現場の声から生まれた
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Ｑ＆Ａ

公益社団法人

愛媛県看護協会編

発刊に寄せて

皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜びを申し上げます。また、
日頃より愛媛県看護協会への一方ならぬご支援ご協力に感謝を申し上げます。
これからの少子・超高齢社会を迎えるにあたって、看護の専門職である看護職
に対して、その役割や業務の拡大等、社会から寄せられる期待は大きく、マンパ
ワーの確保が大変重要な課題となっております。
愛媛県看護協会は平成24年度から﹁働き続けられる職場づくりの推進﹂を重点
事業の一つに掲げ、看護職の確保と労働環境の改善、離職防止などの事業を推進
するにあたり、新たにワーク・ライフ・バランス推進委員会を設置し、活動をし
てまいりました。
この度、ワーク・ライフ・バランス推進委員会による、愛媛県内の病院看護管
理者が、労務管理で日常困っていることや疑問に思っていることを﹁現場の声か
ら生まれた労務管理Ｑ＆Ａ﹂として、冊子にまとめましたのでお届けいたします。
平成25年12月に実施した病院看護管理者へのアンケートで﹁労務管理で困って
いることや疑問﹂について126の質問や疑問が集まりました。これらの質問や疑
問に答えるものですが、当然、看護管理者が知識として、知っておかなければな
らないものでもあることからＱ＆Ａという形式で冊子にまとめました。
身近な看護管理者の皆様からの医療労働という労務管理の大変さの中から出て
きた質問や疑問です。同じように感じておられる看護管理者も多いことと思いま
すので、いつも手元に置き、労務管理で迷った時や悩んだときに利用していただ
ければ幸いです。
平成26年３月
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◇看護管理者からの労務管理に関する質問内容
カテゴリー

サブカテゴリー

内

容

ＷＬＢに 関 し て
妊婦への対応・産休・育休

ＷＬＢ推進に対するサポート

当所では、ＷＬＢについての指針を示していないため、自らのＷＬＢを考えるという
自発的な行動のサポート体制がとれていない。

ＷＬＢの意味の誤解

ＷＬＢという言葉が先行し、仕事と生活の割合ととらえがちである。

ＷＬＢと組織バランス

個人のバランスを優先しながらＷＬＢに取り組んでいるが、組織全体としてのバラン
ス、調和平等が取れていか悩むところである。

ＷＬＢの取り組み

ＷＬＢの取り組みについて、当院では法的な取り組み以外に、誕生日に商品券の進
呈、長時間勤続者の表彰（院内良好）を実施している。

母性健康管理の為の休暇等

保健指導または検診のための通院休暇は、請求により認められるが、無給であるた
め有給をとりたいという希望がある。

母性健康管理の為の休暇等

通院、検診に行っている。
（有休にしたい、経営側にどのように伝えればよいか）

母性健康管理の為の休暇等

生理休暇は認められているが、無給であるため取得されていない。
（以前は有給であった）

母性健康管理の為の休暇等

１回はほとんど取得できていた。
（有休にしたい、経営側にどのように伝えればよいか）

母性健康管理の為の休暇等

産前・産後・育児休暇については本人の請求により取得している。ただし人員につ
いては必ずしも求人には結びついていない。

育休者の配置（各職員の不安や不満）

育休者の復帰をほのめかすと「休みずらくなる」と言っているらしい。

育休の取得

育児休暇を₁年間取るのは人数の関係で職種によっては難しい。
保育所を設置している。₇ヶ月からうけいれているので、₁年間の育休を希望してい

育児支援（育休、夜間保育、保育所設置） ても₇ヶ月で復帰せざるを得ない状況になっている。夜間保育もしている。

育
児

育児支援（他のスタッフへの配慮）

育児・介護休暇で度々休むため他の人に休みをあまりあげられない。
子育て中の人にはＷＬＢはできているがその他の人へのＷＬＢは難しい。その他の
人の長期休暇（海外など）はみんなの協力のもと取れるように努力をしている。

育児支援（院内保育）

院内保育所を開設したが利用者が少ない。
上の子どもを外に預けているので下の子どもも同じところでとの考えがある。夜勤
のときだけでも預けることを説得するが強制ができないので夜勤免除のままである。

育児支援（勤務時間の工夫）

育児休暇後の職員については、本人の希望にもよるが、まず半日勤務のパートとし
て復帰、その後、本人、子どもの状態に応じて就業時間を少しずつ延ばしていくよ
うにしている。

育児支援（男性職員の育休）

当院ではじめて男性看護職員から育休の申し出があったので、取得に向けてすすめ
たいと思うがどのようにすればよいか戸惑いを感じている。

育児支援（病児保育）

病院の目の前に市営の保育所があり19時まで保育可能。そのため当院には24時間
保育や病児保育が必要である。しかし、病院としては難しく、そんなに預ける人もい
ないのではないかと言われ、現在も検討中である。

育児支援、他の職員への負担

育児支援は優先的におこなっている。そのため他の職員へのしわ寄せがでている。
職員間の調整が難しい。

育児優先、独身者の負担

ワークライフ・バランス＝子育て支援といった風潮があり、子供の学校行事等を優
先して業務に関係なく休暇を希望するため、独身者への負担が大きくなっている。

支

当院では託児所を運営しています。しかし、問題は小学校に入ってからです。小学₁
年の春は子どもがなれるまでは早く帰ってきます。また、春休み、夏休みの問題も
院内託児所、学童保育、出勤勤務時間へ あります。その上、学童は8時30分からしかあずかってくれず、登校前に出勤してくる
職員がいます。また、子供を預けてくるため、毎日遅刻してくる職員がいます。何と
の工夫
かしたくて学童保育を病院でしてくれるように働きかけていいますが直ぐにはなり
ません。看護師のお母さんたちが安心して働ける環境づくりをまずは看護協会で働
きかけてください

援
臨時職員に対する対応、育児支援

臨時職員が産育休を取得したいと申し出があれば与えなければならないか。与えた
場合の給与は無給でよいか。臨時職員を長期にわたり（20年以上）雇用した場合、
本人の申し出がない限り退職勧告はできないか。
臨時職員は8時30分から開始だが、その10分前にミーティングを伝えると辞めると
言われた。
当院では公務員ということもあり、就学までの育児短時間、保育所送迎のための出
勤時間を変更、3年育児休暇取得可能等の手厚い処遇が受けられる。その後子ども
が就学すると早く帰宅するということで退職する。このような人員が全職員の13.6
％にもあたる。
産休、育休の代替え職員の確保が難しい。欠勤者がでると業務量が増え、定時で

産休育休への対応
（代替職員、業務負担） 勤務が終了できない。
産前休暇

産前休暇も当然のように取ってもらっている。

託児所（利用回数と費用）

託児所利用回数について：子育て支援として託児所を設けている。託児所利用職員
から、病棟職員は夜勤があるため外来等と比べて日勤回数が少ない。実際の子ど
もを預ける回数を比較すると少ないのに月別利用額が同じなのは疑問と感じるとの
意見がある。実際の運営は利用料だけでなく、利用職員やこれから利用予定者の理
解を求めるためには、どのような運営・利用方法がよいのか悩んでいる。

勤務調整（時短勤務、夜勤免除）

育休明けで時短勤務や夜勤免除を申し出てくるが、同一部署に複数いると夜勤がで
きる人に負担がかかっている。また、その人の時間外勤務も多くなっている。本人と
家族の納得の上であれば月２～３回の夜勤はしてもらってよいか。

1

カテゴリー

サブカテゴリー

容

育 児

時短勤務

最近は産後６時間勤務をするものが多い（９時から16時、内１時間休憩）。業務規定
で就業前の者としているが、内規で産後３年までとしている。延長を希望する者が
多い。

支

夜間保育

夜間保育所があれば子育て中の看護師を助けることができるが、予算面で厳しいと
言われる成功例を聞きたい。

夜勤者確保（家庭の事情）

業務評価（案）について（ボーナス評価、夏季・冬季）。
産休、育休者が復帰する時、相談を受ける中で「夜勤ができない（子どもを見る人
がいない）」
「日曜・祝日が勤務できない（保育所が休み）」
「有料で見てもらうのは
嫌」など家庭の事情がある人が増えています。今回、夜勤可能者とそうでない人の
評価を行うことにしました。対象者に伝え了解は得ましたが、問題となることはあり
ませんか？ 辞めずに働いてほしい気もちは伝えています。

院内研修（育児支援への工夫）

育児支援のために、残業や時間外の研修を免除している。研修参加時の延長保育
は延長料金を取っていない。研修の参加は本人の意思に任せている。

院内研修（工夫）

研修を勤務時間外に実施している。安全管理、感染対策については時間外手当をだ
している。研修を₃回実施し、全員参加できるようにしているが、交替勤務の場合は
休みや深夜明けで実施している。その場合、日勤日に超過勤務手当をつけている。

援

病児保育、障害児保育

院内研修
（研修時間、参加促進、業務命令）

院内研修参加について：看護部研修は時間内実施が困難である。そのため自己研鑽
として看護職員に参加募集を呼びかけている。部署によっては看護師長が「特別な
用事がなければ全員参加です」と指導している。スタッフからは業務命令と受け止
められているのではないかと懸念している。

院内研修（参加時間、時間外手当）

時間外研修については、すべて手当の対象であると言われている。院長への相談も
しているが看護師だけではないので任意にすると言われている。

院内研修（時間外手当）

勤務終了後、院内研修を勧めると時間外の請求をされる。

院内研修（昼休みの研修）

研修会、委員会を昼休みにするには、休憩時間を減らすようになるのでするべきで
はないか。

院
院内研修
（研修時間、参加促進）、看護師人員

教育計画をたて、院内外の研修に参加できる範囲で参加させている。しかし、以前
に比し、看護師たちが研修に参加したがらない。行かなければと考えているが行け
ない、行きたくないと言う。忙しすぎてしんどいのだろう、病院に問題があるのかと
分析してみるが・・もちろん勤務扱いで費用もすべて出して研修に行かせているの
だが、やはり疲れているのだろう。ゆとりを持たせるような看護師を配置し、安心し
て働ける看護体制が組めたらと思う。看護補助加算もその一つだが、当院では看護
必要度が上がらずとれない。それでも看護補助者は配置しているが・・・。

内
研
修
人 員 不 足

勉強会

昼休みの勉強会の扱いで注意しなければならない点。

看護師不足

看護師の数が足りないので取り組みに至っていない。

看護師不足

看護師不足に対しての取り扱いについて：看護師不足は中小の病院と地域の病院を
直撃している実態をどのように考えているのか、看護協会は認識がないように感じる。

看護師不足
（多様な勤務、勤務可能な看護師）

半日・2～ 3時間、夜勤のみなど多様な勤務をしてもらえる看護師がいないのが現状
である（臨時）。

マンパワー不足

ＷＬＢの意義はよくわかりますが、現実問題としてマンパワー不足や、他のスタッフ
からの不満を生じることなく希望をそのまま受け入れることは難しいと思います。

業務改善（勤務時間削減）

超過勤務をどのように削減していけばよいか、要因が多様に考えられるため難しい。

業務改善（勤務時間短縮）

来年度は勤務時間短縮への取り組みを準備していきたい。

業務調整、時間外手当
（業務量と個人能力）
業

最近、ご高齢の方の入院が多くなり業務に手間がかかるため時間外が増えてきた。
それに伴い時間外支給手当も増加している。早く帰りたいのに頑張ってくれている
ので（本当は遅出業務の看護師を増やせばよいがとても無理）時間外手当を支給し
ているが事務方は機嫌が悪い。また、これでは書かないでと思うケースもあり、個々
の看護師の能力的なところもある。労働基準局の手前、言うにいえないところもあ
る。他の病院はどのようにしているのだろうか。全部時間外は認めていますか。

業務の変化（電子カルテ化）

電子カルテの導入により、入力作業に能力差があり残業時間が増えている。管理者
は入力ミスの修正や未入力の訂正や未入力の訂正などの確認業務が増え残業とな
り、負担が大きい。

勤務時間前の情報収集

勤務開始₁時間ほど前から出勤し、情報収集しているスタッフがいる。早く出勤する
必要はないと指導するが、自分の勝手で出勤しているとのこと。時間外の対象とな
るが、上司の指示・命令でない自己判断での早めの出勤は放置してよいか。

勤務時間前の情報収集

勤務開始前の情報収集は8時30分からの業務開始になくてはならないと行ってい
る。個人差もあるが時間外手当の対象となるし、情報収集の時間も必要となるため
何かよい案はないか。

勤務時間前の情報収集

開始前の情報収集も同様に時間外を強制している言われる。

勤務時間前の情報収集

朝の情報収集の時間を手当てに含むと大変なコストになるがするべきか。

勤務時間前の情報収集

勤務開始前の情報収集は義務付けていない。早い人は45分前から出てきている人
がいる。早く来る理由に「情報収集に時間がかかる」
「落ち着いて勤務に臨むたい」
との声もきく。そのため開始時間を早めても効果はないと思う。

勤務時間前の情報収集

勤務時間と同じであるが、勤務時間30分～１時間前より情報収集している。各人に
よってまちまちではあるが時間外手当は支給していない。それでよいのか、現実的
にそこまで時間を要するか疑問、本人の安心感の問題もあり。

務
改
善

2

内

病児保育、障害児保育の受け入れをしたい。組織に懇願しているが経営上難しいと
の判断。

看護管理者からの労務管理に関する質問内容

カテゴリー

サブカテゴリー

内

容

業

休憩時間

早く業務を終わらせたいために、昼休みの時間を取れるのに早くでて業務をしてい
る。業務が多くて本当に昼休みが取れないときは、
「昼休みとれず」という理由で超
過勤務を出しくるのを認めている。スタッフも自分の意思で昼休みを削っていると
考えているようだが、これだよいのか。

休憩時間（取得できなかった時）

就業時間内の休息時間（８時から16時30分、実動７時間30分、１時間休憩）が取れ
ないとき時間外を請求される。１時間以上休憩をとっている時もあるが。

務
改

休日出勤
（勤務移動、不満、勤務形態の変更）

₄年前の採用面接時は月₁回なら休日出勤ができると言っていた職員が、子供が中
学生になっても休日の部活練習に同伴したいので休日出勤はできないと言われた。
当院は規模も小さく２病棟と外来のローテーションをすることで家庭環境（子どもの
年齢等）に合わせて勤務場所を配慮してきました。ただ休日出勤ができない理由で
給与に変化をつけることはできないと判断し、勤務時間が今後も長期化するため、
パート勤務もすすめてみました。他のスタッフからは、ずっと同じ場所で優遇されて
いるとの不満も大きくなり、本人の希望をこのまま受け入れること…。

