振りを

別に定めることができる」という例外的な取り扱いを許容する規定も設けられているケースも少なく

ありません。 

 勤務時間を割り振る場合の「４週間を超えない期間」という表現と、週休日の割り振りの「４週間

ごとの期間につき」という表現に差異が存在しています。これは、変形労働時間制により勤務時間を

割り振る場合の期間は、４週間を超えない期間であればよい（例えば３週間でもよい）とされ、週休

日の設定については、４週間の期間ごとに８日なければならない（例えば「３週間ごとに８日」ある

いは「５週間ごとに８日」の週休日を設けることを許していない）ことを求めているものと考えられ

ます。 

 一定のサイクルで週休日を確保することは、蓄積した疲労の回復をはかる上で大変重要であるため、

まとめてどこかの週でとるといったことでは償いきれないものです。労働時間の長さの問題とともに、

週休日がどのように確保されているかは重要な問題です。 

 多くの消防職場では１ヵ月以内の期間において１週あたり40時間労働となっています。しかし、１

週あたり40時間労働であっても１週あたり２日の週休日が確保されていない消防職場がなおも残って

います。 

 労基法が決める１週につき１日（最低でも４週につき４日、これを「法定休日」という）の「休日」

（注１）数は確保されていても、公務員職場でいう「週休日」の数が一般職に比べて少ない消防職場

があるということです。そうした職場では、週休２日または４週８日の週休日の確保にむけ、取り組

んでいく必要があります。 

 

（注１） この「休日」とは純粋に「休みの日」を意味している。ゆえに、非現業国家公務員の勤務時間等に

ついて定めた「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」（平６法33、以下「勤務時間法」）

や勤務時間条例でいう「休日」の意味するところとは違う。 

 

 

 

 

 

 

 多くの自治体での勤務時間条例で規定している「週休日の振替」は、「週休日」を「勤務日（勤務

週休日はどのように割り振ればよいのですか？ Ｑ14 

週休日の「振替」は可能ですか？ Ｑ15 
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時間が割り振られる日）」とし、他の「勤務日」を「週休日」とする制度です。従前の「『勤務を要

しない日』の振替」と同様のものです。 

 変形労働時間制を採用する場合には、始業・終業時刻等を勤務ダイヤ等で定めておくことが必要で

す。変形労働時間制の各単位期間に入ってから週休日を急に振り替えるということは、「使用者が業

務の都合によって任意に労働時間を変更する」ことになり、許されないものです。したがって、「週

休日の振替」は１ヵ月単位の変形労働時間制を採用する消防職場にはなじまないものといえます。 

 なお、必要な場合には、変形労働時間制の期間に入る前に、週休日を別に指定することは違法とは

いえませんが、職員の健康管理上、一定のサイクルで休みを指定することが必要です。 

 変形労働時間制の期間に入ってから、週休日に勤務することが命ぜられた場合には、労基法37条に

規定する休日労働に該当し、割増賃金の支払い対象となり、この場合の割増賃金率は最低で時間単価

の135/100以上（その勤務が午後10時から午前５時の時間帯にかかる部分については25/100以上を加

算）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 労基法は、４週間に４日以上の休日（いわゆる「法定休日」、労基法35条）があれば、祝日に労働

させてもよいことになっています。しかし、多くの自治体での勤務時間条例では、「国民の祝日に関

する法律」（昭23法178、以下「祝日法」）に規定する「休日」（以下「祝日法による休日」）およ

び12月29日から翌年の１月３日までの日（以下「年末年始の休日」、また、「祝日法による休日」と

「年末年始の休日」をあわせて「休日」と称する）には、「特に勤務することを命ぜられる者を除き、

正規の勤務時間においても勤務することを要しない」とされています。 

 消防職場は、休日に勤務することが常態となっています。休日に勤務すれば、その代償として振替

休日や代休日の指定が事前にない限り、休日勤務手当が支給されます。この場合の割増賃金率は最低

で時間単価の135/100以上（その勤務が午後10時から午後５時の時間帯にかかる部分についてはさら

に25/100以上を加算）となります。 

 また、休日は本来勤務することが免除されている日なのですから、勤務に指定された「休日」に休

んだ場合でも、有給休暇処理ではなく、「休日」として休んだこととして取り扱うのが適当です。有

給休暇処理がなされているような職場では、その是正を求める取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 休日勤務手当は、休日に勤務することが命じられ、その正規の勤務時間数に対して支給される手当

（１時間あたりの手当額は時間単価の135/100以上、午後10時から午前５時の時間帯については

祝日等に勤務が割り振られている場合の取り扱いは 

どうなっていますか？ 
Ｑ16 

休日給（休日勤務手当）の支給方法は 

どうなっていますか？ 
Ｑ17 
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25/100以上増額）です。 

 しかしながら、全国には勤務の実態にそぐわない休日勤務手当の支給を行っているところも見受け

られることから、その是正をしていく取り組みが必要です。 

 交替制勤務者の休日と週休日が重なった場合の休日勤務手当支給対象日については、下表のような

運用が適当との見解が自治省（当時）から示されています（昭和48.4.20自治公二15号、自治給22号、

その他）。 

 

(１) 原則として、その休日の直後の勤務を要する日 

 

区   分 
（休日) 

10月９日(月) 
10日(火) 11日(水) 12日(木) 

勤務の要・不要日 × ○ ○ ○ 

休日勤務手当支給対象日  ☆   

休日勤務手当等の支給  ●   

(注) ×印は週休日、○印は勤務を要する日、☆印は休日勤務手当支給対象日、●印は休日勤務手当（勤務す

れば時間外）をそれぞれ示す。以下各表において同じ。 

 

(２) 休日の直後の勤務を要する日が、次の休日にあたるときは、当該休日の直後の勤務を要する日 

 

区   分 
(祝日法による休日)

５月３日(木) 

(祝日法による休日)

４日(金) 

(祝日法による休日) 

５日(土) 
６日(日)

勤務の要・不要日 × ○ ○ ○ 

休日勤務手当支給 

対象日 
 ☆ ☆ ☆ 

休日勤務手当等の 

支給 
 ● ● ● 

 

区   分 
(祝日法による休日)

１月１日(火) 

(年始の休日) 

２日(水) 

(年始の休日) 

３日(木) 
４日(金)

勤務の要・不要日 × ○ ○ ○ 

休日勤務手当支給 

対象日 
 ☆ ☆ ☆ 

休日勤務手当等の 

支給 
 ● ● ● 

※ 年末年始の休日等の条例で定める休日と週休が重なった日は、週休日の振替は適用されず、直後の勤務を

要する日は支給対象日となりません。 
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 多くの自治体での勤務時間条例では、任命権者は、休日の正規の勤務時間の全部にとくに勤務する

ことを命じた者には、当該休日前に、当該休日に代わる日を「代休日」として当該休日後の勤務日

（休日を除く）を指定することができるとされています。 

 休日代休は、休日に正規の勤務時間が割り振られておりその全部の時間を勤務した場合に、当該休

日から８週間以内に代休日を設けることができるとされている制度です。 

 また、休日代休は、暦日たる休日に割り振られた正規の勤務時間が、その対象になるとされていま

す。 

 ２部制勤務、３部制勤務ともに、１当務が当務日・明番日の２労働日として扱われている現状にお

いて、１暦日を単位として代休を付与することは、現実の運用上問題の生ずる場合が多くなっていま

す。したがって、交替制勤務職場の場合、４週間あるいは１ヵ月を超えない期間で変形労働時間の各

単位期間を遵守した勤務サイクルを運用することが重要で、８週間以内に代休を設定する制度は、

１ヵ月以内の単位の変形労働制のみが適用される交替制勤務者には馴染まない制度です。 

 休日代休制度を運用する場合、自治省（当時）も、その前提として、代休付与か、休日勤務手当の

支給を望むか、職員の意向を尊重して行うこととしており、職場で自らの意思をはっきりと示すこと

が大切です。 

 

（○○市の条例・規則例） 

 
 

＜勤務時間、休暇等に関する条例（例）＞ 

（休 日） 

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「祝

日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間

においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休

日を除く。以下「年末年始の休日」という。）についても、同様とする。 

（休日の代休） 

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項において「休

日」と総称する。）である第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全部（次項に

おいて「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務することを命じた場合には、規則に

定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日（次項において「代休日」とい

う。）として、当該休日後の勤務日等（休日を除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務し

た場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時

間においても勤務することを要しない。 

 

 

休日代休の運用はどうなっていますか？ Ｑ18 
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＜勤務時間、休暇等に関する規則（例）＞ 

（代休日の指定） 

第10条 条例第11条第１項の規定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。以下同じ）の

指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、

当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務時間等（休日

を除く。）について行わなければならない。 

２ 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を

指定しないものとする。 

３ 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。 

 

＜休日の代休（勤務時間、休暇等に関する条例第11条、同規則第10条）＞ 

・ 休日に勤務を命じられた場合は、当該休日の後８週間までの勤務日に休日に代わる日（代休

日）を取得することができる。 

ア 代休を指定できる時間単位は、４時間、８時間、12時間とする。 

イ 休日に勤務し代休を指定した場合、代休日の対象となる勤務時間に対する休日勤務手当の支

給率は100分の35とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合に、その時間外勤務の

時間数に応じて支給される手当のことをいいます。 

 「正規の勤務時間」とは、あらかじめ勤務が割り振られた１日の所定勤務時間のことです。「時間

外」とは、その日の正規の勤務時間が始まる（始業）前・休憩時間中・終業後の非番日や週休日も時

間外勤務として取り扱われます。 

 また2008年に労基法の一部が改正され、月60時間を超える時間外労働については割増率を25/100か

ら50/100に引き上げ、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて本人の意思で有給の休日付与に変える

ことも可能となりました。これは時間外労働を推奨するものではなく、逆に時間外労働をさせた使用

者側に対するペナルティであり、月60時間を超える時間外労働・休日労働をさせた場合は、本人の申

し出により産業医の面談指導を受けさせなければなりません。 

 明番日などに補充勤務が命ぜられた場合、それは時間外勤務として職場に拘束され一定の指揮命令

下にある時間であるにもかかわらず、そのすべての時間に時間外勤務手当が支給されているわけでは

ありません。現実には時間外勤務手当の支給対象時間から除外された長い仮眠・休憩時間帯が設定さ

れ、非番者等を長時間無賃金で拘束している消防職場がほとんどです。労基法は、使用者に対して、

１単位の労働時間の長さに応じて、その途中に一定の時間の休憩を付与する義務を定めています。し

非番等の補充勤務の場合、時間外勤務手当の支払いの

対象となる時間はどうなっていますか？ 
Ｑ19 
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かし一方、労基法は基本的に変形労働時間制でない場合（労基法32条）には１日につき８時間・１週

間につき40時間を超える労働を認めておらず、これらを超えて労働させ得る場合は、労基法33条（災

害時等による臨時の必要性がある場合）と36条（時間外及び休日の労働に関する協定による場合）に

基づく場合に限っています。途中に長い休憩時間を設定する長時間の時間外勤務を許容しているわけ

ではないのですが、やむを得ず明番日に補充勤務を命ぜられた場合は、すべての拘束時間に時間外手

当が支給されなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 公務員職場における休みの変更は「週休日の振替」と「休日代休」しかありません。 

 休日代休（Ｑ18参照）は、祝日法上の休日および年末年始の休日に「正規の勤務時間」を勤務した

場合に、職員の意思を尊重し、事前に代休日を指定する制度ですから、「時間外勤務」の代償となる

余地のまったくない制度です。 

 一方、Ｑ８・Ｑ15で述べたように、交替制勤務を採用する消防職場においては、１ヵ月単位の変形

労働時間制の各単位期間内に入ってから急に「週休日の振替」を行うことはできません。 

 正規の勤務時間以外の時間帯に勤務した場合には、時間外勤務手当が支給されなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 労基法37条は、使用者に次の２つの義務を課しています。 

