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（概要）
○加藤働き方改 革担当大臣

それでは 、本年初め てでありま すけれども 、第６

回「働き方改革実現会議」を開催いたします。
本日の議事は、同一労働同一賃金、長時間労働の是正についてでございます。
まず、有識者 の方、生稲 議員から順 番に御発言 いただきた いと思いま す。恐
縮ですが、２分程度でおまとめいただきますようお願いいたします。
生稲議員、お願いします。
○生稲氏

よろしくお願いいたします。

長時間労働に よる過労死 、健康障害 とその是正 の取り組み などを把握 するた
め、東京労働局 中央労働基 準監督署を 訪問してき ました。東 京都内では 、平成
27年度で114件の脳・心臓疾患に関する労 災請求があり、うち35件が認定されて
いるようです。 長時間労働 により働き 盛りの方が 家族を残し て亡くなる ケース
が多く、また、 特定のスキ ルを持つ方 の代わりと なる人材が なかなかい ないた
め、１人で多く の業務量を 任され、時 間外労働に なってしま い、亡くな るケー
スもあるとのこ とでした。 過重労働に なっている 間は本人も 気づかなく て、落
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ちついたころに 亡くなる場 合も多いそ うで、長時 間労働によ る健康障害 は自覚
症状がないまま 体をむしば んでいくと 、痛ましさ と長時間労 働の怖さを 実感し
ました。
企業で労使が結んでいる36協定の実態についても伺ったところ 、１カ月100時
間以上の時間外労働の上限を特別条項で定めている企業が多いそうです 。現在、
特別条項で定め ることので きる時間外 労働の上限 が設けられ ていないた め、念
のために高めの 上限を定め ている企業 も多いと思 いますが、 こうした36 協定の
あり方が経営者 側の時間管 理意識を低 下させ、長 時間労働を 助長してい るので
はないかと感じました。
しかし、企業 活動を行っ ていくため には必要不 可欠な残業 もあるかと 思いま
す。そのためにも、一人一人の業務量の透 明化が重要です。例えば 、ICTを活用
して出勤・退社 時刻や残業 時間をタイ ムシートに 入力したり 、仕事の成 果やほ
かの人への協力 などの実績 を入力した りする等、 経営者や上 司、同僚、 さらに
は産業医に至る まで、企業 全体で把握 できるシス テムをつく っていただ けたら
と思います。そ のレポート の結果を踏 まえて、社 内で話し合 いを持ち、 業務の
削減・効率化に 取り組んだ り、産業医 と面談を持 つなどする ことで、長 時間労
働是正につなげていけるのではないかと考えます。
私が属してい る芸能界も 含め、社会 にはまだま だ長時間労 働が常態化 してい
る現状がありま す。労働者 側にも、残 業代を当て にして働い ている方が まだ多
いと聞きます。 長時間働く ことで評価 される時代 は終わった 、早く帰る ことの
できる社員こそ 優秀な社員 であること を労働者に も理解させ 、経営者や リーダ
ーみずから消灯するなど、強い意志を持つアナログな行動も 必要だと思います。
これが、仕事へ の意識、時 短への意識 を変えてい くきっかけ につながる ような
気がします。
以上です。ありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、新屋議員、お願いします。
○新屋氏

りそなホールディングスの新屋です。

長時間労働の是正について、意見を述べさせていただきます。
長時間労働の 是正の一番 の目的は、 従業員が健 康的でモチ ベーション 高く業
務に取り組むた めの環境づ くりである と考えてお ります。一 企業として も労使
一体で取り組む 必要があり ますが、日 本の労働慣 行を変える という意味 でも、
まさに働き方改革であり、社会全体の重要なテーマだと思います。
今後、長時間 労働是正に 向けたさま ざまなルー ルを検討し ていくこと になる
と思いますが、 その際に考 慮していた だきたいこ とは、事実 として、実 際の業
務には繁閑の差 や突発事象 の発生など があるとい うことです 。従業員か ら見て
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も、ルールに縛 られ過ぎる ことで、過 度に労働密 度を上げる ことによる 心身の
負担感や、働き たいタイミ ングで業務 ができない ことによる ストレスな ど、逆
に健康面でマイ ナスになる こともある と思います 。健康面へ の配慮を欠 く恒常
的な長時間労働 を完全に排 除すること には全く異 論はありま せんが、本 来の目
的を果たす意味 でも、硬直 的になり過 ぎないルー ルが求めら れていると 考えま
す。
当社グループ でも、生産 性向上運動 の中で、長 時間労働の 是正に取り 組んで
います。全ての企業が前向きに行動できるルールの設定を期待しております。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、武田議員、お願いします。
○武田氏

よろしくお願いいたします。

長時間労働の是正について、意見を３点申しあげます。
第１に、現行 の労働規制 の適正な運 用を徹底す べきと考え ます。36協 定を締
結していない事 業場の全体 に占める割 合は44.8％ に上ります 。この数字 には、
残業が発生して いない事業 場も含まれ ていますが 、まずは全 事業場にお いて法
令遵守を確保することが大前提と思います。
第２に、時間 外労働の上 限規制に関 しては、現 場の実態や 働き方の多 様性を
踏まえた設計が 望ましいと 考えます。 例えば、災 害や金融危 機などの緊 急事態
への対応はもと より、研究 者やクリエ ーターなど の業務の性 質、個々人 の働き
方の多様性を十分考慮する必要があると思います。
また、企業によ る経営改革 や人手不足 への対応も 優先課題で す。これら の対応
が不十分なもと で、時間外 の上限規制 だけが先行 すれば、管 理職など一 部の従
業員へ負担がし わ寄せされ 、本質的な 問題は解決 いたしませ ん。さらに 、時間
外の削減は、個 社の取り組 みだけでは 難しく、業 界内の慣行 や文化を同 時に見
直す必要がございます。
最後に、労働 時間の減少 は、一面的 に捉えれば 成長率が低 下すること になり
ますが、女性や シニアの労 働参加を促 進し、多様 な労働力を 生産性向上 につな
げるような企業 の経営改革 や人事制度 改革、そし て、人材育 成を進める ことが
できれば、長時 間労働の是 正と成長率 の上昇は両 立可能と思 います。つ まり、
我が国の持続的 な成長を実 現するため には、長時 間労働の是 正とともに 、本会
議でも議論され てきました 制度や労働 慣行の見直 しを、包括 的に進める ことが
重要と考えます。
以上でございます。ありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、金丸議員、お願いします。
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○金丸氏

