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 長時間の超過勤務が継続することは、職員の心身の健康及び福祉に害を及ぼすだけでなく、

社会全体にとってのコストともなり得るものである。また、超過勤務の縮減は、仕事と生活の

調和、職員の士気の確保、人材の確保等の観点からも、非常に重要な課題となっている。本発

表では、近年の北海道開発局における超過勤務の状況と、その縮減に向けた取組について、関

連するワークライフバランス推進の取組と併せて報告するものである。 
 

キーワード：行政一般 

 

1.はじめに 

 

 正規の勤務時間を超えて業務を行う「超過勤務」の長

時間にわたる継続が、職員の健康や職場の士気に多大な

影響を及ぼすことから、その縮減については政府全体と

しても重要な課題とされ、積極的な取組が進められてい

るところである。しかし、超過勤務の発生は、業務量や

人員数、事業の進行時期や災害・事故などの突発的な事

象の発生等、様々な要因が多重的かつ複雑に絡み合って

いる場合が多く、その直接的な要因の解消については対

応に苦慮する場合が多い。このため、超過勤務の解消に

向けては、進行管理の徹底や適切な業務分担、事務処理

方法の見直しによる簡素・効率化や、一部業務の外注化

等による業務の平準化を目指していくだけでなく、超過

勤務を縮減させていこうとする職員ひとりひとりの意識

改革や、職場環境の改善に向けた取組が重要である。 
 具体的な取組については、各部、各課所の勤務内容や

職場環境に応じそれぞれに実施しているところであるが、

職員課第１スタッフにおいては、超過勤務時間の集計や

要因分析の取りまとめを行い、本局及び開発建設部の関

係課へ情報の提供を行っているところである。 
今回報告では、超過勤務の上限・目安時間や、各課所

が実施している超過勤務縮減に向けた取組についての紹

介を行うとともに、近年、その実現が重要視されている

「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）」に関す

る取組について、平成２７年７月～８月に実施された

「ゆう活」の実施状況等も踏まえながら、今後の課題等

についての検証を行っていく。 
 
 

2.超過勤務時間の上限・目安時間 

 

 長時間の超過勤務が職員の健康及び福祉に与える影響

等を考慮し、公務における超過勤務の運用にあたっては、

人事院及び各省各庁等により留意すべき事項がいくつか

示されている。そのひとつとして、職員の心身の健康の

維持といった観点から、超過勤務の継続及び深夜の勤務

となることを避けるため、超過勤務の上限となる目安時

間が次のとおり示されている。 
 
（１）人事院による上限目安時間 
平成２１年２月２７日に、人事院事務総局職員福祉局

長から発出された「超過勤務の縮減に関する指針につい

て」において、職員に対し、１年につき「３６０時間」

を目安とし、これを超えて超過勤務をさせないように努

めることが、各省各庁の長へと通知されているところで

ある。もちろん、災害その他避けることのできない事由

に基づく臨時の勤務についてはこの限りではないとされ

ており、また、国会関係、国際関係、法令協議、予算折

衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超

えて他律的に決まる比重が高く、３６０時間を目安とす

ることが困難である特段の事情のある部署においては、

１年につき「７２０時間」を目安とし、これを超えて超

過勤務をさせないよう努めることとされている。 
 
（２）国土交通省による上限目安時間 
 政府全体の前項の目安に加え、国土交通省においては、

週当たりの超過勤務時間の目安を「２０時間」と定め、

週単位でのきめ細やかな勤務時間管理を行うことにより、

長時間の超過勤務縮減、特に２２時以降の深夜勤務の抑
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制に努めることとしている。 
 また、月６０時間を超える超過勤務については超過勤

務手当の支給割合が引き上げられることから、職員の健

康への配慮は当然とした上で、行政コストの増加を抑制

し効率的な行政運営を進めていくためにも、超過勤務を

月６０時間以内に抑えることを基本的な目標として定め、

一層の超過勤務の縮減を図ることとしている。 
 
 なお、北海道開発局においては、上記の目安により、

月６０時間を超える超過勤務を行った職員を毎月個別に

調査し、超過勤務の継続状況や要因を把握した上で、今

後の見通しや要因解消のために講じる措置について検討

を行い、超過勤務の縮減に努めている。 
 

3.超過勤務の縮減に向けて 

 

（１）「定時退庁日」の設定 

 超過勤務の縮減に当たっては、職員が業務終了後速や

かに退庁できるような環境を整備することが肝要である

とし、全府省を通じて定時退庁に努める日「全府省一斉

定時退庁日」を毎週水曜日とするとともに、各府省にお

いて必要に応じて自主的な定時退庁日を定めることとさ

れている。 

 これを受け、国土交通省においては、事務能率の向上

や、連続する勤務日の途中に定期的なリフレッシュを図

る観点から、毎週水曜日の「全府省一斉定時退庁日」の

ほか、毎週金曜日及び毎月給料日を国土交通省独自の一

斉定時退庁日「健康と家庭の日」として、定時退庁を促

進することとしている。 

 北海道開発局においては、「健康と家庭の日」当日、

定時退庁のより一層の促進を図るため、次のような取組

を実施している。 

○庁内放送による周知 

○管理職員によるメール送信、声かけ等 

○管理職員自ら率先しての定時退庁実施 

○夕刻以降の業務依頼抑制 

○業務等により定時退庁できなかった職員がいる場合は、

「健康と家庭の日」以外の日に定時退庁できるよう管

理職員が特に配慮 

 

