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■2.23安倍「働き方改革」一括法案の提出断念を求める緊急院内集会  

～自由法曹団 

■「働き方改悪」を押しとどめ、本物の改革へと転換するチャンス 

～上記集会での労働法制中央連絡会の連帯挨拶 

 

★高プロ撤回！緊急ネット署名への賛同・コメントを！ 

★与党への抗議メール・FAX を！ 

★行動日程 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■3.23安倍「働き方改革」一括法案の提出断念を求める緊急院内集会  

～自由法曹団 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆3月 23日（金）、自由法曹団は衆議院第 2議員会館において、「安倍『働き方改革』一括

法案の提出断念を求める緊急院内集会」を開催しました。集会では、3月 20 日に発表した

ばかりの「『働き方改革』一括法案の国会提出の断念を要求する意見書」の内容が解説され、

それをもって議員要請も行いました。 

 

冒頭、加藤弁護士が主催挨拶。 

「裁量労働制のデータねつ造問題も森友問題も、首相の意向を忖度して、事実が捻じ曲げ

られてきた。そのことに皆が気が付き始めた。今や裁量労働制だけでなく、働き方改革全

体に対し反対している人が多数となっている。安倍政治の特徴は、当事者の声に耳を傾け

ないこと。ここで対案を打ち出し、多数派を形成したい。そのために、自由法曹団として

の意見書をつくった。大いに活用してほしい」と呼びかけました。 

 

※意見書はこちら 

http://www.jlaf.jp/html/menu2/2018/20180323093525_5.pdf 

 

その後、連帯挨拶を、労働法制中央連絡会から、伊藤事務局長が行いました（内容は下記

別掲） 

 

◆意見書解説 

◇今村弁護士から、意見書のうち、労働時間法制の部分の解説が行われました。 

「裁量労働の拡大について先送りさせた。これは画期的なことだ。しかし、まだ、断念は

していない。この状況は、たたかいが生んだもの。さらに運動を強めたい。 



労働法制は、そもそも決め方がおかしい。財界代表が集う諮問会議で方針を決め、それを

閣議決定して労政審に落としてくる。 

 

財界要望にそってだされた高度プロとは、結局、労働時間規制をしないということだ。一

定時間働いたら、それ以上の労働はやめさせる。これは労働法の最も基本的なルールであ

り、近代になって発明された重要な規制だ。それを壊そうとするのはとんでもないことだ。

裁量労働制の場合は、実態はともかく、建前では始業・終業などの指揮命令はしてはいけ

ないとされている。しかし、高プロにはそれらの業務命令を、なにも規制していない。年

間 104日の休日など、土日休日程度のもの。4週間に 4日という規制も、24 日連続 24時間

働かせてもよいということだ。年収要件 1075万円も、制度が入れば、必ず下げられる。そ

のことはあからさまに言われてきた。対象業務もアナリスト等あげられているが、法文の

規定はあいまい。省令で定めるというが、歯止めにならず、どんどん広がるだろう。高プ

ロは絶対にいれてはいけない。 

 

とりあえず今回は削除された裁量労働制の拡大法案。企画業務型を、どういう業務に広げ

るか、とてもわかりにくい内容だった。いままでは企画・立案・調査・分析に限定してい

た。しかし、今後は企画立案が含まれていれば、何でもありとなるものだった。顧客であ

る法人企業に対して、企画し提案する営業など今も広く行われている。また、相手がある

仕事で、労働者に労働時間の裁量があるということはありえない。つまり営業は裁量労働

になじまない。 

そもそも、今運用されている裁量労働制も、法令が守られていない。野村不動産では、個

人顧客向けのマンション販売に、企画業務型裁量労働制があてられ、過労自殺してしまっ

た。そういことがないような監督指導が必要だ。 

 

残業上限規制もひどい。「グリーンディスプレイ過労事故死事件」の月の残業は 91 時間。

単月 100時間未満では過労死が発生してしまうということだ。厚労省自身も月 45時間を超

える残業では、業務起因による健康被害が発生するとしている。月 45時間以内を法律の規

制とすることがどうしても必要だ。 

 

