
全庁的な業務のさらなる見直しについて（案）

○ 健康経営により生産性の高い働き方を実現するためには、長時間労働の解消と仕事の質の向上が必要不可欠。

○ そして、仕事の絶対量を減らし、仕事のやり方を効率化することなく、長時間労働の解消や新たな課題への対応
は不可能。

○ 一方、職員の間には、
・「働き方改革」＝残業時間の（無理な）抑制
・「働き方改革」は上が押し付けてくるもの という認識が蔓延。

○ こうした状況の打開に向けて、健康経営や働き方改革の取組にかかる職員向けの説明会や職場研修の実施を
通じて取組にかかる意識の共有を図るとともに、小さなことでも良いので具体的な業務改善を行い、職員がその効
果を実感する経験を積み重ね、自分のこととして業務見直しに取り組む職場風土を醸成していくため、全庁的な
業務のさらなる見直しに着手する。

○ 具体的には、各部局から「全庁共通的な課題」として提出のあった項目のうち、昨年度まで全庁で取り組んだ「業
務見直し」において廃止・改善のいずれもされなかった項目も踏まえ、まずは、下記項目について具体的な検討に取
り組み、業務改善を実感できるようにするとともに、他の項目についても順次検討を進める。

○ 併せて、各部局にあっては、収支改善の取組の中で歳出削減に係る検討をされるにあたり、特に、県が実施主
体となる事業については、存廃の観点から見直しを行い、引き続き実施する場合においても、一層の効率化、合理
化、集約化等を図られたい。
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各部局から提出のあった「全庁共通的な課題」 業務見直し（Ｈ２８～Ｈ２９）の関連項目 課題への対応策 実施時期

【①業務そのものの見直し】
・時間外勤務縮減という目的が先行し、業務そ
のものの見直しや仕事のやりがいの創出とい
う意識が浸透していない。

・基本構想、総合戦略、組織目標などの進行管理につ
いて、重複したり、目標年次が異なったり、非常に複雑。
廃止等を検討されたい。
・計画の整合性等のチェックに時間がかかる。

（１）計画策定の必要性・進行管理の見直しの検討
・下位の実施計画も含めた計画の策定の必要性および進
行管理の廃止・簡素化の検討

年度内をめどに検討

・取得価格が３万円以上の場合に備品となるが、国や企
業の会計基準に照らし、取得価格の基準を１０万円とす
ることで、事務の簡素化を図られたい。
・単価契約工事において、現在１契約200万円が上限で
あるが、制度制定時から比べ物価・人件費も上がっても
いることから１契約の上限金額を引き上げる必要がある。

（２）人件費を意識した更なる事務の簡素化
・「備品」と「消耗品」の区分の見直しの検討
・その他少額の収入等にかかる事務の見直しの検討

上半期をめどに結論
を出すよう検討

－

（３）繁忙職場等の業務フローの分析
・先行して実施している団体の状況について調査を行い、
必要に応じて外部コンサル等への調査委託を検討

上半期に調査を行い、
必要に応じて予算化
を検討

【②所属毎に行っている共通事務のさらな
る効率化】
・処理件数が少ないにも関わらず専門的な知
識を有する業務が負担になっている。また、ミ
スやトラブルの発生リスクも高い。

・総務事務の集中化以降も、弁護士報酬や翻訳・速記
等について各課で源泉徴収事務を行っているが、総務
事務・厚生課または会計課で集中化できないか。

（４）共通する業務の集約化
・源泉徴収事務の集約化の検討
・その他集中化対象業務の検討

集約化により効率化
が可能な事務につい
て順次実施

【③機械化・ＩＣＴ活用】
・会議録の自動作成システムの本格導入後、
より高精度な音声変換ができるよう、使用方法
を確立する必要がある。
・ＷＥＢ会議の普及を更に促進する必要がある。

