衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成30年1月29日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

○河村委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。
まず、草津白根山の噴火によって亡くなられた
自衛官に心から哀悼の意を表します。被害に遭わ
れた皆様に心からお見舞いを申し上げます。
また、全国的に豪雪被害が発生しております。
政府には引き続き万全の対策を求めたいと思いま
す。よろしくお願いをいたします。
さて、質問に入る前に、これまで与党と野党の
予算委員会の質疑時間、八年間、質疑時間の比率
の慣例が続いてまいりました。その慣例であれば、
野党の質問時間は、きょうのケースでいうと午前
十一時からだったんですね。今一時二十分でござ
いますので、与党が一時間二十分多いという比率
になったわけでございまして、八年間続いた慣例
が破られたということで、そんなに野党の質問が
嫌なのかなというふうにも思わざるを得ないんで

すけれども。
これは総理、自民党の総裁として、八年間の慣
例を破ってまで野党の時間を短くする、この真意
はどういうことなんですか。撤回いただけないで
すか。
○安倍内閣総理大臣 国会でお決めになることだ
ろう、このように思います。
○長妻委員 私も予算委員会の筆頭理事というの
を何年かやらさせていただきましたが、総理はい
つもそういうふうにおっしゃるんですが、自民党
サイドと交渉すると、いや、首相官邸からこうい
う指示が来た、首相官邸がかたいんだと。籠池さ
んの証人喚問も、首相官邸がやっていいと言われ
たからやる。こういうことがばんばん自民党サイ
ドから話があるわけで、首相官邸が関与している
んですよ。
これは総理、自民党総裁として、こういう、本
当に、野党の時間を削るという、国会の監視機能
を弱めるということについて、厳重に抗議をした
いと思います。
例えば、民主党政権時代に国対委員長だった、
自民党の野党国対委員長岸田さん、今、自民党政
調会長でございますけれども、岸田さんも、相当、
議事録を見ますと、審議入りの条件として、昨年
以上の審議時間を野党に与えろとか、野党時代の
自民党は、野党の質問時間を拡大するために相当
な激しいことをおっしゃられて、野党と与党、立
場が変わるとこれほど主張を変えるのかというこ
とで、もう驚きを禁じ得ないわけでございます。
いろいろな世界の事例を言うんですけれども、

例えば、調べてみますと、ドイツなんかは予算委
員会の委員長は野党から出すというのが慣例だそ
うでございまして、ぜひそれも検討していただき
たいと思うんです。
あそこの席に野党が座って、幅広い観点から、
予算委員会、見直すということもありましょうし、
日本は事前審査制という、御存じのように、国会
に予算とかあるいは法律が出てくる前に、与党の
中で審査をして、与党の了解がなければ予算や法
律が国会に一切出ることはない、まかりならぬと
いうことで、予算委員会の審議も、予算の修正、
法律の修正というのはほとんどないんですよ、日
本は先進国に比べて。
こういうことも含めて、事前審査制、十分与党
の中で修正をして議論をしているのに、国会に出
たときに与党の質問時間をふやすというのは、制
度の成り立ちからしても私は問題があるというこ
とで、ぜひ総理に考え直していただきたいという
ことをまず申し上げます。
そして、もう一つ驚きましたのが、私、きょう、
佐川国税庁長官の、税の信頼性の観点から果たし
て国税庁長官にふさわしいのかどうか、そういう
質問をしようということで、佐川長官をお呼びを
して、相当準備をいたしました。
ところが、何ですか、これは。昼の理事会で、
佐川長官は呼ばない。本人は御都合がつくらしい
ですけれども、これは何で呼ばないんでしょう。
これは誰に聞けばいいんですか。
○河村委員長 この問題は、今、両理事間で協議
を続けておるところでございます。理事会の協議
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を続行しております。
○長妻委員 いやいや、続行しているって、だっ
て、私が今から国税庁長官に質問するわけですか
ら、続行していたら質問できないじゃないですか。
ちょっと一旦休憩して、続行してください。結論
を出してください。
○河村委員長 これは理事会の協議事項でありま
して、協議が調わない場合には、決められないわ
けです。全会一致を原則としておりますので、全
会一致が得られませんので、全会一致になるまで
……（長妻委員「ちょっと一回とめてくださいよ。
継続なんでしょう」と呼ぶ）できません。
全会一致するまで、今理事会は休憩しておりま
すので、引き続いて、理事会を開会して、その問
題について協議をさせていただきます。
どうぞ。（発言する者あり）ちょっと、お帰り
ください。私の方から。
先ほどの理事会で……（発言する者あり）そう
いうふうに決めましたので、再開をする、委員会
が終わりましたら再開をするということで決まっ
ておりますので、先ほど、そういうことを理事会
で決めておりますので、そのとおりやっていただ
きたいと思います。
○長妻委員 これは今、継続的に議論をする、呼
ぶか呼ばないかというお話を委員長がされたので、
私が今から質問するわけですから、休憩をして、
結論を白黒つけていただきたいということを申し
上げたんですが、委員長はお聞きにならないので
質問を続行しますけれども。
これは何でですかね、佐川国税庁長官を呼ばな