◇続いて、鷲見弁護士が解説しました。 

「森友問題で安倍退陣のチャンスといわれる。働き方改革もそのたたかいの一翼を担うテ

ーマだ。裁量労働制の課題で話題となった『ねつ造データ』というのは、『平成 25 年度労

働時間等総合実態調査』。これがだされた労政審の議題は、裁量労働制だけでなく、今後の

労働時間法制の在り方について、ということで高プロの議論の基礎資料としても、これが

だされていた。内容は、350 件もの異常値がある使えないデータ。これをもとに高プロを進

めるのはとんでもない、ということを、もっと強調したい。 

 

また、厚労省が内閣の下請けにされている問題も重大だ。これは行政の私物化の結果とい

える。雇用対策法の一部改正、その内容は生産性の向上とか、非雇用型を含む多様な雇用

形態を普及するという、とんでもない法案だが、それを、ぽっと出してきた。審議 1 回 2



時間の議論で次には法案要綱をだし、要綱については 1.5 時間の議論。これで雇用対策政

策を大転換してしまうという。労政審の形骸化も甚だしい。 

 

つづいて、格差固定化・拡大、雇用の請負・委託化はけしからんというテーマについて話

したい。現在の労働契約法やパート法には「格差は不合理と認められるものであってはな

らない」とされている。考慮する要素として、『職務の内容』を基準にするのはいいだろう。

問題は考慮要素の２『職務の内容及び配置の変更の範囲』。つまり配転や将来の人事異動、

出世の可能性を基準にするという。これを基準とされたのでは、非正規労働者にとっては、

こえられない壁となる。これに加えて『その他の事情』も不当に使われる要素となる。今

回の法案では、問題の考慮要素の２は現行法と同じままだ。さらに、意欲や経験で差をつ

けていいという要素も「その他の事情」に追加している。これでは、格差はなくならない。 

 

職務の内容が同じかどうかを基準にし、処遇の違いをつけるとすれば、それが合理性のあ

るものでなければならず、それを使用者が立証する。そういう制度にすべきだ。 

 

雇用の請負・委託化と高度プロ・裁量労働制には、共通の言葉がある。「労働時間と賃金の

リンクを切り離す」というものだ。賃金は成果で払うと。これは要するに、労働者ではな

く、自営業者として頑張れ、いくら働こうが、賃金には反映させないということだ。そう

した角度から、労働者性を切り崩すというやり口だ。 

 

厚労省は、雇用の請負・委託化が進む背景としてクラウド・ソーシングの広がりを指摘し

ている。クラウド・ソーシングの場合は個別契約であって、請負・業務委託となると。ま

た、そうした将来の社会では『経営者と労働者が対等な立場になる』などという。しかし、

これは違うと思う。クラウド・ソーシングにおいても、使用従属性はなくならない。そう

したなかで請負・業務委託化を進めることは、格差を固定・拡大することにつながる。今

後の雇用問題に重大な悪影響をおよぼすもので、撤回を要求したい」。 

 

◆本会議や委員会の合間を縫って、日本共産党の藤野保史衆議院議員、山添拓参議院議員

が駆け付けました（社民党の福島みずほ議員は参加・発言なし。そのほか共産党の高橋千

鶴子議員、倉林明子議員、吉良よし子議員、希望の党の柚木道義秘書）。 

 