善
勤務表作成時の困難感
時 間 外
手 当
メンタルヘルス

部署間の応援体制、職員配置

病院の人員配置に問題があるとは思うが、外来勤務の看護師のほとんどはパートの
ため、休日を多くとったり、急に休んだりする。業務をまわさなければならないので
仕方なく病棟の看護師を応援に出している。病棟看護師から不満がある。しかし、
事業主は当然のことと思っているところがあるならば、業務はミスを招きやすいた
めどうしていくべきか。個人病院では今までの流れもあり、外来と病棟を切り離した
いがどうにもできずにいる。

夜勤時間短縮

当院では２交替勤務16時間夜勤を行っている。夜勤時間短縮に向け看護部で委員
会に準じた委員を決め、前向きに取り組みたいと考えている。

勤務表作成（勤務希望、勤務調整）

勤務希望届を提出するが、希望の中身は妻の夫の誕生日だから、子どもの誕生日だ
から休みをください、といった内容のものがある。

勤務表作成の難しさ（人員不足）

深夜勤務前16時間以上あける状態とは、休日深夜入りとなる。当院では日勤、深夜
を継続している夜勤明けを有効に利用して休日を続ける希望が多く、希望に沿った
シフトを組んでいる。すべての条件を整えるには、人員確保が最重要課題である。
今の状況では無理である。

勤務表の作成

変則２交代勤務で、17時から９時までの16時間勤務である。休憩をとるので15時間勤
務としてカウントしている。夜勤専従の場合、144時間でシフトを組む。15時間×９回
＝135時間、残り９時間を夜勤帯に組み入れが困難。15時間×８回とし、残り24時間
で３日間の有休を消化することが可能だが、４週ごとの勤務表すべては有休数の限
界となり不可能。

勤務希望、職員の不公平感

休みの希望をなるべく取り入れた勤務を組みたいが、希望の数を制限しなけれれば
不公平と感じる者もいる。

休暇（職員間の不満）

休みを職員の不公平感なく取ってほしいと思っているが、実際は独身と既婚者とで
取り方に差がでてしまい不満となっている。

休暇（職員の思い）

責任感の強い職員は、他の人がしんどい思いをしてまで（休み）取りたくないと訴え
るものもいる。

労働時間（週40時間）に関する疑問

予定された勤務は週40時間以内であるが、本院が変更した場合40時間以上になる
のは良いのか。

時間外勤務手当（委員会活動）

勤務時間外の委員会活動には手当てを支給しないといけないか。スタッフからの要
望はないが出さないといけないなら検討する必要がある。

時間外手当

現在、外来当直明けを、15時15分から業務終了、帰宅としている（夜間患者週1～2
人程度）時に業務が終了せず、残業となる場合は時間外手当を出している。はたしてこ
の対応でよいのかと疑問に思っている。

時間外手当（管理者の押印の必要性）

超勤を記入するのに現場の看護長が押印するとスタッフのプレッシャーになるので
押印はしないことになっている。超勤は指示して実施すると思うがこれでよいのか。

時間外手当（職員の能力）

超勤はざっくりいえば仕事のできない人が多くなり、できる人が少なくなると思うが
納得できない職員もいる。

時間外手当（職員の能力）

管理者の命令がなく、自己都合で記録が遅い人の時間外の扱い。

時間外の目標面接

目標面接も業務終了後は手当てが必要か。

時間外勤務手当て

時間外勤務に伴う手当について：当院では、主任以上は時間外手当が支給されませ
ん。労基法では管理監督者以外は手当ての対象となると思いますが、就業規則にそ
の旨、明記されていれば支給の対象にならないのですか。

時間勤務手当て（基準、時間の対応）

残業、時間外手当てを₁分でも過ぎれば書くいうところもあるが基準もなくどう対応
すればよいか。

残業（時間義手当の病院ルール）

17時30分が日勤の退社時間で、18時以降からでないと時間外手当が付かない事に
対して職員から苦情が出る。

職員のメンタルヘルス

精神的な診断書が診察当日からいきなり₃カ月であった。補充もできずそのまま₆カ
月の診断書、ついに₃年となった。短い期間にはならないか。

職員のメンタルヘルス

心に病を持っているスタッフの対象法について：入職時に病気のことをきいてもよい
か。試行期間が終わってから心療内科に通っており、業務に支障をきたしている。
業務に支障をきたしたときは、どのようにすすめていったらよいか。また、診断書が
提出された場合、何年間、何ヶ月間休職扱いにすればよいか。

心身に問題を抱えた職員への対応
（退職勧告）

正規臨時問わず、心身や能力問題で復職が困難となり、長期に休職する事がある。
当人から申し出がない限り退職勧告はできないか。
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カテゴリー

サブカテゴリー

内

容

人 材 採 用

試用期間

試用期間を設けていないがメリットは何か。

人員確保（契約社員）

契約職員について本人の意向も聞きつつ正職員への採用の道を確保している。しか
し、すべてではなく、契約を更新し続けている職員もいる。これもどうなのかなと
迷うところである。

パート契約社員（採用時の契約）

パート契約職員について：期間を明確にしないでパート職員を採用した。この場合
期間が明記された契約書類は必要か、あるいは₁年毎の契約更新をした方がよいの
でしょうか。

求人の工夫

看護師の求人については、₁か月₁時間勤務での就職も可能、家庭の事情にあわせ
て勤務形態が可能であることを表示している。

正規職員とパート職員
（夜勤可能者との差別化）
多様な勤務形態（夜勤免除、不平等感）

夜勤をしないようようならパートに変更していたが、法律上は認められるか。
多様な勤務形態は必要であるが、夜勤をする、しないなど不公平と取られる。夜勤
をしてくれる人に何かプラスになることが対策として立てればよいが。
短時間労働に対して、産後の希望はないが、こちらのアプローチもしていない。現

短時間勤務（職員の権利擁護、人員不足） 実的にとられるときつい。管理者としての対応はどうしたらよいか。

多 様 な 勤 務 形 態 の 工 夫
年
次 有 給 休 暇
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短時間勤務
（人数を増やせない、常勤者の負担）

育児短時間勤務を取り入れているが、育短の者はＷＬＢを目的に「午前中だけ働き
たい」と勤務に偏りがある。組織としては、ＡＭ₁名、ＰＭ₁名とつなげてもらえる
と₁人役となるのでそうして欲しいがそうはならない。受けもちを持つ等の責任ある
業務をしなくなるため、他の常勤看護師に負担がかかり、かえって超勤が増える。
常勤看護師のＷＬＢを犠牲にして育短制度がなりたっているような気がする。自分
のことだけだなく、皆がお互いさまで助け合う組織にするにはどうしたらいいのか
考える。

短時間労働

短時間労働については、本人の希望があればしなくてはいけないがこちらから勧め
ることはしていない。産休・育休明けの人すべてが希望すればシフトが組めなくなる。

短時間労働

短時間正職員制度の導入が難しい。常勤体制としての労働時間、賃金、勤務形態の
調整ができず導入できていない。

時間短縮勤務

時間短縮勤務については、現在₂人取っている。現在までに数人が取得している。

勤務体系の工夫、経営（人件費）

時短やフレックスの導入も必要かと思うが、コンプライアンスを考えると導入できな
い。また、人的に経営を圧迫してしまう。

勤務体制の調整

現状で他勤務体制をとれば、それに引きずられて私もしたいと言うので特別な体制
がとれなくて困っている。

変則三交代制勤務

変則３交代制勤務のシフトを検討している。勤務時間の長さが異なると急な変更に
の際、組み合わせに時間がかかると考える。考えたいが、これを考える時間をよう
するので、最優先に取り組むに至っていない。

離職防止
（職員それぞれに合った多様な勤務）

離職防止も含め、極力職員の希望がかなうようなシフトの組み換え等は実施してい
る。

勤務形態
（形態の多様化、給料や待遇の差別化）

多様な勤務形態の推進がなされているが、正職員の枠で行うと、夜勤や休日勤務な
どで不公平となってしまう。給与や待遇などでの差別化が必要であると思われる。
施設で決める事であるが、何か基準があるのか知りたい。

年休消化方法

年休の消化方法：年休取得率が低いため、スタッフの不満のひとつとなっている。

年休消化率

年休消化率に病棟間格差が大きいのでどうしても不公平感がある。

年次有給休暇

退職前に残りの年次休暇をすべて取りたいと職員からある（臨時・正職員ともに）
。
しかし、同じ部署に何人も重なると業務遂行が困難になる。この場合、時機変更権
を行使して最小限に制限しても問題はないだろうか。

年次有給休暇

年次有給休暇₆カ月過ぎれば10日間発生し、年々繰り越される。臨時職員の場合、
この年次休暇を使いきれば無給としているが、無給のままずっと休む場合、保険料
の負担は半々なので仕事はしないが会社が保険料を負担する状況が続く。この場
合、何日間無給が続けば退職させることが可能なのか。

年次有給休暇

年休取得が平均７日程度あり、人員増加を希望するが経営的に苦しい状況であり、
公務員であるため理事者の理解も得られず人数の増員は厳しい。

年次有給休暇

職員数は余裕がなく有給休暇の消化率を他施設と比較しても非常に低い。経営的
に、もっと余裕を持っていれば対策は講じられるのだが。

年次有給休暇（消化と人員）

当院では職員の人数も限られているので、突然休まれても困ることもあり計画的に
有休を入れ勤務表を作成している。しかし、看護師もそのような余裕があるわけで
もなく、有休を全部消化することはできず不満が出てくる。また、人により毎回有休
を希望する者とそうでない者の公平性が保たれない。他の病院はどのようにしてい
るのか。

年次有給休暇（退職時の消化）

年次有給休暇が消化されていない現状で、退職時に買い上げてもらっていない。
（協
会ニュースでできている施設もある）

年次有給休暇（退職前の消化）

退職前に残りの有休をすべてとる権利があるというスタッフがいる。
（就業規定で
は、業務に支障のない場合、上長の判断としている）

年次有給休暇の消化（工夫）

自己研鑽のためにも有休を活用していますが、消化率はまだまだです。しかし、他
職種（夜間対応）とのバランスもあり、看護部だけが有休をどんどん使うわけにもい
かず時間がかかる問題だと思っています。

年休消化率

Ｓ病院は年休消化率100％と聞いた。どのような工夫をされているのか。

看護管理者からの労務管理に関する質問内容

カテゴリー

サブカテゴリー

内

容

有休

有休届けに「私用の理由はダメ」と経営者の指示があり、職員からの不満が出てい
る。

有給休暇の消化

当院は病棟の年休消化率が低いためアップさせたいが人員不足のため難しい。

有給休暇の消化（退職）

退職願を３カ月前に出すよう就業規則に規定しているが、有給休暇がたくさん残っ
ている人の場合、1.5カ月くらいしか勤務する事ができなくなる。
対処法として退職日をずらしている例：12月15日に退職願提出⇒本来なら３月15日が
退職、この間30日間の有休が残っていたら、２月の初めに勤務を終える⇒このあと
は有給休暇取得となるので、実際には４月15日の退職日にしてもらうと３月15日から
有休取得となる。

有給休暇

時間有給休暇：業務に支障がなければ₁時間単位で取得できる。
（例／定期健診、
学校行事、体調不良等）

職員の働くことに対する意識

病棟から、夜勤のない部署への移動を告げると夜勤手当て（３～４万 / 日）が、無
くなると生活ができなくなる。休みが取り辛い、ウィークデーに私事で自由に動けな
くなる等の理由をつけて拒む。

職員の価値観の変化

生活中心に仕事をしているとしか思えない職員が多くなってきています。他施設で
も同様なのでしょうか。

勤務に対する考えの変化

勤務表作成時、休日の希望を聞いているがいつも調整に困る。以前は若い人たち
は希望を出していなかったが、新人も₆カ月たつと希望が出る。ＷＬＢは権利のみ訴
え、勤務に対する責任はどう考えるか憤りを感じる。看護師長が調整にため夜勤を
する場合もでてきている。
（本末転倒と考えるのは間違いでしょうか）

夜勤体制（仮眠休憩ができない場合）

２交代の夜勤の仮眠・休暇が取れなかった場合、超過勤務で請求できるのか。

夜

夜勤体制（仮眠時間、休憩時間）

勤

夜勤の仮眠時間と休憩時間の線引きが難しい。仮眠時間２時間がとれていても休憩
時間が取れない場合時間外扱いとしないといけないのか。

夜勤体制（仮眠のできる環境）

仮眠時必要な環境について必要条件はあるのか。

年 次 有 給 休 暇

パート契約社員（有給休暇）

パートタイマーの有休休暇取得について：１日勤務の非常勤看護師については規定
通り取得できているが、半日勤務（₄時間）、₆時間勤務専従勤務（月₈回くらい）
には病院から付与されていない。

職 員 の 意 識
体

正職員でも家庭の事情等によって夜勤回数や夜勤の曜日などの縛りがあるスタッフ

制

夜勤のできる看護師
（職員間での差別化） とオールマイティに働けるスタッフに差がないので疑問を感じている。

外来の夜勤（１名）を外来看護師と看護師長が交代で行っている。外来看護師は夜
勤の扱いであるが、看護師長は当直の扱いになっている。同じ外来業務であり、管
外来夜勤（管理当直か夜勤と考えるか？） 理当直は行っていない。
（患者数は17：00～ 0：00が７～８人、0：00～ 8：30が１人
で、救急車の搬入もある ) 同じ業務なので、師長も夜勤とする方がよいのか。

職員の高
齢化と介
護休暇

介護休暇

国が出している親などの介護休暇３カ月は短いうえにとりにくい。終末期にとると
言っても見定めるのが難しい。

職員の高齢化、夜勤

看護師、看護補助者ともに平均年齢が高く、40歳以上の職員が75％を占めている。
定年前の看護師も夜勤を行い定年後も再雇用制度で勤務している看護師がいる。
元気で働く続けられる体制づくりが課題。

就業規則
（タイムカードの押し忘れ３回＝欠勤）

タイムカードの押し忘れ₃回ごとに₁日欠勤の扱いになります。また、遅刻・早退に
ついても同様の扱いですが、これについても就業規則に明記されていれば合法なの
でしょうか。ちなみに、欠勤になると日割りで減給されるため有給休暇で処理して
います。

周知方法（法律改正など）

法律が改正された時の広報の仕方。知らさなくてもいいか。

情報希望

すべて健全な経営委の上に成り立つものとして、今できる事を模索しながら、働き
やすい、元気な職場を目指して、頑張っております。いろいろな情報をいただけれ
ばと思っております。

福利厚生（院内旅行）

院内旅行についてはプランを４～５あげて参加を促している。半数が参加している。

臨時職員の早期退職（給料について）の
疑問

臨時職員を雇用するが、₁・₂日のオリエンテーションのみで仕事らしい仕事をしな
いで退職する事が多々ある。このような場合、何日間は試行期間として減額する事
は可能か。