・会議のペーパーレス化などによる業務の電子
化を全庁的に展開していく必要がある。

・時間をかけて会議の概要等を作成しており、効率化が
必要ではないか。

（５）会議録作成支援システムの効果的な活用
・県の審議会等での活用の検討
・執行部が行う監査結果の報告資料作成での活用の検討
※そもそも、仕事のやり方として、音声データからの会議録
作成ではなく、要旨・概要の作成を基本とすることも検討。

活用が可能な業務に
ついて、会議録作成
支援システムの導入
後、すみやかに実施

（６）会議等のペーパーレス化の推進
・当室内の協議や当室主催会議については、基本的に
ペーパーレスで実施。各部局にも実施を要請

あらゆる機会を通じ
て要請

（７）業務効率化に向けたＩＣＴ利活用の検討
①ＡＩ技術やＲＰＡツール等庁内のＩＣＴ活用ニーズの把握と
活用に向けた検討
②行政手続きのオンライン化の推進に向けた検討

①上半期に庁内ニーズ
の把握を進め、必要に
応じて予算化を検討

②年度後半に庁内の行
政手続きの実態調査に
着手

【④会議・照会のルールの徹底】
・庁内からの照会文書が多く、その中には回答期限の短いものも多い。
・本部組織が見直しされたが、連絡会議等の構成員として出席を求められることが多い。

（８）集中取組期間の実施
・昨年度に引き続き、「仕事の効率化推進期間」を設定し、
各職場における仕事の効率化に資する取組を集中的に
実施

7月上旬から実施

⑤ログオン・ログオフ時間による在庁時間の管理 ⇒ システム化を検討中。<人事課・情報政策課>

⑥インターネット分離による影響
⇒ 緊急時における閲覧端末需要逼迫時の対策として、既存端末を活用した仮想環境を防災危機管理局および
各土木事務所を対象に提供するため検証中。<情報政策課>

⑦決裁区分の見直し ⇒ 各部局が所管している個別決裁事項の見直しの検討および事務決裁規程の見直しの提案を依頼中。<人事課>

※上記以外の課題への対応状況



 
仕事の効率化推進期間の実施について 

 
１ 趣旨 

互いに協力し合いながら組織として仕事ができる職場づくりに向けた取組を改めて周知するこ

とにより、各々の業務に対する気づきを促進し、今後の継続的な取組のきっかけとするとともに、

年次有給休暇等の計画的な取得等職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、もって職員の健康

の維持・増進を図るため、「仕事の効率化推進期間」（以下、「推進期間」という。）を設定し、全

員参加の取組を集中的に推進する。 
 
２ 取組内容 

 各所属は、次の取組について、推進期間を活用し、推進期間後も継続的なものとなるよう、部

局をはじめ、所属、係内での対話を通じて機運を醸成するとともに、集中的に取り組むこととす

る。 
(1) 「会議開催に係るルール」および「照会に係るルール」の定着に向けた取組の推進 

  各所属において、それぞれの役割に応じて、ルールの定着に向けた取組を実施する。 
・ 所属長は、チェックリストの実施状況等を踏まえた職場での呼びかけなど、チェックリ

ストを用いた自己点検によるルールの徹底に向けて、機運を醸成する。 
・ 担当者は、起案時において、チェックリストにより、ルールの順守の状況を確認する。 
・ 係長は、チェックリストを用いた自己点検によるルールの徹底のために適切に指導を行