い理由というのは。野党は要求していて、与党が、
これ、筆頭理事、何でですか。否定をするという
ことで、非常におかしな話だということで、厳重
に私は与党に抗議をしたいと思います。
その上で、佐川長官についてでございますが、
この森友学園の問題、まだこれは決着がついてい
ないというふうに私は考えております。
といいますのは、昨年、総理も覚えておられる
かもしれませんが、私と十一月に予算委員会で議
論をしたときに、これまで総理大臣は、国有地の
処分、価格も含めて適正になされていると、適正、
適正と何度もおっしゃった。
私が総理に、適正とおっしゃっておられたけれ
ども、会計検査院が、適正ではない、こういうふ
うに判断を下したからには、総理のこれまでの国
会の発言について、謝罪なりなんなりないんでし
ょうかというふうにお伺いしましたら、総理から
は、国有地売却の問題については、担当している
財務省や国交省から適切に処分していたとの答弁
があったところであり、私もそのように報告を受
けていました、これまでの私の発言については、
そのような理解の上で申し上げたということで、
間違っていたわけですよ、総理の適正という発言
が。
でも、その間違っていたのは、財務省からそう
いう報告が上がったから、それをただ言ったまで
だ、自分は悪くないと言わんばかりの答弁だった
と私は思うんですが、総理はいまだに、自分は国
会に対して、適正だ、適正だと言ったことについ
て謝罪なりなんなりというのは一切ないわけです

よね。
そのときに、そのないのも私は相当おかしいと
思うんですが、では、総理もおっしゃるように、
適正だというふうに報告を上げてきた財務省、財
務省の責任、謝罪、こういうのはあるんですか。
○安倍内閣総理大臣 私の見解を聞かれたときに
お答えをしたことについては、お答えをしたとお
りでございます。
覚えておられると思いますが、その際、適切に
対応していると報告を受けていると答弁をし、し
かし同時に、会計検査院、独立をしている会計検
査院がしっかりと検査をするものと思われると。
これは他の案件と同じでございます。さまざまな
省庁がさまざまな職責を、予算の伴う仕事をして
いるわけでございますが、その仕事について、当
然、内閣総理大臣としては、適切に仕事をしてい
る、こう思うわけでございます。
しかし、そこに嫌疑が生じた場合には、会計検
査院がしっかりと検査をする、こういうことでは
ないか、このように思います。
○長妻委員 いや、驚きました、今の答弁。
会計検査院の報告が出る前の答弁ならそうかも
しれませんけれども、検査報告が出て、適正でな
いというふうに検査院が指摘したわけで、これま
で国会で総理や財務省が適正だと、長い時間を使
って国会で審議して、皆さんも聞いておられたと
思うんですが、その謝罪なりというのは何にもな
いんですか。それで国税庁長官には栄転ですか。
国民をなめるのもいいかげんにしてほしいと私は
思います。
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いかがですか、総理。
○安倍内閣総理大臣 ただいま答弁したとおりで
ございまして、これは、会計検査院からはこの案
件だけではなくてさまざまな指摘を受けるわけで
ございます。そうした指摘を受けた際、私の方か
ら、この指摘に対しての政府としての考え方を述
べさせていただいているところでございまして、
次年度の予算においてはそれを反映させていただ
くということを申し上げているところでございま
す。
○長妻委員 これは、委員長もおかしいと思いま
せんか。与党の皆さんもおかしいと思いませんか。
だって、国会で、それは会計検査院は大変多くの
指摘はしていると思いますけれども、この森友学
園の問題は相当国会で議論になりましたよね、相
当。それで、何度聞いても、適正、適正、適正、
総理もおっしゃり、財務省もおっしゃった。
それが適正でないということになったときに、
ここは国会ですから、こちらは行政府ですから、
行政府の責任者として国会でそういう答弁をされ
たことについて、何にもないんですか、謝罪も。
しかも、その、総理がおっしゃる、財務省の言
うことを自分は真に受けて答弁したんだというよ
うな趣旨のお話をされた、その財務省のその責任
者が国税庁長官に栄転をする、そして、それにつ
いて総理に聞くと、適材適所であると国会で答え
るというのは、私は、前代未聞の無責任体質じゃ
ないですかと思うのは私だけじゃないと思うんで
すけれども。
これは、与党の皆さん、どうなんですか。おか

