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（概要）
○加藤働き方改 革担当大臣

それでは 、第８回の 「働き方改 革実現会議 」を開

催いたします。
本日は、総理 から提示が ありました ９つのテー マ全般につ いて御議論 いただ
きたいと思います。
それでは、武 田議員から 順に御発言 をいただき たいと思い ます。どう ぞよろ
しくお願いいたします。
○武田氏

よろしくお願いいたします。

これまでの論点に関し、重要と考える点を改めて述べさせていただきます。
働く人々に明 るい将来展 望をもたら すには、労 働市場の柔 軟性を高め ること
が必要と考えま す。日本は 労働力人口 の減少、寿 命の長期化 、産業構造 の転換
に直面していま す。これら の変化に対 応するには 、人材が企 業や業種の 枠を超
えて、移動しやすい労働慣行が不可欠です。具体策を２点申し上げます。
第１に、転職 が不利にな らない人事 制度・退職 金制度の確 立です。働 く人々
にとっては、自 分に合った 働き方を選 択し、キャ リアを自身 で設計でき る社会
となります。企 業にとって も、急速に 変化するビ ジネス環境 の中、必要 な人材
を速やかに確保できるメリットがございます。
御参考でござ いますが、 日本人材機 構の調査に よれば、首 都圏の大企 業管理
職のうち56％が 「キャリア をやり直せ るとしたら 転職したい 」と回答し ていま
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す。企業がこう した方々を 抱え込んで いることが 、生産性向 上を阻んで いる可
能性がございます。企業のニーズと、働き 手のスキルマップを「見える化 」し、
マッチングを促進していくことも重要です。
第２に、成果 や職務、職 責に対して 報酬を支払 う賃金制度 の導入です 。こう
した賃金制度は 、まず、多 様な人材の 活躍を可能 にします。 また、勤務 年数や
雇用形態による 不合理な差 が是正され れば、人々 のモチベー ションも高 まりま
す。
さらに、AIな どの技術革 新が進むも とで、日本 型サラリー マンから、 自由な
クリエイターや、未来を切り開くリーダーへと、必要な人材は変化しています。
こうした環境変 化から考え ても、成果 や職務、職 責に対し報 酬を支払う 制度へ
の「進化」が必要です。
これらが実現 して、初め て「多様な 人材の活躍 」と「生産 性の上昇」 が両立
し、人々が「明るい未来」を展望できるようになります。実 行計画においては、
以上の点を盛り込んでいただくことを提案いたします。
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、お願いいたします。
○田中氏

株式会社イトーヨーカ堂の田中でございます。

本日は３点、意見を述べさせていただきます。
まず「多様な 働き方」と は、育児・ 介護等に伴 う短時間勤 務やテレワ ーク・
モバイルワーク 、兼業・副 業だけでは なく、時間 ・曜日・転 勤範囲・業 務の責
任度などに制約 を設けた働 き方も含め たものだと 考えており ます。こう いった
制約のある働き 方をみずか ら希望して いる人が多 いという現 状を踏まえ 、この
ような働き方を 阻害しない ように留意 した政策を 検討しなけ ればならな いと思
います。
次に、今回の 同一労働同 一賃金のガ イドライン は、正規と 非正規の不 合理な
格差を是正する のに効果的 なものとな っており、 日本の労働 慣行を踏ま えた内
容となっている ことからも 、非常に評 価できると 思っており ます。しか しなが
ら、同一労働同 一賃金が「 職能給」の 否定や「職 務給」の推 奨を意図し ている
かのようにとら れているの も事実であ ります。あ くまでも賃 金は、労使 の協議
のもと決定され るべきであ り、そこに 不合理な格 差がなく、 納得感が得 られる
ものであることが重要です。
また、欧米型 の仕組みが 必ずしも日 本人にマッ チするとは 限りません 。逆に
最近では、日本 型経営、例 えば暗黙知 であるとか 単品管理で あるとか三 方よし
などが欧米で注 目されてい る事例もあ ります。働 き方改革は 、日本的労 働・日
本的経営の全て を否定する ものではあ りません。 日本人はこ れまで培っ てきた
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日本型経営に誇 りを持ち、 課題となる 部分を見直 しつつ、よ い部分を磨 いてい
くことが必要だと思います。
最後に、前期 高齢者納付 金などの負 担が各健保 組合の財政 を大きく圧 迫して
いる事実がござ います。こ の納付金の 算出には65歳以上の被 保険者数・ 扶養者
数が大きく影響 するため、 多くの企業 が65歳以上 の雇用を抑 制している という
実情があります 。高年齢者 の弾力的な 雇用を実現 するために も、この高 齢者医
療制度における 負担金の基 準について 見直しを検 討するべき だと考えて 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、高橋議員、お願いいたします。
○高橋氏