ありがとうございます。

資料３をごらんください。
労働時間規制に対する意見を述べさせていただきます。
健康管理に留 意し、常に 業務の見直 しをした上 で、無駄な 残業時間を 極小化
するのは当然と考えます。
一方、労働イ コール苦役 という概念 や、同じ場 所・時間に 物理的に労 働者が
集まり仕事をす る工場労働 者を対象と して制定さ れ、都度改 正を積み上 げてき
た現在の労働法 は、技術革 新が進展し 、働き方や 働く個人が 多様化して いる高
度情報通信社会には必ずしも実態に合致しているとは思えません。
こ れ から は 苦 役や 単 純作 業 は AI ロ ボッ ト に 置き か わり 、 情報 通 信環 境 の 発
達・普及により個人の生活や事情にあわせ て場所・時間を問 わずフレキシブル、
非連続に働きたい人々もふえ、働き方は多様化いたします。
また、労働法 には労使の 交渉力格差 是正、労働 者保護の観 点がありま すが、
個々の労働者の 交渉力も多 様であるた め、一律の 法規制がな じむとは言 いがた
いと考えます。
自身の意思に より自由に 働き、想像 や成果を残 したいと考 える人たち の自由
な働き方を制約 するのは得 策ではあり ません。む しろ今後の 日本におい ては、
イノベーション やクリエー ティビティ ーの高い仕 事を通じて 経済社会に 貢献す
る自律的に働く 個人が、意 欲と能力を 最大限に発 揮し自己実 現をするこ とを支
援する労働法制が必要です。
よって上限規 制の導入は 、新しい時 代の到来や リモート環 境など高度 情報通
信社会も加味し た時間管理 とし、高度 プロフェッ ショナル制 度創設と企 画型裁
量労働制の見直 しを含む労 働基準法改 正案とセッ トで制度設 計するよう 強く希
望いたします。
ありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、水町議員、お願いします。
○水町氏

資料４をごらんください。

まず、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備について２点申し上げます。
第１に、昨年 末に提示さ れたガイド ライン案の 根拠となる 法律規定の 整備が
必要です。具体 的には、労 働契約法、 パートタイ ム労働法、 労働者派遣 法にそ
の根拠となる規 定を置く法 律改正を行 う必要があ ります。そ の際には、 「ガイ
ドライン案」に 明示されて いない退職 金、家族手 当などの給 付や事例も 含め、
賃金、福利厚生 、教育訓練 など全ての 労働条件に ついて、最 終的には待 遇差の
不合理性が裁判所で審査され得るような規定とすることが大切です。
第２に、待遇 差に関する 使用者の説 明義務を法 律上明確な 形で定める べきだ
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と思います。待 遇差の合理 性・不合理 性について 、裁判上の 立証責任を 使用者
が負うのか労働 者が負うの かに注目が 集まってい ますが、法 的には、こ の点は
「規範的要件」 と呼ばれる ものであり 、いずれに しても、使 用者と労働 者の双
方がそれぞれみ ずからの主 張を基礎づ ける事実に ついて立証 をし、裁判 官が責
任を持って判断すべきものだと考えられています。
むしろここで より重要な のは、労働 者の待遇に ついて制度 の設計と運 用をし
ている使用者に 、待遇差に ついての労 働者への説 明義務を課 し、労働者 と使用
者の間の情報の 偏りをなく すことです 。これによ って、待遇 に関する納 得性・
透明性を高める ことができ るとともに 、不合理な 待遇差があ る場合にそ の裁判
での是正を容易にすることができます。
長時間労働の是正については、１点だけ。
いわゆる36協 定によって も超えるこ とができな い時間外労 働の上限を 、政令
や大臣告示では なく、法律 上明確に、 現場で働い ている人に もわかりや すい形
で設定することが何より重要だと思います。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、樋口先生、お願いします。
○樋口氏