 ① 労基法33条（災害時等による臨時の必要がある場合の時間外労働・休日労働）、同法36条（時

間外労働・休日労働について労使間で書面協定され行政官庁に届けられたもの）の規定によって、 

  ア 法定労働時間を超える労働 

  イ 法定休日における労働 

  をさせた場合に通常の賃金額の125/100以上150/100未満の範囲内でそれぞれ命令の定める率以上

の率で計算した割増賃金を支払う義務 

 ② 深夜時間帯（原則として午後10時から午前５時の時間帯）に労働させた場合には、通常の賃金

額の125/100以上の率で計算した割増賃金を支払う義務 

 この規定は、割増賃金の支払いを義務付けることによって、使用者に対しては時間外労働等の無制

限な拡大を抑制し、労働者に対しては勤務義務を有しなかった日・時間に勤務することに対する補償

を行おうとするものです。 

 ここで注意すべきことは、この労基法37条の規定と、勤務時間法や勤務時間条例にいう「週休

日」・「休日」における労働との関係です。 

時間外勤務手当支給を事後に決められた「休み」 

の付与で代替することは可能ですか？ 
Ｑ20 

週休日や祝日等の勤務に対する割増率は 

どうなっていますか？ 
Ｑ21 
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 労基法37条は、同法36条に基づく協定による場合以外は、法定休日（原則１週に１日、例外として

４週に４日）を超えて労働させる場合の割増賃金について定めたものです。ゆえに、 

 ① 週休２日制における２日目の週休日（あるいは４週８休制における４日を超える部分の週休日） 

 ② 休日（祝日法上の休日および年末年始の休日） 

の勤務に対する割増賃金支払いの必要性についてはまったく規定していません。 

 労基法は最低基準を定めたものであることを踏まえつつ、公務員に特有の「週休日」の勤務に対す

る「時間外勤務手当」の支給や、「休日」の勤務に対する「休日勤務手当」の支給について、条例・

規則等に定めておくことが必要です。 

 割増賃金の算定の基礎になるのは、「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」で、月によって

定められた賃金を月における所定労働時間数で除した金額です。月によって所定労働時間数が異なり

ますから、その場合１年間における１月平均所定労働時間数ということになります。 

 割増賃金の基礎となる賃金には、家族（扶養）手当や通勤手当、別居（単身赴任）手当など、労働

との関連が薄く、労働者の個人的事由に基づいて支払われるようなものは基礎賃金から除外されます

（労基法37条５項、労基則21条）。 

 したがって、労基法が適用される地方公務員の場合、割増賃金額算定の際の通常の賃金額の１時間

あたりの額の算定式の一例は次の通りです（分母部分は毎年変化するので注意が必要）。 

 
 

Ａ✕12月 

Ｂ－Ｃ 

Ａ＝給料の月額＋調整手当＋初任給調整手当＋住居手当＋毎月定例的に支給される特殊勤務手当

＋特地勤務手当 

Ｂ＝１週間の所定勤務時間（38時間45分等）×52週 

Ｃ＝〔年間の休日（祝日法上の休日＋年末年始の休日）の数－週休日と休日の重複数〕×１日の

勤務時間（７時間45分等） 

 
 
※ 月給者の場合の１年間の労働時間の算出は、週休日以外に国民の祝日、年末年始の休日、市制記念日等に

ついて、条例等において、とくに勤務を命じられた者以外は勤務することを要しないことが定められていれ

ば、それらの日を除いて算出されることになる。 

 

 さて、多くの自治体では、所定時間以外・休日・深夜時間帯の勤務に対する割増賃金率は、国家公

務員のそれらを定める給与法に準じて定められているので、それらを次に記載します。 

 

給与法の時間外勤務手当の割増率 

 

（上記にいう「通常の賃金額の１時間あたりの額」〔算定式は国家公務員と地方公務員とでは違う〕

にこの数字を乗じれば１時間あたりの割増賃金額が算出される） 
 

 通 常 週休日 休 日 

深夜以外の時間帯 125/100 135/100 135/100 

深夜（22：00～５：00）の時間帯 150/100 160/100 160/100 
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※ 「休日」（祝日法上の休日および年末年始の休日）の勤務に対しては、それが「正規の勤務時間」におけ

るものである場合は「休日給（休日勤務手当）」として、上記と同じ割合の額が、「正規の勤務時間」以外

の時間帯における勤務に対しては「時間外勤務手当」として上記の割合の額が支払われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 労基法は、使用者が法定労働時間・法定休日を超えて労働者を労働させ得る場合は、 

 ① 災害その他不可避の事由により臨時の必要ある場合に行政官庁の許可を受けた場合（33条１項） 

 ② 労基法の「別表第一」に掲げる事業以外の事業に従事する公務員（労基法旧８条16号官公署の

事業に従事する公務員。消防職員もこれに含まれる）について、公務のために臨時の必要ある場

合（33条３項） 

 ③ 時間外労働・休日労働について、労使間で締結され行政官庁に届けられた書面協定（36条）に

拠る場合に限っています。（36条を根拠とするため、この協定は「36〔サブロク〕協定」とも呼

ばれる） 

 労基法36条は、過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書

面による協定をし、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、協定で定めるところに

よって法定労働時間を超えて、あるいは、法定休日に労働させることができるとしています。 

 そして、地公法58条はこの規定の地方公務員への適用を除外していないことから、労基法36条は団

結権を否認されている消防職員にも当然に適用されることになります。 

 しかし一方、労基法33条３項では、同法「別表第一」に掲げる15種類の事業以外の事業に従事する

公務員（消防職員もこれに含まれる）については、上記の通り「公務のために臨時の必要がある場合」

には特別な条件なしに法定労働時間を超えて、もしくは法定休日に労働させることができるとされて

いることから、この場合「36協定」は不要であると解され（昭23.7.5基収1685号）、「別表第一」に

掲げられている事務所も含めてなお多くの自治体職場で「36協定」の締結なしに時間外労働が行われ

ているのが実情です。 

 設問に対する答えとしては、「36協定」を締結することは可能ですが、実際に締結している消防職

場は残念ながら現状ではほとんどありません。 

 しかし、労基法33条の規定は、協定がなくても法定時間を超える労働・法定休日における労働をさ

せることができるということを定めているにすぎません。したがって、労基法でいう「事業所」単位

に「労働者の過半数を代表する者」と「使用者」との間で、労基則16条に定める事項について「36協

定」を結ぶことまでも禁止しているものではありません。 

 私たち消防職員が、時間外労働について「36協定」の締結を求めることは、どの法律にも違反する

ものではありません。 

 

※ 労基則16条 

  使用者は、労基法36条１項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、

消防職員は「36（サブロク）協定」を 

締結できますか？ 
Ｑ22 
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業務の種類、労働者の数並びに１日及び１日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は

労働させることができる休日について、協定しなければならない。（２項以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 労基法41条は、下記の３つのいずれかに該当する労働者には、労基法で定める労働時間、休憩、休

日に関する規定の適用が原則として除外されることを規定しています。地方公務員の宿日直勤務は、

このうちの③に該当するものとして取り扱われることとなります。 

 
 

① 労基法「別表第一」６号（林業を除く）又は７号の事業に従事する者 

② 監督・管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 

③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 

 
 
※ 労基法「別表第一」６号の事業は農林業等、７号の事業は畜産業・水産業等である。 

 

 さて、消防職員が通常の勤務に就く際に、上記「③」に該当するものとして宿日直勤務として扱う

ことができるかどうかについてですが、結論から先にいうと、許されていません。 

 この「③」としての一般的許可基準について、労働省（当時）の解釈は、「監視に従事する者」と

しては「原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体又は精神緊張

の少ないものについて許可すること」、また、「断続的労働に従事する者」としては、「休憩時間は

少ないが手待時間が多い者の意」としており（昭22.9.13発基17号、昭23.4.5基発535号、昭63.3.14

基発150号）、さらに、常備消防職員の業務が上記の「断続的労働に従事する」にあたるか否かの疑

義に対して「常備消防職員については、断続的労働として許可する限りでない」（昭23.5.5基収1540

号）と答えており、消防職員の通常の勤務態様がその対象とならないことは明らかです。 

 

 

 

 

 

 

 

 年次有給休暇（年休）とは、労基法39条に基づく有給休暇です。国家公務員の同趣旨の休暇は、勤

務時間法17条に“その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない”有給休暇たる「年

次休暇」として規定されています。しかし、労基法が原則適用となる地方公務員の場合、多くの自治

体での勤務時間条例には、労基法39条５項の規定に準じて、原則として「職員の請求する時季に与え

なければならない」休暇たる「年次有給休暇」としての規定があります。 

 したがって、年休取得に際し所属長等の承認が必要とされている場合は、労基法に抵触することと

年休には所属長等の承認が必要ですか？ Ｑ24 

通常の消防業務を、宿日直勤務として 

勤務させてもよいのですか？ 
Ｑ23 
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なり許されません。 

 労基法39条が定める年次有給休暇という制度は、労働者の心身の休養、健康と文化的で人間らしい

生活を実現するために、休日や週休日とは別に、毎年一定日数の有給休暇を与えようとするものなの

です。そして、年休の利用目的は労働者の自由であり、年休請求（時季指定）の際に、その理由を使

用者に対し明らかにする必要はないのです。年休取得にあたって使用者の承認を義務付けるような制

度は、労基法に定める年休の趣旨に反するものといえます。 

 つまり、年休の取得時季の指定権は労働者に委ねられており、使用者は「事業の正常な運営を妨げ

る場合」を除いて、職員の指定する時季に休暇を与えなければなりません（Ｑ25参照）。 

 また、労基法136条は、（少なくとも労基法で定める範囲内の日数の）年休取得者に対する不利益

取り扱いを禁じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければなりません。（労基法39条５項本文） 

 労働者が請求した時季に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」においては、使用

者は他の時季にこれを与えることができる（労基法39条５項ただし書き）とされています。これを使

用者に与えられた時季変更権といいます。 

 ここで「事業の正常な運営を妨げる場合」の概念が問題となります。 

 労働省（当時）の解釈は、時季変更権について事業の正常な運営を妨げる場合とは、個別的・具体

的・客観的に判断されるべきものであるとともに（時季を変更しなければならない）事由消滅後可能

な限り速やかに（初めに労働者から請求のあった時季に）休暇を与えなければならない（昭23.7.27

基収2622号）としています。また判例でも、以下のような基本的考え方が定着しています。 

 「ここに云う有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合とはその企業の規模有給休暇

請求権者の職場における配置その担当する作業の内容性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、時季

を同じくして有給休暇を請求するものの人数と諸般の事情を考慮して制度の趣旨に反しないよう合理

的に決すべきものであり」「単に繁忙であるとの事由をもって時季変更権があるとすることは正当で

ない」（「東亜紡績事件」判決 昭和33.4.10大阪地裁）。 

 このように「正常な運営を妨げる場合」の安易な適用は認められておらず、単にその日の必要勤務

人数が欠けるといった事由のみでは不十分であり、その事例ごとに個別的・具体的かつ客観的に事業

の正常な運営を妨げるとする事由があることを求めており、使用者の一方的な時季変更権の行使に一

定の歯止めをかけています。 

 

時季変更権に関する判例 

 
 

 使用者による時季変更権とは、あくまで使用者が、労働者によって指定された年次有給休暇の

時季の変更を求めることができる権利にすぎないことに留意する必要がある。つまり、使用者

使用者に認められている時季変更権とは 

どんなものですか？ 
Ｑ25 
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は、適法な時季変更権の行使によって労働者が年次有給休暇として指定された時季を拒否するこ

とができるものであって、その指定された時季に加えて特定の時季・日時を任命権者が決定し得

るものではない（「新潟鉄道郵便局事件」判決 昭52.5.17 新潟地裁）。使用者の適法な時季

変更権が行使された場合でも、別の年次有給休暇時季を指定する権利はあくまでも労働者側にあ

るのである。 

 なお、その他、時季変更権の行使に関して、以下のような判例がある。 

 ① 時季変更権の行使時季について、労働者が年次有給休暇取得の届出をして10日後のしかも

その日が年次有給休暇の始まる日に時季変更権を行使するようなことは、この時季変更権の

行使は無効であるとされた判例（「鈴蘭交通事件」判決 平元.7.24 札幌地裁）。 

 ② 使用者が代替勤務者確保のための措置をとらずに時季変更権を行使したことが適法な時季

変更権にあたらないとされた判例（「横手統制電話中継所事件」判決 昭62.9.22 最高

裁）。 

 ③ 職員からの時季指定が休暇日ぎりぎりに行われ、時季変更権を行使するだけの時間的余裕

がないときに、客観的に時季変更権を行使し得る自由が存し、かつ労働者の指定した休暇期

間開始後遅滞なく行使されたものであれば、適法な時季変更権行使と認められた判例（「此

花電報電話局事件」判決 昭57.3.18 最高裁）。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 緊急消防援助隊は、消防組織法44条５項に根拠があり、大規模災害発生時に総務省消防庁長官から