資料 ３をごらん いただきた いと思いま す。私から は外国人材 の活用

について申し上げます。
足元の構造的 な人手不足 。これは潜 在成長率を 抑制するば かりか、国 民生活
を脅かす要因に もなりかね ません。国 内人材の育 成、省力化 投資に取り 組むこ
とはもちろんで すが、外国 人材活用の ための取り 組みを強化 すべきだと 思いま
す。
３点申し上げ たいと思い ますが、高 度人材、専 門人材につ いては、門 戸は広
がっていますが 、環境を整 備すること が課題だと 思います。 新たな技能 実習制
度がこれから始 まるわけで すけれども 、技能実習 経験者を例 えば海外で 日系企
業が積極的に現 地採用する 、あるいは 自治体の業 務に関連す る外国人研 修生の
受け入れを拡大 する。こう いった送り 出し国と日 本との間で 外国人材の エコシ
ステムを構築す ること。こ れが重要だ と思います 。３点目に 、外国人留 学生の
就職率を引き上 げること。 こういった ことが現状 考えられる ことではな いかと
思います。
しかしながら、例えば技能実習制度は、そもそも国際協力の仕組みであって、
雇用確保手段と して拡充す ることには 限界があり ます。今後 とも構造的 に人手
不足が見込まれ る分野、例 えば建設、 製造、農業 、医療・介 護、家事支 援、IT
等々では、場当 たり的でな い、新たな 枠組みのも とでの外国 人活用を視 野に入
れるべきではないかと思います。
新たな枠組み として、非 高度・非専 門人材を含 めた雇用許 可制度を導 入して
はどうかという提案をさせていただきたいと思います。
中身ですが、 まずは労働 市場テスト 。国内で求 人をしても 、どうして も人が
集まらない、労働者を確保できないという企業に対して外国 人雇用を許可する。
一方、政府は外 国政府との 間に二国間 協定を締結 して、各国 に対して割 り当て
数、対象業種などを決定する。そして 、その上でビザを発給する 。滞在期間は、
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例えば３年とす る。そして 、入国後は 就業教育を 経て企業に 配置する。 それか
ら、一般労働者 から、高度 ・専門人材 、熟練労働 者への転換 、それに伴 う長期
滞在とか永住も可能にする。例えば、こんな案はいかがでしょうか。
ただし、こう した制度を つくるに当 たって踏ま えるべきこ とは、均等 待遇、
内外人材の差別 の禁止とい うこと、社 会保険の対 象とするこ と、あるい は日本
の社会に適合し 、摩擦を避 けるために も、外国人 支援体制の 抜本的な整 備が不
可欠だと思いま す。現状、 こうした負 担は主とし て自治体が 負っている わけで
すが、国も積極的に支援をすべきではないかと思います。
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、生稲議員、お願いいたします。
○生稲氏

よろしくお願いいたします。

病気治療と仕事の両立支援についてお話をさせていただきます。
私自身、乳が んの告知を 受けたとき の大きなシ ョックから 今日まで、 誰にも
相談できないけれども、１人では解決できない不安とともに 生活をしています。
同じような気持 ちでいるだ ろう多くの 重い罹患者 たちの悩み を少しでも 軽くす
ることができたらと日々願っています。
そこで、医師 や医療ソー シャルワー カーなどの 医療側スタ ッフに加え て、治
療と仕事の両立 支援に特化 したチーム によるサポ ートが行わ れている東 京労災
病院治療就労両立支援センターを訪問してきました。
こちらでは、 復職コーデ ィネーター と呼ばれる スタッフが 個々の患者 に応じ
た「オーダーメ イド」の復 職支援を行 っています 。そして、 相談室で患 者を待
つのではなく、 みずからア プローチを する「アウ トリーチ型 」の支援を 行い、
患者が離職を決 めてしまう 前に、早期 に介入して いくという 形をとって いるそ
うです。
私は自分がが んとわかり 、この先ど うなってし まうのだろ うと考えた とき、
怖くて心に壁を つくり、他 者と触れ合 うことを避 けるように なっていま した。
これからも仕事 を続けてい けるのかと いう不安で 頭はパニッ ク状態でし た。多
くの患者も、仕 事を失いた くないとい う気持ちか ら、会社に その不安を ぶつけ
ることは困難だと思います。そんなとき、安心して相談できる第三者の存在は、
仕事を続け、生きていく勇気を持つために非常に大切です。
第２回の実現 会議では、 主治医、会 社、そして 産業医や心 理カウンセ ラーが
相互に連携して 患者をサポ ートするシ ステムを提 案させてい ただきまし たが、
このシステムを うまく機能 させるため にはシステ ム全体をコ ーディネー トする
存在が必要です。そこで今回、医 療や心理学、労働関係法令 の知識を身につけ、
患者、主治医、 会社などの コミュニケ ーションの 「ハブ」と して機能す るコー
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ディネーターの 育成を提案 します。こ のコーディ ネーターは 、まず、経 済的問
題や家庭生活な ど患者の身 近な不安に ついての相 談に対応し ます。その 後も引
き続き、患者に 寄り添いな がら、継続 的に支援を 行います。 そして、会 社側に
対しては、治療 や副作用の 内容を提示 しながら、 それらを踏 まえた両立 の具体
的な方法をともに考えていきます。
会社側にも、 がんなどの 患者を働か せてよいの かという懸 念があり、 結果的
に復職や仕事との両立を諦めざるを得ない事例があると聞きます 。だからこそ、
こうして患者と 会社の橋渡 しを行うコ ーディネー ターが、共 通の認識を しっか
り持たせて、双 方の悩み、 懸念を解消 できるよう な寄り添う システムが 必要で
す。
多くの病院で は、就労面 まで含めた フォローア ップは、ま だほとんど ないと
言ってもよい状 態です。病 気を抱えな がらも、働 き続けたい という意欲 を持っ
た労働者を支え るコーディ ネーターを 育成し、全 国の病院や 職場で両立 支援が
可能となるようにしていただきたいと思います。
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、白河議員、お願いいたします。
○白河氏

