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■働き方改革一括法案をめぐる情勢 

「安保法だって通したんだ。高プロくらい通せなくてどうする」強気の与党 

 

■最賃で働く有期雇用労働者でも裁量労働制は適用可能！？ 

政府答弁に怒りの声沸騰！！ 

 

■安倍「働き方改革」一括法案阻止！２．１０決起集会へのご参加を！ 

 

■「働き方改革一括法案」解説ビデオと学習パンフ（改訂版）を作成 

職場でご活用ください。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■働き方改革一括法案をめぐる情勢 

「安保法だって通したんだ。高プロくらい通せなくてどうする」強気の与党 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」（働き方改革一括法案）

は、2月下旬に国会に上程される見通しです（略称に「一括法案」とつけたのは、労働基準

法や、パート・有期法、雇用対策法などを別々に審議すると思っている人がいるためです。

分けて審議するように、野党は要求していますが、安倍首相は一括審議を主張しています）。 

 

法案が付託されるのは、衆議院の厚生労働委員会からで、予算関連議案（駐留軍関係離職

者特別措置法案など）を終えた後、3月中旬から審議開始となると、いわれています。春闘

本番の時期から、重要な法案審議が始まる可能性があります。 

 

◆ただし法案上程前とはいえ、すでに衆参両院の予算委員会で、一括法案にかかわる課題

の前哨戦がはじまっています。 

野党各党の主な論点は、①長時間労働の是正といいながら、裁量労働制の拡大や高度プロ

など労働時間規制の緩和をするのは矛盾している。規制緩和の法案は撤回すべき。②規制

緩和を狙う古い法案（高プロなどは継続審議でつるしてきた法案）と、新しく導入する時

間外労働の上限規制という新法案、さらには有期・パート法案や雇用対策法案などを抱き

合わせで一括審議する手法は審議軽視。という 2点が柱です。 

 

この追及に対する、安倍首相の答弁の基本パターンは以下のとおりです。 

・・・・ 



「働き方改革について、お尋ねがありました。働き方改革は一人ひとりの事情に応じた多

様な働き方を選択できる社会を実現するための、労働基準法制定以来 70年ぶりの大改革で

あります。 

過労死・過労自殺の悲劇を二度と繰り返さない。そういう決意で、長時間労働の是正に取

り組みます。働く方の健康の確保を大前提に、ワークライフバランスを改善し、子育て・

介護など、様々な事情を抱える方々が意欲をもって働くことができる社会に変えていく、

こうした社会を実現するために、労働時間法制の見直しが急務であります。 そのために、

労使が合意すれば上限なく時間外労働が可能となる現行の仕組みを改めます。史上初めて、

労働界・経済界の合意のもとに、三六協定でも超えてはならない罰則つきの時間外労働の

限度を設けます。 

具体的には時間外労働の上限は月 45時間、かつ、年 360時間と法律に明記します。そのう

えで、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を、年 720 時間とし、その範囲

内において、複数月の平均では 80時間以内、単月では 100時間未満と定めます。 

また高度プロフェッショナル制度の創設、裁量労働制の見直しや、時間外労働の上限規制

は、いずれも、健康を確保しつつ、誰もがその能力を発揮できる柔軟な労働制度へと改革

するものであり、一つの法案でお示しすることが適当と考えます。」 

・・・・ 

 

首相は、きれいごとをならべる一方、「裁量労働制の拡大を望んでいる労働団体はいるのか」

といった追及についてはスルーしたり、「平均的な働き方でみれば、裁量労働制の方が、通

常の労働時間で働く労働者より労働時間が短い」などという虚偽が疑われる不誠実な答弁

までしていますが、強気の姿勢をみせています。 

 

 

◆こうした官邸の姿勢については、次のような報道もあります。 

 

--------------------------------------------------- 

「働き方」国会、深まらず 高プロ批判、連合の迷走足かせ（2月 3日朝日新聞） 

 