出動指示を受け、出動することとなっています。消防庁長官指示に基づく緊急消防援助隊の活動に要

する費用負担は、消防組織法49条に規定されており、派遣した市町村の請求に基づいて国が負担する

ことになっています。ここで注意すべきは、国への費用負担請求の主体は派遣した消防機関ではなく、

あくまで市町村という地方公共団体であるということです。 

 

＜出場隊の職員の任務とその時間帯の性格＞ 

 消防職員が消防車両をもって出場隊の一員として参加する場合、その旅程（往路、復路）における

職員の状態は、隊員として隊長の指揮のもと統率のとれた行動が求められています。その状態に職員

の自由裁量の余地はなく、使用者の指揮命令下にあるといえる状態が継続しています。したがって、

用務地（被災地）へ赴く往路・復路に要する時間について、使用者の指揮命令下にある時間であり、

旅程においても車両等の資機材の管理運行等の任務があらかじめなされていることから、労働時間と

みなすべきものであると考えられます。 

 緊急消防援助隊の活動は、当然「出張」の概念で扱われます。出張といえども、緊急消防援助隊に

ついては、出発に際して「隊」を編成した段階から帰署後に「隊」を解散するまでの間、使用者の指

揮命令下にあることは明らかであり、その時間が正規の勤務が割り振られている時間でない時間であ

緊急消防援助隊派遣時の取り扱いは 

どうしたらよいのですか？ 
Ｑ26 
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れば、所属長は当然に時間外勤務の命令が必要となり、職員には時間外勤務手当の支給がなされます。 

 出張中における野営宿泊中の休憩、仮眠等の時間帯については、場所的に拘束されるなど、一定の

制約を受けている状態が継続するものの、そこには職員にある程度の裁量の自由があり、現に労働し

ているとみなせないことから、時間外勤務命令の対象とはならないものであると解されます。 

 緊急消防援助隊の派遣については、あらかじめその活動の状況が予測されることが多く、出張命令

にあたっては、週休日の位置等、勤務割編成において十分考慮されることが望まれます。 

 また、費用負担の内容は、職員に支払われるものとしては、時間外勤務手当、休日勤務手当、特殊

勤務手当、夜間勤務手当等があり、旅費、宿泊費、その他派遣にあたって要した費用（燃料、消耗品、

修繕費、宿泊費、食卓費等）があります。ただ、国に費用負担を求める際には、各市町村の条例規則

等を根拠としている必要があります。したがって、同一の災害現場で活動する緊急消防援助隊であっ

ても、それぞれの属する市町村によって条例等の規定の内容に大きなバラツキがあることから、現地

での活動の評価、とくに特殊勤務手当等の額にバラツキが見られます。 

 この労働の評価については、国の責任として、現地における活動をどう評価するのか明らかにし、

市町村に対して統一的な内容を提示すべきであると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 「使用者は、六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）以内に出産する予定の女性が休業を

請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」と、労基法65条１項は規定しています。

産前休業は労働者本人からの請求により与えられます。そのため、本人が請求しなければ出産前日ま

で就業することは可能です。また、六週間は出産予定日より計算され、予定日から遅れても産前とし

て取り扱います。（産前休業） 

 これに対し、労基法65条２項は、「使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならな

い。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がない

と認めた業務に就かせることは、差し支えない」と、「産後休業」を規定しています。産前産後休暇

の規定に使用者が違反した場合、罰則規定が存在します。（６箇月以下の懲役または30万円以下の罰

金（労基法119条）） 

 なお、出産とは「妊娠４か月以上経過した場合の分娩」をいい、４ヵ月経過後の死産、人工流産も

含み、出産当日までを産前、出産翌日から産後として計算されます。 

 労働者として気になるのは、この休業の間の賃金の取り扱いですが、労基法は産前産後休業中の賃

金の支払いは使用者に義務付けられていません。そのため、就業規則等による個々の定めとなります。

ただし、健康保険法によって、休業の間、１日につき標準報酬日額の３分の２に相当する金額が出産

手当金として支給される（健康保険法102条）ことになっています。 

 地方公務員の場合は、各地方公共団体における勤務時間条例・規則等において、産前・産後の休業

について有給の特別休暇として付与されることが規定されていることが一般的です。 

 

産前産後休暇について Ｑ27 
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 労基法68条では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者

を生理日に就業させてはならない」と規定されています。また、原則として特別の証明がなくても女

子労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、医師の診断書のような厳格な証明を求め

ることなく、例えば「同僚の証言程度の簡単な証明でも十分である」（昭和23.5.5 基発682号、昭

和63.3.14婦発47号 要約）となっています。 

 ただし、生理休暇中の賃金は、労使間で決めること（昭和23.6.11 基収1898号、昭和63.3.14基発

150号・婦発47号）となっており、地方公務員の場合は、条例に２日以内を限度として、有給の特別

休暇として付与することが規定されていることが一般的です。しかし、生理期間、その苦痛期間は各

人によって違うものであることから、付与日数を事前に就業規則等で決めることは違法となっていま

すが、有給の日数を決めておくことは合法とされているため、３日目以降の取得は可能となるものの、

無給扱いとなり、注意が必要です。 

 また、就業が困難であることが休暇の条件であるため、事前に休暇の予定を入れておくなどの運用

はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、育児についてですが、地方公務員には「地方公務員の育児休業等に関する法律」において

「育児休業」「育児短時間勤務」「部分休業」が、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律」（以下「育児介護休業法」）において「子の看護休暇」が、「労基法」

において「育児時間」の適用が定められています。 

 ① 「育児休業」は、職員が任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が３

歳に達する日までの期間を限度として、休業することを可能とするものです。育児休業の期間は、

子１人につき原則１回認められるとされています。この間の給与は無給となります。 

 ② 「子の看護休暇」は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子のケガ、病気、

予防接種・健康診断の受診のために、休暇を取得できる有給の特別休暇の一つです。日数は年間

５日で、子が２人以上の場合は10日となります。 

 ③ 「育児時間」については、生後満１年に達しない子を育てる女性が、１日２回、少なくとも30

分の休暇を請求できるとする有給の特別休暇です。男性についても女性が取得しない範囲内で取

得できるような運用を定めることも可能です。 

 ④ 「部分休業」は、小学校就学前の子を養育するため、１日の勤務時間を２時間以内について勤

務しないことを認める制度です。勤務しない時間については、給与額が減額されます。 

 ⑤ 「育児短時間勤務」は、小学校就学前の子を養育するため、通常の週の勤務時間より短い勤務

生理休暇とは Ｑ28 

育児や介護に関する休暇や休業等の制度は 

どうなっていますか？ 
Ｑ29 
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時間で勤務することを認める制度です。勤務しない時間については、給与額が減額されます。 

 ⑥ また、国家公務員では、「男性職員の育児参加のための休暇」として、職員の妻が出産する場

合で、その出産予定日の６週間前の日から、出産後８週間の期間中で、当該子もしくは小学校就

学前の子の養育のため、５日間の休暇取得が可能となっています。自治体でも条例で定めること

により特別休暇として制度化することができます。 

 

 一方、介護についてですが、地方公務員には「育児介護休業法」において「介護休業」と「（要介

護家族の）介護休暇」の適用が定められています。 

 「介護休業」については、少し複雑なのですが、地方公務員への制度導入の過程で、多くの自治体

の条例の中では「介護休暇」とされています。「介護休暇（介護休業）」は、親族が２週間以上にわ

たって、ケガ、病気、高齢によって日常生活に支障がある場合に、連続する６ヵ月以内の必要と認め

られる期間について取得できます。また、被介護者の疾病等が一度治癒された後、また別の疾病等が

発症したときは、改めて取得することもできます。また、１日や１時間を単位としても取得可能です。

休暇取得中は無給です。親族の範囲は、一般的には、父母、子および配偶者の父母ならびに同居して

いる祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者および配偶者の子と

されています。 

 「（要介護家族の）介護休暇」は「短期介護休暇」とも呼ばれ、要介護状態にある家族１人の場合

に、年５日（２人以上の場合は年10日）使用することができる、有給の特別休暇の一つです。  

 

 

 

 

 

 

 

 2014年に地公法が改正され、自治体において人事評価制度の導入などが定められました。実施のス

ケジュールは2016年度から試行、2017年度から本格実施と規定されています。 

 人事評価制度について、総務省は「職員を能力・業績の両面から評価し、任用・給与（昇給や勤勉

手当）・分限その他の人事管理の基礎とする」と定義しています。 

 総務省から今後のスケジュールなどが示されていますが、具体的な人事評価の内容などはまだ不明

確で、偏った評価にならないかなど、明らかにすべき課題があります。また消防職場の場合は、昇任

試験制度を導入している職場が多く、人事評価制度との整合性をどうするのか示されていないなど不

明瞭な点が多々あります。一方で、同法では評価や面談結果の開示、人事評価の根本基準や方法を定

めるなど、これまでの勤務評定より透明性の高いものとなっている部分もあります。 

 制度の導入にあたって自治労は、４原則（①公平・公正の確立、②透明性の確保、③客観性の確保、

④納得性の確保）と２要件（労働組合の関与、苦情処理システムの構築）を具体的指針として対応す

る必要があることを方針化しています。消防職場でも、自治労関係単組と連携して公平かつ適正な人

事評価制度の導入および運用が実施されているかチェックする必要があります。 

人事評価制度とは？ Ｑ30 
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第２章 労働安全衛生編 
 

 

 

 

 

 

 労働安全衛生法（以下「安衛法」）は、基本的には消防職員にも適用されます。ただし、地

方公務員法（以下「地公法」）58条によって一部適用にならない（注１）ものもあります。 

 

＜解説＞ 消防職員一人ひとりが健康で快適な日常生活を過ごしていくためには、災害時活動の危険

性を予測し安全を確保することが必要です。しかし、私たち自らが積極的な活動を起こさない限り、

安全の確保をはかることは難しいでしょう。 

  安衛法は、安全衛生管理体制、労働者の危害防止措置、就業時の措置ならびに健康管理などの基

準を定めています。しかしながら、消防職場には、健康診断の未実施など、安衛法の定める最低の

基準すら守られていない現状が数多くあります。公務災害多発職場で働く私たち消防職員の安全を

確保していくためには、安衛法をその活用手段の一つとして運動を進めていく必要があります。 

  単に、安衛法違反の是正を求めるだけであれば、人事委員会（人事委員会を置かない場合は市町

村長）に対して、安衛法97条１項の規定に基づいた「申告」を行うだけでよいのですが、処罰を求

める場合の「告訴」や「告発」は、警察官または検察官に対して行うことになります。 

  私たちの運動は、安全または衛生の確保に対する消防当局のサボタージュを黙って見過ごすので

はなく、安衛法を活用してその是正を求めながら職場の安全衛生対策の強化をはかることであり、

告訴や告発をすることが目的ではありません。告訴や告発はたった一人でも取り組むことはできま

すが、同じ消防職場で働く消防職員の共通の問題なのですから、仲間として一つになって運動して

いけるような進め方をしなければ、職場の安全衛生の確立は難しいでしょう。 

 

（注１）：地公法58条の規定による適用除外 

     安衛法第２章（６条～９条）「労働災害防止計画」＝厚生労働大臣の労働災害防止計画の策定義務 

     安衛法92条「労働基準監督官の権限」＝人事委員会またはその委託を受けた人事委員会の委員（人

事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長）が行う。（地公法58条５項） 

 

 

 

 

 

 

 