労働組合への対応

₂交替を勧めているが組合は絶対にしない、言葉にも出してほしくないと言っている。

そ
中小病院の限界

看護師たちが働きやすい環境を作ることは大賛成。しかし、ＷＬＢが叫ばれだして
ますますハードルが高くなり、当院のような小さい病院はできることも限界がある。
これが病院間の競争だから仕方ないと言われればしかたないが・・・。しかし、地
域のために頑張っている小さな病院でも、もっと看護師の配置を高くし時間外をし
なくてもやっていけるくらいの診療報酬をください。その働きがけを看護協会さん
頑張ってください。

の
他
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現場の声から生まれた

労務管理

Ｑ＆Ａ

１．人材採用（労働契約確認）
１） 試用期間の問題

Ｑ りますか。

当院では試用期間を決めていませんが、試用期間を設けるメリットはあ

Ａ 試用期間中は本採用後の解雇に比べて広い範囲での解雇事由が認められ
実際の働きぶりを見ながらその職場における適性を判断する必要から、
ています。
ただし、解雇事由については、就業規則にしっかり定めておき採用時に
説明しておくことが必要です。
試用期間は、労働者を採用したときに直ちに本採用とすることを保留して、
一定の試験的な期間を設けてその期間中に勤務態度、能力、技術、性格等を見
て正式に採用するかどうかを決定するという、労働者と使用者が相互に他方の
価値判断をすることを許した期間です。
労働者は、法律上は試用期間中であっても正職員とされます。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P58－59，
『はたさぽ』P35－36

２） 正規職員と臨時職員

Ｑ 記した契約書類が必要でしょうか。あるいは１年毎の契約更新をした方
期間を明確にしないでパート職員を採用しました。この場合、期間を明
がよいのでしょうか。

Ａ パートタイム労働法ならびにパートタイマーに適用される労働基準法第
15条に基づくと使用者には、労働契約の期間が明示された書面交付義務
があります。
パート職員は、常勤の正職員と異なり、施設側の事情で雇止め（有期雇用契
約を更新しないこと）できる雇用形態であることから、常に不安定な立場にあ
ることが多いため、適正な雇用管理が求められています。平成20年４月施行の
改正パートタイム労働法では、従来は努力義務であった部分についても文書な
9

どによる明示を義務化するなど、採用時の労働条件明示に関して正職員よりも
その明示範囲や書面交付義務が拡大されました。

Ｑ 夜勤ができない職員をパートに変更したいが、法律上認められますか。
Ａ 勧めします。

雇用契約によりますが、あくまでも話し合い、納得した上での変更をお

﹁雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保などに関する法律﹂
の第９条第３項に、﹁事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出
産したこと、－中略－その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省
令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取
扱いをしてはならない﹂とあります。したがって、理由によっては不当な取扱
いとなります。
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２．多様な勤務形態の工夫
１） 短時間労働他

困難

Ｑ 育休明けのすべてが、短時間労働を希望すればシフトが組めなくなる。

短時間労働を本人の希望がない場合は取ることを勧めていない。産休・

Ａ 制度を設けることが義務付けられています。短時間勤務制度についてきち
３歳に満たない子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務
んと説明を行い、労働者から希望があった場合は応じる必要があります。
労働者の実態を踏まえて、適用対象から除外する必要があるものについて
は、労使協定を締結する事により、短時間勤務制度の対象外とすることができ
ます。具体的には、その事業主に継続して雇用された期間が１年間に満たない
労働者、１週間の所定労働日数が２日以下の労働者他、業務の性質または業務
に従事する労働者も対象外とすることができます。この場合、対象外とする業
務の範囲を具体的に定め、労使協定を締結する必要があります。
また、適応除外とされた労働者に関して、事業主は、﹁育児休業に関する制
度に準ずる措置﹂または﹁始業時刻変更等の措置﹂を講じなければなりません。
賃金の算定にあたり、現に短縮された時間の総和に相当する日数を超えて働か
なかったものとして取り扱うことは、禁止されています。
平成17年４月から、子の看護休暇制度が努力義務から措置義務となり、さら
に平成22年４月１日から付与日数等が拡充されています。労働者から子の看護
休暇の申し出があった場合は、事業主は拒むことができません。
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２） 多様な労働形態
多様な勤務形態の推進がなされているが、正職員の枠で行うと、夜勤や

Ｑ 休日勤務などで不公平となってしまう。給与や待遇などでの差別化が必

要であると思われる。施設で決める事であるが、何か基準があるのか知
りたい。

Ａ 規定されているものではありませが、法律に定められた最低限の事項は
短時間正職員制度は、労働基準法などの法律によって厳密に制度運用が
遵守したものにしなければなりません。
厚生労働省の資料によると、短時間正職員とは﹁フルタイム正職員に比べて
１週間の所定労働時間が短い正職員﹂であって、①期間の定めのない労働契約
を締結している者、②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が
同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者と
されています。﹁労働基準法﹂、
﹁看護師等の人材確保の促進に関する法律﹂、
﹁看
護師等の﹁雇用の質﹂のためのとりくみについて﹂等を参考に、最終的には就
業規則を明示して労働契約をする必要があります。
また、短時間正職員制度の導入にあたっては、就業規則を定めたうえで、労
働基準監督署に届け出る必要があります。フルタイム正職員と扱いの異なる部
分（始業終業時刻や休日・休暇、賃金等）は特に重要なので、よく施設内で検
討したうえで記載してください。
短 時 間 正 職 員 制 度 に つ い て は、 日 本 看 護 協 会 発 行 の﹁2009 SHOKUBA
SUPPORTBOOK職場づくりサポートブック﹂P₅₃︲₆₆も参考にしてください。
日本看護協会ホームページ http://www.nurse.or.jp/ でも閲覧できます。
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３．時間外手当
１） 時間外手当支給の範囲

Ｑ 以外は手当ての対象となると思いますが、就業規則にその旨、明記され
主任以上は、時間外手当が支給されません。労働基準法では管理監督者
ていれば支給の対象にならないのでしょうか。

Ａ 管理監督者の要件が満たされていると考えられるのは、実態として判断
されます。管理監督者でない場合、業務命令あるいは組織としての強制
力が働いて時間外労働を行ったかどうかが問題となります。就業規則よ
り労働基準法が重んじられます。
管理監督者として次の３つ要件が示されています。
①

重要な職務と権限がある
経営者から人事考課・採用・労働条件の決定などの労務管理や指揮命令に
かかる一定の権限を委ねられていること

②

出退勤の管理を受けない
出退勤について厳格な規制を受けず、自分の勤務時間について自由裁量を
有する地位にあること

③

充分な賃金を受けている
給与面では職務に見合う充分な役付手当などが支払われていること。
この３つの要件のすべてが該当しているようであれば、時間外手当や休日手

当の対象外として取り扱っても問題ないと考えられます。３つのうちどれか１
つでも当てはまらない要件があれば、管理監督者には該当しないと考えられま
すので、時間外手当や休日手当が必要になります。
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Ｑ ればよいでしょうか。

時間外手当を１分でも申請する部署があります。基準もなくどう対応す

Ａ がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを
その月における時間外、休日又は深夜の総労働時間数に30分未満の端数
１時間に切り上げることは認められているが、日々の残業時間について
は１分でも算入する必要があります。
労働基準法第24条では、賃金は、原則として、その全額を労働者に支払わな
ければならないこと、同法第37条では、時間外労働、休日労働および深夜労働
に対して、割増賃金を支払わなければならないことを定めており、毎日の時間
外労働時間数については、四捨五入や切り捨てはできません。たとえ１分でも
実際に労働した時間ですので、毎日の残業時間の端数を切り捨てることは、労
働基準法違反となり認められません。しかし、賃金体系で計算が可能な時間と
いう観点から、何分単位で申請するか、就業規則で明記しておくことを勧めま
す。

Ｑ になるので押印はしないことになっている。超勤は指示して実施すると
超勤を記入するのに現場の看護長が押印するとスタッフのプレッシャー
思うが、これでよいのか。

Ａ 要があります。

超勤に関しても管理者が労務管理として最終的にチェックをしていく必

上司による時間外手当の操作がなされていた判例（参照文献１﹃看護管理者
の労務管理

かんたんＱ＆Ａ﹄浅見浩 pp₁₂₂︲₁₂₃）があります。管理者は超勤

に関しても立場として決して部下の超過勤務時間を独断で調整をしてはならな
いことを意識しながら、申請者双方が合意の上、管理していく必要があります。

14
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Ｑ 目標面接も業務終了後は手当が必要か。
Ａ えられ、業務に関係しているのであれば労働時間とみなされ、時間外手
目標管理制度は、業務命令あるいは組織としての強制力が働くものと考
当の対象となります。
目標面接とは、目標管理制度における個人のキャリアアップに関するものだ
けでなく、部署や部門の目標を反映したミッションも含まれ、組織としての業
務命令が含まれると考えられます。
時間内面接の設定、面接時間短縮に向けて、部門や部署の目標に関する内容
の面接は、グループ面接などの工夫をされるのも一案ではないでしょうか。

Ｑ かないことに対して職員から苦情が出ています。

17時30分が日勤の退社時刻で、18時以降からでないと時間外手当がつ

Ａ ればなりません。17時30分から休憩を取るとか、夜食を摂るとかの場合
労働者が法定労働時間を超えての労働には、時間外手当てを支給しなけ
は、この限りではありません。

Ｑ フからの要望はないが出さないといけないなら検討する必要がある。

勤務時間外の委員会活動には手当てを支給しないといけないか。スタッ

Ａ 員会活動の場合は、スタッフから要望がなくても時間外手当の対象とな
業務に関係していたり、業務命令あるいは組織としての強制力が働く委
ります。
研修時間を労働時間とするかどうかの判断では、原則：受講が義務付けられ
ていない研修は労働時間外。（例外：研修内容が業務内容に深くかかわる内容
のものや事実上受講を義務付けられているものは労働時間）これを委員会活動
にあてはめて考えると上記の回答となる。
◦参考／『看護管理者の労務管理』 P₇₁-₇₂
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Ｑ 者週１～２人程度）時に、業務が終了せず残業となる場合は時間外手当
現在、外来当直明けを15時15分から業務終了帰宅としている。（夜間患
を出している。はたしてこの対応でよいのでしょうか。

Ａ 帯であれば深夜割増手当てを支払う必要があります。

基本的に患者対応は当直（宿直）業務ではないので、時間外手当と深夜

労働基準法で定める宿直とは、﹁当該事業場に宿泊して行う定期的巡視、緊
急の文書または電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備等を目的と
する勤務﹂とされています。すなわち当直（宿直）の定義業務は明確で、宿直
勤務の命令に当たっては、所轄労働基準監督所長の許可が必要となります。こ
の許可は、①常態として殆ど労働する必要のない勤務であること

②通常の労

働の継続でない事

③相当の睡眠設備が設置されていること

④宿直手当が支

払われていること

⑤宿直が１週間に１回以内であることの条件をすべて満た

している必要があります。
◦参考／『看護管理者の労務管理』 P69⊖70

２） 時間外手当と職員の能力

Ｑ しています。また、個々の看護師の能力や技術が未熟なところもありま
高齢患者の増加に伴い、質的・量的業務量が多くなり時間外手当が増加
す。時間外手当は全て承認していますか。

Ａ とが明記されています。能力・技術等による時間外手当の減額は認めら
労働基準法第24条に、労働者の労働に対して、使用者は賃金を支払うこ
れておらず、時間外手当はすべて支払わなければなりません。時間外手
当の申請に疑義のある場合は、話し合いをする必要があります。
スタッフ本人の能力や技術の不足によって業務に時間がかかったとしても、
本人としては誠実に業務を遂行していた時間について一方的にカットすること
はできません。能力や技術を向上するためのフォローアップや能力・技術に応
じた仕事の振り分けを考えなくてはなりません。ある程度の経験者であり給与
額もそれなりに処遇しているのに仕事ぶりが遅いということであれば、その仕
事ぶりは人事考課に反映して、賞与や昇給の部分で調整されるべきです。ま
16
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た、実働時間そのものに疑義がある場合は、その日の状況について勤務してい
た他の職員から事情を聴取するなどして、よく確認を行って下さい。その結
果、実際は業務を行っていなかった、あるいはダラダラと仕事をしていて必要
以上に時間をかけていたなどの状況が確認できたら、必ず本人と話をします。
本人も残業時間の修正に同意すれば同意した時間分を修正することができます。

Ｑ くなると思う。納得できない職員もいる。

超勤は、ざっくりいえば仕事のできない人が多くなり、できる人が少な

Ａ い時間でできるはずの業務に必要以上の時間を費やしている、と思われ
この場合、対象職員の能力や技術が未熟なために、本来ならもう少し短
ます。このように能力・技術が未熟な職員に対して一方的な残業手当の
カットはできませんので、能力・技術を向上するためのフォローアップ・
仕事の割り振りを見直しを考えなければなりません。
職員本人の能力や技術の不足によって業務時間がかかっていたとしても、本
人としては誠実に業務を遂行していた時間について一方的にカットすることは
できない。カットを行うとしても疑義は本人と話し合い、モチベーションを
アップする支援を行うことが大切です。この場合、フォローアップとして、業
務に対する時間調査やアンケート調査などから平均作業工程時間などを提示
し、本人と一緒に解決へと導くことも必要です。
対象職員がまだ経験が浅く未熟であれば、中堅・ベテランの職員に比べると
給与自体が少なく設定され、ある程度の経験者であり給与もそれなりに処遇し
ているのに仕事が遅いのであれば、人事考課に反映して、賞与や昇給の部分で
調整されるべきです。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P72
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Ｑ ようにするべきか。

管理者の命令がなく、自己都合で記録が遅い人の時間外の取扱いはどの

Ａ い時間でできるはずの業務に必要以上の時間を費やしている、と思われ
この場合、対象職員の能力や技術が未熟なために、本来ならもう少し短
ます。
このように能力・技術が未熟な職員に対して一方的な残業手当のカット
はできませんので、能力・技術を向上するためのフォローアップ・仕事
の割り振りの見直しを考えなければなりません。
職員本人の能力や技術の不足によって業務時間がかかっていたとしても、本
人としては誠実に業務を遂行していた時間について一方的にカットすることは
できない。カットを行うとしても疑義は本人と話し合い、モチベーションを
アップする支援を行うことが大切です。この場合、フォローアップとして、業
務に対する時間調査やアンケート調査などから平均作業工程時間などを提示
し、本人と一緒に解決へと導くことも必要です。
対象職員がまだ経験が浅く未熟であれば、中堅・ベテランの職員に比べると
給与自体が少なく設定され、ある程度の経験者であり給与もそれなりに処遇し
ているのに仕事が遅いのであれば、人事考課に反映して、賞与や昇給の部分で
調整されるべきです。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P72
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４．年次有給休暇の取得
１） 有休取得困難