安倍晋三首相が「働き方改革国会」と名付けた通常国会。政権は、月内の閣議決定を目指

す関連法案に、労働時間規制の強化と緩和を抱き合わせた内容を盛り込む方針だ。最大の

与野党対決法案になるとみられていたが、国会序盤の論戦は低調。専門職で年収の高い人

を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度（高プロ）」をめぐる昨夏の連合の

迷走と、民進党の分裂が響いている。 

 

■「要求は反映」政府一点張り 

「裁量労働制を拡大したら、アリの一穴となって、どんどん対象者が広がる。高度プロフ

ェッショナル制度も同様だ」「邪悪な仕組みが（労働時間規制の強化と）一緒になっている

ものを審議はできない。抱き合わせでどっちも通してくれというのは虫のいい話だ」。２日



の衆院予算委員会。立憲民主党の西村智奈美氏は、政権の「抱き合わせ」戦略を厳しく批

判した。 

 

 「働き方改革関連法案」は、今は事実上青天井になっている残業時間に初めて法的な強

制力がある上限規制を設ける労働基準法改正案が一つの柱。だが、政権は同じ労基法改正

案に２年以上国会で審議されずにたなざらしになってきた高プロの導入と、労働時間規制

が緩い裁量労働制の対象拡大も盛り込む方針だ。長時間労働の是正に逆行するとして野党

は反発している。 

 

 希望の党の玉木雄一郎代表や社民党の福島瑞穂副党首も先月の代表質問で「抱き合わせ」

を批判し、高プロ導入や裁量労働制の対象拡大の撤回を求めたが、首相は「健康を確保し

つつ、柔軟な労働制度へと改革するもので、一つの法案でお示しすることが適当と考える」

との答弁を繰り返した。 

 

 首相の強気の背景には、「残業代ゼロ法案」と高プロを強く批判してきた労働組合の中央

組織の連合が一時、働き過ぎ防止策を見直すとの条件付きで高プロの導入の容認に転じた

ことがある。連合は結局、組織内外の強い批判を受けて従来の反対に立場を戻したが、連

合が条件として提案した働き過ぎ防止策を政権は取り込んだ。経営側の意向を踏まえ、労

働側の要求も反映した制度だと強調し、野党の批判をかわしている。 

 

 立憲の長妻昭代表代行が先月の衆院予算委で「裁量労働制の適用範囲をさらに拡大すれ

ば労働時間の歯どめがなくなり、過労死がさらに増える」と懸念を示したのに対しても、

首相は「（連合の）神津（里季生〈りきお〉）会長からの要請を受けて対象業務を明確にし

た」と切り返した。 

 

 政権は、残業時間の上限規制など労使が合意した内容が関連法案に盛り込まれることも

重ねて強調している。共産党の小池晃書記局長が先月の参院代表質問で「労働団体は一貫

して批判してきた。経営者にとって柔軟な働かせ方だ」と高プロの導入撤回などを迫った

のに対し、首相は政労使が参加した協議の場で昨春まとまった「働き方改革実行計画」に

基づく改革だと反論。「財界の要求そのものとの指摘はあたらない」と一蹴した。 

 

 関連法案は昨秋の臨時国会に提出される予定だったが衆院解散で先送りされた。政府は

今月２０日にも閣議決定し、月内の提出を目指しているが、政府内では「法案全体をみれ

ば大きな反対はない」との見方が強い。政府案の事前審査に携わる自民党議員も「安保法

だって通したんだ。高プロくらい通せなくてどうする」と余裕をみせる。 

 

■分裂３野党、追及戦略描けず 

 旧民進党勢力の３分裂も論戦が深まらない一因になっている。立憲、希望、民進の３党

とも、高プロの導入や裁量労働制の適用拡大への反対では足並みをそろえるが、各党とも

限られた質問時間内に同じような質問を繰り返し、そのたびに同様の答弁が繰り返されて



いる。野党は「コピペ答弁」と批判するが、厚生労働省幹部は「野党も似たようなもの」

と冷ややかだ。 

 序盤国会の質疑で野党が引き出したのは、裁量労働制を導入する全国の事業所約１万３

千カ所に対し、厚労省が違法な適用をしていないか自主点検するよう促すことぐらい。野

村不動産による違法適用が発覚したことに伴う措置だ。 

 

