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■働き方改革一括法案の見通し 

〜与党は今国会成立を狙い、明日にも審議入り！ 

 

★政府・与党への抗議メール・FAXを！ 

★過労死根絶・格差是正の請願署名へのご協力を！ 

★行動日程 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■働き方改革一括法案の見通し 

〜与党は今国会成立を狙い、明日にも審議入り！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆4月 6日に国会上程された「働き方改革一括法案」。本日（4月 26日）にも衆院本会議で

審議入りか？という情報もありましたが、衆議院では首相ら閣僚が出席する予算委員会が

開かれることになりました。 

 

野党 6党は、外務大臣が外遊中で不在のまま、野党合意なく外交の集中審議を開くことや、

行政に対する国民の信頼を失墜させる事態となっているのに担当者のクビのすげ替えで政

治責任をとらずにいることを批判、麻生財務相の辞任などを求めて欠席しています。 

 

冒頭、首相は 17〜20 日の訪米においてトランプ大統領と会談した内容について報告し、

「日米が完全に連携することを確認した。信頼関係を深めることができた。（拉致問題につ

いては）トランプ氏は身を乗り出すようにして私の目を見ながら聞き入り、ベストをつく

すと力強く述べた」などと成果を強調。これを受け、与党は首相の成果をもちあげるべく

日米首脳会談や北朝鮮情勢を中心に質疑をしています。これに対し、野党の欠席戦術に同

調していない維新は、森友・加計問題、前財務事務次官のセクハラ問題などを追及する見

通しです。他の野党の持ち時間は「空回し」されています。 

 

◆そして、明日 27日の衆院本会議。与党は働き方改革一括法案の審議入りに踏み切るよう

です。 

一時は、今国会での成立を危ぶむ声が与党内にもあがっていましたが、安倍首相は 24 日、

公明党の山口代表と会談し「会期内に議論のうえ成立できるように頑張りたい」と意欲を

示し、自民党の森山国対委員長も「連休前に本会議での趣旨説明まで終えたい。働き方改

革国会と命名しており、一日も早く成立させることが大事だ」と強調、野党の牽制を無視

して動きはじめました。 

 



4月 27日の本会議をくぐったとすれば、連休明けの 5月 9日（水）の衆院厚生労働委員会

から審議入りとなる可能性があります。 

与党は衆院厚労委で 30〜35 時間の審議時間をみており、5月末には衆院を通過させ、ただ

ちに参院に移送して厚生労働委員会で 25 時間程度審議して参院本会議可決、6 月 20 日の

会期末に間に合わせようというものです。 

 

◆「9 月の自民党総裁選での安倍総裁３選に影響させないために国会は会期延長しない」

との説が正しいとすれば、今国会での働き方改革一括法案の審議は、まさにギリギリの日

程で進められるということです。与党は、強行採決を念頭においた委員会運営をしてくる

でしょうが、自民党国対も「働き方改革の審議に入るにも、国会正常化が前提」という感

覚はもっています。 

 

また、衆院厚労委では、セクハラ問題などとは別に、裁量労働制をめぐる「ねつ造データ」

問題や、過労自殺を起こした野村不動産への不透明な特別指導と大臣の対応問題など、委

員会独自の課題で与野党間の対立が強まっています。厚労省は近く、データ問題の調査結

果を発表するそうですが、このデータは高度プロフェッショナル制度の労政審審議の前提

でもあったことから、入り口から厚労委は対決色の強いものとなりそうです。 

 

◆私たちのたたかい次第で、悪法を廃案に追い込むこと、少なくとも採決させない状況に

追い込むことは可能です。 

「定額働かせ放題・過労死促進」の高プロ削除、残業上限の過労死ラインからの引き下げ、

インターバル規制導入、パート有期法案における「将来の転勤や昇進の可能性を口実とし

た差別合法化」要素の削除、待遇格差の立証の使用者責任の導入、国の勤労権保障をない

がしろにする雇用対策法の改悪をゆるさない。 

労働者・労働組のたたかいに、力をあわせましょう！ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★政府・与党への抗議メール・FAXを！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆安倍「働き方改悪一括法案」は、いよいよ審議入りしそうです。 

 

野村不動産事件によって、あらためて「違法をしても残業代を踏み倒せる」ことがハッキ

リした裁量労働制の拡大は、今回の法案から除かれました。 

しかし、労働時間法制の適用除外制度＝「高度プロ制度」も、過労死ラインの上限規制も

そのままですし、「同一労働差別賃金容認」法整備や、勤労権をないがしろにして労働強化

やリストラ促進、フリーランスの普及を狙う雇用対策法の改悪法案も、盛り込まれていま

す。 

 

悪法の審議入りを止めるべく、職場のみなさんの声を与党とにぶつけましょう。 

 



メッセージ（例文） 

「過労死促進の『高度プロ』は削除せよ！」 

「同一労働・格差容認の法整備は約束違反！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！労働強化・リストラ促進するな！雇用されない働き方を普及す

るな！」 

 

◇首相官邸（ご意見募集） 

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

 

◇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） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆過労死根絶・格差是正の請願署名へのご協力を！ 