Ｑ います。業務遂行が困難になる場合、時季変更権を行使して最小限に制
常勤・臨時職員ともに、退職前に有給休暇をすべて消化したいと言って
限してもよいのでしょうか。

Ａ する必要があります。ただし、当該労働者が年次有給休暇を取得するこ
労働者からの請求があれば、基本的には残労働日に対する希望日に付与
とで事業の正常な運営を妨げるような場合には時季変更権の行使も考え
られますが、単なる業務繁忙程度で変更することは認められません。
労働基準法39条第４項には、﹁使用者は、前３項の規定による有休休暇を労
働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給
休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこ
れを与えることができる﹂とあります。退職予定者から退職日までにすべての
有給休暇を消化して辞めたい、という申し出を常勤職員の場合、これを拒否す
ることはできないと考えて間違いありません。したがって退職時の有給休暇対
策としては、計画的付与の制度を活用するなどして、有給休暇の取得を促進
し、有給休暇日数を残さないように計画的付与を取り入れましょう。
また、比例付与という制度によって有給休暇が与えられているパート職員も
同様の扱いとなります。
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Ｑ 業規定では、業務に支障のない場合、所属長の判断にしている。）

退職前に残りの有休を全て取る権利があるというスタッフがいる。（就

Ａ 認められる場合は、・施設の規則によって労働基準法に定める日数を超

本来年次有給休暇の買い上げは禁止です。しかし、例外的に買い上げが
えて付与している日数分・権利発生後２年を経過して権利が消滅するも
の・退職によって権利が消滅するものです。質問のような申し出は、現
場の管理者にとっては大変頭の痛い申し出ですが、常勤職員の場合、こ
れを拒否することはできないと考えて間違いありません。したがって、
退職時の有給休暇対策としては、計画的付与の制度を活用するなどし
て、有給休暇の取得を促進し、有給休暇の残日数を溜め込ませないよう
にすることなどが挙げられます。

Ｑ いない。（協会ニュースでできている施設もある）

年次有給休暇が消化されていない現状で、退職時に買い上げてもらって

Ａ できません。また、退職予定者の場合は買い上げも可能です。

年次有給休暇は労働者として当然の権利であり、それを拒否することは

労働基準法第39条第４項には、﹁使用者は、前３項の規定による有給休暇を
労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有
給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に
これを与えることができる﹂とあります。有給休暇の取得そのものは認める必
要がありますが、取得する時季を変更することができます。これによると、退
職時は﹁時季の変更﹂ができないので、請求があれば拒否することはできませ
ん。また、年次有給休暇を買い上げることは原則として禁止（年休を与える代
わりに金銭を支給しても、年休を付与したことにはならないから）されていま
すが、退職時は例外的に買い上げが認められています。退職者の同意が得られ
れば、退職日まで勤務してもらい、退職日時点で残った年次有給休暇を買い上
げることが可能です。
但し、法の趣旨を考えれば年次有給休暇の買い上げは最低限に抑え、どうし
ても困った場合にのみ例外として行うのが適切であることはいうまでもありま
せん。
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２） 不平等な有休取得

Ｑ 規定通り取得できているが、半日勤務（４時間）、６時間勤務専従勤務（月
パートタイマーの有給休暇についてですが、１日勤務の非常勤看護師は
８回くらい）には病院から付与されていない。

Ａ パートタイマーも含め、６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上を出
パートタイマーにも年次有給休暇を付与しましょう。

勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。
労働基準法第39条
労働基準法では、１週の所定労働日数が少ない場合であっても年次有給休暇
を付与する事が定められています。ただし、所定労働日数や所定労働時間が少
ないことが多いため、付与する日数については﹁比例付与﹂という制度が別途
定められています。このケースでは、半日勤務者の総勤務時間数が分からない
ため下記の表を参照してください。
週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
表
週 所 定
労働日数

比例付与で定められた年次有給休暇日数

₁年間の所定
労 働 日 数

継 続 続 勤 務 年 数
0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

4日

169～216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121～168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73～120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48～72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日
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３） 不当な有休取得制限

Ｑ が出ている。

有給届けに「私用の理由はダメ」と経営者の指示があり、職員から不満

Ａ 理上理由を把握する必要がある場合は、理由を届けさせる職場もありま
有休休暇をどのように利用するかは、職員の自由となっております。管
すが、一般的には、理由の届出は不要です。

４） 有休取得のための工夫

Ｑ 有給休暇を時間単位で取得できますか。
Ａ 労使協定や就業規則の改定によって可能です。
労働基準法第39条﹁年次有給休暇﹂の第３・４項に、短時間労働者が有給休
暇を、時間を単位として請求した際の規定があります。正規雇用労働者も５日
間40時間のみ時間を単位として請求できます。（﹁労働基準法の一部を改正する
法律﹂（平成20年法律第89号，平成22年４月１日施行））WLB の推進に伴って、
有給休暇の柔軟な取得請求も認められるようになってきています。この規定を
正規雇用労働者にも適用できるように労使協定や就業規則を改定し、取得を進
めていく方向でご検討ください。

22

現場の声から生まれた労務管理Ｑ＆Ａ

５．夜勤体制
１） 夜勤の休憩・仮眠

Ｑ いても、休憩時間が取れない場合、時間外扱いとしないといけないのか。
夜勤の仮眠時間と休憩時間の線引きが難しい。仮眠時間２時間が取れて

Ａ められますが、仮眠時間中でも警報、電話、緊急事態に対応することな
労働から完全に解放されて睡眠を取るにすぎない場合は、休憩時間と認
どが義務づけられているとすれば、労働時間となります。休憩時間は、
労働基準法上、労働時間が６時間を超える場合必ずとる必要があります
が、仮眠が取れなくても違法ではありません。
参考：使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも45分、
８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩を労働の途中に与え
なければならない。

Ｑ のか。

２交代の夜勤の仮眠・休暇が取れなかった場合、超過勤務で請求できる

Ａ してみなされ、賃金を支払わなければなりません。しかし、賃金を支

業務のために休憩が取れなかった場合、取れなかった時間は労働時間と
払ったとしても、定められた時間の休憩を与えなければ違反になります。

労働基準法第34条では、﹁使用者は、労働時間が６時間を超える場合におい
ては少なくとも45分、８時間を越える場合においては少なくとも１時間の休憩
時間を労働時間の途中に与えなければならない﹂とされており、休憩を与えな
かった場合は違反となります。日本看護協会発行の﹁夜勤・交替制勤務に関す
るガイドライン﹂p56には、﹁業務のために休憩が取れなかった場合、取れな
かった時間を時間外勤務として扱い、割増賃金を支給しなければならない﹂と
あります。つまり、労働に対しては賃金を支払わなければならないが、賃金を
支払ったとしても、定められた時間の休憩を与えなければ違反になるというこ
とです。
これは、本人が賃金や早く帰るために休憩を取らなかったとしても同様で、
23

使用者には休憩を与える義務があり、しっかりとした管理が必要です。
﹁夜勤・交替制勤務に関するガイドライン﹂は日本看護協会ホームページ
http://www.nurse.or.jp/ でもご覧いただけます。

Ｑ 仮眠時必要な環境について必要条件はあるのか。
Ａ 良い仮眠室の条件が提示されています。また、厚生労働省は﹁深夜業に
日本看護協会発行の﹁夜勤・交替制勤務に関するガイドライン﹂p57に

従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針﹂において、男女
別の仮眠室の設置など、最低限整えるべき職場環境を示しています。参
考にしてください。
厚生労働省﹁深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針﹂
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kankeisiryou.html

２） 夜勤と当直

Ｑ 看護師は夜勤の扱いであるが、看護師長は当直の扱いになっている。同
外来の夜勤（１名）を外来看護師と看護師長が交代で行っている。外来
じ外来業務であり、管理当直は行っていない。（患者数は17：00～ 0：
00が７～８人、0：00～ 8：30が１人で、救急車の搬入もある）同じ業
務なので、師長も夜勤とする方がよいのか。

Ａ 務に当たるため、看護師長も夜勤にするのが妥当です。

夜勤は通常勤務、当直は法定労働時間外の勤務です。患者対応は通常勤

労働基準法で定める当直（宿直）の定義と業務は明確で、宿直勤務の命令に
当たっては、所轄労働基準監督署長の許可が必要となります。この許可は、①常
態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること②通常の労働の継続で
ない事③相当の睡眠設備が設置されていること④宿直手当が支払われていること
⑤宿直が１週間に１回以内であることの条件をすべて満たしている必要がありま
す。患者の対応は、この条件②に反しますので、夜勤の方が妥当です。夜勤と当
直は、正しく使い分けないと違法行為となりかねませんので注意しましょう。
24
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６．勤務表作成
１） 勤務表作成困難

Ｑ ので15時間勤務としてカウントしている。夜勤専従の場合、144時間で
変則２交代勤務で、17時～９時までの16時間勤務である。休憩をとる

シフトを組む。15時間×９回＝135時間。15時間×８回とし、24時間
で３日間の有休を消化することが可能だが、４週ごとの勤務表全ては有
休数の限界となり不可能。

Ａ 時間以内とする﹂規定が削除されています。しかし、看護協会は、144

平成24年の診療報酬の改訂から健康保険上では、﹁夜勤専従の、概ね144
時間を推奨しています。例えば、夜勤専従は、144時間で常勤とする旨
就業規則に記載すればよいのではないでしょうか。

２） 労働時間超過

Ｑ 以上になるのはかまわないか。

予定された勤務は週40時間以内であるが、本人が変更した場合40時間

Ａ せてはいけません。

使用者は、原則として、１日に８時間、１週間に40時間を超えて労働さ

労働基準法、第32条に﹁使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間につい
て40時間を超えて、労働させてはならない﹂と規定されていますので、これを
超えての勤務は違反です。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働
者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定
め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定
の休日における休日労働が認められます。この労使協定を﹁時間外労働協定﹂
といい、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に﹁36（サブロク）協定﹂
とも呼ばれています。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
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７．院内研修
１） 時間外手当支給

Ｑ 勤務終了後、院内研修を勧めると時間外手当の請求をされる。
Ａ 取り扱われます。

研修時間は、所定就業時間外に行う研修は原則として時間外労働として

労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働時間とみるべき
か否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、教育・
研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務
に具体的に支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制がある
か否かにより判断すべきものである。
一定の資格を得ることが昇進等の条件となっているような場合に、使用者が
これらの資格の取得に資するために行う教育研修に参加することについても、
これに参加することが強制されていない限り労働時間とはいえない。
◦研修が﹁強制﹂なら時間外労働となり、時間外手当を支払わなければなりま
せん。
◦勤務時間外であっても、使用者の指揮命令下におかれて仕事をしている場合
は、労働時間であると認められます。また﹁強制﹂には﹁暗黙の強制﹂も含
まれます。
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２） 命令と自由意思

Ｑ ては看護師長が「特別な用事がなければ全員参加です」と指導していま
院内研修は、自己研鑽として参加募集を呼びかけています。部署によっ
す。スタッフからは業務命令と受け止められているのではないかと懸念
しています。

Ａ ます。

研修は、看護師長が﹁全員参加です﹂と指導することは業務命令となり

看護師長が﹁全員参加です﹂と指導することは業務命令となります。
【業務となるケース例】
例１．業務遂行上必要な指示・伝達を含み、実質的には組織的な受講が必要な
内容である研修
例２．具体的な教育・育成計画に基づき該当者全員に受講させる研修
（新採用者研修、入職３年目研修、中堅研修）
例３．組織内で特定の職責や役割を担わせる前提で、必要な知識・技術・能力
を備えさせるための研修
例４．安全衛生に関する教育・訓練

27

３） 昼休みの研修

Ｑ うなことですか。

昼休みの勉強会や研修会の取扱いで注意しなければならない点はどのよ
研修会、委員会を昼休みにするのは休憩時間を減らすことになるので、
してはいけないのではないのか。

Ａ 内容のものであれば、労働時間とみなされます。休憩時間には研修や勉
研修時間は、研修内容が安全衛生に関するものや業務内容に深く関わる
強会は組まない方がよいでしょう。参加者の関係上やむを得ず休憩時間
に研修や勉強会を行った場合は、別に休憩時間を与えなければなりませ
ん。使用者は就業規則で決められた時間に休憩時間をとれるように指導
する立場です。
【労働基準法第34条休憩時間の保障】
使用者は労働者の労働時間が６時間を超える場合は45分以上、８時間を超え
る場合には１時間以上の休憩を労働時間中に与えなければならないと定められ
ています。職員に対する研修・教育時間は、次の場合に労働時間とみなされます。
①

研修教育の内容が業務そのものか、業務と密接に関連するものである

②

参加が強制されているものか、名目上﹁自由参加﹂とされていても欠席す
ると何らかの不利益措置がある

③

労働安全衛生に関する教育

◦参考／『看護管理者の労務管理』P52，
『はたさぽ』P21
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８．業務改善
１） 勤務時間前の情報収集

Ｑ 早く出勤する必要はないと指導していますが、自分の勝手で出勤してい
勤務開始１時間ほど前に出勤して情報収集しているスタッフがいます。
ます。時間外手当の対象となりますが、上司の指示・命令でない自己判
断での早めの出勤は放置してよいでしょうか。

Ａ い業務なのか等、勤務開始前の業務内容を把握すべきでしょう。必要が
使用者は労働時間を管理する義務がありますので、所定時間内で行えな
あれば、他の労働者との業務分担、労働時間制の見直し等検討しましょ
う。
労働時間とは、使用者の命令下にあるか否かで判断されます。勤務開始前の
情報収集している時間については、業務に関連しているのであれば、ご質問の
とおり時間外手当の対象となります。自己の判断で早目の出勤をしているとの
ことですが、事業所として始業開始前の時間外を認めていないということであ
れば、労働者に早く出勤しないよう指導する必要があるでしょう。また個々の
業務量が多く、始業時刻前の業務が常態化せざるを得ないような状況なのか等
業務内容を把握し、必要により個人への指導、労働時間制度の見直し等検討し
ましょう。