◇藤野議員 

「安倍政権は、裁量労働制の拡大は撤回したが、高プロはやるといっている。しかし、そ

もそも実態把握がきちんとされていないし、情報を提供していない。厚労省は３月５日に

なって、ようやく企画業務型裁量労働の実態データをだしてきた。適用事業所は 2016年度

で 3090事業所、7万 4299 人。この制度が 1987年に導入されて以来、事業所数と労働者数

が明らかにされたのは初めてだ。昨年 6 月に公表を求めたが、厚労省は公表を遅らせ、裁

量労働の対象拡大が先送りになってようやく明らかにした。それによると、2014 年度の

2513事業所、6万 7558人から急増していることが分かる。こういう基礎データすら明らか

にしないまま、審議をしていることは大問題だ。 



根っこにあるのは安倍政権の姿勢。産業競争力会議の議長は総理だ。それをあたかも、別

の人が決めたかのようにして、閣議決定する。最初から安倍首相が絵をかいて、ごり押し

をしている。 

中央公聴会では、自民党代表として、ワタミ創業者が質疑をおこなった。この内容には怒

りを感じた。自民党の姿勢がよくわかる。 

 

◇山添議員 

「安倍政権は、いまだ一括法案を閣議決定できないでいる。これは皆さんの運動と国会で

の野党の奮闘で押し込んだ到達だ。裁量労働制のデータについては、昨日、やっと『間違

いである』と認めた。高プロも同じデータに基づいて議論されてきたもの。高プロについ

て、『ニーズがある』と首相も厚労相も答弁している。どこでニーズをつかんだのか。厚労

大臣は、どこか地方でヒアリングをしたといいつつ、いつ、だれの話かということはプラ

イバシーの問題があり、明かせないという。そんないい加減な調査で、制度設計されてい

るのか、という質疑を準備している。 

ねつ造データにだまされかけたことへの国民の怒りが、もうだまされないぞとなっている。

世論の反発もふまえて、公明党は労働時間把握義務をつけるといいだした。しかし、一方

で『労働時間把握は大事』といいながら、一方で、『何時間働こうが規制がないものをつく

る』というのはおかしい。問題は、「100時間働いていることを把握すればいい』のではな

い。規制をもうけ『100時間も働けなくする』必要がある。私は、過労死をなくすために国

会に来た。全力でたたかいたい。」 

 

 

◆特別発言 

◇「グリーンディスプレイ青年過労事故事件」の原告の渡辺さん 

私の息子は、2013年春、大学を卒業。ハローワークで求人している会社に応募をした。最

終面接まで進んだが、合否を告げられないまま、試用期間のバイトとして働き始めた。業

務内容は店舗に植物を中心とした飾り付けをするというもの。労働時間は不規則で長時間

だった。正社員になることを夢見て、会社の指示に従ってがんばっていた。「辛い顔をせず、

笑ってろ！」と、上司には圧力をかけられていた。 

やっと 2014年の 3月中ごろ、正社員としての採用を口頭で告げられた。ハロワの求人票ど

おりの労働時間など、まったく期待できなかった。「正社員にはなれて、仕事内容は気に入

っているが、長時間労働には耐えられない。GWには身体をやすめて、気持ちを整理して考

え直したい」と言っていた。それが亡くなる 4日前。 

4月 24日、22時間連続徹夜勤務後に、帰宅途上、バイクでの単独事故死にいたった。 

 

元気いっぱいで社会に飛び出したばかりの息子に何がおきたのか。どうして半年で命を落

とさなければならなかったのか、知りたい一心で、2015 年 4 月 24 日に提訴した。喪失感

と自分が生きながらえている罪悪感でいっぱんだった。横浜地裁・川崎支部の橋本裁判長

は「命の重みに向き合い真摯に審理します」とおっしゃいってくださった。 

 