資料５に基づきまして、意見を述べさせていただきます。

まず、同一労 働同一賃金 の法制でご ざいますが 、正規・非 正規の不合 理な待
遇差がなくなる よう、まず 、労使で十 分に話し合 い、最終的 には裁判で しっか
りと是正されていくことが必要であると考えます。
そして、その ための施策 をあらかじ め用意して おかなけれ ばならない ことか
ら、意見を以下に述べさせていただきます。
また、長時間 労働の是正 につきまし ては、これ までの青天 井で時間外 労働が
可能となってい る制度を見 直し、法律 で強制力の ある上限を 設定するこ とが必
要だろうと考えております。
同一労働同一 賃金でござ いますが、 正規と非正 規の待遇差 について、 ガイド
ライン案で示された内容のみならず、ガイドライン案に記載 されていない項目、
あるいは問題と なる例・問 題とならな い例として 示されてい ないケース につき
ましても、最終 的には裁判 で争われる 際に不合理 な待遇差が 是正される 制度と
することが必要だと思います。
その際、待遇 差の理由な どに関し、 使用者側の みが有して いる情報を 労働者
が必要とする場 合がござい ますので、 使用者側に 、労働者の 待遇差につ いて説
明義務を課し、 その内容に ついては労 使間の情報 の非対称性 をなくして いくこ
とが必要だろうと考えます。
さらに、不合 理な待遇差 は最終的に は裁判で是 正されると しましても 、コス
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トなどハードル が高い面も ございます 。このため 、裁判を提 起する前段 階とし
て、労働者が活用できるADRの制度を用意していくことも必 要だろうと考えます。
最後に、派遣 労働者につ いてでござ いますが、 この場合、 単に派遣先 の労働
者と待遇を比較 するやり方 だけでは、 派遣先が変 わるごとに 賃金水準が 変わる
という問題が発 生します。 その結果と して、労働 者にとって 不安定であ り、派
遣元による段階 的・体系的 な教育訓練 等のキャリ アアップ支 援と不整合 な事態
を招きかねないことが懸念されるところでございます。
２番目の長時 間労働の是 正について でございま すが、これ につきまし ては、
やはり過労死や 過労自殺、 現在問題に なっている ようなこと を二度と引 き起こ
さないという覚悟が必要だろうと思います。
現在の法制度 では、いわ ゆる36協定 を締結すれ ば、ある意 味でこの時 間外労
働の目安として 厚生労働大 臣が告示す る。そして 、それは強 制力がない といっ
た問題がございます。
さらに、労使 で特別条項 を締結すれ ば、ほぼ青 天井で長時 間労働をさ せるこ
とが可能となっております。
我が国の長時 間労働を是 正するには 、同業他社 との競争下 にある企業 の自主
的な取り組みに おいては、 やはり限界 があるので はないかと 考えますの で、法
律で強制力を持った上限を設定することが必要だと思います。
時間外労働の 上限を検討 するに当た っては、労 働者の健康 確保の観点 はもち
ろんのこと、ワ ーク・ライ フ・バラン スの推進、 さらには女 性や高齢者 が働き
やすい環境となるといった視点も大事だろうと考えております。
最後に、法改 正の内容に つきまして は、同一労 働同一賃金 、さらには 長時間
労働の是正に関 し、実現会 議、ここの 場で実行計 画を定め、 実務に根差 した議
論ができるよう 、その具体 化について は労政審で しっかり議 論していく ことが
必要だろうと考えております。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、神津議員、お願いします。
○神津氏

資料６を適宜御参照いただきたいと思います。

いわゆる非正 規労働者の 処遇改善は 、待ったな しの課題で あります。 先般、
ガイドライン案 が示された わけであり ますが、こ れを実効性 あるものに するた
めには法整備を進めなければなりません。
具体的には、 合理的理由 のない処遇 格差を禁止 する規定を 整備するこ と。そ
して、合理性の 立証責任は 使用者が負 うものとす ること。非 正規労働者 の声も
踏まえた労使の 実質的な話 し合いの中 で納得性の ある処遇に していくこ とを促
進することなど が必要であ ると考えま す。労働政 策審議会に おいて速や かに議
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論をスタートさせ、早期に法改正を実現すべきと考えます。
長時間労働の 是正につき ましては、 これ以上働 かせてはな らないとい う上限
時間を罰則つき で設定すべ きと考えま す。その際 、現在の時 間外労働の 限度基
準告示である、１カ月45時間、１年360時間という基準を尊重すること。そして、
上限時間につきましては、１カ月100時間などは到底あり得ないと考えます。過
労死認定ライン との間の距 離感を明確 なものとす ることが必 要だと思い ます。
そして、例外的 な取り扱い は行わず、 上限規制へ の到達ステ ップを明ら かにし
ていくことが必要だと考えます。
また、36協定 の締結主体 であります 過半数代表 者について 、適正な選 出を担
保することや全 ての労働者 の実労働時 間を把握す ることも不 可欠であり ます。
あわせまして、 勤務と勤務 の間に一定 時間の休息 を確保する 、いわゆる 勤務間
インターバル規制もこの機会に導入すべきと考えます。
一方で、自治 体など公務 の現場にお きまして、 災害時対応 はもとより 、いわ
ゆる公務の非正 規の問題も 含めまして 、さまざま な矛盾が顕 在化をして おりま
す。連合総研の 調査でも、 週60時間以 上働く教員 の比率が７ 割を超えて いる実
態が明らかとなるなど、教員の長時間労働の問題も大変深刻であります。
１日は誰にと っても24時 間です。そ の中で、家 族との時間 、地域での 時間、
休息の時間、こ れらを確保 できるよう にしなけれ ば、社会全 体の力も高 まりま
せん。危機感を 共有して長 時間労働の 是正に取り 組むことが 重要である と考え
ます。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、榊原議員、お願いします。
○榊原氏

同一 労働同一賃 金の実現に 向けた法制 度のあり方 ですが、正 規と非

正規の間の不合 理な待遇差 を是正する という基本 的な精神を 堅持した上 で、例
えば、先ほど何 人かの議員 から御提起 がございま したけれど も、使用者 が非正
規労働者に対し て待遇差が ある場合の 理由をわか りやすく説 明する義務 を課す
といった見直しを進めることが必要と考えます。
また、待遇差 が直ちに不 合理と言え ない、グレ ーな部分に ついての不 合理性
の判断は、まず は労使間で 協議をする 。それで合 意できない 場合は、行 政が判
断するのではなくて、裁判所に委ねる形とすべきと考えます。
処遇差の合理 性の立証責 任を使用者 に負わせる べきとの御 意見がござ いまし
たけれども、合 理性の立証 は実務的に 非常に難し いといった 事情もあっ て、企
業が訴訟リスク を回避する ために、正 規と非正規 の仕事を過 度に分ける といっ
た障害が生ずる といった懸 念も出てき ますので、 これについ ては極めて 慎重な
検討が必要と考えます。
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次に、長時間 労働の是正 についてで ございます けれども、 経団連では 、昨年
来、会員企業に 対しまして 、過重労働 防止の徹底 を要請し、 取り組みの 強化を
促しております。
現状、36協定 に関しまし ては、制度 上、実質的 に無制限に 残業ができ る制度
となっておりま すので、労 働者保護の 観点から、 労働時間の 上限規制は 必要と
考えます。
ただし、例え ば、リコー ルとかサイ バー攻撃な どの緊急事 態や繁忙期 、ある
いは業種によっ ては、一律 の規制が適 さないケー スもござい ますので、 そうい
ったケースにつ いての業務 の継続性に 支障を来さ ないよう配 慮をお願い したい
と思います。
また、勤務間 インターバ ル規制につ いてですが 、日本では 導入してい る企業
が極めて少ない という実態 があること 、また、日 ごとに労働 時間を調整 しよう
としますと、業 務の継続性 に支障を来 すおそれが ありますの で、導入に ついて
は慎重な対応が必要と考えます。
最後に、プレ ミアムフラ イデーにつ いて一言御 報告したい と思います 。働き
方改革と消費喚 起の一環と して、官民 連携による プレミアム フライデー を今月
２月24日金曜日 から実施い たします。 経団連は、 プレミアム フライデー 当日に
有給休暇やフレ ックスタイ ム制などを 活用して、 社員が定時 より早く業 務を終
える、遅くとも 午後３時に は仕事を終 えるという ことを全会 員に呼びか けてお
ります。これを 行うことで 、業務の効 率化など、 日ごろの働 き方を見直 すきっ
かけになると期待しています。
また、内閣人 事局から各 省庁に対し まして、プ レミアムフ ライデー当 日の早
期退庁を呼びか けていただ いておりま す。大変あ りがたいこ とだと思っ ていま
す。永田町、霞 が関でも、 ぜひこの日 は率先して 早帰りを実 現していた だきた
いと思います。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、三村議員、お願いします。
○三村氏