しいと思いませんか。これは別に、何か与党と野
党の対決する話じゃなくて、国会は一つですから。
国会に対して政府が適正だと答弁していて、それ
が適正じゃないと会計検査院が指摘をしたことに
ついて、何にもコメントがないんですか、財務省
も総理も。国会の時間を何だと思っているんです
か。
ちょっと総理、もう一回答えてください。
○安倍内閣総理大臣 これは今までも答弁をさせ
ていただいているわけでありますが、森友学園へ
の国有地売却については、私自身、さきの衆議院
選挙における各種の討論会やこれまでの国会にお
いて、いただいた質問に丁寧に説明してきたとこ
ろであり、今後ともしっかりと説明していかなけ
ればならないと考えています。
他方で、かねてから、国有地の売却価格につい
ては、会計検査院がきっちりと適正に調査をする
ものと思っているということを申し上げてきたと
ころです。その後、政府から独立した機関である
会計検査院が検査を行い、さきの国会において報
告が提出されました。その報告については真摯に
受けとめる必要があると思っております。
さきの国会において、財務省から、この報告の
内容を重く受けとめ、これをしっかり検証した上
で、国有財産の管理、処分の手続等について必要
な見直しを行っていくことに尽きるという答弁が
ありました。
国有地は国民共有の財産であり、その売却に当
たっては、国民の疑念を招くようなことがあって
はなりません。私としても、国有財産の売却につ

いて、業務のあり方を見直すことが必要と考えて
おります。関係省庁において、今後の対応につい
てしっかりと検討させているところであります。
○長妻委員 総理、全く私の質問に答えておられ
ないんですけれども、私は国会に対する責任のこ
とを言っているんですよ、国会に対して。国会に、
総理も財務省も、適正だとずっと時間をかけてお
っしゃっておられて、それが適正でなくなったと
きに、国会に対する発言の責任、謝罪なり、何に
もないということはあり得ないですよ。国会が本
当に軽んじられている。与党も本当にいいんでし
ょうか、これ。
私は本当に、こんな内閣、無責任内閣、この体
質、そして、しれっとそういう答弁をされる総理、
これは本当に私は大きな問題だと思いますし、似
たようなことがこれからもどんどん起こる可能性
が否定されないと思いますよ、責任者がこういう
姿勢であれば。財務省が適正だと言ったから自分
は言ったまでだ、重く受けとめればいいんだ、こ
んな話って本当にあり得るんですかね。本当に私
は憤りを覚えるところでございます。
そして、では、適正だと言った財務省の責任者
の佐川長官、記者会見、マスコミも要請して、私
もするべきだと思いますけれども、就任記者会見、
歴代の国税庁長官はみんなしているんですよ。財
務省に確認しました。ところが、佐川さんだけが
一度も記者会見をしていない、就任記者会見。業
界紙には、ばんばんインタビューで出る。全国を
回る、訓示。業界紙は森友学園、一切聞きません
から。
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それで、全国を回った訓示の議事録というのを
見ますと、職員の皆さん、行政文書、情報の管理
の徹底に特段の配慮をしてくださいと。これは本
当に腹に落ちますかね、職員の皆さんはこれまで
の佐川局長時代の言動を聞いて。
これはもう世も末だと私は思います。確定申告
が二月十六日から始まるときに、国民の皆さんは、
領収書を一枚だけなくしちゃいました、何とかと
言っても、こんなの認められるわけないですよ、
故意になくしていなくても。示しがつくんでしょ
うか、税の信頼ということで。
野田総務大臣にちょっとお伺いしたいんですが、
総理はなかなかかたいので。
税の信頼という意味では、私、地方税も深刻だ
と思うんですね、長官がこういう姿勢で、地方税
の支払いとかそういうものについて。私は、せめ
て、内閣の一員として、国税庁長官、記者会見ぐ
らいはした方がいいんじゃないのかということを、
税の、地方税の担当としてどうですか。
○野田国務大臣 質問通告をいただいておりませ
ん。にわかにお答えすることができませんが、所
管外ということでコメントは差し控えさせていた
だきたいと思います。
○長妻委員 ちょっと残念ですね。何か難しいこ
とを聞いたつもりはないんですが。
そうしたら総理、この佐川さんの就任記者会見、
総理は森友学園について、説明はきちんとします
と何度も繰り返しおっしゃられている。佐川長官
は就任記者会見を一切されておられない。総理、
するべきじゃないのかと一言言えば、間違いなく