〜高プロ撤回！緊急ネット署名は 1万 5千人を超え提出しました 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■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・・・。頑張りましょう！ 

 

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 

 

◆請願署名の紹介議員となっていただいた方々です。 

地方事務所への働きかけもお願いします。 

また、ご自身の選挙区からの署名数を気にされる議員もいます。 

積極的な集約をお願いします。 

 

畑野 君枝 共産 衆 2-711 

倉林 明子 共産 参 1021 

白石 洋一 希望 衆 2-720 

糸数 慶子 沖縄 参 712 



杉尾 秀哉 民進 参 724 

笠井 亮 共産 衆 2-621 

高橋 千鶴子 共産 衆 2-904 

志位 和夫 共産 衆 1-1017 

岩渕 友 共産 参 712 

赤嶺 政賢 共産 衆 1-1107 

山下 芳生 共産 参 1123 

小川 淳也 希望  衆 2-1005 

桜井 充 民進 参 512 

奥野総一郎 希望 衆 1-1119 

宮本 岳志 共産 衆 1-1019 

逢坂 誠二 立憲 衆 2-517 

本村 伸子 共産 衆 1-1106 

日吉 雄太 立憲 衆 2-321 

下条 みつ 希望 衆 1-806 

福島 みずほ 社民 参 1111 

山添 拓 共産 参 817 

 

■「わたしの仕事８時間プロジェクト」が取り組んできたネット署名「#過労死合法化 #残

業代踏みたおし法案 （高プロ）の撤回を求めます！」は、15,175人の方の賛同をいただき

ました。 

 

1,272名のコメントと併せて、自民党厚生労働部会長（橋本岳衆院議員）と、公明党雇用・

労働法制対策本部長（佐藤茂樹衆院議員）に 3月 30日に提出。閣議決定する前に、高度プ

ロの削除と残業上限時間について 100 時間未満などとする案を引き下げることを求めまし

た。また、厚生労働省にも 4 月 3 日に提出しています。厚労省担当は法案上程に向けた作

業で長時間労働が続いているとのことでしたが、コメントをいくつか読みあげ「重く受け

とめる」とのことでした。 

ご協力、ありがとうございました。 

 

http://chn.ge/2CYsbHc 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★行 動 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※ 労働法制課題での各種行動 （中央・都下の行動） 

 

◆４．２７働かせ放題の「高プロ」導入を阻止する院内集会#0427働き方 

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：4月 27日（火）17:30〜18:30（開場 17:00） 



場所：衆議院第一議員会館地下１階大会議室 

内容：情勢報告、国会議員発言、当事者・労働組合の発言、会場発言 

チラシは以下より 

https://bit.ly/2KaOOgp 

 

◆雇用共同・国会アクション 

主催：雇用共同アクション 

（１）５．１１国会前アクション 

日時：5月 11日（金）12:15〜12:50 

場所：衆院第２議員会館前 

 

（２）５．１８国会前アクション 

日時：5月 18日（金）12:15〜12:50 

場所：衆院第２議員会館前 

 

◆５．１３「非正規メーデー」 

主催：実行委員会（ナショナルセンターの系統の違いを超えた単組・団体の呼びかけによ

るもの。現在募集中） 

全国ユニオン、郵政産業労働者ユニオン、全労協全国一般東京労働組合、全国一般東京南

部労働組合、 

生協労連、東京公務公共一般労働組合、首都圏青年ユニオン、新宿一般労働組合、エキタ

ス、 

わたしの仕事８時間プロジェクト等 

日時：5 月 13 日（日）13：30 集合、14:00 デモスタート、15:00〜17：40 ブロックパーテ

ィ 

場所：新宿・柏木公園集合（デモ）。ブロックパーティは新宿駅東南口 

内容：デモ、宣伝＋ブロックパーティ（みんなでトーク＆ライブ） 

規模：300名程度を想定 

 

◆５．２２「定額働かせ放題」過労死促進の 高プロ・裁量労働制拡大はいらない！ 

 働く人が大切にされる社会を！日比谷野音集会 2018 #0522野音 

 

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時 30分〜(18時開場) 19時 30分〜国会請願デモ 

場所：日比谷野外音楽堂 

規模：3000人（全労連の目標 1000人） 

デモ：国会請願デモ  

内容：情勢報告／国会議員の発言／労働組合の発言／各地の行動の中継（札幌・名 

古屋・大阪・福岡）／集会アピール＆コール 

http://roudou-bengodan.org/topics/6741/ 



 

◆５．２５中央行動 〜安倍改憲 NO!労働法制改悪阻止・第 1次最賃デー 

主催：全労連・国民春闘共闘・東京春闘共闘・国民大運動・食健連 

日時：5月 25日(金）早朝宣伝から夕方国会議員要請行動まで終日行動 

場所：主要ターミナル宣伝、霞が関、国会 

規模：1000人以上 

内容： 

8：30〜9：30早朝宣伝「労働法制改悪反対、最賃大幅改善、モリカケ疑惑徹底究明」 

新宿、池袋、東京駅、東京労働局前 

12： 


