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■働き方改革一括法案審議入り！ 

～本会議で趣旨説明と質疑 

■衆院厚労委でも法案趣旨説明実施！ 

～法案審議は 5月 2日もしくは 9日から？ 

 

★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審議入り！ 

～本会議で趣旨説明と質疑 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆本日（4月 27日）、衆議院本会議で「働き方改革一括法案」の趣旨説明ならびに質疑が行

われました。制度のキレイゴトばかりがひたすら述べられたという印象です。 

 

首相や大臣は、労働時間規制を破壊し、長時間労働を蔓延させる高プロについて、要件が

厳格とか、連合の要請も取り入れた健康確保措置を設けたなどと説明。過労死ラインの残

業上限規制についても、実現可能なぎりぎりの線として、労使合意による成果を強調して

います。 

労働者に労働時間の裁量もあたえず、年間６千時間労働を合法とする制度をつくっておい

て、どうして長時間労働の削減となるのか、むしろ過労死促進だろうと突っ込みたいとこ

ろです。 

 

また、首相は同一労働同一賃金の言葉を連発。多様な働き方の実現で、だれもが働きやす

くなるなどと述べています。どの言葉がどこにある、と言いたくなります。 

 

一括法の必要性については、OECD諸国に比べ、日本の生産性が低いからと、政府も与党も

維新の会も強調しました。 

 

しかし、日本の生産性が諸外国より低いのは、長時間労働に加え、長期にわたる価格破壊・

賃金抑制戦略で生産性を測定する式の分子が小さくなっているからです。残業代ゼロで働

かせ放題を導入したり、正社員の待遇切下げとセットで非正規雇用労働者の手当をわずか

に改善しつつ総額人件費の削減を行う会社が増える（いまもそうした提案が出ている）と、

日本の生産性は、より低くなる可能性が高いとみるべきです。人材ビジネスなど一部業界



はうるおうとしても、経済全体としては衰退の道に転落する政策、なによりも労働者の命

と健康を害する経済政策を、なんとしても止めたいところです。 

 

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

以下、与党からの質疑に対する首相と主要閣僚の答弁要旨を紹介します。 

 

◆安倍総理大臣 

「高齢者も、若者も、女性も、難病の人でもだれもが活躍できる一億総活躍社会の実現を

めざしている。長時間労働を是正すれば、女性も高齢者も働きやすくなり、経営者はそれ

により労働生産性をあげる工夫をこらすことになる。同一労働同一賃金が実現すれば、格

差が是正され、青年が将来にあかるい展望を抱けるようになる。働き方改革は、アベノミ

クス三本目の矢である成長戦略そのものである。人生 100 年時代、いつでも学びなおし、

働くことができるような社会にする。その実現に全力をつくす。 

 

自民党からは、平成 29年 3月に提言をいただいた。それにもとづき、政府は『働き方改革

実現会議』を内閣府に設置し、実行計画をまとめた。時間外労働の罰則付きの上限規制、

勤務間インターバル制度の導入の努力義務、同一労働同一賃金の実現について法案にしっ

かり盛り込んだ。 

 

働き方は日本の企業文化そのもの。日本人の働き方に根付いたもの。ワークライフバラン

スや生産性の工場のために長時間労働の是正などは必要と、わかりながら実現できなかっ

たが、もはや待つことはできない。 

非正規という言葉を一掃する。新卒で一斉入社し一社専属となる単線型の人生は、時代に

適合しない。ひとりひとりのライフスタイルに適合したキャリア選択ができるようにする。

あらたなチャレンジをする選択肢を確保できるようにする。 

 

非正規雇用労働者の処遇改善について。正規・非正規という雇用形態によって、不合理な

待遇差がある場合、是正を求める労働者が裁判で争えることを保障する規定を設ける。是

正を求める労働者が不利にならないよう、使用者から情報が得られること、企業が待遇に

ついて説明をすることを規定に盛り込む。また、行政 ADR を整備し、利用できるようにす

る。これにより理由のない正規・非正規間の待遇差をなくし、自由に非正規・正規を選択

できるようにする。」 

 

◆加藤厚生労働大臣 

「裁量労働制の改正について、データ問題で国民の皆さまに疑念を抱かせることになり、

法案から全面削除した。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びする。あらたに適切な調査

設計をおこない、実態調査を実施する。その上で労政審でご議論いただく。現行裁量労働

制については、2 月に全国一斉自主点検をした。これによって適正化をはかっている。ま

た、労働時間の状況の把握について、みなし労働時間制適用者や管理監督者についても、



健康確保の観点から労働時間の状況の把握をするとの規定を、公明党の提言をうけて、法

律に規定することにした。 

 