 一般職の職場に該当する消防職場では、50人以上の職場で衛生管理者と産業医の選任・衛生

委員会の設置、1,000人以上になると総括安全衛生管理者の選任が必要となりますが、安全管

理者等、安全に関わる部分についての選任義務はありません。 

労働安全衛生法は消防職員にも適用されますか？ Ｑ１ 

消防職場での安全・衛生管理体制はどのような 

ものですか？ 
Ｑ２ 

Ａ 

Ａ 
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＜解説＞ 安衛法は、第３章において労働災害等を防止するために、総括安全衛生管理者、安全管理

者、衛生管理者、安全衛生推進者・衛生推進者および産業医等を選任して（10条～13条）、その職

場における一般的な安全衛生管理体制の確立を求めています。また、安全衛生に関する調査審議機

関として、安全委員会ならびに衛生委員会（労使の代表委員で構成）の設置を求めています（17・

18条）。これらの規定は、その業態や労働者数によってその選任または設置義務が課せられていま

す。 

  安衛法には、上記のほかにも、危険または健康障害の防止措置（第４章）、就業にあたっての措

置（第６章）、健康の保持増進措置（第７章）、快適な職場環境の形成措置（第７章の２）等につ

いての規定があります。しかし、同法は一般の人達が避難を開始する、危険な現場での活動を余儀

なくされる消防職員の安全対策を想定して規定されたものではありません。また、消防は危険な職

種であるにもかかわらず、その規制の内容は、消防職員の安全を守る上で不十分なものとなってい

ます。 

  一方、この法律は、事業主に安全衛生に関する維持・管理、あるいは実施責任を課するとともに、

労働者にも参画と遵守の義務を課しています。したがって、私たち消防職員が「黙って何もしない」

「何も求めない」でいることの責任も問われます。すなわち、労働者の積極的な取り組み・行動に

よって、安衛法は活きてくるものといえます。 

  全消協は、消防職員の安全と健康を守るため、消防職場チェックリスト、消防職場環境改善事例

集（ホームページ参照）などを策定し、各職場で運動を進めるとともに、これらの法制度上の問題

解決にも取り組んでいます。 

 

 
 

 

 

 

 

 安衛法は、責任体制の明確化および自主的活動の促進（１条）のため、第３章に「安全衛生

管理体制」という章を設け、事業者に以下のような管理者等の選任を義務付けています。（な

お、消防職場については「その他の業種」（安衛法施行令２条）に含まれます。） 

 

＜解説＞ 

 ① 総括安全衛生管理者（法10条） 

   安全・衛生双方の総括責任者である。 

   清掃事業等では100人以上、水道事業等では300人以上、その他の業種では1,000人以上の規模

の事業場に置かれる。 

 ② 安全管理者（法11条） 

   安全にかかる技術的事項を管理する者であり、常時50人以上の規模の清掃、製造、建設業等の

事業場に置かれる。 

 ③ 衛生管理者（法12条） 

   衛生にかかる技術的事項を管理する者である。 

安全管理体制上どのような責任と義務がありますか？Ｑ３ 

Ａ 
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   業種を問わず、常時50人以上のすべての事業場に置かれる。 

 ④ 安全衛生推進者・衛生推進者（法12条の２） 

   安全管理者、衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模事業場において安全管理者的

事項を担当する者として、安全衛生推進者が、また、衛生管理者的事項を担当する者として衛生

推進者が10人以上50人未満の規模の事業場に置かれる。 

 ⑤ 産業医（法13条、規則13条） 

   常時50人以上の事業場（施行令５条）は選任が必要。有害業務では500人、非有害業務では

1,000人以上の事業場には専属の医師が置かれる。 

 ⑥ 作業主任者（法14条） 

   高圧室内作業その他の労働災害を防止するために、管理を必要とする作業において、当該作業

に従事する労働者を指揮する者。酸欠職場・ボイラー取り扱い職場など一定の危険有害作業のあ

る職場に置かれる。 

 ⑦ 安全委員会（法17条） 

   労働安全についての調査審議機関である。 

   清掃事業等では50人以上、水道事業等では100人以上の規模の事業場に置かれる。 

 ⑧ 衛生委員会（法18条） 

   労働衛生についての調査審議機関である。 

   すべての業種の50人以上の規模の事業場に置かれる。 

 ⑨ 安全衛生委員会（法19条） 

   労働安全・衛生についての調査審議機関である。 

   安全委員会と衛生委員会の両委員会の設置が義務付けられている事業場は、この両委員会に代

えて安全委員会を置くことができる。 

 

 ＊ 50人未満の規模の事業所については、Ｑ６参照 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職場の場合、衛生委員会については、常時50人以上の労働者を使用する事業所であれば

設置義務がありますが、安全委員会を設けるべき事業所には該当せず、法的な設置義務はあり

ません。 

  しかし安衛法は、使用者に労働者の意見を聴取する義務を課しているとともに、使用者が自主的

に安全委員会を設置することを否定していません。消防職場の特殊性を考慮すれば、安全衛生委員

会を設置することが望ましいと考えます。 

 

＜解説＞ 安全・衛生委員会の構成は、①総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者、②安全管理

者・衛生管理者、③産業医、④労働者推薦委員とされています。ここでとくに注目すべきは、①以

安全・衛生委員会の設置と活用は 

どのように進めますか？ 
Ｑ４ 

Ａ 
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外の委員の半数は、過半数組合、過半数組合がない場合は労働者の過半数代表の推薦に基づかなけ

ればならないことです。 

  安全・衛生委員会は、次の事項について調査・審議し、事業者に意見を述べるものとされていま

す。 

■ 安全委員会の調査・審議対象事項（安衛法17条） 

 ① 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策 

 ② 労働災害の原因および再発防止対策で安全に関するもの 

 ③ その他労働者の危険防止に関する重要事項（安衛則21条） 

  ア 安全に関する規程の作成に関すること 

  イ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関す

ること 

  ウ 安全衛生に関する計画（安全に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関するこ

と 

  エ 安全教育の実施計画の作成に関すること 

  オ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官

から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関する

こと 

■ 衛生委員会の調査・審議対象事項（安衛法18条） 

 ① 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 

 ② 労働者の健康の保持の増進をはかるための基本となるべき対策 

 ③ 労働災害の原因および再発防止対策で衛生に関するもの 

 ④ その他労働者の健康障害の防止に関する重要事項（安衛則22条） 

  ア 衛生に関する規程の作成に関すること 

  イ 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関す

ること 

  ウ 安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関するこ

と 

  エ 衛生教育の実施計画の作成に関すること 

  オ 労働安全衛生法第57条の３第１項及び第57条の４第１項の規定により行われる有害性の調査

並びにその結果に対する対策の樹立に関すること 

  カ 労働安全衛生法第65条第１項又は第５項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその

結果の評価に基づく対策の樹立に関すること 

  キ 定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第４項の規定による指示を受けて行われる

臨時の健康診断、労働安全衛生法第66条の２の自ら受けた健康診断及び労働安全衛生法に基づ

く他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対す

る対策の樹立に関すること 

  ク 労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること 

  ケ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること 

  コ 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること 
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  サ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官

から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関

すること 

  また、委員会は毎月１回以上開催することが義務付けられており（安衛則23条１項）、重要な事

項については記録を作成して３年間保管（安衛則23条４項）しなければなりません。以上、述べて

きたことから明らかなように、安全・衛生委員会設置の意義が、職場の労働安全対策を改善・向上

させることにあるのはもちろんですが、月１回以上定期開催することが法的にも義務付けられてい

る労使協議の場であること自体意義があるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 旧労働省（現厚生労働省）は、委員会の進め方について、過半数で強引に進めていくことは

好ましくないとして、「労使の意見の合致を前提とすることが望ましい」（昭47.9.18基発第

602号）といっています。 

 

＜解説＞ 安衛法17条以下の規定によれば、労働者側推薦の委員は半数であり、使用者側は常に議長

一人分だけ人数が多くなるので、過半数で議事を進める限り労働者側は不利になります。したがっ

て、過半数の力で強引に運営する限り、労働者側の推薦する委員を入れた意味はなくなってしまい

ます。 

  そこで同省は、「安全・衛生委員会の設置の趣旨にかんがみ、同委員会において問題のある事項

については、労使が納得の行くまで話し合い、労使の一致した意見に基づいて行動することが望ま

しい」（昭47.9.18基発第91号）と示しており、時間を理由に審議を打ち切ることはなく、多数決

や採決といった方法はとらないこととなっています。 

  協議会として主張する重要な点について意思統一をして委員会に臨み、労使で決めたことを尊重

しあうことで権威づけることが重要です。 

  また、安全衛生活動への男女の参加を推進するためには、当然のことながら安全・衛生委員会へ

の女性委員の参加割合の増加が不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 安衛法では、50人未満の職場では衛生委員会の設置義務はありませんが、以下を参考にして

ください。 

 

Ａ 

Ａ 

安全・衛生委員会の運営と審議は 

どのように進めますか？ 
Ｑ５ 

50人未満の消防職場での安全・衛生活動は 

どのように進めますか？ 
Ｑ６ 
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＜解説＞ 安衛則23条の２には、「委員会を設けている事業所以外の事業者は、安全または衛生に関

する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない」と規

定されています。関係労働者の意見を聴くための機会を設けるとは、「安全・衛生委員会、労働者

の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいう」（昭47.9.18基発第601

号の１）と示され、個々の意見ではなく会議の中で意見を聴かなくてはならないわけですから、50

人未満の職場においても、安衛則23条の２を十分活用し、毎月使用者側に意見聴取の場を求めてい

くことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職員の公務災害による死傷者数は、1970年代後半2,600人を超えていましたが、2012年

は1,393人となり減少しています。しかし、ここ20年の統計を比較すると、死者・負傷者数と

もに横ばいとなっています。 

  全消協は、消防職員の健康と安全を守るため、資機材の充実、人員の確保、メンタルヘルスなど、

快適職場の形成をめざした労働安全衛生活動を推進しています。 

 

  1998 2008 2009 2010 2011 2012 

火 災 
死 者     0     1     2     1     0     3 

負傷者   317   275   248   246   207   257 

訓 練 
死 者     0     2     0     1     0     1 

負傷者   395   426   388   392   345   478 

計 
死 者     3     5     7     8    29     6 

負傷者 1,398 1,453 1,260 1,302 1,282 1,393 

                                       「消防白書」より 

   ※ 2011年は東日本大震災による被災のため、他年に比べ大幅に死傷者が増加した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 勤務時間中に起こった災害がすべて公務災害ではありません。公務災害として補償を受ける

ためには（※地方公務員災害補償基金による公務災害認定）、それが公務上の災害と認められ

なければなりません。そこで、どのような災害が公務上の災害になるかということを判断する認定

基準があります。 

公務災害とは Ｑ８ 

消防職員の公務災害の状況は Ｑ７ 

Ａ 

Ａ 

 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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＜解説＞ この認定基準によって公務災害と認められる要件として「公務遂行性」「公務起因性」の

２つがあります。 

 ・公務遂行性 

  公務に従事し、任命権者の支配管理下にあるときの災害かどうか。 

  ※ 公務遂行中の負傷は、それが故意によるものや本人の素因によるもの等を除き、原則として

公務上の災害と認められます。 

 ・公務起因性 

  公務と災害との間に相当因果関係があるかどうか。 

  ※ 脳出血、心筋梗塞等の疾病については、その発症が明らかに公務に起因する場合（相当因果

関係がある場合）のみ、公務上の災害と認められます。 

 

  災害が単に労働関係（使用者の支配下にある状態）において発生したというだけでは、公務災害

として認定されない場合があるので注意する必要があります。つまり、認定を決定する地方公務員

災害補償基金（以下「基金」）は、公務災害の範囲を、その業務に通常伴う危険性が原因で発生し

たものに限ろうとする考え方が横行しているので、認定請求を起こす段階でそのこともよく考えて

理論づけすることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 「公務上の災害の認定基準について」（平15.9.24地基補第153号）に認定基準が通達されて

います。以下に概略を示します。 

 