長時間労働について、お話しします。資料７をご覧ください。

まず、図表１ のとおり、 昨年６月の 私どもの調 査によれば 、長時間労 働の是
正に取り組んで いる中小企 業は７割以 上になりま す。一方、 取り組んで いない
企業が約４分の １あります けれども、 その企業に 理由を尋ね たところ、 右側に
書いてありますように、「 仕事に（繁忙期などの ）偏りがある 」、あるいは「業
種・業界特性な どの外部要 因」といっ た意見が多 く聞かれま した。この 外部要
因の具体例につ きましては 、資料右下 の枠囲みの ところに幾 つか記載し ており
ますので、後でご覧いただきたいと思います。
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次 に 、長 時 間 労働 の 是正 に 関し て 、日 商 が 昨年 10月か ら 11月 に かけ て 全 国
1,500社以上の中小企業を対象に、緊急に実施した意識調査 の結果をご報告しま
す。
図表２のとおり 、36協定の 特別条項の 見直しに つきまして は、５割以 上の中
小企業が賛成し ているもの の、見直し の方向性に ついては、 「一律に規 制する
のではなく、柔 軟な制度設 計とすべき 」との意見 が大宗を占 めておりま す。し
たがって、商工 会議所とし ては、人手 不足が深刻 化する中に おいて、多 様な人
材の活躍推進、 生産性の向 上、従業員 の健康確保 のためにも 、不要な長 時間労
働は是正すべき という立場 であり、し たがって、 何らかの時 間外労働の 上限規
制を導入することについては、基本的に異論はありません。
ただし、日商 の調査結果 や企業から のヒアリン グを踏まえ て、以下３ 点につ
いて要望したい と思います 。まず、１ 点目は、長 時間労働の 是正に取り 組めて
いない企業の理由にもありましたとおり、企業には自社では 解決できない問題、
あるいは突発的 危機対応も 多数生じる ため、いわ ゆる１日単 位での勤務 間イン
ターバル規制を 含めて、一 律かつ厳格 な規制は設 けないよう にお願いし たいと
思います。
例えば、業種 業態、職種 の特性に応 じた上限時 間を設定す る。加えて 、業務
の繁忙期も考慮 して、月単 位だけでは なく、３カ 月、半年、 １年ペース で時間
外労働の上限を 管理するな ど、柔軟で 弾力的な制 度にしてい ただきたい と思い
ます。
２点目は、図 表３をご覧 いただきた いのですが 、長時間労 働の是正に 効果的
なものとしては 、「経営者 ・労働者の 意識改革」 、「経営ト ップのコミ ットメ
ント」などが上 位に挙げら れておりま す。長時間 労働是正に 向けて、経 営者・
労働者双方が意 識改革し、 さまざまな 取り組みが 実を結ぶま でには時間 がかか
ります。政府の 意向を示し た後は、労 使の自主性 を尊重し、 十分な準備 期間を
設けていただきたいと思います。
最後３点目で すが、時間 ではなく成 果で評価す る「高度プ ロフェッシ ョナル
制度」を盛り込んだ労働基準法改正案の早期成立をお願いしたいと思います。
私からは、以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、大村議員、お願いします。
○大村氏