よろしくお願いいたします。

労働時間の上 限について は、ぜひ労 使、委員の 皆様、協力 して、法規 制が実
現できるようにお力をお貸しいただきたいと思います。
そして、私の ところには 、「自分た ちの働き方 も何とかし てほしい」 という
声が多数寄せら れます。教 師、医療従 事者、そし て霞が関を 含む公務員 の方、
マスコミです。 特に教師に ついては、 英国で決め られた教師 がするべき でない
仕事の８割を、 日本では教 師が担って います。今 、各校の事 務担当は１ 人ぐら
いなので、さら にもう一人 、ITの事務 担当の割り 当てをする 、または子 供たち
にタブレットを 配ることな ども効果的 です。詳し くは資料４ ですので、 ぜひご
らんください。
また、女性の働き方について３点申し上げます。
女性の活躍に は「ガラス の天井」問 題、そして 「年収が重 力から逃れ られな
いほど低い」問題の２種があります。
若年層のフル タイムの共 働き夫婦は 減っており 、夫フルタ イム妻パー トタイ
ムの共働きがふえております。女性の年収がいつまでも100 万円台前後の重力か
ら逃れられない と、消費も ふえず、子 供の数もふ えず、老後 の女性の貧 困がふ
えます。もっと 女性の年収 を上げる必 要がありま す。以下の ３点が欠か せない
ものと思ってい ます。まず 、男性の育 児参画。２ 点目が、最 低賃金の上 昇。３
点目が、保育園の拡充です。
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男性の育児参 画について は、総理が 言及なさっ た「男性の 産休」をぜ ひ企業
は導入し、また は取得率を 公表してい ただきたい 。または男 性が育休、 産休を
とった場合に「評価の低下」をしないと約束してほしい。
また２点目、最低賃金の上昇について。世帯所得がアップするのが年収200万
円以上になるのですが、200万円以上になるために働く時間 の差が首都圏と地方
では10時間以上 あります。 女性がもっ と働きたい と思うには 「最低賃金 のアッ
プ」が効果的だと思っています。
保育園に関し ましては、 本当に、総 理、塩崎大 臣とも、す でにやって くださ
っています。た だ、周りの お母さんた ちから今、 いちばん言 われている のは保
育園に入れない という問題 。難しいの は、政府の 施策を上回 る女性の就 労の伸
びだと思ってい ます。今の 形というの は限界があ るのではな いかと思っ ていま
す。保育の質を 担保しつつ 「企業主導 型保育園」 のような、 認可型だけ ではな
く、指定型の拡 充、そして 自治体の負 担もかなり 大きいので 、国からの 予算の
さらなる拡充をお願いいたします。
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、水町議員、お願いいたします。
○水町氏

資料５をごらんください。

まず、外国人材の受け入れについて。
現在の制度の 一つとして 外国人技能 実習制度が あります。 この制度に は、民
間団体が仲介す ることによ る中間搾取 などの弊害 、実習生に 職場移動の 自由が
ないことによる 低廉な労働 条件の容認 といった構 造的な問題 があり、実 際に多
くの問題を発生 させてきま した。昨年 制定された 新たな技能 実習法は、 これら
の問題の改善を 図ろうとす るものです が、問題の 根本的な解 決を図るも のとは
必ずしも言えません。韓国など諸外国でとられている方法も 視野に入れながら、
中長期的な視点 から、日本 の労働市場 の健全な発 展と外国人 材の積極的 な活用
の両立を可能と する制度の あり方を検 討すること が必要では ないかと思い ます。
次に、公務部門の働き方改革について。
今回の働き方 改革で進め られている 長時間労働 の是正、非 正規労働者 の待遇
改善などの課題 及びその基 盤にある労 働者の健康 確保、労働 生産性の向 上、社
会的公正の実現 、待遇改善 による消費 と経済の活 性化といっ た要請は、 国家公
務員・地方公務 員等の公務 部門にも同 様に当ては まるもので す。公務部 門にお
いては、これら に加えて、 国民の安全 と生活の保 障、財政健 全化といっ た要請
をあわせて考慮 することが 必要になり ますが、こ れらの点は 改革の具体 的なあ
り方の中で考慮 に入れるこ とができる ものであり 、これらが あるから改 革はで
きないという性 質のもので はありませ ん。公務部 門の働き方 改革につい ても、
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民間部門から大 きくおくれ ることのな いよう、前 向きな取り 組みを進め るべき
だと思います。
最後に、同一労働同一賃金の実現について。
昨年末に策定 された政府 のガイドラ イン案への 関心が労使 の間で大き く高ま
っており、こと しの春闘で もこのガイ ドライン案 に沿った取 り組みを進 める動
きが見られてい ます。今後 、法改正案 の審議、改 正法の施行 へと進むプ ロセス
と並行して、ガ イドライン 案を踏まえ た労使や各 企業の取り 組みが着実 に進め
られるよう、政府としても万全の対策をとっていただきたいと思います。
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、樋口議員、お願いいたします。
○樋口氏

資料６をごらんいただきたいと思います。

まず、外国人 人材の受け 入れについ てでござい ますが、高 度人材並び に専門
人材につきまし ては、さら に積極的な 受け入れを 促進してい くことが求 められ
るかと思います 。その一方 、未熟練の 外国人労働 者の受け入 れについて でござ
いますが、一時的なニーズの問題だけで即断すべきではない と考えております。
日本人の雇用へ の影響、特 に社会的コ ストという ものについ ても十分勘 案すべ
きだろうと思い ます。私も 、韓国では 二国間の協 定に基づく 外国人労働 者のコ
ントロール制度 を受け入れ ております が、話を聞 くところ、 いろいろ感 じると
ころがございま した。現在 の技能実習 制度という ものが多々 問題を抱え ている
ことは十分理解 しておりま すが、さり とて、それ にかわって これがベス トであ
るという受け入 れ方法を具 体的に考え ますと、な かなか難し いところは ござい
ます。
本件につきま しては、一 時的な労働 力不足への 対応といっ た視点だけ ではな
く、やはり国民 の理解とコ ンセンサス を求めてい くことが重 要で、その 上での
判断ということになるのではないかと思います。
２番目ですが 、就職困難 者の就業化 支援につい てお話しし たいと思い ます。
就職氷河期に学 校を卒業し 、正社員に なれず非正 規のまま就 業している 方、あ
るいは既に無業 になってい るという方 がたくさん 存在してお ります。こ の中間
層の雇用環境の 改善を図っ ていくため にも、こう した方々へ の正社員化 を進め
ていくことが不 可欠である と思います 。現在のタ イトな雇用 環境はその チャン
スであると考え ております 。同一労働 同一賃金の 取り組みを 通じた教育 ・研修
機会の提供、さ らにはきめ 細かなマッ チング支援 など、その ための対策 を実行
計画では明確に記述すべきではないかと思います。
また、長期離 職者、ひき こもり、あ るいは高齢 者、障害と いうふうに 疑われ
る人などの就職 困難者に対 して、生活 困窮者自立 支援法で、 自治体が企 業等の
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協力を得ながら こうした人 に合わせた 支援を行っ ているとい うことでご ざいま
すが、これについて、さらなる拡充が重要ではないかと考えております。
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、榊原議員、お願いいたします。
○榊原氏

