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労働時間・年休・休日
Q 1 労働時間について、正しいものをすべて選びなさ

い。

①労働者と使用者の間で、終業時刻後に働いても労
働時間とは扱わないとの合意があっても、終業時
刻後に上司の指示で仕事をしていた場合、その時
間は労働時間として扱う必要がある。
②終業時刻後に実施される研修会に参加した時間は、
会社の事業所内でおこなわれている場合には、常
に労働時間となる。
③公共交通機関を利用して会社から出張先へ移動し
た時間は、原則として労働時間となる。
④営業車を運転して会社の営業所から客先の事業所
へ移動した時間は、労働時間にあたる。

こたえ　①、④

Q 2 労働基準法上の年次有給休暇（年休）について、
誤っているものをひとつ選びなさい。

①使用者は、年10日以上の年休が付与される労働者
に、年 5日の年休を取得させなければならない。
②週 2日のパートタイム労働者であっても、条件を
満たせば年休は付与される。
③労働者が年休を申請した場合、使用者はこれを拒
否することが出来ない。
④使用者は、過半数代表者または過半数組合との間
の協定により、年 5日を上限に、年休を時間単位
で与えることができる。

こたえ　③

　連合高知は 2月12日、三翠園ホテルで第63回地
方委員会を開催し、2021春季生活闘争に向けた方
針を確立した。この地方委員会には28名の地方委
員と特別地方委員 2名、傍聴 1名が参加し、雇用
の確保を大前提にした統一要求基準額などを決め
た。

格差是正に資する賃上げを
　具体的には、月額要求額を「10,800円を基準」と
するとともに、時間額要求については、格差是正
に資する水準として、①企業内最低賃金協定にお
いて最低到達水準1,100円以上、②目標水準として
勤続17年相当で時給1,700円以上とした。

労働時間と均等待遇を軸に

　また、“すべての労働者の立場に立った働き方の
見直し”の課題では、「長時間労働の是正」と「職
場における均等待遇の実現」を軸に取り組んでい
くこととした。中でも、この 4月から同一労働同
一賃金法制（パート・有期法）がすべての企業に
適用されることから、パート・有期・契約・派遣
などいわゆる非正規労働者の多くが女性である実
態を踏まえながら、職場から雇用形態の違いによ
る不合理な待遇や差別的取り扱いを許さない闘い
を組織の内外を貫いて進めていくことにした。

　折田会長は今春闘を闘うにあたって「コロナ禍
で矛盾に満ちた日本社会の姿が浮き彫りになった。
その一つは、格差の広がりと貧困の深刻化であり、
もう一つは、日本の政治そのものの後進性だ。五
輪・パラリンピック組織委員会の森前会長による
“女性蔑視発言”しかり、菅首相の“最終的には生
活保護がある”という発言がその象徴だ。そんな中、
今こそ“格差是正、暮らしの底上げ”と“男女平
等をはじめとする社会構造そのものを変えていく”
ことが私たち労働運動の第一義的課題だ」とあい
さつした。
　来賓には武内のりお衆議院議員（立憲民主党高
知県連代表）、広田はじめ衆議院議員（立憲民主党
高知県連代表代行）が出席。折田会長は両者を前
に政治闘争について、「命と暮らしを守るためには、
政治を、政権を変えなければならない」と訴えな
がら、来る総選挙に向けた支援を要請した。

　連合高知青年委員会・女性委員会および西地協
青年・女性委員会は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受ける高知県の方々を支援することを目
的とした「大好きな高知を守るための助け合い募
金活動」を展開した。この活動は、取り組み期間
を2020年10月 1 日から12月15日の約 2 カ月半、目
標金額を10万円とした。その結果、多くの組合員
の賛同を得て243,601円の貴重な浄財を集めること
ができた。

　集められた
募金は、高知
県が実施して
いる「新型コ
ロナウイルス
感染症対策助
け合い寄附金」
へ全額拠出す

ることとした。
贈呈にあたって
濱口青年委員会
副委員長と太田
女性委員会副委
員 長 は、「 コ ロ
ナ禍により制約
がある中で、そ
れぞれの職場や
個々の人的ネットワークを活かして呼びかけまし
た。金額こそ少ないですが、医療現場等の最前線
で奮闘する方々への感謝の気持ちがたくさん詰
まった募金です。有意義に活用いただけることを
願っています」とのコメントを付して岩城副知事
に手渡した。
　募金にご協力いただいた組合員のみなさん、あ
りがとうございました。