長時 間労働の是 正は、働く 方々の健康 確保やワー ク・ライフ ・バラ

ンスの実現につ ながるもの であり、企 業にとって は、生産性 向上のチャ ンスと
捉え、推進していくべきと考えています。
中小企業の長 時間労働の 主な要因と しては、短 納期発注や 、急な仕事 、仕様
変更への対応な ど取引環境 の問題に加 え、深刻な 人手不足が 挙げられま す。特
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に2013年以降、中 小企業の 人手不足DI はマイナス に陥り、構 造的な問題 となっ
ております。このことを踏まえ、以下３点を申しあげます。
１点目は、時 間外労働の 上限規制の 算定期間に ついてです 。社会問題 となっ
ています過労死 の観点から も、36協定 の例外措置 も含め、時 間外労働の 上限規
制を設けること が必要であ ります。そ の際、１カ 月など短い 期間のみで 上限を
一律的に規制されますと、決算期の会計業務、シーズンが集中するサービス業、
季節変動が大き い食品製造 関連産業な ど、業務の 繁閑に柔軟 に対応でき なくな
ります。また、 中小企業は 取引先との 関係などに より、突発 的なトラブ ルに集
中的に対応する ため、どう しても避け られない時 間外労働が 発生するこ とがあ
ります。このた め、少なく とも複数月 など平均を 含め、労災 の過労死の 認定基
準などを参考に上限を設定することを望みたいと考えます。
２点目は、上 限規制の適 用除外種類 についてで す。少なく とも、現在 、時間
外労働の制限に 関する大臣 告示の適用 除外とされ ている、建 設業、自動 車運転
業、研究開発業 務などにつ いては、例 外とされた 背景や構造 的な人手不 足、東
京オリンピック ・パラリン ピック、ｅ －コマース 市場の拡大 、イノベー ション
の推進、若手人 材の育成な ど、さまざ まな角度か ら慎重な検 討が必要で あると
考えます。仮に 適用除外を 本格的に見 直すもので あれば、周 知だけでな く、人
手不足の中で業 務として調 整できる十 分な時間的 猶予が必要 であると考え ます。
３点目は、イ ンターバル 規制につい てです。イ ンターバル の重要性は 十分認
識しております が、中小企 業になじみ がない制度 であり、将 来に向けた 検討課
題としていただきたいと考えます。
終わりに、中 小企業にお ける長時間 労働の是正 の最大のポ イントは生 産性向
上です。取引環 境の改善を 初め、教育 、職業訓練 など、人へ の投資、IT 投資な
ど、さまざまな 施策を総動 員して後押 ししていた だきますよ うお願い申 し上げ
ます。
全国中央会で は、長時間 労働の見直 しと中小企 業の経営力 の強化を両 立でき
るよう、業種別団体と力を合わせて取り組んでまいる所存であります。
以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、高橋議員、お願いします。
○高橋氏

資料８をごらんいただきたいと思います。

まず、同一労働同一賃金の法制の整備についてです。
正規と非正規 の間の不合 理な待遇差 については 、ガイドラ イン案で取 り上げ
られていない処 遇、例えば 退職金等、 これも含め て裁判で争 われ、是正 される
ことが可能となる実効的な制度とすべきだと思います。
その際、裁判にはコストがかかりますので、他の委員も言及されていますが、
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私もADRなどのスキームを整備すべきだと思います。
労働者派遣に つきまして は、現行制 度上、不合 理な待遇差 を禁止する 規定が
存在しておりま せん。派遣 先の従業員 との比較で の不合理な 待遇差を禁 止する
ことを基本とする制度を設けるべきです。
その際、派遣 先の従業員 の処遇に関 する情報を 持たない派 遣元事業者 がルー
ルを遵守するた めには派遣 先企業から 派遣元企業 への情報提 供が必要と なるこ
となど、有期雇 用やパート にはない視 点も含め、 実効性のあ る制度とす べきで
す。
続きまして、長時間労働の是正です。
我が国は、長 時間労働を 当たり前の ごとく捉え てきた働き 方のもとで 、国際
的に見ても長い 労働時間が 常態化し、 労働生産性 が低迷して います。ま た、男
性の長時間労働 が女性・高 齢者の労働 参加を阻害 しているば かりか、女 性の職
場での昇進を阻 む要因にも なっていま す。こうし た慣例を断 ち切り、長 時間労
働を是正することが成長戦略の柱だと思います。
長時間労働を 是正するこ とで、ワー ク・ライフ ・バランス が改善し、 女性や
高齢者も仕事に つきやすく なる。また 、経営者は 、労働者に どのように 働いて
もらうかに関心 を高め、労 働者は、自 己啓発等を 図ることも 期待され、 労働生
産性が高まっていきます。
企業の間に長 時間労働是 正の機運が 高まり、取 り組みも広 がってきて はおり
ますが、長時間 労働を続け るアウトサ イダーが存 在すれば、 日々競争に さらさ
れている企業の自主的な取り組みだけでは限界があります。
36協定を締結 すれば、上 限なく時間 外労働をさ せることが 可能である 、こう
した現行制度を 改め、時間 外労働につ いて、法律 で強制力の ある上限を 設ける
ことが必要だと 思います。 また、省令 などで安易 に例外規定 を認めるべ きでは
ないと思います 。時間をか けてでも例 外規定をで きるだけな くしていく べきだ
と思います。
その際、忘れ てはならな いのは、経 済の好循環 を進める観 点から、長 時間労
働の是正が、時 間外手当の 減少を通じ て、労働分 配率を低下 させること になっ
てはならないと いう点でご ざいます。 企業におい ては、時間 外手当が減 少した
部分を基本給に 振りかえる 、他の手当 てを充実さ せるなど、 賃金体系の 見直し
も必要だと思います。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、白河議員、お願いします。
○白河氏

資料２と、A3の２枚になります。

日本の労働時 間は制限速 度のない高 速道路です 。事故も起 きれば犠牲 も出ま
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す。総理が年頭 におっしゃ った罰則つ きの上限、 インターバ ル規制など が必要
です。
サントリーの 新浪社長は 「社会課題 として規制 するべき」 と発言され 、大和
証券の鈴木会長 は「この労 働時間改革 をやり遂げ たら安倍政 権最大のレ ガシー
になる」とおっしゃいました。
こちらが、労働時間の上限に賛成する経営者55社及び40 自 治 体 の 宣 言 書 と
なります。
電通の事件を 受け、労働 問題ではな く社会課題 としての世 論も形成さ れまし
た。NPO法人が高橋まつりさんの過労自殺から取り組んだ署名活動は、43,000人
を超えました。 きょう、こ ちらにお持 ちしてあり ます。数々 の悲痛なコ メント
は、電通の件は氷山の一角とわかるものでした。
36協定の上限は海外からも注目され、大使館からヒアリン グも相次ぎました。
その際に、もし70時間なら と聞いたと ころ、外交 官や国会議 員たちは、 テリブ
ル、多過ぎると 驚かれまし た。これで は海外の優 秀な人材は 日本を目指 しませ
ん。
また、労働時 間の把握を 企業に義務 づけること も強制力を 持たせてい ただき
たいと思います。
そして、同じ く海外から 注目される 少子化と女 性の活躍。 効果的なの は、限
度時間である時間外労働45時間の遵守です。欧州に遜色のな い罰則や社名公表、
そして、遵守企業の社名公表もお願いしたいと思います。
労働時間が長 いと、少子 化になりま す。第１子 のときの夫 の育児参加 の度合
いにより、第２ 子を持つ確 率が１割か ら７割違う というデー タがありま す。ま
た、60時間以上働く男性は、結婚も出産経験も確率が低いことがわかりました。
あと２年しか日 本の人口を ふやすチャ ンスはない という資料 もつけさせ ていた
だきました。
子育てしなが ら働く女性 は、労働時 間差別に遭 い、生産性 高く成果を 出して
いても評価され ないという マミートラ ック問題を 抱えていま す。19時前 退社を
断行した大和証券では、女性の支店長が２割、社内の出生率も上がっています。
介護は、延長介護はございませんので、18時台に会社を出なければいけません。
経営者は「社員の無限の労働時間」という経営資源を失うことになりますが、
そのかわりにさ まざまなIT 投資、イノ ベーション が起きます 。優秀な日 本の経
営者にできないわけはありません。
総理のリーダ ーシップを もとに、安 倍政権最大 のレガシー をぜひなし 遂げて
「働き方は変わ る、短い時 間で生産性 高く働くの がいいのだ 」というメ ッセー
ジ性の強い政策を実現させてください。
以上です。
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○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、岩村議員、お願いします。
○岩村氏