Ｑ がでしょうか。

就業時間前の情報収集も時間外勤務を強制していると言われます。いか

Ａ 司が指示・命令すれば、確実に時間外手当の対象になります。

業務に関係のある情報収集であれば、時間外手当の対象になります。上

労働基準法第36条は、一般に36（サブロク）協定とよばれていて、労働基準
法第32・40条（労働時間）、第35条（休日）に関する規定よりも、労使協定で
定められた労働時間や休日労働が適用されることが規定されています。さらに
労働基準法施行規則第16条に﹁使用者は、法第36条第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具体的事由、業務の種類、労働者の数並び
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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前項の協
定（労働協約による場合を除く。
）には、有効期間の定めをするものとする﹂と
あります。
（
﹁労働時間の短縮の促進に関する措置法﹂の改正に伴い平成９年４
月１日～平成11年３月31日の２年間について 平成９年３月31日基発第232号）
始業時間前の清掃や患者の情報収集、始業10分前の出勤など、口頭や文書な
どで業務の指示はなされていないが、事実上義務付けられている場合は労働時
間とみなされることが高いと言えます。

Ｑ と、かなりのコストになるのですが。

始業時間前の情報収集は時間外手当に含まれますか。時間外手当となる

Ａ 始業時間前に職場の清掃や、患者の情報収集を事実上義務付けられてい
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を言います。
るような場合は、労働時間と判断される可能性が高いと思います。
事実上義務付けられているとは、口頭や文書などで業務の指示を行う以外に
暗に（黙示的に）義務付けているような場合も指しています。
始業時間の10分前までに出勤していないと上司から厳しく叱責されたり、人
事考課でマイナス評価を受けたりするなどペナルティーが科せられるような場
合は、黙示的に義務付けられていると判断されます。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P65・71

Ｑ いる。各人によってまちまちではあるが時間外手当は支給していない。
勤務時間と同じであるが、勤務時間30分～１時間前より情報収集して

それでよいのか、現実的にそこまで時間を要するか疑問、本人の安心感
の問題もある。

Ａ 者の情報収集が、事実上義務付けられている場合は、労働時間として判
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間をいいます。患
断される可能性が高いといえます。
ここで﹁事実上義務付けられている﹂とは、口頭や文書などで業務の指示を
行う以外に、暗に（黙示的に）義務付けているような場合も指しています。業
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務に関係しているのであれば、時間外手当の対象となり、これに個人の能力は
関係ありません。

２） 休憩時間

Ｑ 務をしています。業務が多くて本当に昼休みが取れない時には、時間外
早く業務を終了させたいために、昼休みの時間が取れるのに早く出て業
手当を認めています。自分の意思で昼休みを削っているようですがよい
でしょうか。

Ａ 労働基準法第34条違反です。
労働基準法第34条には、﹁使用者は、労働時間が６時間を超える場合において
は少なくとも45分、８時間を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間
を労働時間の途中に与えなければならない。﹂とありますので、休憩時間をとる
ように指導する必要があります。

Ｑ が取れない時、時間外を請求される。１時間以上休憩をとっている時も

就業時間内の休息時間（８時～ 16時30分、実働７時間30分、１時間休憩）
あるが。

Ａ に休憩が取れなかった場合、取れなかった時間を時間外勤務として扱

﹁夜勤・交替制勤務に関するガイドライン﹂Ｐ56によると、﹁業務のため
い、割増賃金を支給しなければならない﹂とあります。

労基法に定められた﹁休憩時間﹂は、労働から離れることができる時間のこ
とで、労働者の大切な権利です。職員は、自由にその時間を使うことができま
す。休憩時間は、一斉に与えることが原則ですが、医療の職場の場合には、一
斉に休憩をとることで、患者などに不都合を引き起こしますので、交代で取る
ことが認められています。また、休憩時間は、労働時間の途中に付与すること
になっています。出勤を遅らせたり、退勤時間を早めたりして休憩時間に代え
ることはできません。
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３） 部署間の応援

Ｑ はパートのため、休日を多くとったり、急に休んだりする。業務をまわ
病院の人員配置に問題があるとは思うが、外来勤務の看護師のほとんど
さなければならないので仕方なく病棟の看護師を応援に出しており、病
棟看護師から不満がある。しかし、事業主は当然のことと思っていると
ころがある。業務はミスを招きやすいため問題と感じているが、個人病
院では今までの流れもあり、外来と病棟を切り離したいがどうにもでき
ずにいる。どうしたらいいか ?

Ａ と働きやすい職場の両方に配慮した業務改善につながります。

抜本的に外来と病棟が相互応援をする体制を作っていく事が、医療安全

労働基準法第２条に﹁労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において
決定すべきものである。﹂とあり、労働条件の明示（書面）に就業場所、従事
すべき業務に関する事項がある。この書面になければ、労働基準法違反です。
リリーフ体制に関しても、病棟と外来の業務配分を見直して、相互応援の
ルールをきちんと明示し従業員に説明していく事が、医療安全と働きやすい職
場を作っていく為に、管理者に求められます。
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９．育児支援
１） 育休取得（男性も含む）

Ｑ かがでしょうか。

育休者の復帰をほのめかすと「休みづらくなる」と言われています。い

Ａ いけません。

育児休業中の労働者に対して、事業主からの復帰の打診は、原則しては

改正育児介護休業法第６条には、﹁事業主は、労働者からの育児休業申出が
あったときは、当該育児休業申出を拒むことはできない﹂とあります。したがっ
て、労働者からの休業予定変更の申請がない限り、事業主から就業の可否を打
診してはいけません。
ただし、育児休業後、外来勤務を希望する労働者に有利な外来勤務の連絡を
するなど、事業主からの連絡について同意が得られている場合は、この限りで
はありません。

Ｑ いがどのようにすればよいか戸惑っている。

当院で初めて男性から育児休暇の申し出があった。取得に向けて進めた

Ａ 僚等からの理解や支援が得られるよう制度の内容を周知するとともに、
要件を満たしている場合は、申し出に応じる必要があります。職場の同
休業中の業務のフォローを具体的にどのようにするか検討する事が必要
です。育児休業中も定期的に連絡を取るなどして、男性労働者が気兼ね
なく休業でき、また休業後復帰しやすい職場環境を作りましょう。
育児・介護休業法（第５・９条）育児休業制度は、原則として１歳に満たな
い子どもを育てるための休業です。雇用期間が１年以上で、引き続き雇用され
ていることが見込まれている労働者は、申請すれば育児休業を取ることができ
ます。また、父母共に育児休業を取得する場合は、１歳２カ月までに１年間の
期間が認められています。なお、保育所に入所を希望していても入所できない
など一定の場合、子どもが１歳６カ月に達するまで、育児休業を取ることがで
きます。﹁平成22年６月30日施行の改正で、父母がともに育児休業を取得する
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事ができるようになりました。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P46-47，
『はたさぽ』P39

２） 産前休暇

Ｑ 産前休暇も当然のようにとってもらっていますが、いかがでしょうか。
Ａ ない場合は、確認する必要があります。

産前休暇は休業の請求によって取得できる休暇です。休業を請求してい

労働基準法第65条に﹁使用者は六週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）
以内に出産する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﹂とあります。したがって、休業を請求していない場合は、確認する
必要があります。
出産直前まで働かれていた例もありますが、安全配慮の必要があります。

３） 育児支援（勤務時間）

Ｑ のか、与えた場合の給与は無給でよいのか？

臨時職員が産育休を取得したいと申し出があれば与えなければならない

Ａ ん。勤務しなかった期間について無給とすることは差支えありません。
雇用形態の区別はなく、申し出があった場合は与えなくてはなりませ

就業規則等に取り扱いを明示しましょう。産育中の女性に対しては、健
康保険に加入している場合、労働者に対して﹁出産手当金﹂が支給され
ます。また、雇用保険に加入している労働者に対しては一定の要件を満
たせば﹁育児休業給付金﹂が支給されます。
原則、１歳を満たない子を養育する労働者（男女）からの申し出があれば、育
児休業を与えなければなりません。期間を定めて雇用している職員については、
雇用期間が１年以上で、引き続き雇用されることが見込まれている等の要件を満
たしていれば拒むことができません。
出産手当金の制度は、産休中の給料のかわりに健康保険から支給されるもので
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す。出産手当金は出産日（出産が予定日より後になった場合は、出産予定日）以
前42日（多胎妊娠の場合は98日）から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会
社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。出産手当金は
休んだ日１日あたり標準報酬日額の３分の２を受けとることができます。会社か
ら産休中に給料が支払われる場合は、出産手当金と産休中の給料を両方はもらえ
ないしくみになっており、産休中でも給料が支払われる職場の場合は出産手当金
から産休中に支払われた給料分を差し引くということになり、注意が必要です。
なお、育児休業期間は一定の要件を満たした場合には、雇用保険から﹁育児休業
給付金﹂が支給されます。

Ｑ かどうかをその項目に入れても大丈夫ですか。

業務評価（賞与に反映）について、産休・育休あけの職員に夜勤が可能

Ａ の評価とは無関係です。勤務体制による給与等は、就業規則、あるいは
問題になります。夜勤が可能かどうかは、看護師としての看護実践能力
労使協定で定められている事項が適用されなければなりません。
雇用機会均等法第９条第３項に﹁事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠し
たこと、出産したこと、－中略－その他の妊娠又は出産に関する事由であって、
厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不
利益な扱いをしてはならない﹂とあります。さらに、育児介護休業法第16条第八
項から第28条まで、育児介護にあたる労働者の権利と、それを理由にした不当な
扱いの禁止に関する規定があります。したがって、この質問にある業務評価は違
法です。

Ｑ 業務規定に就業前の者としているが、内規で産後３年までとしている。

最近は産後に６時間勤務をする者が多い。
（９時～ 16時、内１時間休憩）
３年までの延長を希望する者が多いがしないといけないか。

Ａ ば短時間勤務制度を設けなければなりません。また、３歳から小学校就
事業主は、３歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれ
学前までの子どもを育てている労働者に、事業主は勤務時間の短縮など
の措置を行う努力義務があります。
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第23条

短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）

【対象となる従業員】
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女労働
者です。
①

３歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休
業をしていないこと

②

日々雇用される従業員でないこと

③

１日の所定労働時間が６時間以下でないこと

④

労使協定により適用除外とされた従業員でないこと

Ｑ と夜勤ができる人に負担がかかっている。また、その人の時間外勤務も
育休明けで時短勤務や夜勤免除を申し出てくるが、同一部署に複数いる
多くなっている。本人と家族の納得の上であれば月２～３回の夜勤はし
てもらってよいか。

Ａ 間外労働の制限及び深夜勤務の免除の制度について、労働者から要件を
育児・介護休業法で定められた短時間勤務制度、所定外労働の免除、時
満たした請求があれば事業者は拒むことはできません。夜勤専門の人材
を確保する等、対応策を検討とすることも必要でしょう。本人・家族と
話し合い納得すれば夜勤も可能ですが、この場合は書面等で条件の確認
や労働者の同意を明らかにしておくことが大切です。
【育児・介護休業法
◦

第23・24条】

育児のための短時間勤務などの措置：３歳未満の子供を育てている労働者
が希望すれば、事業主には１日６時間の短縮勤務をさせることが義務付けら
れています。また、３歳から小学校就学前までの子供を育てている労働者に、
事業主は勤務時間の短縮などの措置を行う努力義務があります。

【育児・介護休業法
◦

第17・19条】

時間外労働・深夜業の制限の制度：小学校就学前の子供を育てる労働者が
時間外労働や深夜業を減らすことを希望した場合、以下のような制限が定め
られています。

◦事業主は、１か月24時間、１年150時間を超える時間外労働をさせてはなり
ません
◦深夜（22時～翌朝５時の間）に労働をさせてはなりません。
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10．母性健康管理に対する対応
１） 妊婦健診を有休化

Ｑ えていますが、いかがでしょうか。

妊娠している女性労働者の通院・健診日を、年次有給休暇にしたいと考

Ａ 妊娠中の健診については、﹁雇用機会均等法﹂の第12条で規定されてい

年次有給休暇はあくまでも労働者からの請求によって与えるものです。
ます。

雇用機会均等法第12条に﹁事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、
その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定による
保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるよう
にしなければならない﹂とあります。
さらに、労働省＜通達＞﹁雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行（第２次施行分）
について﹂には、第１

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

保健指導及び健康診査を受けるための時間の確保

⑵

第１項

確保すべき必要な時間

の具体的内容について、健康診査の受診時間、保健指導を受けている時間、医
療機関等における待ち時間、医療機関等への往復時間と記されています。ま
た、⑶のロ

業務等の調整に保健指導及び健康診査を受けるための通院日は、

原則として女性労働者が希望する日と記されています。
当該健診日を年次有給休暇とするか否かは、あくまでも、労働者が決定する
もので、事業主（管理者）が決めるものではありません。
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11．メンタルヘルス
１） メンタルな問題の休業者への対応

Ｑ 長期に休職する事がある。当人から申し出がない限り退職勧告はできな
正規職員、臨時職員に問わず、心身や能力の問題で復職が困難となり、
いのでしょうか。

Ａ い限り、退職勧告はできません。

能力の問題では、解雇制限（第19条）に基づき、当人からの申し出がな
心身の問題で復職が困難な場合は、当人からの申し出がなくても退職勧
告できる場合があります。（判断が困難な場合は専門の機関や社会保険
労務士等にご相談ください）

解雇制限についての条文がある。法令による限定制限では、妊娠による解雇
を禁止しています。また、育児休業後の退職意志を示したからと言っても解雇
する事はできません。包括制限では、合理的で社会通念上相当な解雇理由を問
われ、合理的相当な理由なき解雇は無効となります。限定制限と包括制限以外
の規制としては、解雇が制限される期間として業務上の傷病による休業期間と
その後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は解雇禁止期間とされていま
す。
ただし、﹁使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合、または
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に
おいてはこの限りでない。﹂とある。第81条には、﹁第75条の規定によって保証
を受ける労働者が、療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病が

治らない場

合においては、－後略－﹂とあり、休職期間は３年までは権利があることにな
ります。
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Ｑ した。補充もできないままで、ついに３年間休職しました。このような
精神的不調で、診察当日からいきなり休職３ヶ月の診断書が提出されま
休職期間は短くできませんか。

Ａ 間は保障されています。

このような場合も労働基準法第75条の規定があり、最長３年間の休職期

労働基準法第19条に﹁使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり
療養のために休業する期間及びその後30日間ならびに産前産後の女性が第65条
の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただ
し、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その
他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、
この限りでない﹂とあります。
労働基準法第75条に﹁労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合にお
いては、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担
しなければならない。②前項に規定する業務上の疾病および療養の範囲は、厚
生労働省令でさだめる﹂とあります。詳細は、労働基準法施行規則第35・36条
を参照してください。
労働基準法第81条に﹁第75条の規定によって保証を受ける労働者が、療養開
始後３年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、
平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による保証を
行わなくてもよい﹂とあります。具体的には、労使協定あるいは就業規則で規
定し、確認しておく必要があります。

Ｑ よいか。試行期間が終わってから心療内科に通っており、業務に支障を
心に病を持っているスタッフの対処法：入職時に病気のことを聞いても
きたしている。業務に支障をきたしたときはどのように進めていったら
よいかまた、診断書が出された場合何年間、何か月休暇扱いにすればよ
いか。