ワークルール検定ドリル VOL.03//ちょこっとチャ
レンジ//

　　　 労働時間とは、労働
者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいいま
す。
　②については、会社が参
加を義務付けている研修で
あれば労働時間になります
が、社内で行われているか
らといって必ずしも参加義
務があるとはいえませんの
で、常に労働時間となるわ
けではありません。
　④については、客先の事
業所へ移動すること自体が

指揮命令の内容であるとい
えるので労働時間にあたり
ます。
　他方、出張中の事例であ
る③については、移動中に
物品を監視するなどの使用
者からの指揮命令がある場
合は別として、単に目的地
まで移動すればよいだけで
あれば労働から解放されて
いるといえますので、労基
法上の労働時間とはいえま
せん。

解説 　　　 いずれも労基法上の
年休に関する理解を問うも
のです。
　①は、働き方改革の関係
で新たに設けられた、使用
者の年休付与義務に関する
ものです。②は、通常の労
働者より労働日数が少ない
労働者であっても、その日
数に比例して付与されるこ
との理解を問うものです。

③は、使用者は年休の請求
が事業の正常な運営を妨げ
る場合にはこれを拒否でき
るという、時季変更権の理
解を問うものであり、誤り
です。④は、時間単位の年
休取得の理解を問うもので
す。誤りと回答する率が意
外と高いのですが、条文の
とおりの正しい選択肢です。

解説

連合高知第32回地方委員会・闘争開始宣言集会

不 合 理 な 待 遇 を 許 さ な い！
雇用を守る、賃金も上げる！

“県コロナ寄附金”へ贈呈
最前線で奮闘する方々への感謝の気持ちを込めて

出典：( 一社 ) 日本ワークルール検定協会
「ワークルール検定ドリル」より
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エッセンシャルワーカーへの支援・連帯の特別決議
　新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と蔓延は、
わが国の社会経済はもとより、私たちの働く環境や暮ら
しを一変させた。高知県においても、2020年春の緊急事
態宣言や休業要請等の解除以降、徐々に日常生活を取り
戻しつつあったが、再び感染者の増加が繰り返されるな
ど、約一年が経過した現時点においても予断を許さない
状況が続いている。

　このような中、医療従事者をはじめ介護・福祉関係、
公共交通、運輸運送、保育・学校・教育現場、スーパー・
コンビニ、清掃・廃棄物収集、生活インフラ等々のいわ
ゆる「エッセンシャルワーカー」と呼ばれる方々は、自
分自身は勿論のこと家族も含めた感染リスクに大きな不
安を持ちながら、そして謂れのない誹謗中傷や偏見・差
別的発言等がありながらも、我が身を顧みることなく献
身的に尊い使命と責任を果たし続けている。

　こうした最前線における「エッセンシャルワーカー」
の奮闘によって、数多くの県民の命と健康が守られると
ともに、私たちの暮らしや生活が支えられている。この
大きな貢献に対して、あらためて深甚なる敬意と感謝の
意を心から表すとともに、大きな称賛の拍手を送らせて
いただきたい。

　私たちは、こうした方々の懸命な取り組みを無駄にし
ないためにも、引き続き真摯に感染予防の行動を一つひ
とつ着実に実践しながら、新型コロナウイルスの一日も
早い収束に向けて努力を重ねていかなければならない。
　そして、2021春季生活闘争における様々な取り組みを
通じて、雇用の維持・確保を大前提に賃上げの流れを継
続させるとともに、この間、社会機能を支えてきたエッ
センシャルワーカーや地域経済を支える中小企業で働く
労働者、雇用労働者の 4割を占める有期・短時間・契約
等労働者の処遇を「働きの価値に見合った水準」に引き
上げていく、すなわち「分配構造の転換につながり得る
賃上げ」に取り組んでいく。
　また、あらゆる格差の是正と県内すべての労働者の生
活防衛・生活改善をめざすとともに、「働くことを軸と
する安心社会」と「持続可能で包摂的な社会」の実現を
めざして、力強く運動を展開していく。
以上、決議する。