私の 考え方の詳 細は資料９ で記載して おりますの で、後ほど ごらん

いただければと思います。
まず、同一労働同一賃金の法制化についてでございます。
第１に、有期 雇用は高齢 者雇用や若 年者雇用を 創出する機 能がありま す。パ
ートタイム雇用 と単純に同 一視するこ とはできま せん。有期 雇用の効用 を失わ
せない規定とすべきであります。
第２に、非正 規労働者を 含む労働者 代表や労働 組合と使用 者との団体 交渉や
協議を通して、 賃金体系全 体を見直し 、不合理な 格差を解消 することを 後押し
する規定を設ける必要があります。
第３に、法制 化に当たっ ては、公労 使の３者構 成の労政審 で、労使の 意見を
十分に聞きつつ成案を作成することが肝要と考えています。
次に、労働時間問題についてです。
第１に、常軌 を逸した長 時間残業の 規制は当然 必要であり ますけれど も、新
製品等の開発意 欲や経済活 動の活力、 さらに、労 働者のやる 気を損なわ ないよ
うにすることも 必要です。 この点では 、一定期間 、例えば１ 年という期 間の中
の総労働時間の 上限を設定 し、過度の 残業を抑止 しつつ、そ の期間内で の柔軟
な労働時間配分を可能とする仕組みが有益と考えます。
第２に、残業 代は残業を 促進する効 果もあるの で、割増率 の引き上げ よりは
代償休日の仕組みを使いやすくすることも適切だと思います。
第３に、長時 間残業の背 景にはさま ざまな要因 があり、規 制強化だけ では問
題解決は困難と 言えます。 業種、職種 別に労使と 発注側の協 議の場を設 けて、
長時間労働の原因である慣習の見直しを後押しすることが肝要です。
もちろん個々 の企業レベ ルでも働き 方を見直す 必要があり ます。それ には、
集団的労使関係 を通した交 渉・協議に よって、企 業の労働時 間政策全体 の見直
しを進めさせるための措置を強化する必要があります。
最後に、実効 性ある労働 時間政策を 策定するた めには、労 働政策審議 会で実
際の現場をよく 知る労使を 交えてしっ かりと議論 することが 必要と考え ていま
す。
以上でございます。ありがとうございました。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、田中議員、お願いします。
○田中氏

株式会社イトーヨーカ堂の田中でございます。

まず、今回の 同一労働同 一賃金の「 ガイドライ ン案」は、 「同一とす べきも
の」と「差を認 めるもの」 の両方を明 示しており 、不合理な 処遇格差の 是正だ
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けでなく、正社 員登用への 道や多様な 働き方に資 する処遇体 系も認めて いる点
で非常に評価できると思います。
このガイドラ インを今後 実効性のあ るものとし ていくため には、第１ に、法
改正の施行まで の一定の期 間を設ける べきです。 それは、納 得感が得ら れるよ
うな処遇体系や 処遇格差を つくるため には、労使 で時間をか けて議論す ること
が必要だからです。
第２に、企業 への「賃金 格差の合理 性」の説明 義務化は慎 重にすべき です。
処遇格差につい て合理的に 説明するこ とはどんな 立場の人で あっても非 常に困
難なことであり 、争いにな ったときに 説明義務を 負うとなれ ば、企業が 非正規
社員に補助的な 仕事しか与 えないとい った「職務 分離」を引 き起こす危 険性が
あります。これ では今以上 に正規・非 正規の二極 化が進み、 多様な働き 方や正
社員等へのキャリアパスといった目的から大きく後退してしまいます 。そこで、
私は、現行のパ ートタイム 労働法をさ らに進めて 「定期的に 全社員に賃 金制度
等を開示」する ことで、ガ イドライン の実効性を 高めること ができると 考えて
おります。弊社 では、これ まで全社員 に対して、 賃金体系、 昇給表、登 用基準
など処遇基準を 全て公開し てきました が、このよ うにオープ ンな議論の 場の提
供が納得感のある処遇制度をつくり上げてきたのだと考えております。
次に、長時間労働について述べさせていただきます。
社員の健康を 損なう危険 がある「長 時間労働」 は早急に是 正すべきで あり、
実効性を高める ためには法 的な規制も 必要である と考えます 。ただし、 生活残
業などの目的で 社員みずか らの意思で 長時間労働 をするケー スも多く、 企業が
規制措置を社内 でとらざる を得ないと いう現状も 考慮しなけ ればなりま せん。
また、このよう な長時間労 働是正の対 策の結果、 子会社、グ ループ会社 や取引
先に業務量のし わ寄せが行 かないよう な対策も検 討していか なければな らない
と思います。長時間労働の規制については、日本経済の武器であるおもてなし、
ものづくり、そ れから、社 員のニーズ である多様 な働き方、 これらを損 なわな
いように配慮した法規制を検討すべきです。
以上でございます。
○加藤働き方改 革担当大臣