うなど必要な対応を行う。 
・ 所属長および係長は、決裁時または確認時において、チェックリストにより、所属内・

係内のルールの順守の状況を確認する。 
昨年度はチェックリストの集計結果の報告を求めていたが、集中取組期間の実施が３年目とな

り取組の一定の定着が見られること、職員アンケートによりルールの定着状況を確認することが

できること、職場内における照会を必要最小限に抑える必要があること等を踏まえ、報告は求め

ないこととする。 
 
(2) 職場の整理整頓 

  資料等を探す時間を短縮するとともに、属人的ではなく組織的な業務遂行や在宅勤務などの

多様な働き方を可能とするよう、職場内の一斉整理整頓日を定め机上や書棚等の書類を整理し

たり、個人ファイルの共有ファイル化や電子ファイルでの共有化など、身近な部分から仕事の

効率化に向けた環境整備を行う。 
組織的な業務遂行や多様な働き方を進めるために必須な事項として、取組を追加する。 

 
(3) 業務手順の共有化の推進 

  日々の仕事の効率化を図るとともに、職員同士が互いの業務をフォローし、組織的な業務遂

行ができるようにするため、各職場の実情に合わせて、下記の観点から業務の点検を行い、簡
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易な業務手順書の整備などマニュアル化できる業務の洗い出しを行うなど、業務手順の共同化

に向けた取組を推進する。 
・業務の手順に無駄や手戻りを生じさせるような点がないか 
・特定の職員にしか対応できない仕事がないか 
・従事する職員がそれぞれ独自の判断や手順で業務を行っていないか 

 
(4) スケジュールの共有化による効率的な業務の推進 

  職員一人ひとりが仕事の優先順位を見極めながらスケジュール感を持って仕事の段取りを行

うとともに、総合事務支援システムの活用などにより上司と部下がスケジュールを共有する。 
なお、所属長や係長は、部下職員の業務スケジュールの立て方や仕事の優先順位付けについ

て適切に指導を行うなど職場のＯＪＴ推進に努めるとともに、業務の偏りが見られた場合には、

積極的に業務の再配分を検討し、組織的に業務を遂行する。 
また、休暇の予定についても共有し、職員同士がお互いの業務をフォローすることで年次有

給休暇等の取得推進を図る。 
 
(5) その他 

 (1)～(4)の他、必要に応じて、仕事の効率化や職員のワーク・ライフ・バランスの推進に資す

る職場独自の取組を追加して実施する。 
 
３ 取組期間 

  平成 30 年 7 月上旬～ 9 月 30 日（日） 
 

昨年度は取組のうち特に効果があった取組について報告を求めていたが、集中取組期間の実施

が３年目となり取組の一定の定着が見られること、特に効果があった取組については施策提案・

キラリひらめき改善運動で把握することも可能であること、職場内における照会を必要最小限に

抑える必要があること等を踏まえ、報告は求めないこととする。 
 
 



○今年度の５月までの時間外勤務は、１人当たり18.7時間／月、前年比で13.3％増となっている。
○時間外勤務の縮減目標の達成に向けて、それぞれの役割に応じ、特に以下について徹底願いたい。

長時間労働の解消（時間外勤務の縮減）に向けて

○ 部局内の会議等あらゆる機会を通じ、長時間労働解消の必要性や時間外勤務の縮減目標
を繰り返し発信し続けることにより、目標達成に向けた意識の共有を図ること。
○ 部局内で時間外勤務の状況を共有するとともに、所属間の垣根を越えた応援体制の構築
に努めること。

次長等
各委員

○ 協議・打合せの効率化、業務内容の見直し、事務の簡素化など、限られた時間の中で成
果を上げる「生産性の高い働き方」を常に意識し、自ら実践すること。
○ 職員の時間外勤務の状況を把握し、恒常的な時間外勤務や特定の者に偏った時間外勤務
が生じている場合は、速やかに改善策を講じること。

所属長等

（参考）知事部局における時間外勤務の状況
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健康経営・働き方改革説明会