 ３党は関連法案の閣議決定のタイミングで対案を打ち出す構え。立憲は政府案から高プ

ロなどを外す対案を独自に準備しており、終業と始業の間に一定の休息時間を確保する「イ

ンターバル規制の導入も具体的に提案する」（枝野幸男代表）。 

 民進と希望は、統一会派構想は頓挫したが、対案づくりでは協力する。政府案から高プ

ロと裁量労働制の対象拡大を削ってパワハラ対策などを盛り込み、立憲にも合同で対案を

まとめるよう呼びかける方針だ。枝野氏は「細部の違いなら一本化できるように努力する」

と話すが、関連法案の審議が本格化する今春までに足並みがそろうかは不透明だ。 

 （村上晃一、米谷陽一） 

 

--------------------------------------------------- 

 

◆野党の動向 

野党の側では、１月 23日に民進党と希望の党の間で「働き方改革合同会議」（議員 40人参

加）が開かれました。会議の目的は、内閣提出法案に対抗する野党側法案をまとめること

にあります。対案の柱は、前回国会で廃案となった「四野党共同提出法案」ですが、そこ

に掲げられた問題提起に加え、あらたにパワハラ対策やワークルール教育推進の課題など

９つの課題を盛り込みたいと記者会見では話されたようです（民進党・石橋参院議員）。 

週１回程度の頻度の会議で、内容をつめ、2 月末の閣法の国会上程のタイミングに間に合

わせるようにするようです。 

 

この動きに先立って、野党筆頭の立憲民主党は「対案をつくる」とマスコミに発信してい

ますが、他の政党と一緒に練るのではなく、自党で固めて合意できるなら共同もという「こ

の指とまれ」方式。今回の民進、希望の合同会議には合流できていません。 

 

◆課題 

野党の追及に対し、政府は、働き方改革実現会議での連合会長の「合意」と、水面下で折

衝した連合の修正提案を受け入れていることをもって、労使合意の法案であることを正当

化し、多くの批判をはねのけています。 

一方、野党間の足並みは現段階でそろっておらず、労働法制課題で、与野党対決の構図が

うまくつくれていません。 

このままでは、法案が付託される厚生労働委員会の運営にかかわる野党筆頭理事の交渉力

も発揮しにくく、短期の強行採決を招きかねません。強気の政府・与党の姿勢を崩すには

どうしたらよいか・・・。 

 



まずは、全労働団体が高度プロ・裁量労働制拡大に反対していることを、カタチで示すこ

とが重要です。 

また、過労死ラインの残業上限規制や、同一労働格差容認法案への批判、雇用されない働

き方を普及させる雇用対策法の改悪についても批判の声をあげることが重要です。 

 

官邸が特に気にしているのは、労働団体の反対意見のまとまりに加え、普通の労働者の意

見です。 

職場からの声を、地方での議員要請行動、政党や個別議員宛てのメールや Fax、SNSによる

発信など、あらゆる手立てで、与野党に届け、世間に拡げることができれば、強気の安倍

首相も方針転換をせざるをえなくなるでしょう。 

 

★職場のみなさんの行動が、カギをにぎっています。 

官邸と与党に、意見を寄せましょう！ 

（例文） 

「残業代ゼロで働かせ放題となる、裁量労働制・高度プロ反対！」 

 

「有期・最賃でも裁量労働制適用可能？ひどすぎる！法案撤回せよ！」 

 

「同一労働格差容認の法整備にがっかり！同じ仕事なら同じ賃金を！ 

非正規雇用の処遇を改善せよ」 

 

「雇用対策法の改悪反対！雇用されない働き方を普及するな！」 

 

官邸 

https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html 

 

自民党 

https://www.jimin.jp/voice/ 

 

公明党 

https://www.komei.or.jp/contact/ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■最賃で働く有期雇用労働者でも裁量労働制は適用可能！？ 