高度プロフェッショナル制度について。時間ではなく成果で評価される働き方を、自ら選

択できるようにする。高い専門性を有する高度専門職に限り、職務を明確にした上、平均

の 3 倍を相当程度上回る年収が支払われるなど法律上の要件を厳格にし、本人が制度を理

解した上で同意をしたのでなければ適用できないものとしている。 

昨年 7 月には連合から要請された要件をふまえ、年間 104 日・4 週 4 日の休日確保や選択

的な健康確保措置を設けている。これにより効率的な働き方を実現することができるもの

と考える。 

 

上限規制について。労基法制定 70 年ぶりの大改革である。時間外労働は原則月 45 時間、

年 360 時間。その上で、労使が合意しても超えられない上限として、年間 720 時間、単月

100 時間未満などを規定し、違反した場合には罰則を科すものとしている。これは実現で

きるぎりぎりのものとして、労使が合意した内容である。また、長時間労働の削減に向け

た労使の努力をうながすよう、行政が助言指導できる根拠規定も法律においている。 

 

中小企業・小規模事業者の取り組みについて。生産性の向上や人手不足解消につながる魅

力ある事業場づくりを進めることが中小企業にとっても大切である。そこで、中小企業対

策として、働き方改革推進支援センターを全国４７都道府県におき、相談対応をする特別

チームも配置する。さらに企業内の雇用管理改善にむけ、キャリアアップ助成金など多く

の助成措置を行うこととしている。 

 

勤務間インターバルについて。生活時間や睡眠時間確保のために重要な制度であり、事業

主に対しインターバルの導入を努力義務とした。すでに助成金を創設しており、好事例の

周知にも努めている。今春闘でも、あらたにとりいれたところがでている。こうした事例

を普及させていく。 

 

無期転換ルールが 4 月から本格的に運用されている。円滑に進むよう、周知をしてきた。

緊急相談ダイヤルなどもおこなったところである。ポータルサイトでも周知をし、意図的

に無期転換を避けるようなケースはしっかり指導していく。」 

 

◆世耕経産大臣 

「働き方改革を進めるにあたり、中小企業には単納期発注のしわよせがくるのではないか、

生産性向上をしても、大企業にその成果をすいあげられるのではないか、との懸念がある。

そこで、今年度から、下請け Gメンを 80名から 120名へと増強し聞き取り調査を 2倍の年

間 4000件とすることで、取引条件の改善を進める。また、IT導入補助金、ものづくり商業

サービス補助金を拡充するほか、今国会で審議中の生産性向上特別措置法では自治体の判

断により、中小企業の固定資産税をゼロにする制度も導入する。」 

 



◆野党 6 党は本会議を欠席しており、日本維新の会の浦野靖人議員が質疑に立ち、高プロ

をもっと広げることや、解雇規制の緩和を求めました。 

 

「終身雇用・年功賃金といった日本的雇用慣行を見直し、労働力流動化を進めることは重

要だ。その点で政府の働き方改革を評価している。4 割を占める非正規労働者は不安定な

雇用状況にある。正規雇用者が既得権益化し、非正規が割を食うのでなく、同一労働同一

賃金を実現することが大事だ。待遇差の是正に向けた法改正だが、ガイドライン案には退

職金や住宅手当の規定がない。賃金以外の待遇差是正について、今後どうするつもりか。 

大企業から下請け・中小企業へとコストの押し付けがなされないようにすることが大事。

具体的にどのような対応をするのか。 

個別労働紛争について、今は明確な規定がない（労契法第 16 条を紹介）。正社員でも成果

があがらなければ解雇を容易にできるように、解雇金銭解決制度をすすめるべきだ。 

高プロについては、維新の会は第 192 国会で同様の法案をだしているが、もっと低い収入

要件とするべきだ。日本の生産性は OECDのなかでも低い。非効率な働き方が評価されるな

ど欧米と異なる実態にある。労働者の意識をかえるためには、もっと多くの労働者を対象

にした高プロが必要だ」。 

そのほか、厚生労働省の監督行政の充実について質問しました。 

 

これに対し、安倍首相は次のように答弁しました。 

「同一労働同一賃金のもとでの待遇差の是正については、関連法案の国会審議をふまえて、

最終的に確定すべきガイドライン案を既に示している。中小企業の方にもわかりやすいよ

うに典型的事例を示したものだが、退職金や住宅手当はガイドラインに記載されていない。

それれについては、なにをもって不合理とみなすのか一律の考え方を示すことが難しいか

らだ。 

ご指摘の退職金や住宅手当については、不合理な格差をなくしたいと労働者が裁判に訴え

るための手立てを保障している。そうやって、同一労働同一賃金を実現し、正規・非正規

の理由のない待遇差をなくし、評価に対する納得感をえられるようにする。 

 