あと「10分」早く仕事が終えられるよう、
みんなで考えてみませんか？

平成30年７月 総務部行政経営企画室

県 政 経 営 会 議 参 考 資 料

平成30年（2018年）7月10日

総 務 部 行 政 経 営 企 画 室

新たな行政課題への対応
家事、子育て、介護など時間に制約のある
ことを前提とした働き方

なぜ働き方を変える
必要があるのか？

現状 正規の勤務時間 残業時間 私生活

人口減少など
経済・社会環境

の変化

あるべき姿 従来の業務にかける時間 私生活
新たな

課題に取り
組む時間

働き方を転換することが不可欠！

2

外に出て県民の声
を聞く、職場での
議論を深める 等

県における働き方改革の取組状況①
（仕事の進め方、組織風土）

自ら期限を設定するなど、スケジュール感をもって仕事を進め
ている。

92.6% 86.7%

協議・打合せにおいては、終了時刻と到達点を予め設定してい
る。

51.4% 34.7%

新たな資料は方向性やイメージを上司等に確認した上で作成し
ている。

82.1% 75.9%

職員同士で気軽に相談ができている。 91.4% 91.9%

協議や回議等による係員間での指導や助言により、業務の質の
向上や業務内容の相互理解が図られている。

83.7% －

状況に応じて応援体制の構築や職務分担の見直しが行われてい
る。

71.3% 67.9%

概ね改善傾
向にあり、
効率的な仕
事の進め方
の定着が進
んでいま
す。

互いに支え
合う組織風
土に関する
事項は概ね
高い水準に
あります。

（１）仕事の進め方

（２）組織風土

（Ｈ30.1月 働き方に関する職員アンケート結果より）

今回 前回
（H30.1月）（H27.7月）

今回 前回
（H30.1月）（H27.7月）
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③業務の簡素化
・冊子の印刷を廃止し、ホームページへ
の情報掲載に代え事務を簡素化

・免許更新時の申請書等の様式を変更
し、免許状の即日交付を可能とするなど
交付事務を簡素化

県における働き方改革の取組状況②
（職場での取組事例）

4

②機械化・ＩＣＴ活用による効率化

・本庁と地方機関の一部の会議をｗｅｂ

会議化

・しがネット受付サービスを活用して届

け出を簡素化

①事業の廃止・回数の見直し
・団体による類似事業の定着を踏まえ、
県事業としては実施しないこととした

・企業、団体等による事業を拡充するこ
ととし、県が行う事業を３回から２回に
見直し

④その他の取組

・協議、打合せの効率化

・部局内の業務に係る基礎的知識を学ぶ

ことができる自主的な勉強会を開催



人事評価への反映

年度途中における応援体制の構築等に係る運用基準の策定

音声認識を活用した会議録作成支援システムの導入

庁内LANの無線化によるタブレットの利便性向上

在宅・サテライトオフィス勤務のための環境整備

決裁区分、合議の見直し

パソコンのログオン・ログオフデータを基にした労働時間の

適正な把握の開始

県における働き方改革の取組状況③
（制度・環境整備）

5

県における働き方改革の取組状況④
（会議録作成支援システムの導入）

6

会議等の録音を音声認識技術を利用して文字に変換しま
す。
インターネット閲覧端末からサービス提供事業者のサイト
に接続し、音声ファイルをアップロードすると、文字化し
たファイルがダウンロードできるようになります。
７月２日から運用を開始しました！
録音状態が良ければ、会議録作成に必要な時間を７割削減
した例も（平成２９年１２月実証実験結果）
発言者ごとのマイクの利用を推奨します。（マイクがない
と変換精度が下がってしまいます。）
マイクセットの貸出し、既存の放送設備にレコーダーを接
続するためのケーブルの貸出しを近日開始する予定です。