2018年 2月 8日横浜地裁・川崎支部において、会社の責任は明らかにされた。 

裁判長は公開法定で 30 分以上にわたり、以下のような和解勧告書を読み上げてくださっ

た。 

---- 

「現在、あらためて『過労死』に関する社会の関心が高まっており、『過労死』の撲滅は、

わが国において喫緊に解決すべき重要な課題であり、『過労死のない社会』は、企業の指揮

命令に服する立場の従業員や、その家族、ひいては社会全体の悲願であるといえよう。こ

れを達成するためには、『過労死』の防止の法的及び社会的責任を担うそれぞれの企業にお

いて、働く人の立場・視点になった『働き方改革』を推進して、長時間労働の削減と労働

環境の誠意に努めることが求められていると思われ、そのような社会的気運の高まりがあ

ると認められる」 

「本件の悲惨さと大学卒業後に未来を絶たれた被害者の亡航太の無念さ、その遺族である

原告らの悲痛な心情と極度の落胆と喪失感に思いを致すとき、社会的な意義をも有する民

事訴訟を担当することのある裁判所においても、無視することは許されないと思われるの

であり、党裁判所は、本件訴訟の解決の在りようについて、真摯に、深甚に、熟慮すべき

であると考えるところである」 

「亡航太の地球よりも重い声明を代償とする貴重な教訓として、（中略）法令遵守の企業姿

勢を明確に社会に表することは、とても重要」であり、「被告が、本件を契機に、多数の従

業員を擁する企業として、『過労死』を撲滅することを約し、二度と『過労事故』を生じさ

せないことを宣言して、社会的責任を果たしていく、在るべき企業の範たるものとなり、

その先駆けとして、今後も被告における長時間労働を削減し、労働環境の整備を実行し、

これらを継続していくことが望まれるのであり、期待される」。 

---- 

裁判官の過労死をこの世から無くしたいという心情が随所にあふれている勧告だった。 

この裁判においては、悲願であった、帰宅途中の事故についても、安全配慮義務を認めさ

せたことは大きな意味がある。各企業においても予防対策を期待する。特に EUでは導入さ

れている 11時間の勤務間インターバル規制を強く求めたい。労働者も、自己管理において

11時間以上のインターバルが取れているか確認することが定着するよう希望する。 

また、息子の残業時間は 100 時間未満と認定された。政府案の 100 時間未満の上限規制で

は過労死は起きる。不十分だ。 

 

◇青龍弁護士 

埼玉新都心郵便局自死事件について。2010 年 12 月 8 日に日本郵便株式会社・さいたま新

都心郵便局の 4F から飛び降り、自死した。過剰なノルマと上司からのパワハラ、「お立ち

台」で叱責されさらし者にされる。時間指定郵便というストレスの多い配達をまかされて

いた。休職者が 2 人いて、繁忙をきわめていた。客観的な労働時間の資料もないなか、証

拠保全をやって問題を知らせる中で、職場関係者からも情報をもらい、和解が成立した。

被災地から、さいたま新都心へ移動してからの発症であること。また小規模事業所への異

動を希望していたこともあり、会社が和解をうけいれた。 



日本郵便の 36協定をみると、特別条項は、1日 5時間、2か月（12，1月は 160時間）、そ

の他は 150 時間、年間 600 時間。会社は「時間外労働するな」という。申請しないと時間

外労働が認められない仕組みとなっている。隠れ残業が横行しているのではないか。申告

もできない状況。まともな法的規制は必要だ。 

 

◆会場発言 

◇JMITU 三木委員長 

18春闘では、昨年の回答水準を若干上回っている程度。官邸のいう３％が天井で、押さえ

つけられている。低額回答を跳ね返し、要求実現のためにたたかっている。 

非正規雇用で働く労働者の要求は前進している。半導体中堅企業では再雇用で前進。夏の

一時金についても支給する、年休は正社員と同様にするとなった。兵庫の日本水産でもパ

ート社員に慶弔休暇などを付与する。NTT マーケティングアクトでは、契約社員に通勤手

当がでなかったが、それが出されるようになる。住宅手当を正社員と同様にださせる。非

正規雇用労働者の条件改善を粘り強く求めてきた成果だ。 

４．１１中央行動には、全国動員で、働き方改革一括法案を断念させる山場と位置づけ結

集する。 

高プロについて。ニーズがあるのか、ということだが、これは財界には強いニーズがある。

2005年のエグゼンプションの提言をもう一度重視したい。年収要件は 400 万円以上に適用

するといっているものだが、全体を貫いているのは、『裁量労働制がつかえない』という批

判だ。『みなし労働といっても、労働時間制度の枠内。大事なのは、適用させないことだ』

と言っている。そして『裁量労働制を適用する業務範囲を、労使協定で決められるように

せよ』と主張している。非情に危険な狙いを、財界はもっている。 

 