Ａ 休暇については、診断書に記載されている期間とします。労働基準法第
人権擁護の観点から病気のことについては聞かない方がいいでしょう。
75条の規定では、最長３年間の休職期間は保障されています。
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12．その他
１） 職員への法律改正の周知

Ｑ また、職員への広報の方法は。

法律や規則が改正された時、職員に知らせなくてもよいのでしょうか。

Ａ への周知義務が課せられています。

施設には法令等の周知義務が課せられています。同じく就業規則も職員
改正時に新旧の比較文章を提示したり、改正部分にアンダーラインなど
用いるなど職員への広報が必要です。就業規則などは改正時広報で周知
するとともに、部署ごとや職員がいつでも閲覧できる場所に備え付ける
などの対策が必要です。

労働基準法第52条の２法令などの周知義務法第106条第１項の厚生労働省令
で定める方法は、次に掲げる方法とする。
１

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

２

書面を労働者に交付すること

３

磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業
場に労働者が該当記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
法の改正や、常時10人以上の事業所であれば、就業規則は労働基準監督署に

届け出ることが必要で、さらに届け出た就業規則は職員に周知する義務が課せ
られています。
◦参考／『看護管理者の労務管理』P₁₁₄-₁₁₅
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２） 衛生委員としての立場

Ｑ は。

衛生委員会に出席しているが、管理者として改善を求める時の立ち位置

Ａ 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
﹁労働安全衛生法﹂に基づく委員会なので、第１条（目的）﹁－前文略－
の形成を促進することを目的とする﹂という立場だと思いますが。施設
の組織における衛生委員に選ばれた立場によって立ち位置も変わると思
います。
事業場の衛生上の問題について調査審議する場として、衛生委員会制度が設
けられています。衛生委員会の設置は常時50人以上の労働者を使用する事業場
のすべてに義務づけられ、開催頻度は毎月１回以上で、次の事項について調査
審議し事業者に対して意見を述べることとされています。
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に関すること

②

労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

③

労働災害の原因および再発防止対策で衛生に関すること

④

危険性・有害性などの調査およびその結果に基づき講ずる措置に関するこ
と

⑤

安全衛生計画の作成・実施・評価・改善に関すること

◦文献／保健師業務要覧 P525
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３） 労務契約関係

Ｑ 退についても同様の扱いですが、就業規則に明記されていれば合法です
タイムカード押し忘れ３回ごとに１日欠勤の扱いになります。遅刻・早
か。欠勤になると日割りで減給されるため有給休暇で処理しています。

Ａ 労働基準法15条違反です。

実際労働しているにもかかわらず、欠勤扱いの措置を受けているため、

労働基準法15条第１項﹁使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して
賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない﹂とある。第２項
には、﹁前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合におい
ては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる﹂とあります。尚、
使用者は、労働者が押し忘れることのないように、タイムカードの設置場所変
更等の努力をする必要があります。

Ｑ 職員の場合、この年次休暇を使いきれば無給としているが、無給のまま

年次有給休暇６カ月過ぎれば10日間発生し、年々繰り越される。臨時
ずっと休む場合、保険料の負担は半々なので仕事はしないが会社が保険
料を負担する状況が続く。この場合、何日間無給が続けば退職させるこ
とが可能なのか？

Ａ とはできません。退職・解雇についても、採用時に書面にて明示してお
臨時職員の場合でも、無休の状況が続いたからといって、退職させるこ
くことが必要です。
パートタイム労働法ならびにパートタイマーに適用される労働基準法第15条
に基づくと、使用者には、労働契約について明示された書面交付義務がありま
す。平成20年４月施行の改正パートタイム労働法では、従来努力義務であった
部分についても文章などによる明示を義務化するなど、採用時の労働条件明示
に関して正職員よりも明示範囲や書面交付義務を拡大されています。臨時職員
やパートタイマーにおいても、この書面に明記されていなければ不当解雇にな
ります。
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Ｑ ない限り退職勧告はできないのか？

臨時職員を長期にわたり（20年以上）雇用した場合、本人の申し出が

Ａ 本人の申し出がない限り、退職勧告はできません。
使用者には労働者を解雇する権利がありますが、解雇は客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を乱用と
したものと無効にされています。これは、みだりな解雇を防止し、労働者の権
利を保護するための規定です。

Ｑ 事を伝えると、「辞める。」と言われた。

臨時職員は８時30分から開始だが、その10分前にミーティングがある

Ａ 務命令で行われるものである場合、時間外労働となりますので、超過勤
使用者労働契約で明示された始業時間より10分前のミーティングが、業
務手当を支給する必要があります。採用時に労働条件に関して、きちん
と書面にて明示しておくことが必要です。
使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労
働条件を明示しなければなりません。労働基準法第15条に基づくと、使用者に
は、労働契約について明示された書面交付義務がります。このとき、労働者に
明示する労働条件の内容は﹁絶対的明示事項﹂と﹁相対的明示事項﹂に分けて
定められています。
＜絶対的明示事項＞
①

労働契約の期間に関する事項

②

就業場所、従事すべき業務に関する事項

③

始業及び終業の時刻、所定労働時間をこえる労働の有無、休暇時間、休日、
休暇、就業時転換に関する事項

④

賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給
に関する事項

⑤

退職に関する事項（解雇の事由を含む）
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４） 臨時職員の早期退職

Ｑ い仕事をしないで退職する事が多々ある。このような場合、何日間は試
臨時職員を雇用するが、１～２日のオリエンテーションのみで仕事らし
行期間として減額する事は可能か？

Ａ 臨時職員の場合でも、減額させることはできない。
パートタイム労働法ならびにパートタイマーに適用される労働基準法第15条
に基づくと、使用者には、労働契約について明示された書面交付義務がありま
す。平成20年４月施行の改正パートタイム労働法では、従来努力義務であった
部分についても文章などによる明示を義務化するなど、採用時の労働条件明示
に関して正職員よりも明示範囲や書面交付義務を拡大されています。臨時職員
やパートタイマーにおいても、この書面に明記されていなければ不当解雇にな
ります。
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【引用・参考文献】
₁）浅見浩：看護管理者の労務管理かんたんＱ＆Ａ，日総研，2010
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ＭＣメディカ出版

医学通信社

₈）社団法人日本看護協会，保健師業務要覧第２版，2008

＜参考URL＞
◦日本看護協会
http://www.nurse.or.jp/
◦厚生労働省﹁深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針﹂
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kankeisiryou.html

＜メンタルヘルスに関する情報が閲覧できるサイト＞
◦﹁こころの耳

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト（厚生労働省）﹂

☆職場におけるメンタルヘルス対策（自殺予防策など）や過重労働対策の情報
http://kokoro.mhlw.go.jp/employer/
◦﹁メンタルヘルス対策支援センター

メンタルヘルス対策支援事業（労働者健康福祉機構）﹂

☆事業所等からのメンタルヘルス全般の相談窓口
http://www.rofuku.go.jp/tabid/111/Default.aspx
☆メンタルヘルス対策パンフレット・リーフレット
http://ehime-sanpo.jp/mental health/pamphlet.html
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地域保育所（許可外保育施設）一覧表
認可外保育施設とは、保育を行うことを目的とする施設で、知事が認可した保育所以外の
ものです。
ホームページに掲載されている地域保育所（許可外保育施設）を一覧表にいたしました。

《東予地区》
◆四国中央市：地域保育所（許可外保育所）
名

称

ひまわり保育園

平成25年2月1日現在

所

在

地

川之江町2110－2

称

絡

先

0896-58-1886

◆新居浜市：地域保育所（許可外保育施設）
名

連

平成25年2月1日現在

所

在

地

連

絡

先

さかい乳児保育園

坂井町3丁目6番41号

0897-43-1233

キッズパオ イオンモールにいはま園

前田町8－8
（イオン新居浜1階）

0897-31-0542

託児園 Kid’s Club かがやき

西原町2－2 第2サンワビル111

0897-31-5535

保育所ちびっこワールドにいはま園

西の土居町1－4－32

0897-47-0418

はぴねす nursery school

若水町1丁目9番13号

0897-37-3060

◆西条市：地域保育所（許可外保育施設）
名

称

平成25年2月1日現在

所

在

地

連

絡

先

プッチ・グレース保育所 西条

大町御船川518－1
ヤクルト西条サービスセンター 2階

0897-53-9038

のぞみ保育園

明屋敷657－5

0897-55-6556

ほくしんコティ

小松町妙口字松ノ元甲1283－2

0898-76-9111

ほくしんコウル

氷見丙477番地

0897-57-8060

◆今治市：地域保育所（許可外保育施設）
名

称

平成25年2月1日現在

所

在

地

連

絡

先

託児所ゆりかご

石井町1丁目8－23

0898-32-6192

特定非営利活動法人 愛児園マミーランド

蔵敷町2丁目11番地18

0898-33-0886

KID’S

松本町4丁目2－6

0898-25-7065

こぐまのゆめ

黄金町4丁目5－23

0898-22-3722

Imabari International Preschool

美須賀町3丁目2－3

0898-34-1233

社会医療法人生きる会 おひさまえん

北宝来町2丁目3番地6

0898-23-0050

フリハモキッズ 託児ルーム

中寺甲239－1 ホテルバリ・イン1階

0898-35-2287

ナーサリースクール ガジャ

近見町1－3－8

090-9776-8905

CLUB
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《中予地区》
◆松山市：地域保育所（許可外保育施設）
名

50

称

平成25年12月末現在

所

在

地

連

絡

先

チャイルド園

千舟町1丁目2番地11

089-932-1235

アイドル園

雄郡2丁目6番17号

089-943-9025

キッズパオあおぞら園

萱町2丁目4番地5 アメニエス萱町1階

089-947-7881

かしの木園

朝美１丁目11番14号

089-922-4214

キンダーガーデンつくし保育園

堀江町甲108番地15

089-978-2464

チャレンジキッズクラブ

北土居3丁目7番3号 三友ビル2階

089-958-7585

アユーラ・キッズルームあむぱむ

宮田町４番地 キスケ BOX 駐車場内1階

089-986-9534

みどり保育園

山西町223番地1

089-925-1836

ひかり保育所

畑寺町841番地4

089-977-4412

認定こども園 小羊園

小坂3丁目6番13号

089-943-6857

認定こども園 ジャックと豆の木（枝松園）

枝松6丁目７番16号

089-931-7911

認定こども園 ジャックと豆の木（余戸園）

余戸南2丁目24番38号

089-965-1330

城北愛児園

安城寺町1744番地6

089-978-4430

たくじほいくセンター びすけっと

山越5丁目10番29号

089-926-2919

あいじ園

越智2丁目7番19号

089-957-4153

山越託児保育所 なかよし園

山越1丁目7番32号 南海ハイツ1階

089-917-7737

ひまわり保育園

真砂町4番地4

089-941-0339

アユーラ・キッズルーム あむぱむ2

日の出町10番80号

089-947-7140

アユーラ・キッズルーム
あむぱむ空港通り

高岡町127番地7

089-974-5618

ちびっこランド どいだ園

土居田町848番地7

089-974-2320

ちびっこランド つばき園

居相1丁目1番10号

089-958-1661

保育所 ぶどうの樹

福音寺町228番地26

089-970-1442

託児所 悠遊

朝生田町6丁目2番27号

089-934-5115

ちびっこランド いしい園

西石井1丁目1番25号

089-957-5843

ちびっこランド 久米園

来往町233番地1 サンハイツ11 1階

089-989-3323

アユーラ・キッズルーム あむぱむおぐり 小栗3丁目2番54号

089-935-8082

託児ルーム Aimiy（アイミー）

千舟町4丁目2番地2 ITO ビル7階

089-947-5277

青い鳥保育園

末広町12番地5 市民ハウスビル

089-934-8959

保育所 comodo まつすえ園

松末1丁目2番11号

089-975-5020

みつばちようちえん 地域保育所ぴよぴよ

山西町447番地

089-952-1777

保育園 フォーキッズミネルワ

東垣生町903番地1

089-972-7171

ユーミー保育園 たかのこ

鷹子町407番地1

089-955-7373
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名

称

所

在

地

連

絡

先

託児所 おだんご

平田町398番地

089-989-8810

さかのうえ保育園

勝山町1丁目10番地2

089-943-5551

kid’s  house くすくす

味酒町2丁目17番地12
吉田ハイツ2階

089-941-6200

トネリコ保育園

松末2丁目1番52号

089-975-0421

ウィルビィバンビーノ

畑寺2丁目4-53

089-993-7235

ぱんだ保育園

御幸1丁目267番地

089-923-0547

さくら保育園

朝生田町6丁目2番5号

089-921-1102

保育所 ちびっこランド やまごえ園

山越2丁目10-11

089-922-3033

アロハエンジェルスクール

南吉田町596-2

089-972-1077

さかのうえ保育園 余戸園

余戸東2丁目7-13
ケアサポートセンタ余戸4 2F

089-994-5551

保育所 ちびっこランド 南久米園

南久米町113番2

089-970-1717

《南予地区》
◆大洲市：地域保育所（許可外保育所）
名

称

保育施設 悠園

平成25年2月1日現在

所

在

地

徳森2217-41

称

絡

先

0893-25-3936

◆西予市：地域保育所（許可外保育所）
名

連

平成25年2月1日現在

所

在

地

連

絡

先

コナント・インターナショナルプリスクール

宇和町坂戸660-9

0895-62-3855

チャイルドハウスバンビ

野村町野村12-264

0894-72-3170
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愛媛県：ファミリー・サポート・センター 一覧表
「ファミリー・サポート・センター」は、地域で育児や介護について助け合うため、市町
が設置・運営している相互援助システムです。施設により異なりますが「保育所・幼稚園の
送り迎え、一時預かり」などの援助を受けることができます。