1. 公務上の負傷の認定 

 (１) 職務遂行中等 

   ア 通常又は臨時に割り当てられた職務を遂行している場合（地公法の規定による研修、健康

診断を含む） 

   イ 職務遂行に通常伴う合理的行為を行っている場合（生理的必要行為、公務達成のための善

意による行為を含む） 

   ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行って

いる場合 

   エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合 

   オ 非常災害時において勤務場所又はその付属施設（公務運営上入居が義務付けられている宿

舎を含む）を防護する行為を行っている場合 

   カ 出張又は赴任の期間中である場合 

   キ 特別な事情下における出退勤途中（深夜、早朝、休日出勤時など。その他のものは通勤災

害の対象） 

公務災害の認定基準とは Ｑ９ 

Ａ 
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   ク レクリエーション参加中（地公法第42条の規定に基づく任命権者管理の下に行われたレク

リエーションに参加中） 

 (２) 設備の欠陥等（勤務場所又はその付属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部

局の責めに帰すべき事由による場合） 

 (３) 職務の遂行上に伴う怨恨によって発生した負傷 

 
 
※ (１)に該当する場合においても、 

 ・故意又は本人の素因によるもの 

 ・天変地異によるもの（天変地異による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場

合及び天変地異による罹災地への当該罹災地以外の地域から出張した場合におけるものを除

く。） 

 ・偶発的な事故によるもの（私的怨念によるものを含む。） 

と明らかに認められるものについては、この限りではない。 
 

 

2. 公務上の疾病の認定 

 (１) 公務上の負傷に起因する場合 

 (２) 職業病～認定基準に定める職業病は、とくに反証（私的事由によって発病したという証明）

のない限り公務上のものとする。 

 (３) 公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな場合 

 

3. 公務上の障害または死亡の認定 

  公務上の負傷または疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害または死亡は、公務

上のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 認定基準で示す「地公法42条の規定に基づく任命権者管理の下に行われたレクリエーション

に参加中」に発生した災害について公務上と認定しています。 

 

＜解説＞ 地公法42条には「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項につい

て計画を樹立し、これを実施しなければならない」とあります。 

  また、安衛法70条には「事業者は……労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリ

エーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければなら

ない」とあります。こうして実施されるさまざまなレクリエーション活動は、単に職員の保健や元

気回復に役立つだけでなく、その結果、健全な労働力が提供され、職場の人間関係が良くなる等、

地方自治体側にも多くの利点があります。 

レクリエーション参加中の公務災害認定について Ｑ10 

Ａ 
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  しかし、レクリエーション活動のすべてを「公務遂行性」があると判断することにも問題があり

ます。そこで基金は、認定基準（平成15.9.24地基補第153号）の中で、「地方公務員法42条の規定

に基づき、任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法

に基づく共済組合若しくは職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により

設置され、かつ地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参

加している場合、その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合」

という基準を示しています。 

  そして、次のようなレクリエーションで発生した災害を、公務災害と認定しています。 

 ① 県消防長会主催のソフトボール大会（昭和57.1.13地基補第４号） 

 ② 郡町村会主催の野球大会（昭和54.2.28地基補第98号） 

 ③ 職員共済会が市から委託されて実施したソフトボール大会（昭和49.8.8地基補第350号） 

 ④ 市・市職員厚生会および市職員組合の共催による野球大会（昭和48.5.4地基補第204号） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 通勤災害とは、「勤務のため」に合理的な経路と方法により往復する途上に起きた災害です。 

 
 

＜解説＞ 「勤務のため」とは、勤務に就くため、または勤務を終了したことにより行われる移動を

いうものです。すなわち、当該移動が全体としてみて勤務と密接な関連性をもって行われるもので

あることが必要です。 

  したがって、通常の勤務のための移動のほか、公務災害扱いとなるレクリエーションに参加する

ための移動なども該当します。 

  ですから、その移動経路を「逸脱」し、またはその移動を「中断」した場合には原則として通勤

災害とはなりません。 

  ただし、その逸脱・中断が日常生活上必要な行為であり、総務省令に定めるものでやむを得ない

事由により行うための最小限度のものである場合は、経路に復した後の災害は通勤災害として取り

扱われます。（この場合にあっても逸脱・中断の間の災害は通勤災害とはなりません。） 

  なお、経路上の店で、タバコ、雑誌などを購入する場合、駅構内でソバ等を立ち喰いする等のさ

さいな行為や、通勤災害認定基準にある通勤に伴う合理的必要行為は、逸脱または中断にはあたら

ないとされています。 

  また、引き続いて24時間以上（休憩・休息時間、仮眠時間等を含む。）となった勤務が終了した

場合の退勤の途上は、公務災害の認定基準１(１)キ「特別な事情下における出退勤途中」に該当す

るため、消防職員の退勤途上は公務災害となる場合があります。 

 

  通勤災害では、交通事故などのように他人からの不法行為によって生じる第三者加害行為が存在

通勤災害とは Ｑ11 

Ａ 
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します。このような災害の場合、被災職員には加害者に対する損害賠償請求権と、基金に対する補

償請求権が発生します。なお、被災した職員が補償を受けようとするときは、基金支部長に通勤災

害認定請求書を提出し、公務上の認定を受ける必要があります。 

 

通勤災害の範囲 

 
事 項 定   義 解   釈 

勤務のため 

勤務に就くため、または

勤務を終了したことによ

り行われる移動 

勤務終了後、勤務場所で長時間にわたり私用を弁じた後

帰宅する場合などは、勤務との直接的関連性が失われる

ので「勤務のため」とは認められない。 

住   居 

生活の本拠として普段住

んでいる家屋のほか、勤

務の都合その他でとくに

設けられた宿泊場所 

とくに設けられた例外として、交通事情等のために一時

宿泊する旅館・ホテル・避難場所および家族が長期入院

し看病する必要がある場合の病院等は「住居」にあた

る。 

勤 務 場 所 

職務を遂行する場所とし

て明示または黙示の指定

を受けた場所 

通常の勤務提供場所、公務災害扱いとなるレクリエー

ションの場所、外勤職員の外勤先なども「勤務場所」に

あたる。 

合理的な経路 

および方法 

住居と勤務場所との間を

往復する経路および方法

のうち、通常用いられる

経路および方法 

定期券・通勤届による経路のほか、当日の交通事情によ

りやむを得ず迂回する経路、マイカー通勤者がガソリン

補給のためガソリンスタンドに立ち寄る経路は「合理的

な経路」にあたる。 

逸   脱 

通勤とは関係ない目的で

合理的な経路から離れる

こと 

通勤の途中で観劇などをする場合は、逸脱・中断に該当

し、勤務のための通勤とはみなされない。 

経路上の店で、タバコ、雑誌などを購入する場合や通勤

に伴う通勤災害認定基準に定める合理的必要行為は、逸

脱または中断とはしない。 中   断 

合理的な経路上で通勤目

的から離れた行為を行う

こと 

日用品の購入 

その他これに 

準ずる行為 

飲食料品、衣料品、家庭

用燃料品などの日常生活

のため、しばしば購入す

る行為、または家庭生活

上必要な行為であり、か

つ、短時間であるなど、

日用品の購入と同程度に

評価できる行為 

日用品の購入のほか、独身者の通勤途上での食事、ク

リーニング店、理髪店等への立ち寄り、テレビ、冷蔵庫

等の修理依頼、税金、光熱水費等の支払い、市役所等に

住民登録・戸籍謄本等を取りに行くこと、単身赴任者

が、帰省先住所と勤務場所間の移動または帰省先住所と

赴任先住所間の移動に際し、これらの移動に長時間要す

ることにより、食堂で食事をする場合や自家用自動車内

等で仮眠をとる場合等も「日用品の購入その他これに準

ずる行為」に該当する。 
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 公務災害・通勤災害として認定されると、①療養補償、②休業補償、③障害補償、④傷病補

償年金、⑤遺族補償、⑥葬祭補償、⑦介護補償を受けることができます。 

 注：補償の対象は身体的損害に関するものに限られ、物的損害や慰謝料は補償等の対象とはなりま

せん。 

 

＜解説＞ とくに公務災害については、次のような補償があります。 

 (１) 医療費の本人負担がありません。 

 (２) 療養のための休業期間中とその後30日は解雇が制限されます。また、有給休暇についても、

前年度の出勤率計算に際して、療養のための休業期間は出勤したものとみなされます。 

 (３) 昇給その他、賃金に関して不利益な扱いを受けることがありません。 

 
 

 

補 償 の 対 象 

 

① 療養を要する場合、医師の診療等必要な療養によって傷病が治癒するまでの期間受けられま

す。 

② 療養のため勤務できず、給与を受けない期間支給されます。 

③ 傷病が治ったとき、一定の障害が残った場合に、年金または一時金が支給されます。 

④ 療養開始後１年６月を経過しても傷病が治らず、その状態が一定の等級に該当する場合に年

金として支給されます。 

⑤ 死亡した場合には、法で定められた遺族に対し、年金または一時金が支給されます。 

⑥ 死亡した職員の葬祭を行ったものに対し、一時金が支給されます。 

⑦ 傷病補償年金または傷害補償年金の受給者のうち当該年金の支給事由となった一定の障害に

より常時または随時介護を要する状態や、介護を受けている場合に支給されます。 

 
 
 

 

補償等の種類および内容 

 

治 療 → 療養補償   医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他の治療等、

必要な療養に関する費用を支給 

 

給 与 → 休業補償   休業補償（60/100）＋休業援護金（20/100）（福祉事業） 

      傷病補償   （差額の20％は各自治体の条例による付加給付） 

             傷病補償年金（治療が長期化したとき） 

              傷病等級１級（313日分）～３級（245日分） 

災害認定されると、どんな補償が受けられますか？ Ｑ12 

Ａ 
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後遺症 → 障害補償   障害等級により年金と一時金に分かれる。 

             補償年金   １級（313日分）～７級（131日分） 

             補償一時金  ８級（503日分）～14級（56日分） 

             （各自治体の条例による付加給付がある） 

 

要介護 → 介護補償   傷病者補償年金（等級第２級以上）または障害補償年金（等級第２

級以上）の受給権者で、一定の障害により介護を受けている場合

に、当該介護に要した費用を支給します。（一定の限度額あり） 

 

死 亡 → 遺族補償   生計維持関係がある遺族がいれば年金 

             153日分（遺族１人）～245日分（遺族４人以上） 

             その他の遺族は一時金（1,000日分～400日分） 

             （これ以外に、各自治体の条例による付加給付がある） 

 

葬儀代 → 葬祭補償   遺族などが葬祭を行った場合、以下の①②の金額のいずれか多い額

を支給 

             ① 315,000円＋平均給与額×30日分 

             ② 平均給与額の60日分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 所属長へ災害発生の連絡をする（公務災害・通勤災害として医療機関での治療を受ける旨も伝

えてください。） 

 ② できるだけ早く医療機関で治療を受ける（公務災害・通勤災害として手続きを行う予定である

ことを窓口で申告してください。また、共済組合員証は使用しないでください。） 

 ③ 認定請求の手続きをする（受診後速やかに所属の担当者に状況を説明し、認定請求の手続きを

行ってください。） 

 

 ・「公務災害認定請求書」は任命権者が公務上か公務外かの意見を意見欄に記載することになって

います。任命権者には公務上と認めるように要請する必要があります。また、任命権者は、地方

公務員災害補償法施行規則49条（注）において、補償を受けるべき者への請求手続きに対する協

力義務が課せられています。なお、認定請求書を受けた基金支部長は、公務上か公務外かについ

て認定し、請求人に通知します。 

災害が起こったら何をすればよいですか？ 

（公務災害の認定手続） 
Ｑ13 
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 （注）：地方公務員災害補償法施行規則49条 

   補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行うことが困難

である場合には、任命権者は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。 

 ２ 任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやか

に証明をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 公務災害の救済を受ける方法としては、災害補償法に基づく救済（地方公務員災害補償法）

のほか、民法上の損害賠償である「不法行為に基づく損害賠償請求」と「債務不履行に基づく

損害賠償請求」があります。 

 

＜解説＞ 民事上の損害賠償では、財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極

的損害、消極的損害ともに賠償の対象となります。なお、精神的な損害に対する賠償については

“慰謝料”と称されます。 

  各救済制度については、救済の要件、救済の手続き、救済の内容がそれぞれ異にしています。 

 