するでしょう、すぐ。ぜひそういうお言葉をいた
だきたいと思うんですが。
○麻生国務大臣 就任の記者会見についての話だ
ったのだと思いますが、国税庁の所管の行政以外
に関心が集まっていたことから、国税庁において
は実施をしないと決めたんだと、たしかあのとき
はそうだったと聞いております。
就任に当たって長官の抱負などというのは、こ
れは文書で既に公表しておりますので、国税庁長
官就任に当たって適切な対応としては行われてい
ると考えております。
○長妻委員 これもびっくりしました。国税以外
の関心がある、そういう状況だから、質問には答
えないために慣例である就任記者会見はしないで
もいいというのが財務大臣の見解だということで、
驚きました。
だって、長官というのは全てのことにいろいろ
答えるわけですよ、それは。税以外のことについ
ても、トップですから、御自身の発言について。
それが長官じゃないでしょうか。税以外の質問が
飛んでくるから一切自分は公の場には出ません、
それで、国民の皆さんには確定申告ちゃんとして
くれと。
国税庁長官の佐川さんが雑誌で、納税者のタッ
クスコンプライアンスの支援、納税者はタックス
コンプライアンス、税法をきちっと遵守しろ、こ
ういうお話をされておられて、あと、一番最後の
パネルですけれども、これも、こういうポスター
があるんですね。去年、国税庁の職員を採用する
ポスターでございますけれども、こんなことが書

いてある。「「この世で最も被害者が多い犯罪は
なにか？」 その答えは、脱税。税金は国民のた
めに使われるもの。 それをごまかして正しい税
額を納めないことは、国民全員を被害者にするか
ら。」こういうようなポスターがある。
あの森友学園の国有地の売却金額もごまかした
ものという疑いが払拭されていないわけで、こう
いうポスターは、佐川長官が就任直前につくられ
たポスターなんですが、来年も使えるんでしょう
か、こういうポスターを国税庁は。私は、恥ずか
しくて使えないんじゃないかと心配するわけであ
りますけれども、税への信頼がこれほど失われる
人事はないと。
ぜひ総理、佐川隠しを国会もしないで、佐川長
官、一旦これは辞任をする、身を引く、説明をし
た上で。そういう御判断というのはないんですか、
総理。
○安倍内閣総理大臣 財務省の人事のことでござ
いますから、財務大臣から答弁させます。
○麻生国務大臣 たびたび同じような御質問をい
ただいておりますので、同じようなお答えを申し
上げますが、国税庁の長官人事については、これ
は他の全ての人事と同じく、それぞれのポストに
ふさわしい人材を充てる、当然のことです。
国税庁長官をやる前に、国税庁の次長、大阪国
税局局長など徴税分野における経験がありますし、
主税局の審議官など税制の企画立案の経験も豊富
であることに加えまして、さまざまな分野で多種
多様な課題の解決に当たってきた人物であるので、
国税庁長官としては適任だと考えており、私ども
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としては、国税庁長官としての職務を適切に行っ
ていると考えており、引き続き、その職責を果た
してもらいたいと考えております。
○長妻委員 これは本当にびっくりするばかりで
ありますけれども。
市民団体の方々がもう署名を集めて、佐川長官
の辞任の、相当数集まっていると。
佐川長官、言うまでもありませんけれども、か
つて国会で、森友学園との国有地の価格につき、
こちらから提示したことも先方から希望が示され
たこともないとおっしゃっておられて、その後、
音声データが出て、ゼロに近い金額まで努力しま
すという近畿財務局の話が出て、その答弁の信憑
性が失われた。あるいは、適正に算定されたもの
であるということも、さっき申し上げたように、
会計検査院の報告でそれが否定をされた。
いろいろここにありますけれども、数え切れな
いほどの事実と異なる疑いのある答弁が連発され
ておられるわけでありまして、我々、こういう税
の信頼にかかわる問題については引き続き総理に、
一切、会計検査院から適正でないということが出
たにもかかわらず、総理も含めて誰一人謝罪もし
ない、国会に対して。これはどう考えてもおかし
いと思います。次に移らざるを得ません、総理も
かたくななので。何とか我々は、国民の皆さんと
も連携して、こういうふざけたことはやめさせる
ように何とかやりたいと思っております。
次に、働き方でございますけれども、総理は、
相当力を込めておっしゃっておられるのが、総理、
総理が力を込めておっしゃっておられるのが、過