2021年 2 月12日
連合高知　2021春季生活闘争「闘争開始宣言集会」

闘争開始宣言
　2021春季生活闘争がいよいよスタートする。私たちは
本日、第63回地方委員会を開催し、「月額要求10,800円、
時間額要求として時給1,100円以上」とする統一要求基準
額をはじめとした2021春季生活闘争方針を確立した。

　私たちの暮らしは、かつてないほどの危機に直面して
いる。新型コロナウイルスの猛威は未だとどまらず、コ
ロナ禍を起因とした事業活動の停滞や失業による収入減
少といった深刻な事態が生じている。とりわけ、短時間・
有期・契約等で働く者やフリーランスで働く者といった
セーフティネットが脆弱な層は、仕事と生活の危機に瀕
している。

　今わが国に求められていることは、国民一丸となった
感染症対策とともに、日本経済を再び自律的成長の軌道
に乗せることである。そのためには、社会全体で雇用の
維持・創出に取り組むことを大前提に、労使の信頼関係
の下で積み上げてきた「賃上げ」の流れを止めることな
く、コロナ禍で社会機能を支えたいわゆるエッセンシャ
ルワーカーや短時間・有期・契約等労働者の処遇を「働
きの価値に見合った水準」へと引き上げていく、すなわ
ち「分配構造の転換につながり得る賃上げ」を実現して
いくことに他ならない。

　2021春季生活闘争は、これまで経験したことのない環
境下での取り組みとなるが、だからこそ労働組合の真
価を発揮する時である。企業や職場の置かれた状況や
「with/after コロナ」の働き方も含めた課題を提起できる
のは労働組合だけであり、職場や社会の未来を変えるこ
とができるのは、労働組合に集う私たち自身である。

　今こそ、「誰もが希望を持てる社会を実現！安心・安全
に働ける環境整備と『底上げ』『底支え』『格差是正』で」
をスローガンに、すべての職場・地域がそれぞれの最大
限を尽くし、「みんなの春闘」へ果敢に挑戦していこう。

　ここに、連合高知は2021春季生活闘争の開始を宣言す
る。

2021年 2 月12日
連合高知　2021春季生活闘争　闘争開始宣言集会

闘争開始の気勢を上げる！
　当日の18時からは、同じく三翠園ホテルで
「2021春季生活闘争 闘争開始宣言集会」が開催さ
れ、集まった組合員81名は「すべての労働者の雇
用を守る、賃金もあげる」と気勢をあげた。
　決意表明では、高知ユニオン高知医療労組の田
内書記長がビデオメッセージを寄せて「高知県は
他県に比べて医療従事者の賃金が低く、その働き
の価値に見合うものになっていない。そこにこの
コロナ禍が追い打ちをかけた。まさに、コロナ禍
で医療体制の脆弱性が明らかになった。私たち医
療従事者は、市民の安心・安全のために頑張って
いるが、是非とも皆さんにはコロナに感染しない
よう予防し、健康でいることをお願いする。それ
が医療従事者を守り、経済を立て直す近道になる。
先の見えないコロナ禍だが、団結してコロナ感染
が収束するよう共に頑張っていきましょう」と医
療従事者の状況を報告するとともに、今春闘をす
べての仲間と連帯して闘っていく決意を表明した。
　また、本集会では、「エッセンシャルワーカーへ
の支援・連帯を示す特別決議」を採択し、コロナ
禍でのエッセンシャルワーカーの奮闘に敬意と感

謝の意を表す
るとともに、
すべての労働
者が連帯して
今春闘を闘い
抜くことを確
認し合った。
　集会の最後
には「誰もが希望を持てる社会を実現！安心・安
全に働ける環境と“底上げ、底支え、格差是正”
をスローガンに、“みんなの春闘”へ果敢に挑戦し
ていこう」とする闘争開始宣言を参加者全員で採
択し、白木中小共闘センター委員長の団結ガンバ
ローで地場における闘いの幕を開けた。
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限を尽くし、「みんなの春闘」へ果敢に挑戦していこう。