なお、適正な普及をするさい、大企業のしわよせが下請け・中層企業に及ばないようにす

るため、下請け Gメンを増員し、取引条件の適正化を進めることとしている。 

 

解雇ルールにあたっては、事前に契約に解雇条件を盛り込む方式ではなく、解雇の後の金

銭解決制度を検討している。労政審で法技術的な論点について基本的な整理に着手してお

り、現在、検討を行う場を設置する準備をしている。 

 

高度プロについては、わが国の労働生産性の低さは大きな課題であり、グローバル化のも

と、希望する方がみずからのぞんだ働き方で能力発揮をすることが必要と考えている。高

い年収確保、職務範囲の明確化などの要件を設定した上で、自律的に働くことができるよ

うにする。現状では 1075万円以上であること。専門性が高く、ジョブ・ディスクリプショ



ンがあること、本人が同意していることを適用上限として、労政審で「おおむね妥当」と

され、連合からの要請もふまえたものとしている。 

 

健康の不安なく、モチベーションを高め、能力を最大限発揮するため、産業医の機能強化

を進める。労働時間の結果を事業者が産業医に知らせ、長時間労働となっている方に対し、

産業医による面接指導や健康管理がしっかりできるように取り組んでいく。 

 

労基署業務について。労働条件を守るため、労働基準監督官を増員し、撲滅チームも転嫁

してきた。平日夜間や休日の相談をを民間に委託。OBを非常勤監督官とする。相談につい

て民間を活用する。必要な定員の確保と効果的な業務運用を行ってまいる」。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■衆院厚労委でも法案趣旨説明を強行！ 

～法案審議は 5月 2日もしくは 9日から法案審議入り？ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■衆議院本会議終了後、14：18から衆院厚労委が再開されました。 

維新の会以外の野党各党は欠席しました。 

 

働き方改革一括法案の趣旨説明を、加藤厚労相が行いました。 

 

「労働者がそれぞれ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働き方改革

を推進するため、時間外労働の限度時間の設定、高度な専門的知識等を要する業務に就き、

かつ、一定額以上の年収を有する労働者に適用される労働時間制度の創設、短時間・有期

雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止、国による

労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずる必要があ

る。」 

 

加藤厚労相は「同一労働同一賃金」という言葉は使わず、「均衡・均等待遇の強化。不合理

な格差をなくす。待遇の相違の内容・理由の説明を事業主に義務付ける」と説明しました。 

 

◆今後の衆院厚労委の日程ですが、与党は５月２日から法案審議を始めたいとしています。

一方、委員長の職権濫用を批判する野党からは、委員長解任決議が出る可能性も。 

その場合は、２日でなく９日になるとの情報もあります。 

 

◆こうした事態をうけ、雇用共同アクションは、５月２日法案審議入りとなった場合、 

１２：１５～１２：５０の時間帯で国会前アクション（衆院第２議員会館前）を実施する

こととしました。 

 

メーデーの翌日の緊急行動ではありますが、２日審議入りとなった場合には、ご参加よろ

しくお願いします。 



 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★与党への抗議メール・FAX を！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆安倍「働き方改悪一括法案」はついに審議入りしました。 

 

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） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

★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 

 

（※）５．２国会前緊急アクション  

日時：5月 2日（水）12:15～12:50 

場所：衆院第２議員会館前 

 

（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/ 

 

◆労働法制改悪阻止！全国キャラバン（4月スタート、５．２２結集） 

主催：「8時間働けば生活できる社会を」労働法制改悪を阻止するための全国運動実行委員

会（連絡先：全国一般・全国協、コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク） 

日時：４月 20日、北海道と沖縄を同時スタート、5月 22日に東京日比谷野音集会に結集。 

場所：全国各地（呼びかけられている地方では、ご参加よろしくお願いします） 

http://www.zenrokyo.org/caravan/caravan-1.pdf 

 

◆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 

12：00～12：30賃下げなしの定年延長実現！臨時・非常勤職員の待遇改善！人事院前要求

行動 

12：30～13：00労働法制改悪反対！全国一律最賃制度確立、すぐに 1000円以上実現、公務

員賃金改善！ 

厚労省要求行動 

13：15～14：15国会請願デモ 

14：30～15：00院内集会・意思統一集会 

15：00～   国会議員要請行動 

※ グリーンウェーブ終結行動、全労連非正規センター厚労省要請行動（最賃・均等待遇）

あり。 

 

 

以上 
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