前回 の会合にお きまして、 安倍総理か ら、時間外 労働の上限 規制の

あり方等につい て、労使で 胸襟を開い て責任ある 議論を行う ようにとの 御発言
をいただきました。
連合の神津会 長とは、直 接お会いし て、内容を 詰めること としており ます。
総理の御発言を しっかりと 受けとめて 、合意形成 に向けて、 最大限努力 してま
いりたいと考えております。
外国人材受け 入れについ て申し上げ たいと思い ます。本格 的な人口減 少社会
を迎える中で、 我が国が経 済社会の活 力を維持・ 強化してい くためには 、外国
人材の受け入れ促進は、非常に重要な課題であると考えます。
特 に 、 深 刻 な 人 材 不 足 に 直 面 し て い る の は 、 IT 分 野 で あ り ま す 。 今 後 、
Society5.0を本格的 に推進する ためには 、大量のIT 人材が必 要とされま すが、
この分野では国 内人材が圧 倒的に不足 しておりま す。高度なIT人材の獲 得競争
は世界的にも激 化しており ますけれど も、我が国 も海外から の高度人材 確保に
迅速に取り組むべきと考えます。
こうした観点 から、政府 が新たに導 入しようと している、 １年で永住 権を取
得できる日本版 高度外国人 グリーンカ ード制度は 、我が国で 働く魅力を 高める
上で大変有効であると考えますので、積極的に活用すべきと考えます。
また、海外人 材の定着化 を促すため には、ダイ バーシティ ー経営の推 進、長
時間労働の是正 、あるいは 人事制度改 革など、外 国人材にと っても魅力 ある就
労環境を整備し ていくこと が必要だと 考えており ます。加え て、インタ ーナシ
ョナルスクールの整備など、帯同家族への対応も必要であります。
以上が高度人 材の受け入 れ促進につ いてですが 、それ以外 にも我が国 の産業
基盤の強化やイ ンフラの維 持・整備に 必要な技能 を有する人 材、あるい は介護
など国民生活の 基盤の維持 に必要な人 材の確保策 も求められ ます。日本 再興戦
略では「経済・ 社会基盤の 持続性を確 保していく ため、真に 必要な分野 に着目
しつつ、外国人 材の受入れ の在り方に ついて、総 合的かつ具 体的な検討 を進め
る」とあります 。その具体 化に向けて 検討を深め るべきと考 えますが、 その際
には国内での管 理体制、あ るいは国民 的な合意形 成のあり方 にも留意が 必要と
考えます。
私からは以上です。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。
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続いて、神津議員、お願いいたします。
○神津氏

前回 の会議での 安倍総理か らの「労使 の合意形成 が重要であ る」と

の御示唆を踏ま えまして、 榊原会長と 直接、会話 をしていく ことを確認 してお
ります。実行計 画の策定に 向けて、時 間外労働の 上限時間設 定などに関 して胸
襟を開いて会話 を重ねてま いりたいと 思います。 今ほど、榊 原会長がお っしゃ
られたとおりであります。そのことをまず冒頭申し述べてお きたいと思います。
以下、資料７を御参照ください。これに沿って発言したいと思います。
前回、時間外労働の上限時間について事務局案が示された わけでありますが、
これはまず36協定の原則の上限時間は月45時間、１年360時間であり、それを超
えれば法違反で あること。 そして、職 場の労使が 「特別の事 情がある」 と判断
して協定を結ぶ場合においても、年間720時間が最長の時間 であるということで
あります。この 原則と例外 の扱いを踏 まえて、職 場労使が格 段の努力を してい
くことが求められる。このように認識をしております。
また、とりわ け足元の生 産性が低い とされる分 野におきま しては、早 急に労
使による対策立案と速やかな実行が求められると思います。そしてその際には、
当該労使だけに 問題解決に 向けた負担 を負わせる のではなく 、かかわる 全ての
発注元・ユーザ ーの理解を 組み込んだ ものとする ことが不可 欠と考えま す。公
正取引の担保は もちろんの こととして 、生み出し た財・サー ビスに応当 する対
価を確実に確保 することや 、それらを 原資とした 成果配分の 増と人材の 確保が
なければ、長時間労働の是正は成り立たないと考えます。
次に、一時的 に業務量が 増加する場 合の対応で あります。 この働き方 改革実
現会議の大きな 目的の一つ は、過労死 ・過労自殺 をこの日本 から一掃し ていく
ことだと理解し ております 。労使の対 策が十分に 行き届く職 場であれば 、たと
え一時的な業務 量の増加が 顕著なもの であっても 、産業医の 面談等を含 めた手
厚い措置が可能 であります が、問題は そのような 労使関係に カバーされ 得ない
職場が残念ながら我が国には圧倒的に多いという事実であります。
上限時間の設 定に際しま しては、こ れらの点を 十分に踏ま えるべきと 考えま
す。
本実現会議で まとめられ る実行計画 は、いわば 、全ての働 く者に向け たメッ
セージでもあり ます。ただ いま述べま した諸点を 踏まえつつ 、合意形成 に向け
た努力を重ねてまいりたいと思います。
なお、日本で働く外国人労働者が100万人を超えたわけでありますが、一方で、
労働者としての 権利が侵害 されている 実態もあり ます。国籍 にかかわら ず、同
等の賃金・労働 条件や労働 者としての 権利が実態 として保障 されなけれ ばなり
ません。また、 外国人材の 安易な在留 資格や就労 資格の緩和 などなし崩 し的な
受入れ拡大は問 題であると 思います。 社会インフ ラの整備と そのコスト 負担も
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含めた総合的・国民的な議論が必要と考えます。
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。