最後にな りましたけ れども、岡 崎さん、お 願いい

たします。
○岡崎氏

資料11をごらんください。

広島県の平成28年度県内 企業働き方 改革取り組 み実態調査 です。この 調査で
は、次のようなことがわかります。
経営者の75.4 ％が働き方 改革の意義 を感じてい るが、実 施企業は35.5 ％にと
どまっておりま す。働き方 改革に取り 組んでいる 企業は、５ 割の企業で 従業員
満足度が向上し ており、人 材確保、企 業イメージ の向上にも つながって おりま
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す。取り組みが進んでいる企業ほどより効果を実感している ことがわかります。
また、労働時 間、休暇に 関する調査 では、取り 組みが進ん でいる企業 ほど労
働時間が短縮さ れ、有給休 暇の取得率 は上がって おります。 業績、採用 に関す
る調査では、取 り組みが進 んでいる企 業は経常利 益アップ、 新卒採用充 足率が
よくなっています。
生産性に関す る調査では 、取り組み の効果とし て、従業員 の意欲・満 足度・
働き方改革への理解、生産性の向上、顧客へのサービスが向上しています。
働き方改革に取り組む上での課題としては、業務量に対す る適正要員の確保、
従業員や管理職の意識改革などが共通課題であるとの認識になっております。
長時間労働是 正を初めと する働き方 改革を進め ると、確実 に会社がよ くなる
ことがわかりま す。長く働 ければ生産 性は上がる という古い 考えは覆さ れてお
ります。
課題として、 社員や管理 職の意識改 革や理解促 進がありま す。私もこ こがネ
ックだと思って おります。 広島県と私 たち企業が 課題を共有 し、一丸と なって
取り組んでいき たいと思っ ているとこ ろでござい ます。社員 を会社の道 具と思
わず、人間尊重を基本にした働く人の意識改革をしていきたいものです。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それぞれ御意 見をいただ きましたけ れども、ほ かに特につ け足すこと はござ
いますか。
よろしいですか。
ありがとうございました。
それでは、政府側から御発言をいただきたいと思います。
まず、塩崎厚生労働大臣、お願いします。
○塩崎厚生労働大臣

ありがとうございます。

これまでこの 実現会議あ るいは総理 との車座で の議論では 、一人一人 が公正
な評価と処遇を 受け、ニー ズに合った 多様な働き 方の選択が 可能となる こと、
働く人のやる気 を引き出し 、それが生 産性や競争 力の向上、 そして、賃 金アッ
プにつながるこ と、すなわ ち、「働く 喜びと成長 の好循環」 が重要であ ること
を確認したと思います。
その上で申し 上げれば、 まず、同一 労働同一賃 金実現には 、ガイドラ イン案
の前文のとおり 、職務内容 や能力等の 明確化と公 正な評価を 確立し、そ れに則
った「正規・非 正規を通じ た合理的な 賃金制度」 を労使の話 し合いによ って速
やかに構築する ことが重要 です。これ なくして「 非正規」と いう言葉を 我が国
から一掃できな いと思いま す。このこ とは、法改 正において 、雇用形態 にかか
わらず、共通理念として明確化すべきだと考えております。
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また、企業に 対して賃金 制度に関す る説明義務 を課すこと により、労 使の情
報格差と訴訟負 担格差を解 消し、働く 方々の正当 な主張が実 現できる制 度とす
ることが必要だと思います。
長時間労働是 正につきま しては、仕 事と生活の 調和を図り 、健康に働 けるた
めには、長時間 労働に無頓 着な企業文 化から脱却 する、実効 性ある法改 正を行
わなければなり ません。あ わせて、時 間当たり労 働生産性を 高め、イノ ベーシ
ョン、新しい付 加価値創出 など、現場 の自発的な 創意工夫を 後押しする ことも
重要だと思います。
労働時間法制の検討に当たりましては、主として時間で評 価をされる働き方、
主として成果で 評価される 自律的な働 き方など、 多様性を踏 まえること が肝要
だと思います。 重要なこと は、どのよ うな働き方 でも、心身 の健康を確 保しな
がら、働き方のやる気と能力の発揮を可能とする制度とする ことでございます。
なお、今、申 し上げた点 も含めて、 昨年９月に 立ち上げた 厚生労働省 の長時
間労働問題に関 する有識者 検討会では 、長時間労 働の是正に 関する「論 点の整
理」を本日付で取りまとめておりますので、資料12としてお届けしております。
参考にしていただければ幸いでございます。
以上でございます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

続いて、石井国公大臣、お願いします。
○石井国土交通 大臣

資料13を提出し ております が、参考資 料としてご 覧下さ

い。
私からは、長 時間労働の 是正が課題 となってお りますトラ ック運送業 、建設
業について発言いたします。
両産業ともに 、社会・経 済の根幹を 支える重要 な産業であ りますが、 将来の
担い手を確保する観点からも、働き方改革は必ず実現しなければなりません。
まず、トラック運送業では、年2,600時間に及ぶ労働時間を物流の効率化等に
よって削減して いくことが 課題であり ます。この ため、荷待 ち時間の削 減など
に向けて、荷主 企業に協力 を働きかけ るとともに 、荷主も参 加する協議 会を全
国で設け、パイ ロット事業 を進めてお ります。ま た、ドライ バーの日帰 り勤務
が可能となる中 継輸送の実 証実験を行 うなど、労 働環境改善 にも取り組 んでお
ります。
次に、建設業 では、休日 が少ないな ど、所定内 の労働時間 が長いこと が課題
であります。こ のため、適 正な工期の 設定、施工 時期の平準 化、週休２ 日の推
進等に取り組ん でおりま す。あわせ て、建設現 場へのＩ ＣＴ導入を 進める
i-Constructionにより、 生産性向 上を図り 労働時間の 短縮につ なげてま いりま
す。
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両産業とも下 請多層構造 でありまし て、元請・ 下請間の取 引適正化も 欠かせ
ません。こうし たことから 、昨年末に は各業界団 体に対し自 主行動計画 策定の
要請も行ったところであります。
私自身といた しましても 、現場で働 く方々と直 接意見交換 を行いなが ら積極
的に働き方改革を進めてまいります。
以上であります。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