◇自交総連 高城委員長 

働き方改革においては、労働時間問題と雇用によらない働き方に、問題意識をもっている。

低賃金と長時間労働が常態化している。過労の結果おきた事故の結果まで、負わされる現

状。少なくない仲間は、どうすればいいのかということすら、考えられない状態にまで追

い込まれている。 

経団連会長は、今国会で必ず改革を、といっている。過労死の約 3割が、交通運輸労働者。

労基法違反も 8 割。ところが、政府案の上限規制は 5 年間猶予され、さらに 5 年後の規制

も休日労働をあわせると 1000 時間こえるというしろもの。当然、反対だ。 

雇用によらない働き方で、兼業・副業など進められている。ライドシェアでは一般労働者

が自分の車をつかって請負で働いている。オーストラリアで、ウーバーにのってみた。ド

ライバーは、平日午後までは携帯会社で働き、5時から 11時までウーバーで働いていると。

過重労働で交通事故も起きている。 

今国会には、生産性向上特別措置法がだされている。規制サンドボックス制度が狙いだ。

実証実験をおこないながら、規制をとっぱらっていくというやりかた。こうした攻撃もか

けられている。これも阻止する必要がある。 

 

◇中村弁護士  



最大の問題とされている高度プロは、3 回前の国会に提案されたもの。アメリカのホワイ

トカラーエグゼンプションを模したものである。日弁連は、この問題で、アメリカ調査を

実施した。その年収は 280 万円。マンハッタンで働いている人は、ほとんどエグゼンプト

されている。残業代をもらえると思っている人は、ほぼいない。残業代が支払われるとい

う意識なしに、就労している。こうしたことから年間 8000件の不払い残業取り戻し訴訟が

起きている。それは、適用対象となる専門職の要件が、わかりにくいからだ。労働者が弁

護士のところへいくと、「あなたは専門職にあたらない」といわれて、訴訟がおきている。

このことは、使用者にとっても問題であり、なくすべきという意見が強まっている。労働

者から突如、訴訟が起こされるからだ。 

アメリカの労働局長官に、『日本で高プロが導入されようとしている』といったら、『なん

とばかげたことを。アメリカは見直しの方向だ』と。日本では、『残業代ゼロにしたら、だ

らだら働かなくなるから、時短になるとの説がある』というと、『残業代がゼロなのに、使

用者が働かせないなんて、ありえない』と言われた。実際に、アメリカではエグゼンプシ

ョンの方が、長時間労働という公的な調査もでている。この調査の含意は、日本でもふま

えるべきものだ。 

アメリカでは、副業・ダブルワーク、トリプルワークもはやっている。オンコール・ワー

クもはやっている。鳴ったら、夜中でも働くという状況が広がっている。そういう働かせ

方を、日本の財界が真似しようとしている。止めさせよう！ 

 

◇東京地評井澤常任幹事 

東京地評では、労働法制中連、雇用共同アクションで活動し、官民での要請など取り組ん

でいる。署名はしかし、なかなか刺さらない。そこで、機関紙「はたらく仲間」で知らせ

るための資料をまとめた。 

３．１５の統一行動翌日、三多摩で立川駅で署名行動おこなった。いままで働き方改革の

署名をお願いしても、ほとんど進まなかった。これが、かわってきた。一気に署名が広が

るようになった。１時間の宣伝で 3000万署名は 170筆、働き方改革は 130 筆。しかし、署

名そのものがわかりにくい。という声がある。全体で到達は 2 万２千筆。その大部分が建

設土建。すでに署名の現物がないというところもあるので、あらたにもっとわかりやすい

請願署名をつくってやろうと考えている。 

建設産業のなかでは一人親方の問題があるが、これが他産業に広がるということが懸念さ

れている。自分たちの課題が盛り込まれていることが、署名推進のポイントだろう。機敏

な対応をしたい。 

アスベスト訴訟では、一人親方が安衛法の対象となるという画期的な判決がでた。雇用さ

れない働き方については、今後も重大な課題となる。一括法案を葬って、さらに次の課題

へと進みたい。 

 