続いて、大村議員、お願いいたします。
○大村氏

中小企業は、深刻な人手不足に悩まされております。仕事も選べず、

仕事の集中や急 な短納期発 注対応を余 儀なくされ ることもあ ります。労 働規制
の制度設計や支援措置の検討に当たっては、御配慮をお願いいたします。
また、取引上 の力関係で 、中小企業 にしわ寄せ されないよ うに、大企 業側の
取り組み、意識 改革を進め ていただき たいと思い ます。特に 、３点申し 上げま
す。
１点目は、長 時間労働に ついてです 。私が前回 会議で申し 上げました が、震
災などによるサ プライチェ ーンの維持 、復旧のた めの業務、 基幹システ ムの不
具合への急な改 修、取引先 の破綻のた め、急な資 金繰り対応 の際の経理 担当や
信用組合の担当 など、突発 的な出来事 に対処する ためのやむ を得ない残 業が発
生します。労働 基準法第33 条による措 置の対象で あることを 何らかの形 で明確
にしていただき たいと思い ます。また 、この措置 を利用する 際には、事 業者の
過度な負担となる手続にならないよう御配慮をお願い申し上げます。
２点目は、同 一労働同一 賃金につい てです。ガ イドライン 案に示され ました
が、解釈の余地 が大きく、 中小企業は 具体的にど う対応した らよいかわ からな
いといった声が 届いており ます。今後 の法改正に おける丁寧 な議論や対 応窓口
の整備をお願いしたいと思います。
３点目は、多 様な働き方 等について です。働き 方改革の実 現のために は、脱
時間給の導入、 兼業・副業 の推進、女 性・高齢者 の活用など 、人材不足 ・人手
不足への対応も 欠かせませ ん。特に、 外国人材の 活用につい ては、現在 、全国
で約1,500の組合 、約２万7,000の組合員 企業が外国 人技能実 習制度を実 施して
おりますが、全 国中央会と いたしまし ても、制度 の適正化に 一層取り組 んでま
いりますので、 引き続き、 制度の定着 、円滑化を 図っていた だきたいと 思いま
す。
長時間労働の 是正や同一 労働同一賃 金の制度の 施行に当た っては、周 知や準
備のための期間 が必要です 。また、中 小企業の多 面的な支援 を総合的に セット
して制度設計す ることが重 要と考えま す。実行計 画には、多 様な中小企 業の持
続的発展が図ら れるよう、 生産性向上 支援に加え 、取引関係 の適正化や 、制度
改正に伴う労務 管理負担の 軽減なども 含めた、パ ッケージの 形で支援策 を講じ
ていただきますようお願い申し上げます。
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。
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続いて、三村議員、お願いいたします。
○三村氏

まず 申し上げた いのは、時 間外労働の 上限規制に ついての労 使の合

意形成にあたっ ては、中小 企業のこと もお忘れな いように、 ぜひともお 願いし
たいと思います。
生産年齢人口 は、これか ら毎年60万 人ずつ確実 に減少し、 人手不足は 年々深
刻化いたします 。短期的に は、就業を 希望する女 性、高齢者 、若者を中 心とし
た人的資源をフ ル活用する とともに、 より根本的 には生産性 を引き上げ ること
で何とか成長を 維持しなけ ればなりま せん。その 意味で、多 様な人材の 活躍推
進に向けた働き 方改革につ いて、この 会議で議論 できたこと は率直に評 価させ
ていただきたいと思います。
ただし、本会 議の発足時 に安倍総理 の掲げた９ つのテーマ には「外国 人材の
受入れ」及び「働き方に中立的な社会保障 制度・税制」も含まれておりました。
例えば、外国 人材の受け 入れについ ては、人手 不足がさら に深刻化し 、中長
期的に経済成長 がより難し くなる中で 、外国人材 の活躍推進 に期待が集 まるこ
とが予想されま すので、移 民とは違う 形での受け 入れについ て、今から 網羅的
に課題を整理し、議論する必要があると思います。
また、社会保 障制度・税 制について は、一体改 革の議論は 避けて通れ ないと
思います。高齢 者に偏った 社会保障給 付を見直し て、恒久財 源を女性や 若者な
ど多くの就業希望者、さらに少子化対策に大きく振り分ける べきだと思います。
こうした構造改 革は一部の 人には痛み を伴います けれども、 長期安定政 権の安
倍内閣だからこそ、今後、真正面から議論してほしいテーマです。
最初の会議で 安倍総理は 「働き方改 革こそが、 労働生産性 を改善する ための
最良の手段。働 き方改革は 、社会問題 だけでなく 、経済問題 である」と 発言さ
れました。商工 会議所とし ても、これ に全面的に 同意するも のでありま す。働
き方改革によっ て新たなイ ノベーショ ンが生まれ 、生産性も 向上し、日 本の成
長率を引き上げるというポジティブな面に期待しております。
ただし、これまでの議論は同一労働同一賃金や長時間労働 是正などに絞られ、
生産性をさらに 伸ばしてい くための網 羅的な議論 ができたの か、やや疑 問が残
ります。
働き方改革は 規制改革の 中でも難易 度の高いも のですが、 成長戦略の 一丁目
一番地であり、 中小企業の 活力強化、 生産性向上 につながる ことを期待 してお
ります。実行計 画では、た だいま申し 上げた視点 も踏まえて 、網羅的か つ現場
の実情に合わせた内容となることを望みます。
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、金丸議員、お願いいたします。
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○金丸氏