平成25年4月現在

名

52

称

サ

ー

ビ

連

絡

先

まつやまファミリー・サポート・センター

育

児・介

いまばりファミリー・サポート・センター

育

児

0898-33-2000

にいはまファミリー・サポート・センター

育

児

0897-35-2941

まさきファミリー・サポート・センター

育

児

089-960-3269

ファミリー・サポート・センター とうおん

育

児

089-990-1130

四国中央市ファミリー・サポート・センター

育

児

0896-28-6150

伊予市ファミリー・サポート・センター

育

児

089-982-0406

西条ファミリー・サポート・センター

育

児

0897-53-1666

うわじまファミリー・サポート・センター

育

児

0895-49-7054

とべファミリー・サポート・センター

育

児

089-962-1988

おおずファミリー・サポート・センター

育

児

0893-57-9996

資

料

護

ス

089-945-1008

保健所・保健センター 一覧表
「子育て」は誰だって悩むものです。一人で抱え込まないで相談しましょう。

◆愛媛県：保健所
名

称

所

在

地

連

絡

先

四国中央保健所

四国中央市三島宮川4丁目6－53

0896-23-3360

西条保健所

西条市喜多川796－1

0897-56-1300

今治保健所

今治市旭町1丁目4－9

0898-23-2500

中予保健所

松山市北持田132

089-909-8757

八幡浜保健所

八幡浜市北浜1丁目3－37

0894-22-4111

宇和島保健所

宇和島市天神7－1

0895-22-5211

松山市保健所

松山市萱町6丁目30－5

089-911-1800

◆東予地区：保健センター
市

町

今治市

名

称

T

E

L

F

A

X

今治市中央保健センター

0898-36-1533

0898-32-5511

今治市玉川保健センター

0898-55-3655

0898-55-3655

今治市波方保健センター

0898-41-7111

今治市大三島保健センター

0897-82-0500

今治市伯方保健センター

0897-74-0074

今治市宮窪保健センター

0897-86-2500

今治市吉海保健センター

0897-84-4525

今治市上浦保健センター

0897-87-3000

新居浜市

新居浜市保健センター

0897-35-1070

0897-37-4380

西条市

西条市中央保健センター

0897-52-1215

0897-52-1293

西条市東予保健センター

0898-64-5333

0898-64-1156

西条市丹原保健センター

0898-68-7300

0898-68-4769

西条市小松保健センター

0898-72-6555

0898-72-6555

四国中央市保健センター

0896-28-6054

0896-28-6110

四国中央市川之江保健センター

0896-28-6214

0896-28-6244

四国中央市土居保健センター

0896-28-6350

0896-28-6391

上島町弓削保健センター

0897-77-3700

0897-77-3705

上島町生名保健センター

0897-74-0911

0897-74-0912

上島町岩城保健センター

0897-74-0755

0897-75-2826

上島町魚島保健福祉センター

0897-74-1120

0897-74-1130

四国中央市

上島町

53

◆中予地区：保健センター
市

町

松山市

名

称

T

E

L

F

A

X

松山市保健センター

089-911-1800

089-923-6618

松山市保健センター北条分室

089-993-0646

089-993-0659

松山市保健センター中島分室

089-997-1177

089-997-1179

松山市保健センター南部分室

089-969-1001

089-969-1002

伊予市保健センター

089-983-4052

089-983-5295

中山保健センター

089-967-1111

089-967-1101

双海保健センター

089-986-5666

089-986-1533

保健福祉部健康推進課

089-964-4407

東温市川内保健センター

089-966-2191

089-966-5516

久万保健センター

0892-21-2700

0892-21-0934

美川保健センター

0892-50-1655

0892-56-0900

松前町

松前町保健センター

089-985-4118

089-985-4158

砥部町

砥部町保健センター

089-962-6888

089-962-6891

伊予市

東温市

久万高原町

◆南予地区：保健センター
市

町

宇和島市

八幡浜市

大洲市

西予市

内子町

54

資

料

名

称

T

E

L

F

A

X

宇和島市保健センター

0895-27-1712

0895-27-1712

宇和島市三間保健福祉センター

0895-58-1050

0895-58-1055

宇和島市津島保健センター

0895-32-2721

0895-20-8102

八幡浜市保健福祉総合センター

0894-24-6626

0894-24-6652

保内保健福祉センター

0894-22-3111

0894-36-3325

大洲市保健センター

0893-23-0310

0893-23-0311

大洲市長浜保健センター

0893-52-3055

0893-52-3054

大洲市肱川保健センター

0893-34-2340

0893-34-2314

大洲市河辺保健センター

0893-39-2111

0893-39-2115

宇和保健センター

0894-62-6407

0894-62-3055

野村保健福祉センター

0894-72-3999

0894-72-2225

明浜健康管理センター

0894-64-1131

0894-64-1132

城川保健福祉センター

0894-82-1113

0894-82-1114

三瓶保健福祉総合センター

0894-33-1313

0894-33-3040

内子保健センター

0983-44-3740

五十崎保健センター

0893-44-2111

0893-44-3831

小田保健センター

0892-52-2160

0892-52-2303

市

伊方町

町

名

称

T

E

L

F

A

X

伊方町中央保健センター

0894-38-1811

0894-38-0466

瀬戸保健センター

0894-57-2113

0894-57-2229

三崎保健センター

0894-54-1771

0894-54-1772

松野町

松野町保健センター

0895-42-0708

0895-42-1550

鬼北町

鬼北町広見保健センター

0895-45-1111

0895-45-3618

鬼北町日吉保健センター

0895-44-2061

0895-44-2250

城辺保健福祉センター

0895-72-1212

0895-72-1215

一本松保健センター

0895-84-1251

0895-70-2166

内海保健センター

0895-85-0888

0895-85-0680

西海保健福祉センター

0895-82-0033

0895-82-0020

愛南町

55

保育所一覧表
《東予地区》
◆四国中央市
保

育

所

名

住

所

電話番号

松柏保育園

下柏町389

0896-23-2497

寒川保育園

寒川町1388－1

0896-25-1842

金生保育所

金生町下分1653－1

0896-56-3506

乳児保育所こども村

金生町山田井107

0896-56-1310

緑ヶ丘乳児保育園

金生町山田井350

0896-58-6111

金田保育所

金田町金川203－1

0896-56-3154

妻鳥保育所

妻鳥町573

0896-56-2570

東保育園

三島朝日1－5－29

0896-23-5237

上分保育所

上分町545－1

0896-56-3110

川之江保育園

川之江町1070

0896-56-2329

乳児保育所こころ

川之江町2290

0896-58-1787

中曽根保育園

中曾根町1489

0896-23-3904

西保育園

中之庄380

0896-23-2221

みしま乳児保育園

中之庄町542

0896-23-1311

愛和乳児保育園

中之庄町1216

0896-24-3533

小林保育所

土居町小林834

0896-74-7202

関川保育園

土居町上野乙158－1

0896-74-6980

長津保育所

土居町大字津根2313

0896-74-3320

土居保育所

土居町土居1570

0896-74-2076

北保育所

土居町蕪崎712

0896-74-2372

北野保育所

土居町北野1522

0896-74-2355

豊岡保育園

豊岡町大町1892－1

0896-25-0024

◆新居浜市
保

56

育

所

名

住

所

電話番号

垣生保育園

垣生4－2－25

0897-45-0401

新田保育園

角野新田町3－12－51

0897-41-5401

みどり園保育所

喜光地町2－6－8

0897-41-5031

金子保育園

久保田町1－3－13

0897-32-3091

みなと保育園

港町15－38

0897-32-3225

南沢津保育園

高津町12－58

0897-32-9654

資

料

保

育

所

名

住

所

電話番号

さくら乳児園

桜木町11－21

0897-35-1381

若水乳児園

若水町1－3－34

0897-32-3597

高津保育園

松の木町3－12

0897-32-2032

朝日保育園

新須賀町3－4－5

0897-32-4647

若宮保育園

新田町1－7－3

0897-32-4194

十全保育園

西原町2－3－12

0897-33-3055

新居浜保育園

泉宮町7－11

0897-32-3624

船木保育園

船木甲4319

0897-41-6008

多喜浜保育園

多喜浜67－13

0897-45-0362

大生院保育園

大生院334－1

0897-41-7232

角野保育園

中筋町2－4－34

0897-41-7238

新居浜上部乳児保育園

中村2－8－49

0897-41-1339

中萩保育園

中萩町6－16

0897-41-7232

めぐみ保育園

田の上3－1－53

0897-46-1414

ルンビニ乳児保育園

東雲町3－2－2

0897-33-2026

東田保育園

東田1－1215－1

0897-41-7576

新居浜萩生保育園

萩生1091－1

0897-40-0422

八雲保育園

八雲町2－14

0897-32-5604

ミドリ保育園

八幡2－4－69

0897-33-3789

別子保育園

別子山甲369番地

0897-64-2110

◆西条市
保

育

所

名

住

所

電話番号

みのり保育園

下島山甲361

0897-56-6527

みどり保育園

喜多川764－1

0897-55-2780

玉津保育園

玉津202－5

0897-55-8339

古川保育園

古川江内甲118

0897-55-7143

東予中央保育所

国安354－1

0898-66-1291

めぐみ保育園

朔日市626

0897-55-3560

富士保育園

三津屋南13－9

0898-64-0315

河北保育所

三芳300－2

0898-66-5065

花園保育園

周布1112－1

0898-68-7377

神戸保育園

洲之内甲220

0897-55-3656

小松東保育所

小松町新屋敷甲3009－1

0898-72-2305

石根保育所

小松町大頭甲1039－2

0898-72-2138
57

保

育

所

名

住

所

電話番号

小松西保育所

小松町南川甲258－1

0898-72-2837

東予北保育所

新町268

0898-66-5309

神拝保育園

神拝甲239－3

0897-55-3052

橘保育園

西泉字甲381－7

0897-57-9117

東予南保育所

石田397－1

0898-64-3074

東予乳幼児保育園

大町427

0897-56-9388

大町保育園

大町55

0897-55-3652

丹原保育所

丹原町今井279

0898-68-7422

田野保育所

丹原町北田野1780

0898-68-6377

中川さくら保育園

丹原町来見51－52

0898-73-2308

庄内保育所

旦之上甲722－1

0898-66-5507

禎瑞保育所

禎瑞1622

0897-57-9220

飯岡保育園

飯岡3240－2

0897-56-2381

ひかり保育園

氷見乙1750－5

0897-57-9217

鉄道弘済会西条保育所

本町1－133－2

0897-55-3106

まあるい保育園

丹原町古田甲717番地2

0898-68-7674

◆今治市
保

58

育

所

名

住

所

電話番号

乃万保育所

延喜甲365－2

0898-22-6289

亀岡保育所

菊間町佐方490

0898-54-5022

菊間保育所

菊間町長坂1999

0898-54-2209

吉海保育所

吉海町八幡56

0897-84-2108

吉海南保育所

吉海町名3043

0897-84-4344

宮窪保育所

宮窪町宮窪2901

0897-86-3412

日の出保育所

玉川町小鴨部甲230－2

0898-55-3032

九和保育所

玉川町大野甲86－3

0898-55-3132

志々満保育園

桜井6－2－1

0898-48-0254

白鳩保育園

山路881－89

0898-32-7364

今治北乳児保育所

室屋町6－3－21

0898-23-7055

今治虎岳保育園

鐘場町1－2－25

0898-32-9800

井口保育所

上浦町井口5931

0897-87-2385

富田保育所

上徳甲396－20

0898-48-2323

宮浦保育所

大三島町明日2493－1

0897-82-0164

別宮保育所

大正町4－2－10

0898-32-7126

資

料

保

育

所

名

住

所

電話番号

大井幼児園

大西町九王甲2118－3

0898-53-2140

小西保育園

大西町脇甲1726－29

0898-53-2141

龍門保育園

朝倉上甲803－3

0898-55-2190

朝倉保育園

朝倉北甲356－2

0898-56-2006

桜井保育所

登畑甲40

0898-48-0555

若葉保育園

東村1－15－36

0898-48-4196

清水保育所

徳重89－1

0898-23-1510

波止浜保育所

内堀1－1－1

0898-41-9129

常盤保育所

南日吉町2－2－8

0898-31-5058

今治中央乳児保育所

南宝来町1－1－4

0898-23-1355

樋口保育所

波方町樋口甲1024

0898-41-7241

北浦保育所

伯方町北浦甲2255

0897-73-0141

伯方保育所

伯方町木浦甲3286－1

0897-72-0227

◆上島町
保

育

所

名

住

所

電話番号

岩城保育所

岩城2263－2

0897-75-2140

弓削保育所

弓削佐島583

0897-77-2116

魚島保育所

魚島1番地1362－1

0897-78-0230

生名保育所

生名1620

0897-76-2009

《中予地区》
◆松山市
保

育

所

名

住

所

電話番号

愛光保育園

愛光町9－8

089-924-4535

伊台保育園

下伊台町1493－1

089-977-0335

慈童保育園

下難波甲816

089-992-0792

河野保育園

河野別府196

089-992-1421

あさひ保育園

吉藤2－7－1

089-924-5590

東松山保育園

久米窪田町394－1

089-976-2140

コイノニア保育園

久万の台173

089-911-0336

夜間保育所ふくろうの家

久万の台173

089-911-0336

桑原保育園

桑原4－10－22

089-931-0828

宮前保育所

元町8－8

089-951-1002

はなみずき保育園

古川西1－16－1

089-957-1611
59

保

60

育

所

名

住

所

電話番号

つばき保育園

古川北2－18－30

089-956-7670

小百合保育園

溝辺町528

089-977-0228

生石保育園

高岡町860－66

089-972-0803

高浜保育園

高浜町6－1674

089-951-0965

高木保育園

高木町252

089-979-0172

八雲保育園

此花町1－1

089-941-9771

小富士保育園

三津2－7－16

089-951-0676

松山中央乳児保育園

三番町8－326－1

089-943-2583

山越保育園

山越1－19－40

089-925-9547

粟井保育園

鹿峰63－2

089-994-0193

緑ケ浜保育園

勝岡町2613－4

089-979-0205

ふたば保育園

小栗7－1－32

089-921-0924

港山保育園

新浜町9－29

089-951-3158

愛隣保育園

神田町3－19

089-951-3463

リベカ清水保育園

清水町2－19－8

089-924-7868

えひめ乳幼児園

清水町4－23

089-925-1417

垣生保育園

西垣生町742－1

089-972-1522

石井保育園

西石井6－4－34

089-956-0849

浅海保育園

浅海本谷719－1

089-995-0032

太山寺保育園

太山寺町1502

089-979-2741

久米保育園

鷹ノ子町4－4