　ここに、連合高知は2021春季生活闘争の開始を宣言す
る。

2021年 2 月12日
連合高知　2021春季生活闘争　闘争開始宣言集会

闘争開始の気勢を上げる！
　当日の18時からは、同じく三翠園ホテルで
「2021春季生活闘争 闘争開始宣言集会」が開催さ
れ、集まった組合員81名は「すべての労働者の雇
用を守る、賃金もあげる」と気勢をあげた。
　決意表明では、高知ユニオン高知医療労組の田
内書記長がビデオメッセージを寄せて「高知県は
他県に比べて医療従事者の賃金が低く、その働き
の価値に見合うものになっていない。そこにこの
コロナ禍が追い打ちをかけた。まさに、コロナ禍
で医療体制の脆弱性が明らかになった。私たち医
療従事者は、市民の安心・安全のために頑張って
いるが、是非とも皆さんにはコロナに感染しない
よう予防し、健康でいることをお願いする。それ
が医療従事者を守り、経済を立て直す近道になる。
先の見えないコロナ禍だが、団結してコロナ感染
が収束するよう共に頑張っていきましょう」と医
療従事者の状況を報告するとともに、今春闘をす
べての仲間と連帯して闘っていく決意を表明した。
　また、本集会では、「エッセンシャルワーカーへ
の支援・連帯を示す特別決議」を採択し、コロナ
禍でのエッセンシャルワーカーの奮闘に敬意と感

謝の意を表す
るとともに、
すべての労働
者が連帯して
今春闘を闘い
抜くことを確
認し合った。
　集会の最後
には「誰もが希望を持てる社会を実現！安心・安
全に働ける環境と“底上げ、底支え、格差是正”
をスローガンに、“みんなの春闘”へ果敢に挑戦し
ていこう」とする闘争開始宣言を参加者全員で採
択し、白木中小共闘センター委員長の団結ガンバ
ローで地場における闘いの幕を開けた。
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労働時間・年休・休日
Q 1 労働時間について、正しいものをすべて選びなさ

い。

①労働者と使用者の間で、終業時刻後に働いても労
働時間とは扱わないとの合意があっても、終業時
刻後に上司の指示で仕事をしていた場合、その時
間は労働時間として扱う必要がある。
②終業時刻後に実施される研修会に参加した時間は、
会社の事業所内でおこなわれている場合には、常
に労働時間となる。
③公共交通機関を利用して会社から出張先へ移動し
た時間は、原則として労働時間となる。
④営業車を運転して会社の営業所から客先の事業所
へ移動した時間は、労働時間にあたる。

こたえ　①、④

Q 2 労働基準法上の年次有給休暇（年休）について、
誤っているものをひとつ選びなさい。

①使用者は、年10日以上の年休が付与される労働者
に、年 5日の年休を取得させなければならない。
②週 2日のパートタイム労働者であっても、条件を
満たせば年休は付与される。
③労働者が年休を申請した場合、使用者はこれを拒
否することが出来ない。
④使用者は、過半数代表者または過半数組合との間
の協定により、年 5日を上限に、年休を時間単位
で与えることができる。

こたえ　③

　連合高知は 2月12日、三翠園ホテルで第63回地
方委員会を開催し、2021春季生活闘争に向けた方
針を確立した。この地方委員会には28名の地方委
員と特別地方委員 2名、傍聴 1名が参加し、雇用
の確保を大前提にした統一要求基準額などを決め
た。

格差是正に資する賃上げを
　具体的には、月額要求額を「10,800円を基準」と
するとともに、時間額要求については、格差是正
に資する水準として、①企業内最低賃金協定にお
いて最低到達水準1,100円以上、②目標水準として
勤続17年相当で時給1,700円以上とした。

労働時間と均等待遇を軸に

　また、“すべての労働者の立場に立った働き方の
見直し”の課題では、「長時間労働の是正」と「職
場における均等待遇の実現」を軸に取り組んでい
くこととした。中でも、この 4月から同一労働同
一賃金法制（パート・有期法）がすべての企業に
適用されることから、パート・有期・契約・派遣
などいわゆる非正規労働者の多くが女性である実
態を踏まえながら、職場から雇用形態の違いによ
る不合理な待遇や差別的取り扱いを許さない闘い
を組織の内外を貫いて進めていくことにした。