ありがとうございます。

私は資料は用 意しており ませんので 、今まで申 し上げてき たことに加 えまし
て一言、意見を申し述べさせていただきます。
現在、未来投 資会議で、 第４次産業 革命時代に 企業はどう ビジネスモ デルを
変革し、どう国 際競争力を 高めるか、 どう変化対 応すべきか 、個人は生 涯現役
で活躍できる専 門性をどう 身につける べきか、そ のためには 必要な学び 直し・
リカレント教育はどうあるべきかを議論しているところでございます。
今回の働き方 改革は、未 来の変化に も十分対応 できるよう 、多様な働 き方を
許容し、自律的 な働き方を 望む個人が 望まない制 約はなくし ていただい て、最
低限守るべき法制度としていただきたいと思います。
外国人人材の 活用につき ましては、 第４次産業 革命をリー ドできる我 が国の
人材は質も量も 不足してい るという認 識でいます 。高度な専 門性を有し た外国
人材獲得は急務 であり、海 外の規制と 競争可能な 法制度を早 期に実現し ていた
だきたいと思っています。
最後になりま すが、これ も何度も申 し上げてま いったこと ですが、上 限規制
の導入につきま しては、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 設計してい ただきます よう重
ねてお願い申し上げます。
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、岩村議員、お願いいたします。
○岩村氏

ありがとうございます。

私は、きょう は外国人労 働者の問題 を取り上げ たいと思い ます。提出 資料は
ございません。
この問題を検 討する上で 原則となる べき考え方 は、少なく とも次の３ つであ
ると考えております。
第１は、我が 国に来て雇 用される外 国籍の方々 は、抽象的 な「労働力 」では
なく、特定の文 化・言語・ 宗教などの 環境の中で 育ち、生活 してきた生 身の人
間であるという ことであり ます。彼ら の中には一 定期間経過 した後は帰 国する
ことが予定され ている方も いますが、 我が国に滞 在中は、彼 らの文化・ 言語・
宗教等を尊重し つつ、しか し無用なあ つれきが生 じないよう に情報の提 供等の
配慮を行い、我が国の社会の中で受け入れることが必要となります。
第２は、外国 国籍の労働 者やその家 族の人間と しての尊厳 を守り、人 権を保
障することであ ります。と りわけ、外 国の国籍で あること、 あるいは人 種や民
族といったこと を理由とす る差別は許 されないも のであり、 排除されな ければ
なりません。
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第３は、雇用 されて就労 する場合は 、労働法や 社会保険法 の適用が確 保され
ることでありま す。技能実 習生につい ては確保さ れているわ けでありま すけれ
ども、定住者と して我が国 で就労して いる日系人 については 、私も現地 調査を
したことがあり ますが、労 働法はとも かく、社会 保険の適用 が回避され ること
が少なくありません。しっかりとした社会保険の適用監督が求められます。
また、社会保 険の適用の 回避が発覚 し、さかの ぼって被保 険者資格が 認めら
れますと多額の 保険料負担 が日系人の 労働者に発 生します。 これが、彼 らが行
政当局に社会保 険適用を働 きかけるこ とを断念さ せる原因に なっていま す。事
業主が故意に社 会保険適用 を回避した 場合は、過 去の保険料 については 被保険
者分も含めて全 額事業主負 担とすると いった、日 系人の権利 行使を容易 にする
方策が検討されるべきではないかと思っています。
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、新屋議員、お願いいたします。
○新屋氏

りそなホールディングスの新屋でございます。

本日は、企業と従業員の関係について、少しお話をさせていただきます。
企業と従業員 の関係は、 時代ととも に変化して います。例 えば、新卒 採用で
見ても、就職氷 河期といっ た時代もあ りましたが 、現在は超 売り手市場 になっ
ております。
以前は、企業 が従業員を 選ぶ時代で あったかも しれません が、現在は 従業員
が企業を選ぶ時 代になって います。人 材確保が課 題になって いる企業も 多数あ
ると思います。
働き手にとっ て魅力のあ る職場とな るために企 業が努力を する一方で 、従業
員の側も、自己 実現や自己 成長のため には努力が 必要であり 、意欲・能 力のあ
る人が報われなければならないと考えています。
そうした認識のもと、当社グループでは、企業と従業員がWin-Winの関係にな
るということを 目指して、 さまざまな 人事施策を 実施してき ております 。同一
労働同一賃金の仕組みもその一つになります。
この働き方改 革実現会議 でも議論さ れる労働関 連法令など は、その歴 史的背
景から、弱者と しての従業 員を守るこ とが重視さ れておりま すが、これ からの
時代は、企業と 従業員の良 好な関係を サポートす る役割も強 めていくこ とが日
本経済の活性化につながるのではないかと考えます。
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。