県における働き方改革の取組状況⑤
（長時間労働の解消）

総時間数 一人当たり

平成29年度 2,680 571,418 17.8

平成28年度 2,654 582,234 18.3

▲ 1.9% ▲ 2.7%対前年度比

年度
対象
人員

4月～3月合計

人数 割合 人数 割合

0人 0.0% 10人 0.4%

800 時間以上 1,000 時間未満 15人 0.6% 36人 1.4%

600 時間以上 800 時間未満 118人 4.4% 135人 5.1%

400 時間以上 600 時間未満 359人 13.4% 312人 11.8%

200 時間以上 400 時間未満 655人 24.4% 647人 24.3%

1,533人 57.2% 1,514人 57.0%

2,680人 100.0% 2,654人 100.0%

1000時間以上

200時間未満

全体

平成28年度
時間数の区分（年間）

平成29年度

時間外勤務状況 時間外勤務時間数の分布状況

月80時間超時間外勤務者数（のべ人数）

平成29年度 平成28年度

175人 551人

定時退庁実施率

平成29年度 平成28年度

87.8% 85.0%

１人あたり年休平均取得日数

平成29年度 平成28年度

12.0日 10.8日

7※すべて知事部局の実績

県における働き方改革の取組状況⑥
（長時間労働の解消）

20.7

18.9

20.6

17.6

14.8

18.5

20.1
19.5

17.7
18.5

14.5

18.0
16.8

16.2
16.9

16.3

15.0

17.4

20.8

18.2
17.3

18.9

17.5

22.0

19.4
18.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

H28 H29 H30

月別の1人当たりの時間外勤務時間数

さらに取組を進めていく必要があります！
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「健康経営」って何？①

「健康経営」とは、

「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営
面においても大きな成果が期待できる」との基盤に立っ
て、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する
こと

健康経営の効果

「単に医療費という経費の節減のみならず、生産性の
向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の
効果が得られ、企業におけるリスクマネジメントとして
も重要」

※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

9

「健康経営」って何？②

アブセンティーイズム（病気による欠勤）

だけではなく、

プレゼンティーイズム

（何らかの疾病や症状を抱えながら出勤し、業務遂行能力や

生産性が低下している状態（ex.倦怠感、肩こり・腰痛、

抑うつ））

を最小限にとどめ、生産性の損失を最小限にとどめる。

従業員の健康に配慮することにより従業員満足度の向上を図り、
経営者と従業員がお互いにwin-winの関係を保つ

労働意欲の向上・生産性の向上

10
岡田邦夫.「健康経営」推進ガイドブック（平成27年）.健康経営の基本的な考え方

これまでの「働き方改革」の取組をさらに進化させるた
め、職員の能力や個性の発揮には、職員の健康の維持・増
進が欠かせないとの考え方に基づき、健康でいきいきとや
りがいをもって働くことができる職場の環境づくりに取り
組むことで、県庁の組織としての力を高め、県民サービス
の向上を目指すもの。