◆深井弁護士 

一括法案の問題点、皆さんのご意見でさらに浮き彫りになった。まだ、法案は閣議決定さ

れていない。法案断念までは持ち込めるよう、運動をさらに広げたい。意見書を利用して

いただき、各団体で学習会を企画して、理解を深めていただきた。講師依頼があれば、対



応する。国会提出断念の要請書、議員一覧もつけている。議員要請をおこなっていただき

たい。 

 

◆自由法曹団団長 船尾弁護士 

各分野からの報告をうかがった。1947 年に労基法が制定されて 71 年目。今日の時代に求

められる、私たちの目指す「働き方改革」については、渡辺さんご遺族のお話しにもある

とおり、長時間労働の抜本的な規制、それから格差是正が必要だ。 

しかし、政府の方向は、これとはまったく反対。とりわけ残業上限規制は長年の要求だっ

たが、過労死基準を容認するもの。これでは、過労死をなくすという要求にはこたえられ

ない。裁量労働制は先送りまで追い込んだが、高度プロで労働時間と賃金との関係を切り

離すという。 

同一労働同一賃金。実現しなくてはいけないものだが、一括法でだされているものは、き

わめて不十分。働く者にとって、ライフステージのなかで柔軟に対応できる働き方とする

には、同一労働同一賃金は不可欠。ところが、法案では不合理な差別を是正することにな

らない。 

国会は潮目がかわってきている。森友、原発、核兵器などで市民との共同が広がっている。

さらに広げていく、その運動に、自由法曹団も、ともにたたかう決意だ。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■「働き方改悪」を押しとどめ、本物の改革へと転換するチャンス 

～上記集会での労働法制中央連絡会の連帯挨拶 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆上記の自由法曹団主催の院内集会において、労働法制中央連絡会の伊藤事務局長は、下

記の趣旨の連帯挨拶を行いました。 

 

◇「働き方改革国会」のメインテーマである「働き方改革一括法案」は、現在、与党審査

の段階にあり、閣議決定には至っていない。私たちの粘り強いたたかいによって、その欺

瞞性と真の狙いが暴かれ、頓挫しかかっている。森友学園への国有地売却問題の新展開を

きっかけに、政権の支持率が急落するなか、私たちは、改憲策動と労働法制の大改悪を阻

止し、労働者のための本物の「働き方改革」を実現する方向へと、国の政策を転換させる

チャンスを掴みつつある。 

 

裁量労働制に関する「ねつ造データ」問題は大きく報道され、多くの人びとが、裁量労働

制が定額働かせ放題・残業代踏み倒し制度であり、長時間労働の温床であることを知った。

2月下旬のマスコミ世論調査では、裁量労働制の拡大に「反対」する人が多数を占める状況

となった（2/19朝日世論調査「反対」57％「賛成」17％、2/25毎日世論調査「反対」58％

「賛成」18％）。私たちの運動と野党の追及、世論の変化におされ、3月 1 日未明、安倍首

相は「裁量労働制の拡大を一括法案から切り離す」と表明。財界が最も欲していた規制緩

和政策を、今国会では断念させた。 

 



しかし、首相は「高度プロフェッショナル制度」については「時間でなく成果で評価され

る働き方を労働者が自ら選択できる」などと擁護し、一括法案に盛り込むと明言。野党各

党は、裁量労働制よりも危険な「高プロ」の創設案も法案から外すよう要求し、与野党対

決の構図が続いている。 

 

与党は「高プロ」は譲れないとの姿勢だが、世論の半数は「反対」している。 

また、「働き方改革」そのものにも、懐疑的な声が多い。 

官邸のまやかしは、効かなくなっており、悪法を断念させられる可能性は高くなっている。 

 