（２）各課所における縮減に向けた取組 

北海道開発局においては、業務の分野や内容が多岐に

わたることから、職場ごとの勤務内容や職場環境に応じ、

超過勤務縮減に向けた取組事項を定め、業務の簡素・効

率化等による縮減対策の実施に取り組んでいる。 

取組内容の決定にあたっては、まず前年度の取組効果

等に係る検証を行い、その結果を参考に新年度における

取組事項を決定し、その実践にあたっている。また、そ

の取組内容については、有効な縮減方策等についての情

報が相互に共有できるよう、職員課第１スタッフにおい

て取りまとめた後、本局及び開発建設部の関係課へ情報

提供しているところである。 

各職場において実施されている代表的な取組について

は、次のとおり。 

 

■超過勤務状況等の「見える化」 

超過勤務時間や休暇の取得状況を職場内で共有するこ

とにより、職員の意識改善を図る 

 

■課内ミーティング等の開催 

スケジュールや業務の進行状況を把握・共有すること

により、適切な進行管理を図る 

また、ミーティング内で超過勤務縮減の話題を積極的に

取り上げることで、職員の意識向上を図る 

 

■対応方針の早期決定 

■既存データの活用、共有化 

■報告・調査依頼の簡素化、早期依頼 

手戻りや不要・重複作業の防止を図る 

 

■管理職員の率先した定時退庁及び休暇取得 

■独自の「定時退庁日」設定 

定時退庁や休暇の取得しやすい職場環境づくりを図る 

 

■「遅出勤務」の活用 

連日にわたり超過勤務による夜間退庁を余儀なくされ

る職員に対し、通常よりも遅い出勤をさせることで疲労

蓄積の防止を図る 

 

（３）講習会の開催 

 北海道開発局では、全道の職員管理担当者を対象に

「職員管理講習会」を開催し、職員管理業務の理解・意

思統一に努めているところであるが、その講習会の中に

おいても「超過勤務縮減について」を議題のひとつとし

て取り上げ、全道の超過勤務状況や取組内容についての

情報提供により、縮減に向けて意識の共有を図っている。

 

写真－１ 【「職員管理講習会」の様子】 
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4.ワークライフバランスについて 

 

 現代社会は、共働き世帯や多様な働き方を模索する

人々が増加する中、それを受け入れる社会基盤が必ずし

もその状況に適応しているとは言えず、仕事と生活が両

立しにくい現実に直面している。 

誰もが「やりがい」や「充実感」を感じながら働き、

仕事上の責任を果たす一方で、育児・介護の時間や、家

庭・地域・自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康

で豊かな生活ができるよう、「仕事と生活の調和（ワー

クライフバランス）」の実現を目指し、平成１９年１２

月の官民一体会議において、「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」が策定された。その指針におい

ては、健康で豊かな生活を確保するためとし、長時間労

働の抑制や年次休暇の取得促進についての必要性が掲げ

られた。 

 また、平成２６年１０月１７日には「女性職員活躍・

ワークライフバランス推進協議会」において、「国家公

務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取

組指針」が決定され、ワークライフバランス実現に向け

た仕事改革のひとつとして、超過勤務の縮減、休暇の取

得促進等についての積極的な取組を行うことが掲げられ

ている。 

 以上の経緯を受け、国土交通省においても平成２７年

１月２９日に「女性職員活躍と職員のワークライフバラ

ンスの推進のための国土交通省取組計画」が決定され、

その中で超過勤務の縮減、休暇の取得促進等についての

具体的な取組方策が示された。 

北海道開発局において実施している取組については次

のとおり。 

 

（１）残業ゼロの日 

国土交通省では、前述の「女性職員活躍と職員のワー

クライフバランスの推進のための国土交通省取組計画」

の中で、月に１日以上、原則として超過勤務を命じない

「残業ゼロの日」を設定することとされている。これを

受け、北海道開発局では、「給料日」と「期末・勤勉手

当支給日（６月及び１２月）」を「残業ゼロの日」とし

て設定し、より一層の定時退庁を促進することとしてい

る。当日の取組については、「健康と家庭の日」の取組

のほか、幹部職員による各事務室への巡回や、内容を

「残業ゼロの日」に合わせた庁内放送を実施することに

より、更なる定時退庁の徹底を図っている。 

 

 「定時退庁日」及び「残業ゼロの日」については、い

ずれも実施日が指定されるため、災害発生等の勤務状況

により実施率が左右される取組となるが、実施日に超過

勤務を行った職員には代替日を設定するなどの配慮を行

い、メリハリのある働き方の実現を今後も継続して目指

していく。 

 