政府答弁に怒りの声沸騰！！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆共同通信によると、政府は 6 日の閣議で、今国会に提出予定の働き方改革関連法案に盛

り込まれる裁量労働制について、雇用形態や年収に関する要件はなく「契約社員や最低賃

金で働く労働者にも適用が可能だ」とする答弁書を決定したとされています。 

 



----記事抜粋---- 

裁量労働制は実際に働いた時間にかかわらず、事前に労使で取り決めた分だけ働いたと見

なす。指示を受けずに仕事の進め方を決めることができる人を対象としているが、長時間

労働を助長するとの批判もある。実際に裁量がない人にも拡大される恐れがあるとして、

野党は反発している。 

 

政府はこの制度のうち、事業運営の企画などを担う「企画業務型」の対象業種拡大を法案

に明記する考えだ。 

----記事抜粋---- 

 

この答弁は、山井和則議員（希望の党・無所属クラブ）による、「営業活動に携わる労働者

の具体的事例への裁量労働制の適用の適否等に関する質問主意書」（1月 29 日提出） 

に対する答弁。 

 

（質問は以下） 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a

196037.pdf/$File/a196037.pdf 

 

◇HPへの答弁の掲載はまだなので、詳細はつかめていませんが、ネットでは、怒りの声が

沸き起こっています。 

 

「驚きの閣議決定！このままではすべての労働者が定額働かせ放題の犠牲になる。」 

 

「これはいくらなんでもやばいだろ・・・。不安定な契約で働く人の働き方を、時間を、

うやむやにして、こき使って使い倒す気満々じゃないか。」 

 

「最賃で裁量労働制ができるとすると、みなし時間より長く働いた場合、実質的には最低

賃金割れが生じるのだが、それも合法になるのだろうか？」 

 

「立場の弱い契約社員は契約更新をちらつかされて、タダ働きを受け入れざるを得なくな

る。これは絶対にアカン」 

 

「このニュース炎上気味だけど『これからそうなる』のではなくて『すでに適用可能』と

いうことを言っているんだよね。実際に年収 300万円未満で裁量労働制適用の人いるよ」 

 

すでに悪辣企業で悪用されている、低賃金・不安定雇用労働者への裁量労働制適用。 

これについて、安倍政権は堂々のお墨付きを与えた、ということです。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■安倍「働き方改革」一括法案阻止！２．１０決起集会へのご参加を！ 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆首都圏の皆さんに、労働法制課題の決起集会へのご参加をお願いします。 

 

「働き方改革国会」の開会で、労働法制改悪とのたたかいが、 

いよいよ本番を迎えます。 

 

残業代ゼロで働かせ放題の裁量労働制・高度プロ制、過労死ライン 

の残業上限、同一労働差別賃金容認、生産性向上の名による非雇用型 

就業の普及など、働くものの命と暮らしに深刻な悪影響をおよぼす 

法制度づくりなど、許すわけにはいきません！ 

 

この日は裁量労働制の柱「みなし労働時間制」のもとの過重労働により 

ＮＨＫ記者であった娘さんを亡くされた佐戸恵美子さんや、 

小児科医の夫を亡くされた中原のり子さんからもお話をうかがいます。 

 

職場の仲間をさそって、土曜の午後、全労連会館にお越しください。 

 

----------------------------------------------- 

許すな！過労死促進、格差容認、非雇用型労働の普及 

 8時間働けば、ふつうに暮らせる社会の実現を！ 

安倍「働き方改革」一括法案阻止！２．１０決起集会 

----------------------------------------------- 

 

日時：2月 10日（土曜）13：30～16:30（開場 13:00） 

主催：労働法制中央連絡会 

場所：全労連会館２Ｆホール 

 

内容： 

・講演・東京過労死家族の会 中原のり子さん、佐戸恵美子さん 

・国会議員挨拶 

・情勢報告 

・「働き方改革」一括法案解説 自由法曹団・鷲見賢一郎弁護士 

・「働き方改革」にかかわっての実態告発・たたかいの報告 

・各労働組合より 

（長時間労働・夜勤交替制問題 

（非正規雇用・女性労働・格差是正問題） 

（請負・業務委託問題） 

（労働行政課題）等 

・行動提起 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★「働き方改革一括法案」解説ビデオと学習パンフ（改訂版）を作成 