 １ 不法行為に基づく損害賠償（民法709条） 

   故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害することにより生じた

損害について賠償する責任を負う制度です。 

   労働災害に対する固有の救済制度ではありませんが、歴史的には労働災害救済制度の端緒をな

すものです。 

   しかしながら、歴史的には不法行為による救済が、加害者の故意・過失等を要件とし、かつ、

被災者の過失が問題となることなどから十分に機能し得ませんでした。このような問題の解決を

はかるため、現在、労働災害補償保険法に基づき、社会保障的な意味を加味した独自の救済制度

が設けられています。しかし、補償額が定額・定率等とされる面で救済に限度があります。ほか

には、地方公務員関係に適用されるものとして地方公務員災害補償法が制定されています。 

 

 ２ 債務不履行に基づく損害賠償（民法415条） 

   使用者が労働者に負う債務、すなわち使用者の労働者に対する安全配慮義務に着目し、労働災

害を債務不履行（安全配慮義務違反）に基づく損害賠償としてとらえるものです。 

   労働災害を債務不履行としてとらえた初の最高裁判決としては、陸上自衛隊八戸事件＜1975

（昭50）.2.25＞がありますが、その後、労働災害を債務不履行と判断する事件が増加してきて

います。 

   不法行為に基づく時効が３年であるのに対し、この場合の時効は10年（民法167条１項）であ

り、また、立証責任を使用者側に課す、すなわち安全配慮義務をつくした旨の主張、立証責任を

公務災害の救済制度について Ｑ14 
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負わせることで立証責任を使用者側に転換する点等にメリットがあるといわれています。 
 

 

＊ 陸上自衛隊八戸事件（最高裁1975（昭50）.2.25） 

  自動車整備作業中に車両に轢かれて死亡した自衛隊員Ａ（昭和40年７月死亡）の遺族が原告

となり、昭和44年10月に自賠法３条に基づいて国を訴えた事件。 

 

  国は公務員に対し、公務員の生命および健康等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮

義務を負う。（最高裁判所の判例） 

 

 上の安全配慮義務は、ある法律に基づき特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、

当該法律関係の付随義務として当事者が信義則上負う義務として一般的に認められる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 基金の支部審査会に対して審査請求を行うことができます。（地方公務員災害補償法51条１

項） 

 

 ・ 審査請求 

   審査請求は基金支部審査会に対して（法51条２項）、補償に関する決定を知った日の翌日から

起算して60日以内にしなければなりません。（行政不服審査法14条） 

 

 ・ 再審査請求 

   基金支部審査会の審査結果に不服がある場合は、裁決を知った日の翌日から起算して30日以内

に、基金本部にある審査会に対し再審査請求をしなければなりません。（法51条２項・行政不服

審査法53条） 

   また、審査請求日の翌日から起算して３ヵ月を経過しても決裁がない場合も再審査請求ができ

ます。（法51条３項） 

 

 ・ 審査請求、再審査請求によって基金支部長の決定が取り消された場合、基金支部長は裁決の趣

旨に従って改めて（公務上として）補償に関する決定をすることになります。 

 

 ・ 審査会の裁決を経てなお不服のある場合は、行政訴訟を提起することができます（法56条）。

再審査請求を行って３ヵ月経過しても裁決がないときも、51条１項または２項に規定する処分の

取り消しに関して行政訴訟を提起できます。 

   なお、改正地公災法が施行された以後は、支部審査会の裁決後でも行政訴訟を提起できます。 

認定請求に対する認定・不認定の通知に不服がある 

場合はどのような手続きがありますか？ 
Ｑ15 
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 ＊ 被災職員が審査手続きを行えない場合は、代理人によって行うことができます（行政不服審査

法12条）。この代理人は、訴訟の場合と違って弁護士である必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 職場環境は、常に安全な状態に保たれていなくてはなりません。安衛法では第４章に「労働

者の危険または健康障害を防止するための措置」が規定されています。とりわけ、事業者の講

ずべき措置等として、機械、器具その他の設備ならびに爆発性、発火性、引火性の物質、電気、熱

その他のエネルギーによる、これらの危険防止（法20条）に関する措置や「労働者を就業させる建

設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全」（法23条）に関する措置等の規定があ

ります。その講ずるべき措置の安全基準は多岐にわたり存在しています。 

 〈参考〉 施設に関する基準として、次のような規定があります。 

 

 
 
◎通路……作業に通じる場所および作業所内には安全な通路を設け、主要な通路には表示をして

おかなければならない（安衛則540条）。特に屋内に設ける通路は、次の条件を充た

していなければならない（安衛則542条）。 

     1. 用途に応じた幅を有すること。 

     2. 通路は、つまずき・すべり・踏抜き等の危険のない状態に保持すること。 

     3. 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと。 

     ※ 通路の定義は、厚生労働省によると「当該場所において作業をなす労働者以外の

労働者も通行する場所」（昭23.5.11基発第737号）ということであるから、担当作

業員だけが歩き回っている所は、規則でいう通路には該当しません。また、範囲に

ついては「階段」も含むとされています（昭49.5.11基発第305号）。 

◎床面……作業を行う床面については、屋内外問わず、つまずいたり・すべったり等することが

ない安全な状態にしておかなければならない（安衛則544条）。 
 

 
  また、職員の採用時や作業内容の変更時、危険・有害な業務に従事するとき、これらのときには

「安全または衛生に関する教育を行わなければならない」（法59条）との規定もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 安衛法は、目的の第１条に「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な

職場環境の形成を促進すること」を掲げ、Ｑ16の安全に関する事項と同じく、安衛法第４章の

職場環境の安全基準はどのようになっていますか？ Ｑ16 

職場環境の衛生基準はどのようになっていますか？ Ｑ17 

Ａ 
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「労働者の危険または健康障害を防止するための措置」のうち、事業者の講ずべき措置等として、

原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体などによるもの、放射線、高温、低温、超音

波、騒音、振動、異常気圧等によるもの、計器監視、精密工作等の作業によるもの。排気、排液ま

たは残さい物によるもの、これらによる健康障害の防止（法22条）や「労働者を就業させる建設物

その他の作業場について、……換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難および清潔に必要な措

置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のための措置」（法23条）等の規定があります。また、

消防庁舎にも見られる中央管理方式の空気調和施設を設けている建物（安衛令21条）等の作業環境

の水準を維持するためのものとして「作業環境測定」（法65条）に関する規定もあります。 

 〈参考〉各消防職場にある事務所の主な衛生に関する基準をあげれば次の通りです。 

  明るさ……作業場が暗くては作業能率はもとより、衛生や安全にとっても良くありません。手元

が暗ければ作業しづらいし、目も疲労します。また、足元が暗ければつまずいたりし

て危険です。そこで、とくに作業面の照度については、次のような最低基準が設けら

れています＜安衛則604条・事務所衛生基準規則（以下「事務所則」）10条１項＞。 

        精密な作業 300ルクス以上 

        普通の作業 150ルクス以上 

        粗 な 作 業  70ルクス以上 

  温湿度……あまり暑くても、逆に寒くても苦痛です。湿度もまた寒暑に大きく影響します。 

       しかし、屋外作業場においては調節することは困難ですが、屋内作業場については冷

房・暖房・通風等適当な温湿度調節の措置を講ずることを規定しています（安衛則

606条・事務所則４条）。何度から冷暖房等を行うかということは、安衛則には規定

されていませんが、事務所則によると、室温が10度以下の場合に暖房等の措置を講じ

なければならないと規定しています。また、事務所に中央管理方式の空調設備を設け

ているときは、室温を17度以上28度以下に保ち、湿度については相対湿度を40％以上

70％以下に保つように規定しています。（事務所則５条３項） 

  換 気……屋内作業場においては、直接外気にむかって開放された窓があるか、換気設備がなけ

ればなりません。この場合に窓等の開口部については、その面積が床面積の20分の１

以上になるようにしなければなりません（安衛則601条・事務所則３条）。 

  清 掃……日常の清掃のほか、ネズミ・昆虫等の防除も含めて、６ヵ月以内ごとに１回、定期に

統一的に清掃を行って職場を清潔に保つことが必要です（安衛則619条・事務所則15

条）。 

  休 養……休養に関する施設として、休憩室（安衛則613条）や仮眠室（安衛則616条）、休養室

（安衛則618条）等を設ける必要があります。仮眠室と休養室については、その要件

が満たされることと、男女区別ならびに衛生措置が求められています。 

  食 堂……食堂および炊事場（安衛則630条）については、①区別して設け、採光および換気が

十分であり、掃除に便利な構造とすること、②床面積にあっては、１人あたり１平方

メートル以上であること、③食卓および椅子を設けること、④便所および廃物置場か

ら適当な距離があること、⑤食器、食品材料の消毒施設を設けること、⑥食器、食品

材料および調味料の保存施設を設けることなどが求められています。 
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 「消防の仕事」、とりわけ火災や救急救助の現場作業については、より高い安全性と迅速性

が求められます。一方、最近では事故や災害の形態の多様化とともに、消防職員の高齢化が進

んでいます。 

  現場作業をより円滑に進めるためには、消防車両や装備品の安全性・操作性、衛生対策とともに、

地域性と職場の実情を考慮した具体的な改善が必要です。 

 

＜参考＞ 改善にむけたチェックポイント（例）を参考にそれぞれの職場で検証してみましょう。 

 

改善にむけたチェックポイント（例） 

 
対 象 場 所 チェックポイント 

車 両 装 備 

□出動車両内での装備装着の簡易化 

□車両装備の動力化・安全化 

□赤色点滅灯の設置などの交通安全対策 

□重量機器材の低位置化 

□三連梯子の車載方法の改善 

□地域特性に合った車両の導入 

□車載通信機器の充実 

□住民ニーズに対応した救急車内の充実 

積 載 装 備 

□空気呼吸器の軽量化 

□ホースや筒先等の軽量化 

□電動ホースカーの導入 

□梯子の軽量化 
 
 

 

 

 

 

 

 

 救急業務とは、多種多様な形で発生する災害や事故等による傷病者の人命を守るために、そ

の現場における救出救護、救命措置をとりながら早期に医療を受けさせるための活動です。し

たがって、この業務に関わる安全衛生対策の充実をはかることは、消防職員のみの問題ではなく、

救急車等を利用する傷病者にも関わる問題でもあり、積極的に取り組むことが求められています。 

  この業務に関わる改善事例には、感染防止対策を中心とした機器や施設等の導入改善に至るまで、

比較的容易に、または計画的に改善された事例が数多く報告されています。 

 

消防活動上の安全確保にはどのような着眼点が 

ありますか？ 
Ｑ18 

救急業務等の安全衛生対策にはどのような着眼点が 

ありますか？ 
Ｑ19 

Ａ 
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＜参考＞ 

改善にむけたチェックポイント（例) 

 
対 象 場 所 チェックポイント 

緊 急 走 行 中 
□補助ミラーの取り付け等緊急走行中の安全対策 

□傷病者の安定的な搬送対策 

衛 生 対 策 

□消毒洗面器の設置と水道コックの改善 

□救急白衣と保管ロッカーの個人貸与 

□救急白衣の殺菌と保管 

□ディスポーザブル用品導入による感染防止対策 

消毒作業の充実 
□消毒作業の手順を考えた対策 

□消毒・滅菌作業の充実をはかる消毒室の設置 

 

 

  最近では、エチレンオキシドを用いた滅菌作業における健康障害防止対策が求められています。

この作業を行っている職場では2003年５月１日以降、特定化学物質等作業主任者講習の修了者のう

ちから特定化学物質等作業主任者を選任しなければなりません（安衛令６条・特化則27条）。また、

作業環境測定士による作業環境測定を６ヵ月以内に１回実施することになります（特化則35条）。

このエチレンオキシドを用いて行う滅菌作業に従事する職員は、６ヵ月に１回の定期健康診断を行

わなくてはなりません（特化則39条）。このほかにも、曝露・漏えい防止に関する措置や作業管理

に関する事項等の規定が特化則に設けられています。改めて職場実態を点検してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職員が現場活動時に着装する保護具・装備品は、防火衣・ヘルメット・手袋・長靴・空