 

写真－２ 【「残業ゼロの日」の幹部巡回の様子】 

 

（２）計画的な休暇の取得 

「休暇」は、毎年一定日数の「勤労から解放される

日」を設け休養することにより、心身の疲労回復や勤労

意欲の向上を図ることを趣旨とされている。職員が積極

的に健康の保持増進に努め、また、育児や家庭に親しむ

ためにも、日頃から職場におけるコミュニケーションを

図ることにより、休暇の取得しやすい環境を構築するこ

とが重要となることから、北海道開発局では取得促進に

向け次のような取組を実施している。 

 

■連続休暇の取得促進 

ゴールデンウィークや夏休み、年末年始の際には年次

休暇を絡めて１週間以上の連続休暇の取得促進を図る。

また、休日に挟まれた日の会議開催を自粛する等配慮し、

休暇の取得しやすい職場環境を整備する。 

 

■「ポジティブ・オフ」の取得促進 

休暇を取得して外出や旅行などを楽しむ「ポジティ

ブ・オフ」を、月に１日以上取得するよう積極的に促進

する。 

 

■「休暇計画表」の活用 

職員自身が休暇取得の計画を行うことにより、休暇を

取得しようという意識が持てるよう、３ヶ月ごとの「休

暇計画表」を職員自身に記入させる。また、計画表を職

場内で共有することにより、休暇の取得しやすい職場環

境を整備する。 

 

■管理職員の率先した休暇取得 

管理職員が自ら率先して休暇を取得することにより、

休暇の取得しやすい職場環境を整備する。 
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 以上の取組により、国土交通省が「女性職員活躍と職

員のワークライフバランスの推進のための国土交通省取

組計画」において、年次休暇の目標取得日数として掲げ

ている「平成３２年までに１５日」の達成に向けて努め

ているところであるが、平成２６年の北海道開発局の平

均取得日数は１３．６日となっており、あと一歩及ばな

い状況である。今後も引き続き取得促進への取組を実施

していくが、とりわけ、休暇取得の少ない職員への取得

促進を重点的に取組を進めていきたい。 

 

（３）「ゆう活」について 

 平成２７年度より、７月～８月を「ワークライフバラ

ンス推進強化月間」として、超過勤務の縮減、休暇の取

得促進等についての取組実施を徹底するほかに、始業時

刻と終業時刻を１～２時間早めた朝型勤務と早期退庁を

勧奨する「ゆう活」が実施された。 

 

写真－３ 【「ゆう活」告知ポスター】 

 

「朝早くから働き始め、明るい夕方のうちに仕事を終

わらせ、夕方からは家族や友人との時間を楽しむ」とい

った「ゆう活」の主旨に鑑み、実施にあたってはより効

果が実感できるよう、期間中に１０勤務日以上の参加を

推奨し、「ゆう活」に参加する職員は、原則として勤務

時間を７時３０分から１６時１５分までとするとともに、

定時退庁することとして取組を進めたところ、北海道開

発局においては約８割の職員が「ゆう活」に参加する結

果となった。 

「ゆう活」参加率に比例して、超過勤務時間にも減少

傾向が見受けられ、「ゆう活」に参加した職員からは、 

 

・定時退庁、超過勤務縮減の意識を持った 

・職場全体が早期退庁の雰囲気になった 

・家族との時間が増え、ゆとりを感じた 

 

といった「ゆう活」に前向きな声が寄せられていた。 

一方で、通勤に使用する公共交通機関の始発時間や保

育園の開園時間等、「ゆう活」に対応していない施設等

との時間の差違による支障が指摘され、民間企業等も一

体となった、社会全体としての取組が必要とする声も寄

せられていた。 

 

 来年度においても「ゆう活」が実施される見込みであ

るが、それぞれの生活に合わせた働き方を意識する機会

として、有意義な取組になった。 

 

5.おわりに 

 

 北海道開発局における超過勤務については、全体とし

て年々確実な減少を見せており、「健康と家庭の日」や

「残業ゼロの日」における定時退庁率についても、ここ

数年で着実に上昇してきている。また、週休日における

出勤状況についても、災害対応やイベント参加、現地立

会などの他律的要因によるものがほとんどとなっており、

週休日にまで及ぶような慢性的な超過勤務も減少してき

ていると考えられる。超過勤務時間数の減少や定時退庁

率の上昇といった、見て取れる直接的な結果からはもち

ろんのこと、各種取組への認知度や実施率・参加率の高

さから、超過勤務縮減に対する職員個々の意識が前向き

に変わってきていると思慮されるところである。 

 

 しかし、一方で、いまだ長時間の超過勤務が継続して

いる職員も少なからず存在することから、今後は現状の

縮減傾向を維持しつつ、特定の職員に負担が集中するこ

とのないよう、個別の要因調査や対応策に重点を置いた

取組を実施することにより、更なる超過勤務の縮減とワ

ークライフバランスの実現へと繋げていきたいと考えて

いる。 

 

 