　折田会長は今春闘を闘うにあたって「コロナ禍
で矛盾に満ちた日本社会の姿が浮き彫りになった。
その一つは、格差の広がりと貧困の深刻化であり、
もう一つは、日本の政治そのものの後進性だ。五
輪・パラリンピック組織委員会の森前会長による
“女性蔑視発言”しかり、菅首相の“最終的には生
活保護がある”という発言がその象徴だ。そんな中、
今こそ“格差是正、暮らしの底上げ”と“男女平
等をはじめとする社会構造そのものを変えていく”
ことが私たち労働運動の第一義的課題だ」とあい
さつした。
　来賓には武内のりお衆議院議員（立憲民主党高
知県連代表）、広田はじめ衆議院議員（立憲民主党
高知県連代表代行）が出席。折田会長は両者を前
に政治闘争について、「命と暮らしを守るためには、
政治を、政権を変えなければならない」と訴えな
がら、来る総選挙に向けた支援を要請した。

　連合高知青年委員会・女性委員会および西地協
青年・女性委員会は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受ける高知県の方々を支援することを目
的とした「大好きな高知を守るための助け合い募
金活動」を展開した。この活動は、取り組み期間
を2020年10月 1 日から12月15日の約 2 カ月半、目
標金額を10万円とした。その結果、多くの組合員
の賛同を得て243,601円の貴重な浄財を集めること
ができた。

　集められた
募金は、高知
県が実施して
いる「新型コ
ロナウイルス
感染症対策助
け合い寄附金」
へ全額拠出す

ることとした。
贈呈にあたって
濱口青年委員会
副委員長と太田
女性委員会副委
員 長 は、「 コ ロ
ナ禍により制約
がある中で、そ
れぞれの職場や
個々の人的ネットワークを活かして呼びかけまし
た。金額こそ少ないですが、医療現場等の最前線
で奮闘する方々への感謝の気持ちがたくさん詰
まった募金です。有意義に活用いただけることを
願っています」とのコメントを付して岩城副知事
に手渡した。
　募金にご協力いただいた組合員のみなさん、あ
りがとうございました。

ワークルール検定ドリル VOL.03//ちょこっとチャ
レンジ//

　　　 労働時間とは、労働
者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいいま
す。
　②については、会社が参
加を義務付けている研修で
あれば労働時間になります
が、社内で行われているか
らといって必ずしも参加義
務があるとはいえませんの
で、常に労働時間となるわ
けではありません。
　④については、客先の事
業所へ移動すること自体が

指揮命令の内容であるとい
えるので労働時間にあたり
ます。
　他方、出張中の事例であ
る③については、移動中に
物品を監視するなどの使用
者からの指揮命令がある場
合は別として、単に目的地
まで移動すればよいだけで
あれば労働から解放されて
いるといえますので、労基
法上の労働時間とはいえま
せん。

解説 　　　 いずれも労基法上の
年休に関する理解を問うも
のです。
　①は、働き方改革の関係
で新たに設けられた、使用
者の年休付与義務に関する
ものです。②は、通常の労
働者より労働日数が少ない
労働者であっても、その日
数に比例して付与されるこ
との理解を問うものです。

③は、使用者は年休の請求
が事業の正常な運営を妨げ
る場合にはこれを拒否でき
るという、時季変更権の理
解を問うものであり、誤り
です。④は、時間単位の年
休取得の理解を問うもので
す。誤りと回答する率が意
外と高いのですが、条文の
とおりの正しい選択肢です。

解説

連合高知第32回地方委員会・闘争開始宣言集会

不 合 理 な 待 遇 を 許 さ な い！
雇用を守る、賃金も上げる！

“県コロナ寄附金”へ贈呈
最前線で奮闘する方々への感謝の気持ちを込めて

出典：( 一社 ) 日本ワークルール検定協会
「ワークルール検定ドリル」より