気呼吸器等があります。しかし、これらの保護具、装備品については、複数の職員で共有して

いる場合が多く、とくに空気呼吸器の面体については、安全・衛生管理上大きな問題があります。 

  火災時における現場活動は、異常に体温が上昇し、また、大量の発汗を伴うことにより脱水状態

に陥り、血液の電解質濃度を低下させる危険性があります。このような状態を放置すれば、脳への

血液量も減少し、めまいや吐き気、視力低下等の症状をきたすことが指摘されています。現場活動

中における水分補給や、防火衣の通気性をはじめ、個人装備（保護具）の高性能化・軽量化、また、

デザイン性・機能性の向上のために、積極的な創意工夫が求められています。 

 

＜参考＞ 現場活動の安全確保を守るための改善事例としては、①水分補給には電解質液（スポーツ

ドリンク）を携行する、②空気呼吸器の面体を個人貸与する、③ケプラー作業手袋の採用、④防火

ヘルメットにシールドの装着、⑤防火衣をアルミックスから難燃レザー製に変更し軽量化する、⑥

ベルトを命綱付きの安全帯に変更、⑦救助作業用に登山用ハーネスを導入する等が報告されていま

現場活動での保護具や装備品等の充実をはかるため 

どのような取り組みが必要ですか？ 
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す。 

  個人装備・保護具については個人貸与とし、収納用ロッカーを設け、定期的な安全点検を実施す

るとともに、その取り扱いと管理については、職員自身に責任を持って行わせるなどの取り組みが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 消防職員は、昼夜の別なく常に出場できる体制になければなりません。したがって長時間に

おいて緊張した状態で職場に拘束されており、ここに消防職員の労働生活にみられる大きな特

徴があります。そして、この点に配慮した庁舎や施設づくりが求められます。 

  24時間拘束の職場に働く者として、勤務時間と相対的に区別された職場内での生活的空間をより

人間らしく過ごし、仮眠室や休憩室、食堂、トイレ、風呂などの施設にもリラックスできる環境に

なるよう創意工夫する必要があるのではないでしょうか。 

 

＜参考＞ 

改善にむけたチェックポイント（例) 

 
対 象 場 所 チェックポイント 

事  務  所 

会  議  室 

指  令  室 

受  付  室 

□作業空間の確保     □机、椅子、書庫、ロッカー等の改善

□照明の改善       □換気、温度、湿度、気流、粉塵等の

□騒音、振動対策      空調対策 

□禁煙・分煙対策     □職場に潤いと快適性を持たせる工夫

             □ＯＡ機器の導入に伴う対策 

車     庫 

 

倉     庫 

□車庫の排ガス対策          □照明の改善と空調対策

□シャッターの改善          □洗車設備の導入 

□ホースの洗浄と乾燥のための施設改善 □乾燥室の設置 

□資機材の収納・保管のための設備や部屋の確保と利用の工夫 

トレーニング室 

訓 練 施 設 

□体力トレーニングのための部屋の確保と適切な機材の導入 

□体力トレーニングのための時間の確保と施設利用の工夫 

□訓練施設の安全化   □訓練時の安全対策 

仮  眠  室 

 

休  憩  室 

 

食     堂 

□日当たりと利便性の良い場所への仮眠室の設置 

□照明の工夫      □騒音・振動対策 

□空調の改善      □ベッドの改善 

□寝具などの衛生対策  □消防隊用と救急隊用の仮眠室の分離 

□仮眠室の個室化、または、ゆとりある空間の確保 

□独立した休憩室の設備 □厨房設備の改善 

衛 生 設 備 

□手洗いやうがいのための設備の設置  □入浴設備の改善 

□職員数に見合ったトイレ（男女別）の設置 

□救急業務にかかる滅菌消毒の設備の設置 

□洋式トイレの設置、または、ウォシュレットの設置 

ロッカーの供与 
□個々人にロッカーを供与する 

□作業服・装備品・私服・私物用のロッカーの導入 

明るく快適な職場環境づくりの着眼点として 

どのようなものがありますか？ 
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Ａ１ 「定期健康診断」 

 健康診断は、健康管理の基本です。安衛法では、使用者に労働者の健康確保に資するために健康診

断の実施義務を課しています（安衛法66条）。 

 健康診断の実施時期は、労働者を雇い入れるとき（安衛則43条）、一定の有害業務への配置換えの

際および６ヵ月に１回（安衛則45条）、そして毎年の定期健康診断の実施（安衛則44条）となってい

ます。消防職員の一昼夜交替勤務は、深夜労働を含んでおり、有害な業務に該当する（安衛則13条２

号）ことから、６ヵ月ごと年２回の定期健康診断の実施が必要になります。 

 

＜参考＞ 

健康診断の項目 

 
 

① 既往歴および業務歴の検査 

② 自覚症状および他覚症状の有無の検査 

③ 身長・体重・視力・聴力（1,000Hzおよび4,000Hz）の検査 

④ 胸部エックス線・かくたん検査 

⑤ 血圧測定 

⑥ 貧血検査（赤血球・ヘモグロビン） 

⑦ 肝機能検査（ＧＯＴ・ＧＰＴ・γＧＰＴ） 

⑧ 血中脂質検査（総コレステロール・中性脂肪・ＨＤＬコレステロール） 

⑨ 血糖検査 

⑩ 尿検査（糖および蛋白） 

⑪ 心電図検査（安静時） 

 （この健康診断項目の中には、身長・かくたん検査など医師の判断で省略が可能なものもあり

ます。） 

 （⑥⑦⑧⑨⑪の項目は、成人病をターゲットにした検査項目で、中高年齢層を対象にした項目

です。35歳になったときと40歳以上の者には毎年必ず実施。） 

 
 
 

 健康診断の結果、労働者の健康を保持するために必要があると認められる場合には、労働者の実情

を考慮して、①就業場所の変更、②作業の転換、③労働時間の短縮、④深夜業の回数の減少、⑤作業

環境の測定、⑥施設または設備の設置や整備等の対策などを講じなければなりません（安衛法66条の

５）。 

 これらの措置については、衛生委員会の審議事項に含まれており、委員会において労使での審議が

必要になります。 

労働安全衛生法における健康診断とは Ｑ22 
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Ａ２ 「特殊健康診断」 

  労働衛生対策上とくに有害であるといわれている業務に従事する労働者を対象として実施する健

康診断です。消防業務の中で、潜水業務（安衛令20条９号）が該当し、潜水業務（以下「高気圧業

務」）に常時従事する労働者に対して、その雇入れの際、その業務への配置替えの際、その業務に

ついた後６ヵ月以内ごとに１回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません（高圧則

38条）。 

 

＜参考＞ 

高気圧業務健康診断の項目 

 
 

① 既往歴および高気圧業務歴の調査 

② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状または他覚症状の有無の検査 

③ 四肢
し

の運動機能の検査 

④ 鼓膜および聴力の検査 

⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋
たん

白の有無の検査 

⑥ 肺活量の測定 

 上記の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について追加して行わな

ければなりません。 

① 作業条件調査 

② 肺換気機能検査 

③ 心電図検査 

④ 関節部のエックス線直接撮影による検査 
 

 
 

 健康診断の結果、医師の意見を勘案して、その必要があると認めたときは、その労働者の実情を考

慮して、①就業場所の変更、②作業の転換、③労働時間の短縮、④深夜業の回数の減少、⑤作業環境

の測定、⑥施設または設備の設置や整備、⑦医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等

設定改善委員会への報告、等の適切な措置を講ずる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 女性消防職員も深夜に及ぶ交替勤務は可能となっていますが、以下の事項に注意が必要です。 

 

 

＜解説＞ 1999年４月１日からの改正労働基準法の施行に伴い、女性労働者に対する時間外・休日労

女性消防職員の深夜業等に対してどのような点に 

留意する必要がありますか？ 
Ｑ23 
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働の規制および深夜労働に対する規制（法64条の２および64条の３）条項は削除されました。しか

し、同法には、妊産婦に対する危険有害業務の就業制限（法64条の３）、産前産後（法65条）、妊

産婦に対する変形、時間外、休日、深夜労働の禁止（法66条）、育児時間（法67条）、生理日の就

業が著しく困難な女性に対する措置（法68条）、また、妊産婦等以外の女性にも重量物を取り扱う

業務（断続作業の場合30㎏、継続作業20㎏）、＊有害ガスを発散する場所（火災現場等）における

就業の禁止の業務の規制があることにも留意する必要があります（女性労働基準規則３条）。また、

男女別の休養室（安衛則618条）・トイレ（安衛則628条）・仮眠室（安衛則616条）の設置が必要

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 メンタルヘルス対策としては、顕在化している不調者のケアを優先すべきといえますが、メ

ンタルヘルス不調になることを未然に防ぐことも大切です。予防的なケアは時間がかかる上に

成果がすぐに目に見えるものではないため、これまでは不調者に対するケアにとどまることがほと

んどでした。しかし、メンタルヘルスの基本的な知識を提供したり、リスクマネジメントの研修を

行ったりするなどの教育活動を行うケースが増えています。 

  メンタルヘルスを段階に分けると、ストレス予防の一次、心の不調の早期発見・対応の二次、疾

病の治療・再発予防の三次と大きく３つに分けられています。個々に対する対応は一次から二次、

三次と続きますが、組織としてのメンタルヘルスへの体制構築順序は二次三次を整備してから一次

に取り掛かっているのが現実です。 

  2014年の安衛法改正によるストレスチェック制度導入を踏まえ、日常的なメンタルヘルス対策が

求められます。 

 

＜解説＞ 労働災害（業務災害）の防止を重要な目的としている安衛法には、メンタルヘルスに関す

る規定についてはあまりなく、具体的な規定としては68条（病者の就業禁止）だけしか定められて

いませんでした。 

  しかし、安衛法は、各職場における労働災害の防止のみならず、「快適な作業環境の形成を促進

する」（第１条）ことも法のめざすところです。 

  そのため厚生労働大臣は、事業者の講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針

（平4.7.1公示第59号）、事業者の講ずべき健康の保持増進に関する措置についての指針（平9.2.3

公示第２号）などを公表しています。その中で、心身の負担の大きい作業についてはその軽減を求

める等、疲労やストレスを感じることの少ない快適な職場環境を形成していくことの必要性が示さ

れています。また、労働者の働く職場には、労働者自身の力だけでは取り除くことのできない健康

障害要因、ストレス要因等が存在しているので、労働者の健康を保持増進していくためには、労働

者の自助努力に加えて、事業者の行う健康管理の推進が必要であることが強調されています。 

  2000年４月に行った自治労「職場のメンタルヘルス対策のためのアンケート調査」では、消防職

メンタルヘルスについてどのような着眼点が 

ありますか？ 
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場は「人間関係ストレス」「昇進昇格ストレス」「配置転換ストレス」「賃金カット等待遇に関す

るストレス」が他の自治体職場平均より高く、とくに職場の人間関係を最も問題になっているスト

レス要因としてあげている職場が５割を超えています。 

  職場環境の改善をはかるため、全員参加で安全サークルや健康サークルを組織し、職員の一人ひ

とりが「自らの職場を快適な職場にしよう」との共通認識を持って、具体的な行動を起こしましょ

う。 

  なお、メンタルヘルスについて対応すべき具体的措置として、次のようなことを示しています。 

 1. 健康保持増進計画を策定して、その中にメンタルヘルスケアに関する事項も定める。 

 2. スタッフとして心理相談員を設ける。 

 3. 健康測定（注）を行い、必要が認められた場合には、産業医の指示の下に心理相談員がメンタ

ルヘルスケアを行う。 

  以上が、安衛法関係のメンタルヘルスについての規定などです。 

 

（注）：健康測定とは健康診断と違い、それぞれの労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいた運動指導、

メンタルヘルスケア、栄養指導、健康指導を行うために実施される生活状況調査や医学的検査等のこ

とをいう。 

 

  なお、2014年に安衛法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設されました。この制度は、

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を目的としたものであり、事業者は各事業

所の実態に即して実施される二次予防および三次予防も含めた労働者のメンタルヘルスケアの総合

的な取り組みの中に本制度を位置づけ、取り組みを継続的かつ計画的に進めることが望ましいこと

を指針としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 セクシュアル・ハラスメントとは、受ける側が不快あるいは不利益を伴うかどうかが問題と