089-975-0201

潮見保育園

谷町49

089-978-1174

中須賀保育園

中須賀1－12－17

089-952-9655

松山保育園

中村3－5－29

089-931-1468

中島保育園

中島大浦3040－1

089-997-0101

のぞみ保育園

土居田町569

089-971-9085

北条愛児園

土手内14－1

089-992-5105

東雲保育園

東雲町7－1

089-931-1439

南保育園

東方町甲2240

089-963-3586

道後保育園

道後姫塚123－1

089-931-4379

浮穴保育園

南高井町1608－2

089-976-2202

ひよこ保育園

南斎院町686－2

089-969-1234

こどものくに保育園

南斎院町乙41－3

089-926-5240

国津保育園

八反地甲1647

089-993-0807

朝美保育園

美沢2－7－39

089-925-1467

資

料

保

育

所

名

住

所

電話番号

冨久保育園

冨久町32－3

089-971-2992

白百合保育園

府中9－1

089-993-1888

福角保育園

福角町1255－3

089-978-3258

くるみ園

福角町甲1255－1

089-977-5026

平井保育園

平井町甲118

089-975-0126

味生保育園

北斉院759－1

089-951-2016

堀江保育園

堀江町甲1654－9

089-978-0356

松山隣保館保育園

味酒町2－14－3

089-921-6664

法龍寺保育園

柳井町3－8－14

089-945-9450

もものはな保育園

由良町479

089-961-2332

ゆめの森保育園

雄郡1－9－35

089-945-7507

余土保育園

余土東4－1－35

089-972-0801

未来保育園

来往町730－4

089-970-1570

立花保育園

立花5－5－5

089-931-8492

済生会松山乳児保育園

祓川2－5－26

089-951-3448

虹のそら保育園

朝生田町6丁目2－24

089-913-7716

勝愛風の子保育園

針田町33番地2

089-965-0026

未来保育園

来往町730－4

089-970-1570

◆伊予市
保

育

所

名

住

所

電話番号

とりのき保育所

下吾川458

089-982-0409

みどり保育所

上吾川1038－3

089-982-0448

うえの保育所

上野580

089-983-4339

下灘保育所

双海町串甲229－5

089-987-0300

上灘保育所

双海町上灘甲5462

089-986-0446

おおひら保育所

大平甲1056－4

089-983-1442

佐礼保育所

中山町佐礼谷甲1121

089-968-0400

中山保育所

中山町中山寅201

089-967-0808

なかむら保育所

中村5

089-982-1562

ぐんちゅう保育所

米湊768－2

089-982-0953

さくら幼児園

米湊856－2

089-982-0614

61

◆東温市
保

育

所

名

住

所

電話番号

拝志保育所

下林甲2031

089-964-3003

南吉井第二保育所

牛渕2003－3

089-964-3122

双葉保育所

志津川210

089-964-2233

上林へき地保育所

上林甲2532

089-964-6111

南吉井保育所

田窪1095－2

089-964-2235

川内保育園

南方279

089-966-2288

地域子育て支援センター

南方262

089-966-2080

◆松前町
保

育

所

名

住

所

電話番号

二名保育所

出作250

089-984-1348

白鶴保育所

上高柳266－1

089-984-1088

小富士保育所

大溝118－4

089-984-1161

岡田保育園

大字西高柳147－1

089-984-2730

宗意原保育所

大字筒井1188－2

089-984-0546

黒田保育所

大字北黒田712

089-984-1358

松前保育所

筒井1326

089-984-1068

若葉保育所

北川原1022

089-984-1360

エンゼル保育園

西古泉561－1

089-984-6411

◆砥部町
保

育

所

名

住

所

電話番号

宮内保育所

川井1650

089-962-2629

広田保育所

総津382

089-969-2418

砥部保育所

大南710

089-962-2612

麻生保育所

麻生216

089-956-0762

◆久万高原町
保

育

所

名

久万保育園

62

現場の声から生まれた労務管理Ｑ＆Ａ

住

久万ツヅキ1447

所

電話番号

0892-21-0777

《南予地区》
◆大洲市
保

育

所

名

住

所

電話番号

五郎保育園

五郎甲45

0893-23-4478

肱川保育所

肱川町宇和川68

0893-34-3393

大洲学園

市木1005－1

0893-25-2025

三善保育所

春賀甲1182

0893-26-0162

上須戒保育所

上須戒甲1511

0893-26-1128

新谷保育所

新谷町甲259－1

0893-25-0600

大成保育所

森山甲729－1

0893-27-0706

菅田保育所

菅田町菅田1806－2

0893-25-5163

大洲保育所

大洲810－1

0893-24-2919

喜多保育所

中村462－2

0893-24-2749

長浜保育所

長浜甲466

0893-52-0453

大和保育所

長浜町下須戒8－2

0893-59-3755

大洲乳児保育所

田口字シラカタ甲2530－1

0893-24-4418

肱北保育所

東大洲85－1

0893-24-3188

徳森保育所

徳森2632－32

0893-25-4020

白滝保育所

白滝甲192－1

0893-54-0203

粟津保育所

八多喜町甲1253

0893-26-0220

南久米保育所

北只411

0893-24-3754

肱南保育所

柚木340－21

0893-24-3104

◆八幡浜市
保

育

所

名

住

所

電話番号

松陰保育所

旭町1460

0894-22-1752

穴井保育所

穴井4－146－6

0894-28-0930

神山保育所

五反田1－881－2

0894-22-1093

白浜保育所

裁判所通り

0894-22-2454

双岩保育所

若山4－23－3

0894-22-4359

千丈保育所

松柏甲67－1

0894-22-2494

真網代保育所

真網代乙184－3

0894-28-0390

川上保育所

川上町川名津甲69－1

0894-27-0605

愛宕保育所

大門487

0894-22-4623

日土東保育所

日土町6－2125－1

0894-26-0130

日土保育所

日土町8番地125－3

0894-26-0032
63

保

育

所

名

住

所

電話番号

喜須来保育所

保内町喜木2－132－1

0894-37-2788

宮内保育所

保内町宮内5－87－1

0894-36-0343

川之石保育所

保内町川之石1－125

0894-36-0343

◆西予市
保

育

所

名

住

所

電話番号

うわまち東保育園

宇和町卯之町2－144

0894-62-4301

うわまち南保育園

宇和町卯之町3－486

0894-62-0460

宇和保育園

宇和町下松葉177－1

0894-62-2588

多田保育園

宇和町河内168

0894-62-0303

下宇和保育園

宇和町皆田1105

0894-62-1530

田之筋保育園

宇和町新城983

0894-62-0744

石城保育園

宇和町西山田164－1

0894-62-9238

中川保育園

宇和町田苗真土1617

0894-62-2329

明間保育園

宇和町明間1068

0894-67-0303

三瓶保育園

三瓶町朝立1－337－1

0894-33-0079

ひまわり保育園

三瓶町朝立2－55－3

0894-33-3066

二木生保育園

三瓶町二及1－380－1

0894-33-0127

魚成保育所

城川町魚成3644－1

0894-82-0001

土居保育所

城川町土居86

0894-83-0042

高山保育所

明浜町宮野浦306

0894-64-0256

俵津保育所

明浜町俵津3－274

0894-65-0042

野村保育所

野村町野村12－96

0894-72-0409

◆宇和島市
保

64

育

所

名

住

所

電話番号

元気の泉保育園

伊吹町馬場甲418‒3

0895-25-0415

尾串保育園

夏目町1－12‒12

0895-22-7039

丸穂保育園

丸穂字枇杷窪甲900‒1

0895-25-7285

宇和島済美保育園

丸穂町3‒2‒30

0895-22-0512

奥南保育園

吉田町奥浦甲1－1

0895-54-0011

喜佐方保育園

吉田町河内甲74

0895-52-2410

吉田愛児園

吉田町西小路126

0895-52-0166

御殿内保育園

吉田町鶴間新13‒4

0895-52-0791

立目保育園

吉田町南君2098

0895-54-0078

玉津保育園

吉田町法花津7‒356

0895-52-3714

資

料

保

育

所

名

住

所

電話番号

たちばな保育園

吉田町立間2‒2686

0895-52-1083

戸島保育園

戸島2051

0895-64-0004

高光保育園

高串2‒131

0895-22-3648

三浦保育園

三浦字新田東2808‒7

0895-29-0052

二名保育園

三間町古藤田402

0895-58-3198

三間保育園

三間町戸雁1229

0895-58-3189

成妙保育園

三間町成家764

0895-58-3208

石丸保育園

祝森字木の下甲811

0895-27-2260

小池保育園

小池1607‒1

0895-28-0235

蒋渕保育所

蒋渕1639

0895-63-0145

立正保育園

神田川原2区

0895-22-1377

美徳保育園

川内甲1470‒1

0895-22-5804

大浦保育園

大浦甲252‒5

0895-22-0013

岩松保育園

津島町岩松甲1420

0895-32-2101

北灘保育園

津島町北灘甲2142‒7

0895-32-4114

嵐保育園

津島町嵐627‒8

0895-35-0005

みゆき保育園

藤江1323‒2

0895-22-3201

日振島保育所

日振島

0895-65-0366

甘崎保育園

遊子4048

0895-62-0067

◆内子町
保

育

所

名

住

所

電話番号

こばと保育園

五十崎甲945‒5

0893-44-2083

五城保育園

城廻613

0893-44-4700

大瀬保育園

大瀬中央4570

0893-47-0202

内子保育園

内子甲1256

0893-44-3031

くるみ保育園

平岡甲416

0893-44-2281

◆伊方町
保

育

所

名

住

所

電話番号

伊方保育所

湊浦83‒3

0894-38-0509

塩成保育所

塩成268

0894-52-0166

九町保育所

九町1‒1695‒6

0894-39-0842

三机保育所

三机乙1829

0894-52-0035

三崎保育所

三崎1590

0894-54-0143

川之浜保育所

川之浜592‒4

0894-53-0126
65

保

育

所

名

住

所

電話番号

大久保育所

大久1096

0894-53-0127

大浜保育所

大浜神出427‒3

0894-38-0126

加周保育所

二見1060‒1

0894-39-0943

二名津保育所

二名津337

0894-54-0629

◆松野町
保

育

所

名

住

所

電話番号

吉野生保育園

大字吉野2160

0895-42-0047

松丸保育園

大字松丸166

0895-42-0204

◆鬼北町
保

育

所

名

住

所

電話番号

小倉保育所

小倉865‒1

0895-47-0530

小松保育所

大字延川38‒1

0895-48-0213

みどり保育所

大字下鍵山甲303

0895-44-2146

近永保育所

大字近永1215

0895-45-0437

清水保育所

大字清水1053

0895-46-0230

さくら保育所

大字奈良4070

0895-45-0438

好藤保育所

東仲613‒2

0895-45-0003

◆愛南町
保

66

育

所

名

住

所

電話番号

家串保育園

家串1267

0895-85-0507

東海保育園

岩永9‒2

0895-72-0647

一本松保育所

広見3321‒1

0895-84-2128

城辺保育所

城辺甲2370

0895-72-0796

正木保育所

正木1223

0895-84-3078

船越保育園

船越832

0895-82-1401

中浦保育所

中浦502

0895-75-0509

長月保育所

長月645

0895-72-4001

柏保育所

柏617

0895-85-0058

御荘保育所

平城2510‒2

0895-72-0598

長崎保育所

平城360

0895-73-0032

はまゆう乳幼児保育所

平城5338

0895-72-4328

緑保育所

緑乙1514

0895-72-0897

資

料

病児・病後児保育事業／夜間保育・託児 一覧表
《東予地区》
◆四国中央市：病児・病後児保育事業
名

平成24年4月1日現在

称

病（後）児保育ルーム・エミリア
（ふじえだファミリークリニック）

所

在

地

中曽根町5074

所

在

地

北新町1－3

連

絡

先

0897-33-1818

◆西条市：病児・病後児保育事業
名

先

平成24年4月1日現在

称

なかよし園（十全総合病院）

絡

0896-23-5925

◆新居浜市：病児・病後児保育事業
名

連

平成24年4月1日現在

称

所

在

地

連

絡

先

西条市立周桑病院 ぽんぽこハウス

壬生川131

0898-76-1330

カンガルーハウス（村上記念病院）

大町739

0897-56-5185

《中予地区》
◆松山市：病児・病後児保育事業
名

称

平成25年10月末現在

所

在

地

連

絡

先

石丸小児科

三番町6丁目5番地1

089-921-2918

芳村小児科医院

保免西1丁目2番1号

089-971-0800

天山病院

天山2丁目3番30号

089-946-1515

愛媛生協病院

来往町1091番地1

089-961-1307

◆松山市：夜間保育・託児
名

称

所

在

地

連

絡

先

ピノキオ園

千舟町1丁目6―6

089-932-3171

プリティキッズ

勝山1―12―4

089-934-7319

託児ルーム Aimiy
（アイミー）

千舟町4―2―2第10 ITOビル7F

HKビル

◆東温市：病児・病後児保育事業
名

称

ジョイルーム（石川小児科）

平成24年4月1日現在

所

在

地

横河原337－1

称

キッズハウス（むかいだ小児科）

連

絡

先

089-955-0333

◆松前町：病児・病後児保育事業
名

089-947-5277

平成24年4月1日現在

所

恵久美792－1

在

地

連

絡

先

089-985-3929

67

《南予地区》
◆宇和島市：病児・病後児保育事業
名

称

乳幼児デイケア トロイメライ
（桑原小児科）

平成24年4月1日現在

所

在

地

中央町1丁目10番5号

うわまち南保育園
（★在園中の児童が対象）

68

資

料

称

絡

先

0895-22-0138

◆西予市：病児・病後児保育事業
名

連

平成24年4月1日現在

所

在

地

宇和町卯之町3丁目486番地

連

絡

先

0894-62-0460

●編集後記
近年、組織のコンプライアンスが重要との認識が広く周知されてきました。しかし、
看護の現場では、夜勤を含む交代勤務という厳しい労働環境、超高齢社会の到来によ
る慢性的な看護師不足という大きな課題を抱え、看護管理者は看護師の確保・定着、
法令順守しつつ働きやすい職場環境の整備に日々腐心しています。一方、看護師が管
理的役割を担うときに、自分たちの身分法である保健師助産師看護師法の理解はして
いても、労務管理に必要な労働三法や就業規則をよく知らないという現状があります。
そこで、ワーク・ライフ・バランス推進委員会では、平成25年度、看護職の労働環
境等の改善を目的に、まず看護管理者の皆さんにぜひ知っておいてほしい知識とし
て﹁労務管理のＱ＆Ａ﹂冊子の作成に取り組みました。勿論、他にも日本看護協会か
ら出版されている﹁はたさぽ﹂や労務に関する書籍がたくさんありますが、今回、私
達が作成した﹁労務管理のＱ＆Ａ﹂は、現場の皆さんから﹁今困っていること、疑問
に思っていること﹂についてアンケートをいただき、それをカテゴリー化し、一つひ
とつに私たち委員が愛媛県労働局の方のご協力をえて試行錯誤しながら、根拠となる
法律等を明らかにして回答をつけました。
まさに、現場の皆さんの生の声から生まれた冊子となり、より身近に感じて大いに
利用して頂ける物になったと自負しています。次年度は、この冊子を使って、皆様に
周知していただく活動を予定しています。また、さらなるご意見や質問をいただき、
より良いものにしていきたいと思っています。
そして、皆様と共にコンプライアンスを遵守しつつ、看護職が安心して働き続ける
ことのできる職場環境にしていきたいと思います。
記

ワーク・ライフ・バランス推進委員会担当理事
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（労働調査会出版局編：労働基準関係法のポイント，全国労働基準関係団体連合会，2013, p79より転載）