最後になりましたが、岡崎議員、お願いいたします。
○岡崎氏

障害者雇用について述べさせていただきます。
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弊社が障害者 雇用に取り 組む中で思 うことがあ ります。中 小企業、特 に社員
50人以下の企業 の障害者雇 用促進が今 後の障害者 雇用率アッ プにつなが るので
はないかと考えます。
理由は、中小 企業は、経 営者自身が 障害者一人 一人の特性 や個性を理 解した
上で、採用、仕 事の配置や 切り出しが 行えること 。現場での 問題発生時 も、経
営者が責任者と なり、改善 に取り組む ことができ ること。数 合わせの雇 用では
なく人材として 採用するこ とで、経営 者に「障害 者の人生を 預かる」と いう覚
悟ができるため、継続的な障害者雇用が進むと考えます。
大企業は、早 くから障害 者雇用に前 向きに取り 組んでおら れ、雇用率 にも貢
献していらっし ゃいますが 、障害者雇 用の会議で 人事担当者 が言われる には、
法定雇用率の充 足が第一義 的な目的と なるため、 個々の特性 を生かした 雇用と
ならず、ミスマ ッチが起き 、離職につ ながりやす い。また、 生産効率を 優先す
るため、採用す る障害種別 は耳の不自 由な人や身 体障害者の 採用が多く 、知的
障害、精神障害の方の採用を避ける傾向があることもわかりました。
特例子会社の 場合も同様 に、障害特 性の偏り傾 向があると ともに、本 社との
日常的な交流が 少なく、共 生の社会づ くりにつな がりにくい 側面がある ことが
わかりました。
労働局の雇用 率の統計発 表は、法定 雇用率の充 足に重きが 置かれるた めか、
社員50人未満の 企業の雇用 実態につい ては発表さ れていませ ん。多くの 企業が
ハローワークを 通じて雇用 をしている 現実から、 社員50人未 満の企業の 雇用実
態もつかんでいるのではないかと考えます。一社当たりの雇 用数は少なくても、
中小企業の企業 数は圧倒的 に多いので 、社員50人 未満企業も 統計発表に 加えて
いただき、その実態から支援や啓蒙活動を行っ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

どうもありがとうございます。

以上、有識者 の皆さんか ら御意見を いただきま したけれど も、何か追 加的に
御発言はございますでしょうか。
それでは、政府側から御発言をいただきたいと思います。
まず最初に、塩崎厚生労働大臣、お願いいたします。
○塩崎厚生労働大臣

ありがとうございます。

資料８を今日は御用意しております。
働き方改革は 、多様な働 き方の選択 を可能とし て、企業の 生産性や競 争力の
向上、そして賃 金アップ、 さらには経 済成長につ ながること 、すなわち 、何度
も申し上げてお りますけれ ども、「働 く喜びと成 長の好循環 」が重要だ と思い
ます。これは同 一労働同一 賃金や、あ るいは労働 時間、高齢 者問題など 、全て
の労働政策に共 通の考え方 でありまし て、外国人 活用につき ましても同 じこと
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だと思っております。
昨日の国家戦 略特区諮問 会議におき ましても、 外国人材の 受入れにつ いて議
論がなされまし た。特に専 門的・技術 的な分野に おける外国 人の積極的 な受入
れは、内なるグ ローバル化 の推進や日 本人にはな い新たな発 想をイノベ ーショ
ンに結びつけて 、我が国の 経済社会の 競争力強化 のために重 要だと思っ ており
ます。
しかしながら 、さまざま な課題があ り、そして 、その対応 ぶりについ て資料
８にお示ししてございます。
高度外国人材などの「成果で評価される分野 」での活用は 、職務の明確化と、
公正な評価・報 酬を実現す る「同一労 働同一賃金 」と同じ考 え方に基づ く改革
と「高度プロフ ェッショナ ル制度」な ど、健康確 保の下で、 成果を公正 に評価
する労働制度の導入がいよいよ肝要だと思っております。
また、外国人 材が英語だ けでも活躍 できる環境 整備も重要 だと思いま す。企
業内での英語公 用語化の取 組をはじめ 、外国の言 語や文化の 理解を図る など、
受入れ側である日本企業自身の変革のよいチャンスでもあろうかと思います。
今後、厚労省 としては、 職務の明確 化、あるい は公正な職 務能力評価 と処遇
の構築など、働 き方改革を 推進する法 改正の実施 。そして、 海外の大学 の学生
や日本への留学 生のサマー ジョブやイ ンターンシ ップのマッ チング支援 などを
新たに開始しよ うと思いま す。日本企 業における 英語力強化 などの研修 支援の
強化、さらには 、今日も何 度も出てお りますが、IT人材の海 外からの受 入れに
ついても、その 第一歩とし て、例えば インドなど 、現地での 求人情報提 供、マ
ッチング支援の検討に新たに取り組んでいきたいと思います。
外国人材の活 用は、少子 高齢化によ る社会構造 変化の著し い我が国に とって
必要不可欠でご ざいます。 創意工夫に より課題を 解決し、今 後もしっか りと取
り組んでまいりたいと思います。
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、世耕大臣、お願いいたします。
○世耕経済産業 大臣