本県における「健康経営」の
基本的な考え方

県庁における「働き方改革」

生産性の高い働き方の実現

ワーク・ライフ・バランスの実現

県庁における「健康経営」

職員の健康の維持・増進

健康的な組織風土の醸成

11

滋賀県庁健康経営宣言①
１．職員の健康の維持・増進
滋賀県庁では、職員の健康を第一に考え、「身体の健康」や「心の健康」も合

わせた総合的でバランスの取れた健康づくりを推進します。

２．ワーク・ライフ・バランスの実現
滋賀県庁では、職員が心身ともに健康で公私ともに充実した生活を通じて成長

していけるよう、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進し
ます。

３．生産性の高い働き方の実現
滋賀県庁では、長時間労働の解消と仕事の質の向上に向けて、人材育成に取り

組みながら、限られた時間の中で効果的・効率的に事務を行う、生産性の高い働
き方の実現に向けた取組を推進します。

４．健康的な組織風土の醸成
滋賀県庁では、職員間の活発なコミュニケーションの下、タテ割りを排し、互

いに協力し合いながら積極的に業務に取り組む、風通しの良い健康的な組織風土
の醸成に向けた取組を推進します。

12



滋賀県庁健康経営宣言②

生産性の高い働き方の実現ワーク・ライフ・バランスの実現

職員が健康でいきいきとやりがいをもって働き、組織としての力が最大限に発揮される職場

私生活の充実、多様な関わり

幅広い視野、学びの機会、豊かな人間関係

職員の健康の維持・増進

県庁における健康経営により目指すべき職場の姿

時間外勤務の縮減

人材育成

県 民 サ ー ビ ス の 向 上

県 庁 の 組 織 とし て の 力の 向上

仕事の質の向上モチベーションの向上職員の資質の向上

健康的な組織風土

の醸成

13

県庁における健康経営計画
平成30年度における取組項目（一部）
【重点１】
健康診断の完全実施と精密検査・要治療者への受診勧奨

【重点２】
ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境の改善

【重点３】
滋賀県職員版 スマート ライフ プロジェクトの推進

【重点４】
勤務間インターバルの確保による職員の健康維持

【重点６】
全庁的な業務のさらなる見直し

【重点７】
各職場における業務のさらなる見直し

【重点10】
ＯＪＴや対話を通じた職員のモチベーションの向上

【重点11】
「自らの学び」を通じたスキルアップの推進

14

全庁的な業務のさらなる見直しに着手します！

今一度、仕事の効率化のための取組の徹底を！
①「会議開催に係るルール」「照会に係るルール」の遵守
② 職場の整理整頓
③ 業務手順の共有化の推進
④ スケジュールの共有化による効率的な業務の推進
⑤ その他各職場で定めた働き方改革の取組の徹底を！

自らの取組を皆に教えて。アイデアがあれば提案を。
キラリひらめき改善提案制度をご活用ください！

今後の取組

15

取組は徹底的に

必ずできると信じて、職員全員が本気で徹底的に取り組むことが
必要です。あと「10分」早く仕事が終えられるよう、みんなで考え
てみませんか？

コミュニケーションを大切に

「やらされ感」ではなく、全員が前向きに取り組むには、職場の
中での対話を通じてみんなが納得して取り組むことが必要です！

あきらめない

粘り強く取り組むことで、県庁の組織風土を変えていきましょ
う！

最後に
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勤務間インターバルの確保に向けた取組の実施について（案） 

 
 県庁における健康経営を実践する取組として、職員が十分な睡眠時間や生活時間を確保

し、職員の健康の維持・増進とワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、勤務を終え

てから次の勤務までの間に一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保するための取

組を実施する。 
 
１ 目的 

(1) 睡眠時間や生活時間の確保による職員の健康の維持・増進およびワーク・ライフ・

バランスの実現 

(2) 休息時間の確保による生産性の高い働き方の実現 

 

２ 実施方法 
(1) 職員が十分な睡眠時間や生活時間を確保できるよう、災害対応など業務の都合によ

りその時間帯に行うことが必要な場合や、行わなければ翌日の業務に重大な影響を及

ぼす業務がある場合を除き、午後 10時以降の時間外勤務を原則として行わないことと

する。 

(2) 上記(1)にも関わらず、やむを得ず午後 10 時を超える時間まで時間外勤務を行った

職員がその翌日に遅出勤務をすることができるよう、遅出等勤務制度を拡大する。 

 

３ 取組時期 

  平成 30 年 7 月上旬（予定） 

 

４ 対象機関 

  知事部局に属する全機関 

 

５ 留意事項 

(1) 所属長は、日頃から計画的かつ効率的な業務管理に努めるとともに、特に午後 10 時

以降時間外勤務を行わせることがないよう、係長による係業務の効率的な運営につい

て指導・助言すること。 

(2) 係長は、係業務の効率的な運営に努めるとともに、特に午後 10時以降時間外勤務を

行わせることがないよう、勤務の内容やその必要性、終了予定時刻を十分精査の上で

勤務を命じるものとし、業務終了後には速やかに退庁するよう職員に指示すること。 

 (3) 所属長等（所属長またはあらかじめ所属長が指定した職員（総括補佐、係長など））

は、翌日の遅出勤務を命じる場合は、翌日の業務体制を考慮するとともに、職員の意

向を十分配慮すること。 

県 政 経 営 会 議 資 料 
平成 30 年（2018 年）7 月 10 日 
総務部人事課・行政経営企画室 



 (4) 所属長等は、取組の趣旨を踏まえ、午後 10時を超える時間まで時間外勤務を行った

職員がその翌日に遅出勤務をすることができるよう、業務を調整するなどの配慮に努

めること。 

 (5) 勤務間インターバルの確保に向けた取組は、職場における仕事の絶対量を減らす取

組や仕事のやり方を効率化する取組と併せて実施することで一層効果が上がると考え

られることから、各職場における業務の見直しに引き続き取り組むこと。 

 