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

朝日 3.17～18 

Q安倍政権は、働き過ぎを防ぐためなどとして、「働き方改革」をかかげています。あなた

は、安倍政権の「働き方改革」に期待しますか。期待しませんか。 

A 期待する 28 期待しない 61 その他・答えない 11 % 

 

Q 政府は、専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す「高度プロフェッショ

ナル制度」を、働き方改革関連法案に盛り込む方針です。あなたは、「高度プロフェッショ

ナル制度」を法案に盛り込むことに、賛成ですか。反対ですか。 

A 賛成 22、反対 48 その他・答えない 30 

 

読売 3.9～11 

Q政府は、働き方改革関連法案に、収入が高い一部の専門職を労働時間の規制から外す「脱

時間給制度」を盛り込む方針です。この制度の導入に、賛成ですか、反対ですか。 

A  賛成 29  反対 51  答えない 20 

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

 

◇安倍「働き方改革」とのたたかいは、2～3月に大きく前進した。 

①まず、「労働法制課題での野党共同の構図」が、ねつ造データ追求の野党共同ヒアリング

の中で成立した。一括法案に関して、与野党対決の構図が、2月の段階で確立したことは、

政府案との対抗となるべき野党共同提出法案を後押しする面でも大きな意味をもつ。 

 

②安倍官邸のシナリオによって「働き方改革」合意の一方当事者とされてきた連合が、こ

こにきて再度、批判的メッセージを出し始めた。2 月 26 日の制度政策要求の院内集会で、

神津会長は「裁量労働制は長時間労働を防止する機能にとぼしく、反対をしてきたが聞き

入れられなかった」とコメント。2月 27日には東京駅前で「働く者のための働き方改革法

案の実現！緊急街宣」を実施した。官邸は、連合の「合意」をもって、野党の批判に対抗

しようとしてきたが、その手が使えなくなりつつある。 

 



③なかなか広まらなかった、裁量労働制拡大・高プロ創設・過労死ラインの残業上限の問

題が、かなり知られるようになった（他方で「同一労働同一賃金」改正という言葉が無批

判に流されているが）。 

裁量労働制についていえば、「拡大がダメ」なだけでなく、現在の運用についての問題意識

も広がっている。政府に対し、実態把握と規制強化を迫るチャンス。 

 

④なぜこのような改悪法案が準備されるにいたったか、労働政策決定プロセスに対する疑

問・関心が高まっている。安倍官邸が、いかに行政機構を牛耳り、本来の業務の進め方や

なすべき政策内容を歪めてきたかという目線が、労働政策決定プロセスにも向けられるよ

うになってきた。首相直属の諮問会議の在り方や「労政審はどうなっているのか？」とい

う疑問があがっている。 

 

今、私たちは、安倍政権の労働法制破壊政策を打破し、本物の働き方改革を実現するチャ

ンスをつかみつつある。 

相次ぐ過労死事件に対する関心の高まりや、政府自ら「働き方改革」を喧伝した影響もあ

り、働くものの権利と労働法制、そして労働組合に関心をもつ人が増えている。また、働

き方の問題は、労基法適用となる労働者だけでなく、公務員にも教員にも、フリーランス

にもある、ということに、多くの注目があつまる状況ともなっている。 

 

加えて、「もりかけ」「ねつ造データ」やその他多くの事件が、まやかしに満ちた安倍政権

の強権体質に対する批判的視点を生み、まやかしで世論を誘導する政策に惑わされず、自

らの働き方を振り返り、あるべき改革を議論しようという空気が広がりつつある。 

 

社会のマジョリティである働く仲間に、安倍政権の「働き方改悪」の危険な狙いや、民主

主義破壊の危機、憲法改悪の危険性を、早急に知らせることが重要である。職場内・外、

ネット上など、あらゆる場面で情勢を語り、ともに立ち上がることを呼びかけよう。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★高プロ撤回！緊急ネット署名への賛同・コメントを！ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■「わたしの仕事８時間プロジェクト」が取り組んでいる「高プロ撤回＋残業上限の実効