最近 、若い人が 企画した働 き方改革の イベントに 出てま

いりましたが、 若い人から 「もっと働 きたい、柔 軟に働かせ てほしい」 という
声が非常に多か った印象で した。健康 で、働きた い人を無理 やり一律に 制限す
るのも働き方改 革に逆行す ると思いま す。労働時 間と働き手 の関係は一 律に考
えるべきではないと思います。
また、最新の テクノロジ ーを活用し た健康管理 や職務管理 にも注目す べきで
あります。ウェ アラブル端 末などを活 用して、生 産性向上を はかるシス テムの
開発など、我々 が思いつか ないような 取り組みが 進んでいま す。こうい う動き
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をさらに促していかなければならないと思います。
また「成果」 で評価され る分野につ いては、健 康確保を前 提にしなが ら、裁
量労働制の拡充 や高度プロ フェッショ ナル制度の 導入とトー タルパッケ ージで
進めていくこと が必須であ ります。こ れらについ ては、実行 計画にしっ かりと
明記することが重要だと思います。
外国人材につ いては、ま さに働き方 改革と表裏 一体であり ます。第４ 次産業
革命のもとで生 産性を上げ ていく観点 からも、IT 分野を中心 に、高度外 国人材
の獲得は非常に 重要であり ます。欧米 の現在の政 治状況を見 ると、オー プンで
グローバル志向 の強い高度IT人材を日 本へ招くた めには、今 がチャンス だと思
います。ここで オープンな メッセージ を発信でき るかどうか が正念場で ありま
す。日本の成長に関心を持つ海外の投資家もまさにこの点を 注目しております。
ジョブディス クリプショ ンが明確で 、それに基 づいて成果 が評価され ること
が前提の高度外 国人材を受 け入れるこ とができる ような働き 方改革を実 現しな
ければならないと考えます。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございます。

松野大臣、お願いいたします。
○松野文部科学大臣

資料９をごらんください。

文部科学省で は、これま での実現会 議における 議論を踏ま えつつ、働 き方改
革の具体策を検討しています。
特に、総理か らお示しい ただきまし た検討テー マのうち「 女性・若者 が活躍
しやすい環境の 整備」に向 けては、第 １に、高校 中退者等の 高卒資格取 得に向
けた学習相談・学習支援や、その後の就労・自立につなげる地域モデルの構築・
全国展開。第２ に、女性の 学び直しを 支援し、再 就職等につ なげていく ため、
大学等における 女性リカレ ント教育モ デルの構築 及び講座数 の増加。第 ３に、
子育て中の女性 等が受講し やすいよう 、大学等に おいて短時 間で学べる プログ
ラムを認定・奨 励する仕組 みの創設な どに、関係 省とも連携 しつつ、新 たに取
り組みます。
働き方改革実行計画の策定に向け、文部科学省施策の具体 化を引き続き進め、
その全体像を示してまいります。
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。

ほかの大臣から御発言はございますか。
よろしいでしょうか。
最後に、安倍総理から御発言をいただきたいと思います。
プレスが入室いたしますので、少しお待ちください。
（報道関係者入室）
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○加藤働き方改革担当大臣
○安倍内閣総理 大臣

それでは、総理、お願いいたします。

本日 は外国人材 の受入れ問 題など、こ れまでに取 り上げ

ていないテーマ 全般につい て御議論を いただきま した。働き 方改革実現 会議が
スタートして今 日で８回目 になります が、個別テ ーマについ ての議論は 今回が
最終回となりました。
働き方改革は日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働くという
ことに対する考 え方そのも のに手をつ けていくと いう改革で あると申し 上げて
きたところでご ざいます。 長時間労働 についても 、長時間労 働の上に様 々な商
習慣ができ、労 働慣行がで きています 。これを変 えていくた めには、政 労使が
正に３本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要であります。
罰則付きの時間外労働上限規制の導入についても、長年、労政審で議論して
きましたが結論 が出なかっ た問題でご ざいます。 ということ は、一度こ こで何
か強引な結論を 出したとし てもこれは 労政審に出 していくわ けであります から、
そこでまた結論が出ないということになるわけでございます。
そこで私が議長という責任を持つ形で本会議を設置して 、議論していただい
ているわけでございます。
労使ともに働く人の実態を最もよく知っているわけであり 、現場に対してど
れくらいの時間 外労働時間 の上限が実 効性があり 、かつぎり ぎり実現可 能なの
かということを考えていただきたいと思います。
本日も榊原会長、そして神津会長からもお話があり、またお二人が合意に向
けて大変な御努 力をしてい ただいてい ることに改 めて敬意を 表したいと 思いま
すが、私も力を 尽くしてい く決意でご ざいます。 これまでの 努力が水泡 に帰す
ことのないよう 、しっかり と合意形成 に努めてい ただきたい とお願いを 申し上
げます。
外国人材の受入れについては、我が国では、専門的・技術的分野の外国人に
ついては、わが 国の経済社 会の活性化 に資するこ とから、積 極的に受け 入れる
ことが重要との 見解をとっ てきました 。他方、専 門的・技術 的分野とは 評価さ
れない分野の外 国人の受入 れについて は、ニーズ の把握や経 済的効果の 検証だ
けでなく、日本 人の雇用へ の影響、産 業構造への 影響、教育 、社会保障 等の社
会的コスト、治 安など幅広 い観点から 、国民的コ ンセンサス を踏まえつ つ検討
すべき問題との 立場をとっ ているとこ ろでありま す。このよ うな視点を 踏まえ
て、実行計画を 取りまとめ ていきたい と思います のでよろし くお願いい たしま
す。
○加藤働き方改革担当大臣

ありがとうございました。

それでは、プレスの方は御退室をお願いいたします。
（報道関係者退室）
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○加藤働き方改 革担当大臣

本日はあ りがとうご ざいました 。特に今月 は３回

にわたって、この会議を開催させていただきました。
次回の予定及 びテーマに ついては、 これから事 務局から連 絡をさせて いただ
きますが、今、 総理からお 話がありま したように 、個別テー マについて の議論
は今回が最終回 ということ で、いよい よ実行計画 の取りまと めに向けて 議論を
進めさせていた だきたいと 思っており ますので、 引き続きよ ろしくお願 いをし
たいと思います。
また、御発言 ぶりについ ては従前ど おりでござ いますので 、御自身の 発言に
限り対応いただければと思っております。
それでは、以上をもちまして会議を終了させていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
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