６ 報告等 

(1) 人事課および行政経営企画室は、各所属における午後 10 時以降の時間外勤務の状況

を把握するとともに、その発生状況に応じて、当該所属の働き方の改善に向けた取組

の状況について調査を行うこととする。 

 

 



 

遅出等勤務制度の拡大について 

 
１ 概要 

職員の健康維持のため、十分な睡眠、休息時間を確保できるよう、午後 10 時を超えて

時間外勤務を命じる場合、その翌日に遅出勤務が実施できるよう、遅出等勤務制度を拡大

する。 

 

 

 

 

 

 

２ 制度改正のポイント 

（１）遅出等勤務の区分の追加 

・現行の遅出勤務の区分（Ｂ～Ｄ勤務）をもとに、「翌日の遅出勤務」における勤務時間

の区分を定める。 

区 分 
勤務時間 

（休憩時間） 
 

区 分 
勤務時間 

（休憩時間） 勤務日における 
終了予定時刻の目安 

Ｂ勤務 
9:30～18:15 

(12:00～13:00(60 分)) 

⇒ Ｅ勤務 翌日の 9:30～18:15  

(12:00～13:00(60 分)) 
22:00～22:30 

Ｃ勤務 
10:30～19:15 

(12:00～13:00(60 分)) 

⇒ Ｆ勤務 翌日の 10:30～19:15 

(12:00～13:00(60 分)) 
22:30～23:30 

Ｄ勤務 
13:00～21:30 

(17:15～18:00 (45 分)) 

⇒ Ｇ勤務 翌日の 13:00～21:30 

(17:15～18:00 (45 分))  
23:30～ 

 

（２）「翌日の遅出勤務」の実施の決定 

・職員の申請（希望）により遅出勤務の実施を決定するものではなく、所属長等（所属長

またはあらかじめ所属長が指定した職員（総括補佐、係長など））が職員の健康維持を

図るため、翌日の遅出勤務を命じるものとする。 

・所属長等が、当日の午後 10 時を超える時間外勤務命令と併せて、翌日の遅出勤務を命

じる。 

 

（３）遅出等勤務の対象となる業務の拡大 

・職員の健康維持を目的として、勤務終了時刻から次の勤務開始時刻までの間に十分な睡

眠、休息時間を確保するため、対象となる業務の内容を、これまでの「会議、説明会、

交渉、折衝、調査等の業務」に限定せず、「当日に処理することが必要な業務」につい

ても、これを理由として遅出等勤務の実施を認めることとする。 

参考：現行の遅出等勤務制度 

職員の健康保持と公務能率の向上を図るため、勤務時間外の会議やイベント等の業務

に従事する職員に対して、所属長が当該勤務日における勤務時間の変更（Ａ～Ｄ勤務）

を命じる制度。 



 

 

（４）連続した「翌日の遅出勤務」の制限 

・翌日の遅出勤務は、勤務時間を後ろ倒しするものであり、これを連続して実施した場合、

かえって勤務終了時刻が遅くなり深夜勤務が発生する恐れがあることから、所属長等は

翌日の遅出勤務を連続して命じないよう配慮する。 

 

３ 「翌日の遅出勤務」の命令等にかかる手順 

① 所属長等は、時間外勤務の終了時刻が午後 10 時を超えることが明らかな場合におい

て、時間外勤務の命令と併せて、翌日の業務体制や職員の意向を考慮し、翌日の遅出勤

務を命じるかどうか判断する。 

② 当該職員に確認の上、ＥからＧ勤務のいずれかの区分で翌日の遅出勤務を命じる。 

③ 所属長等は、上記の内容を「遅出等勤務簿」に記載するとともに、勤務時間の変更に

ついて所属内に周知する。 

④ 翌日遅出出勤をした職員に、前日の業務終了時間を確認し、同記録簿に記載する。 

⑤ 遅出等勤務簿の所属長決裁を行う。 

 