それでは、世耕経産大臣、お願いします。
○世耕経済産業大臣

まず、同一労働同一賃金について申し上げます。

これまで申し 上げている ように、年 功ではなく 「職務内容 の明確化と 公正な
評価」、「正規 ・非正規を 通じた処遇 体系全体の 見直し」は 、働き方改 革の重
要な柱であり、 今後の「実 行計画」取 りまとめや 法改正にも しっかり反 映をし
ていただきたいと思います。
長時間労働について３点申し上げます。
１点目は、健 康確保と生 産性向上の ために、上 限規制の導 入が必要で す、そ
の際、生産現場 の技術者や 、第４次産 業革命に向 けた新技術 ・新サービ スの開
発、公益上必要 なエネルギ ー安定供給 確保や、大 規模なシス テムトラブ ル対応
など、どうして も集中的な 対応が必要 な場合など について、 健康確保措 置の強
化を大前提とし つつ、柔軟 な対応を可 能とするこ とで、上限 規制と生産 性向上
をしっかりと両立させていく必要があります。
２点目、各企 業の労使の 工夫を促す ことが必要 であります 。三村会頭 から、
意識改革が重要 だという御 報告があり ました。長 時間労働を 助長する「 企業文
化」や「慣行」 を本質的に 見直すため にも、中小 企業を中心 として、施 行まで
の適切なリードタイムが必要だと考えます。
３点目、労働 時間と働き 手の関係は 一律に考え るべきでは ありません 。テレ
ワークを初めと した技術革 新等に対応 した労働時 間の把握を どうするか という
課題があります 。さらに、 これからの 日本の成長 を支える上 で、知識集 約、ク
リエーティブな 仕事の領域 が重要とな ってきます 。働き手も 一律に捉え るべき
ではなく、「時 間よりも成 果で評価す べき働き方 」を選択す る働き手に ついて
は、健康確保措 置がとられ ることを大 前提に、裁 量労働制の 拡充や高度 プロフ
ェッショナル制 度の導入に ついて、ト ータルパッ ケージで考 えていくこ とが重
要だと考えています。
最後に、プレ ミアムフラ イデーにつ きましては 、これは働 き方改革と 消費の
拡大を両立させ る取り組み です。経産 省としても 全面的に支 援してまい りたい
と思います。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。
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ほかに御意見はございますか。
よろしいでしょうか。
それでは、最後に、安倍総理大臣から御発言をいただきたいと思います。
プレスが入りますので、少しお待ちいただきたいと思います。
（報道関係者入室）
○加藤働き方改革担当大臣
○安倍内閣総理 大臣

それでは、安倍総理、お願いいたします。

本日 は、同一労 働同一賃金 の法制度の 在り方及び 長時間

労働是正について、御議論いただきました。
正規・非正規 を問わず、 仕事ぶりや 能力がきち んと評価さ れ、意欲を もって
働けるよう、同 一労働同一 賃金の導入 により、不 合理な待遇 差をなくさ なけれ
ばなりません。 そのために は、企業の 中で、正規 ・非正規を 含めた労使 の話合
いがなされることが大切であります。
同一労働同一 賃金の法制 度の在り方 について、 様々な御意 見をいただ きまし
た。大切なこと は、不合理 な待遇差の 是正を求め る労働者が 、最終的に は、実
際に裁判で争うことが可能な法制度とすることであります。
企業側しか持 っていない 情報のため に、労使の 話合いの際 に労働者が 不利に
なることのない よう、さら には、労働 者が訴訟を 起こせない といったこ とがな
いよう、法制度 の在り方に ついて、実 行計画の取 りまとめに 向けて、御 審議を
お願いします。
長時間労働の 是正につい ては、罰則 付きで、時 間外労働の 限度が何時 間かを
具体的に定めた法改正が不可欠であります。
誰に対して何 時間の上限 とするかを 決めるに当 たっては、 脳・心臓疾 患の労
災認定基準、い わゆる過労 死基準をク リアすると いった健康 の確保を図 った上
で、女性や高齢 者が活躍し やすい社会 とする観点 や、ワーク ・ライフ・ バラン
スを改善する観点など、様々な視点から議論する必要があります。
長時間労働を是正すれば、経営者がどのように働いてもら うかに関心を高め、
労働生産性が向上することも勘案する必要があります。
次回は、事務 局に案を示 していただ いた上で、 法改正の在 り方につい て、よ
り具体的に議論したいと思います。
長時間労働は 、構造的な 問題であり 、企業文化 や取引慣行 を見直すこ とも必
要であります。 経済界のト ップの皆さ んのリーダ ーシップと ともに、関 係閣僚
の更なる取組をお願いをしたいと、そのように考えております。
プレミアムフ ライデーに つきまして は、国会の 御理解をい ただいて、 我々も
できれば実施し たいと、そ のように考 えておりま す。それで は引き続き 、よろ
しくお願いします。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。
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それでは、プレスの方は御退場をお願いいたします。
（報道関係者退室）
○加藤働き方改 革担当大臣

本日も、 大変活発な 御議論をい ただきまし て、あ

りがとうございます。
実行計画を３ 月末までに ということ でございま すので、２ 月、３月、 少し精
力的に議論をさ せていただ きたいと思 っておりま す。よろし くお願いい たしま
す。
具体的な予定につきましては、事務局から連絡をさせていただきます。
また、プレス 対応につい ては、これ までどおり 、御自身の 御発言とい うこと
で対応していただければと思っております。
どうもありがとうございました。

20