～ぜひ、ご活用ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■解説ビデオ 

youtube にアップしたビデオは以下からご覧いただけます。 

https://www.youtube.com/watch?v=1PaJh79-sI0&feature=youtu.be 

 

ネットに接続できない会議室で使いたいというご要望がありましたので、 

データでも提供します。 

以下（宅ふぁいる便）より、ダウンロードしてください。 

 

https://free.filesend.to/filedn_infoindex?rp=a47ac76dc00af74797cc9faa395e009o 

 

なお、データを落とすのに、５分程度かかるかもしれません。 

しばらくお待ちください。宅ふぁいる便の「データ預かり期間」は８日の１６：５５まで

です。 

 

■働き方改革学習パンフ 

改訂版（Ver.2.2）を作成しました。 

前回のものよりも、印刷が鮮明になるようにしました。 

以下より、データをダウンロードしてお使いください。 

ワードですので奥付などの変更も可能です。 

 

https://free.filesend.to/filedn_infoindex?rp=615e0a50fe915e9e7a8fc225674913bo 

 

■請願署名 

学習しつつ、請願署名も、よろしくお願いします。 

 

http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/data/2017/170801_01.pdf 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★行動 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆２．１０安倍「働き方改革」一括法案阻止！２．１０決起集会 

（上に掲載） 

 

◆２．１５ディーセントワーク宣伝（東京） 



主催：全労連、国民春闘共闘、全労連公務部会、全労連民間部会 

日時：2月 15日木 17:00～18:00 

場所：新宿駅西口 

内容：18春闘、労働法制、最賃・賃上げ、無期転換・安定雇用などで各労働組合代表が発

言。 

3.2 全国一斉の労働相談ホットラインの告知も行う。 

 

※各地で行われるディーセント・ワーク宣伝については、各地方労連にお問い合わせくだ

さい。 

 

◆日弁連２．２８労働時間法制を考える院内市民学習会 

主催：日弁連 

日時：2月 28日水 18:00～19:45（ 17：30開場予定） 

場所：衆議院第二議員会館１階 多目的会議室 

参加人数；定員 140名 

内容 来賓挨拶、日弁連からの報告、基調講演 川人 博 弁護士（東京弁護士会） 

当事者・会場からの発言 

取材に基づく現場報告 東海林 智 氏（毎日新聞記者）  

問い合わせ先：日本弁護士連合会 人権部人権第一課 ＴＥＬ：０３－３５８０－９５０

１ 

 

◆３．７全労連中央行動 国会議員要請行動 

 

◆３．１２「雇用によらない働き方・批判検討会」 

主催：労働法制中央連絡会 

日時：3月 12日月 18:30～20:30 

場所：全労連３F会議室  

内容：政府の政策紹介、情勢報告、各産別より実態報告 

ＭＩＣ、建交労、全国一般、東京土建等 

 

◆３．１６もしくは１９ 労働弁護団主催・院内集会  

主催：労働弁護団 

日時：3月 16日もしくは 19日 11：30～13：00 

場所：衆院議員会館・検討中 

内容：情勢報告 

国会議員の発言 

当事者発言 

・裁量労働制 

・長時間労働 

・雇い止め（無期転換） 



・同一労働同一賃金 

 

◆全労連全国統一行動・東京４．１１行動 

国会前昼行動や議員要請等を含む諸行動を検討中 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★各団体の取り組み 

※労働法制課題での取り組みをお知らせください 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■さよなら働き過ぎキャンペーン 

 

労働問題に関心をもつ若者たちが、佐々木亮弁護士と組んで始めたキャンペーンです。 

ウェブアンケートで働き方の実態や声を集めています。 

 

https://twitter.com/no_hatarakisugi 

https://www.facebook.com/pg/no.hatarakisugi/community/?ref=page_internal 

 

ご協力を。 

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
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