なります。 

  職場に限らずどのような状況においても、相手（受ける側）が嫌がることはしないというごく当

たり前のことで、“あなたが（私が）その行為を望まないならセクシュアル・ハラスメントとなる”

のです。これがセクシュアル・ハラスメントの判断基準と考えてよいでしょう。 

 

＜解説＞ 職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つけ

る社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分に発揮することの妨げにもなりま

す。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影

響を与えかねない問題です。また、性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアル・ハラスメン

トの発生の原因や背景となることがあります。 

セクシュアル・ハラスメント対策の基本的な視点は 

どのようなものですか？ 
Ｑ25 
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  また、近年、女性労働者に対するセクシュアル・ハラスメントに加え、男性労働者に対するセク

シュアル・ハラスメントや同性に対するセクシュアル・ハラスメントの事案も見られるようになっ

てきました。 

  こうしたことから、男女雇用機会均等法では、職場におけるセクシュアル・ハラスメントの対象

を男女労働者とするとともに、その防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために

必要な体制の整備をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けてい

ます。 

  均等法上におけるセクシュアル・ハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意

に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的

な言動」により就業環境が害されることです。 

  職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、同性に対するものも含まれます。 

  セクシュアル・ハラスメントだけでなく各種ハラスメントの防止にむけて、職場における研修や

話し合いの場などあらゆる機会を通じて職場環境の点検を行い、働きやすい職場環境に改善してい

くことが必要です。 
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第３章 女性連絡会編 
 

 

 

 

 

 

 全消協に加盟している全女性会員で構成された組織です。男性会員と比べ女性会員は少

数であるが故に、声をあげることが難しく、また、消防当局や全消協執行部に意見が届き

にくい状況であったため、2007年第31回定期総会において全消協女性連絡会を創設し、女性会員の

意見を積極的に求める体制づくりをスタートさせました。全国を５ブロックに分割し（北海道ブ

ロック／東北・北信・関東甲ブロック／中国・近畿・東海ブロック／四国ブロック／九州ブロッ

ク）、各ブロック代表１人、合計５人の役員が中心となり、会員から広く意見を募るとともに、継

続的に女性職員の勤務状況の把握に努め、女性が働きやすい職場環境の構築とより良い消防行政を

めざした活動を展開します。 

  また、協議会の枠にとらわれずに、未組織女性職員のサポートはもちろん、これから採用される

職員のためにも、今まで以上に女性の意見に耳を傾け、それを反映していくことができる組織づく

りを進め、男女がともに特性を発揮しながら働き続けられる職場づくりに取り組みます。 

  女性会員数については、現在調査中ですが、2014年４月１日を基準日としたアンケート調査にお

いて、全国５ブロックより合計120人の女性会員から回答を得ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 女性が働きやすい職場環境の構築と、男女がともに特性を発揮しながら働ける職場づく

りのために活動を行っています。主な活動内容は以下の通りです。 

 

1. 全消協の各種集会等にあわせて、女性連絡会意見交換会を開催し、全国の女性会員間での情報共

有および意思統一をはかります。 

2. 仮眠室や浴室、更衣室等の施設や被服等の個人装備および各種ハラスメントについてアンケート

を用いた実態調査を行い、問題と課題を共有し、働きやすい職場環境をめざします。 

3. 各ブロックにおいて開催された女性連絡会学習会などの情報を発信します。 

4. 女性会員からの意見・要望については、女性連絡会で検討し、全消協幹事会に対し問題提起を行

います。 

5. 全消協ＨＰにある女性連絡会の掲示板を活用し、女性を取り巻く環境の実態把握に努めます。 

6. ＰＳＩ－ＪＣ女性委員会およびユースネットワークの交流活動に参加し、各産別から広く情報を

収集するとともに、幅広いネットワークの構築を行います。 

女性連絡会ってどんな組織ですか？ Ｑ１ 

Ａ１ 

女性連絡会の主な活動とは？ Ｑ２ 

Ａ２ 
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 2014年に実施したアンケート結果から、現在の女性会員が抱える問題点が浮き彫りにな

りました。主な問題点は以下の通りです。 

 

1. 隔日勤務に必要不可欠な施設等が未整備 

  女性が24時間勤務する職場において、女性専用の仮眠室、浴室および洗濯機など、必要不可欠な

施設や設備などが未整備の場合が多く、現状は男女が兼用している状態です。 

2. セクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」）の被害 

  アンケート調査では、回答者の52.1％が「セクハラを受けた、もしくは見聞きした」という結果

が出ています。また、セクハラを受けた女性の28.3％が「何もせずに我慢している」という結果も

出ており、被害は深刻です。 

3. 職務上での性差別の存在 

  女性吏員を事務職または救急隊以外の職務へ配属させない。また、隔日勤務をさせないなどの職

域における過剰な制限などの性差別が存在します。 

4. 結婚、妊娠および出産に伴う勤務体制 

  結婚後も隔日勤務をして、現場出動を望む女性もいれば、日勤を自ら申し出る女性もいます。し

かし、いつ妊娠するか分からないという理由で、当局側から日勤を強いられている女性がいます。 

  産休育休後の職場復帰についても、隔日勤務や現場出動を要望しても日勤や事務職を強いられて

いるなど、結婚、妊娠および出産を機に職域の制限を課せられます。 

5. 妊娠中の勤務服 

  自衛隊組織は服制規則に妊婦服を定められていますが、消防組織においては、妊婦服という執務

服は定められていないため、各本部によって対応が異なっています。体格の良い男性職員の下衣を

譲り受けて着用したり、通常着用している執務服が入らなくなると、下衣のチャックを開けベルト

で留めて我慢している女性もおり、妊娠中の女性職員に対する勤務服が不十分です。 

女性会員が現在抱えている問題点とは？ Ｑ３ 

Ａ３ 
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第４章 国際連帯活動編 
 

 

 

 

 

 

 ＰＳＩはPublic Services Internationalの略称で、日本語訳は国際公務労連となります。 

 ＰＳＩは国際的な産業別労働組合連合組織であり、世界154ヵ国、669の労働組合が加盟

しており、公共部門で働く約2,000万人の労働者を結びつけています。 

  また、100年以上の歴史（1907年結成）があり、ＰＳＩ自身の活動やキャンペーン、地域機構、

他の国際組織との提携、優先課題に関する活動などを通じて、質の高い公共サービスをめざしたた

かっている組織です。 

  ＰＳＩは国際労働機関（ＩＬＯ）の中で公共部門を代表する非政府組織（ＮＧＯ）として公式に

認定されており、国際連合教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）、国際連合経済理事会（ＥＣＯＳＯ

Ｃ）および国際連合貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）などさまざまな国際機関でも公認されています。 

  また、ＰＳＩは国際産業別労働組合組織（ＧＵＦ）の一つで、国際労働組合総連合（ＩＴＵＣ）、

経済協力開発機構・労働組合諮問委員会（ＯＥＣＤ－ＴＵＡＣ）とともにグローバル・ユニオンを

構成し、共に連携しながら国際労働機関（ＩＬＯ）へ働きかけ活動しています。（図１参照） 

 

      【図１：国際労働運動関連組織】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  全消協は2006年９月に開催された第30回定期総会にてＰＳＩへの加盟が承認され、同年11月にＰ

ＳＩへ単独加盟しました。それまでの国内活動だけにとどまらず、国際的なステージで活動を展開

しています。また、ＰＳＩは世界、地域、小地域、国内レベルで会議や活動を行っており、全消協

は国内レベルであるＰＳＩ－ＪＣ（国際公務労連加盟組合日本協議会）に所属し、自治労、国公連

合、全水道、ヘルスケア労協と共に国内レベルでも連携しています。（図２参照） 

ＰＳＩってどんな組織ですか？ Ｑ１ 

Ａ１ 
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      【図２：ＰＳＩ組織概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＰＳＩに加盟する消防労働組合は加盟国数71ヵ国、加盟組合数103組合です。 

 地域別では、アフリカとアラブ地域10ヵ国・13組合、アジア太平洋地域10ヵ国・10組合、

ヨーロッパ地域34ヵ国・59組合、インターアメリカ地域17ヵ国・21組合です。 

  加盟組合の中には、もちろん日本の全消協も含まれており、消防労働組合としてＰＳＩに単独加

盟しています。 

  また、同じアジア太平洋地域（東アジア小地域）の韓国も消防発展協議会（ＦＦＤＣ）として単

独加盟しています。しかし、日本の全消協と韓国の消防発展協議会には共通して労働組合権が認め

られていません。この共通の課題をクリアできるように共に連帯し国際的なステージで改善にむけ

取り組んでいます。（図３参照） 

 

【図３：ＰＳＩに加盟する消防労働組合】 

 

  

ＰＳＩに加盟する消防労働組合は 

どれだけあるのですか？ 
Ｑ２ 

Ａ２ 
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 また、2008年に設立されたＰＳＩアジア太平洋地域・消防救急労働者ネットワークのコーディネー

ターを全消協から選出しています。全消協はアジア太平洋地域の消防救急労働者の中でリーダーシッ

プを発揮し活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 国際連帯活動の必要性の前に、まずはＩＬＯとＩＬＯ87号条約について簡単に説明します。 

 ＩＬＯは第一次世界大戦後にヴェルサイユ講和条約の規定に基づき創設されました。 

  国際社会政策の諸問題を扱う専門機関として誕生し、国際世論の力でグローバル・スタンダード

から乖離した国に対し圧力をかけ改善させる機関です。 

  日本は、ＩＬＯ創設時の参加国となっていましたが、1938年の一次脱退を経て、第二次世界大戦

後の1951年に再加盟し、1965年にＩＬＯ87号条約を批准しました。このＩＬＯ87号条約というのは

「結社の自由と団結権保護」に関する条約です。 

  この条約を批准しているにもかかわらず消防職員に団結権を認めていないのは、ＩＬＯ87号条約

の批准国（150ヵ国）で日本だけです。 

  ＩＬＯ条約というのは到達すべき労働基準の理想というよりも最低基準を定めたものです。日本

においては、グローバル・スタンダードの最低基準（条約）を批准しているのにもかかわらず、国

内法で消防職員を含む、公務員の労働基本権を否定しているという問題が生じています。この問題

を解決するため、ＩＬＯは1973年から現在にかけて再三にわたり、日本政府に対し是正勧告を行っ

ています。その勧告に基づき、消防職員委員会の創設や意見取りまとめ者の導入、また2010年の民

主党政権時に開催された「消防職員の団結権のあり方に関する検討会」の発足など、いまだ団結権

回復には至っていませんが、時代と共に少しずつ回復にむけて動いてきました。これは国際的な力

が大きく動いた結果です。 

  全消協は、1976年の結成当時から団結権回復を第一義に掲げ活動を展開してきましたが、国内活

動だけにとどまらず新たなステージを国際的な場に求め、ＰＳＩ加盟という形で実現しました。Ｐ

ＳＩはＩＬＯの中でも公共部門に位置づけられる組織であり、ＩＬＯに対しても発言力のある組織

です。ＰＳＩの中で全消協は労働組合権問題を当事者である自らの声で発言し問題提起しています。 

  2012年南アフリカ・ダーバン市にて開催されたＰＳＩ世界大会の場において、この問題を取り上

げ緊急決議案として提出し、世界のＰＳＩ加盟組織の９割以上から賛同を得て採択されました。Ｐ

ＳＩの中には消防救急労働者も多数含まれており、世界で働く同業者からも賛同を得たということ

になります。 

  これまで、国内活動だけで国内社会政策を是正させるのは非常に難しい問題もありました。しか

し、国際的な連帯活動をもってすれば解決に進んでいく糸口が必ずあります。それは歴史が証明し

ていますし、国内社会政策の問題点をグローバル・スタンダードと照らし合わせ、世界の目から問

題視してもらうことです。国際世論を巻き込み、当事者である我々日本の消防職員が全消協の旗の

もとでリーダーシップを発揮し、ＰＳＩの仲間の追い風を受けて自らの手で権利を勝ち取っていく

ためにも国際連帯活動は必要なのです。 

なぜ国際連帯活動は必要なのですか？ Ｑ３ 

Ａ３ 
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