性ある設定」を求める緊急ネット署名は、今月末には提出予定です。至急、ご協力いただ

きますよう、お願いします。 

 

下記リンクからネット署名を開くことが出来ます。 

 

http://chn.ge/2CYsbHc 

 



現在、1 万４千５百人のご賛同をいただいていますが、さらに多くのみなさんからの声を

集めたいと考えています。 

皆さんの署名とコメント、そして大至急の拡散をお願いします。 

労働時間規制を破壊する法案は削除するよう、政府に求めましょう！ 

 

■過労死根絶・格差是正の請願署名 

20万人分を提出しています。目標まで、あと 80万人・・・。 

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 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★与党への抗議メール・FAX を！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆安倍「働き方改悪一括法案」は、現在、与党内で審査されています。 

裁量労働制の拡大を削除し、労働時間把握義務を、労働安全衛生法に盛り込む修正をして

いると報道されています。 

（ただし、労働時間把握義務違反に対する罰則はつけません）。 

 

 

自民党の厚生労働部会では、連日２４時間働かせ放題・過労死自己責任の「高度プロ」創

設について、「これからの時代に必要」「健康確保措置により、健康被害の懸念は払しょく

されている」などとした上、中小企業に対する割増賃金の値引き特例を続けるべきなどと

いう議員たちがいるそうです。 

 

また、同一労働でも差別賃金を容認する「名ばかり同一労働同一賃金法」を改正だと称し

ています。 

労政審でまともに審議をしていない雇用対策法の改悪法案（雇用されない働き方を普及）

も、盛り込まれています。 

 

職場のみなさんの声を、与党にぶつけましょう。 

 

メッセージ（例文） 

「残業代ゼロで働かせ放題・過労死自己責任の『高度プロ』は断念せよ！」 

「同一労働・格差容認の法整備でなく、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！」 

 

自由民主党本部 〒100-8910 東京都千代田区永田町 1-11-23 

FAX 03-5511-8855 



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

（ホームページ上で書き込み） 

 

公明党 

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

（ホームページ上で書き込み） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★行 動 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆働き方改悪法案は閣議決定するな！緊急３．２６雇用共同国会前アクション 

主催：雇用共同アクション 

日時：3月 26日（月）★12:30～13:15 

場所：★参議院会館前 

※ シュプレヒコールは自民党に向けて行います！ 

 

◆３．３０雇用共同国会前アクション 

主催：雇用共同アクション 

日時：3月 30日（金）12:15～12:50 

場所：衆院第２議員会館前 

 

◆４．４雇用共同国会前アクション 

主催：雇用共同アクション 

日時：4月 4日（水）12:15～12:50 

場所：衆院第２議員会館前 

 

◆４．１１労働法制改悪阻止！春闘勝利！中央行動中央行動 

①労働法制改悪阻止！春闘勝利！国会前行動 

主催：全労連・国民春闘共闘・東京春闘共闘・雇用共同アクション 

日時：4月 11日（水）12：30～13：00 

場所：衆議院第２議員会館前 

規模：500人 

 

②労働法制改悪阻止！院内集会・議員要請 

主催：全労連・国民春闘共闘・東京春闘共闘・雇用共同アクション 

時間：13：15～14：00 ※終了後、議員要請行動 

場所：参議院会館大講堂 

規模：150人 

 

◆４．１５「最賃・ディーセントワーク宣伝行動」 



主催：全労連・国民春闘共闘・東京春闘共闘 

日時：4月 15日（日）12：00～13：00、その後、サウンドデモ 

場所：新宿西口にて宣伝、その後、新宿駅周辺でデモ 

規模：600人 

※ 各地でも同様の取り組みを実施（ゾーンでの検討も） 

 

◆５．２２日比谷野音集会・デモ 

主催：労働弁護団（※雇用共同アクションその他、系統を超えた労働団体が参加） 

日時：5月 22日（火）18:00～（詳細未定） 

場所：日比谷公園野外音楽堂等         

 

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