労死、過労自殺の悲劇を二度と繰り返さない、強
い決意で長時間労働の是正に取り組みます、そう
いうふうに総理はおっしゃっておられるわけであ
ります。
実は、総理も本当によく御存じないとすると私
は深刻だと思うんですが、今回、残業の上限が青
天井となる働き方が相当拡大するんです。そうい
う働き方も、高度プロフェッショナル、裁量労働
制を営業に拡大する、そういう二つの、残業の上
限を青天井にする働き方を相当拡大する、そうい
う条文も紛れ込んでいるんですよ。総理、御存じ
ですか。
これについて、ぜひ総理からも強い指導をいた
だきたい。この条文、今の申し上げたところは削
除すべきだと私は考えているんですが、この今申
し上げた高度プロフェッショナル、裁量労働制の
営業拡大というのは、一体、拡大すると何人ぐら
いに拡大するんですか。大体でいいですから、ど
のくらいの人数に拡大するんでしょう。
○加藤国務大臣 今、裁量労働制の対象拡大とい
うことでございますが、現下の適用労働者につい
ては、もう既に御報告申し上げておりますけれど
も、専門業務型裁量労働制で約八十万人、企画業
務型裁量労働制で十七万人、これは適用労働者の
割合という統計と実際の雇用者数から掛けてつく
っておりますので、かなり試算ということでござ
いますけれども、これが今の現状でございます。
そこから先どうなっていくかは、今回、これま
での、既に出した法案、前の国会までに提出した
法案に見直しをさせていただいた上で、今、法案

の策定作業に入っておりますけれども、それを踏
まえた中で、それぞれの事業主体がどう対応する
かということによってもそこは変わってくるんだ
ろうと思います。
○長妻委員 そんなばかな話がありますか。さっ
ぱり人数がわからないと。今言った人数は、今の
裁量労働制、小さい範囲の裁量労働制、現行のこ
とをおっしゃっておられるわけで、裁量労働制は、
私も先週、裁量労働制の犠牲になられた方とお会
いしました。
三十代の女性でございますけれども、裁量労働
制というのは、一日の労働時間をみなしで決めて、
それ以上残業しても残業代は出ないし、青天井だ、
上限規制も全くないというものでございますが、
みなしでその人は一日八時間だと、八時間という
ふうにみなされていましたが、残業では長いとき
で月百時間もしていた。
そして、繁忙期が問題なんですが、繁忙期は深
夜一時ぐらいまで残業して、早朝は六時ごろ出社
するということで、この方は、昨年の十一月二十
七日に、これは編集プロダクションなんですが、
深夜会社で倒れた、それで、息をしていない状況
になってしまった、昏睡みたいな形で。たまたま
そこに同僚が、深夜働いていた方がいたので、音
に気づいて救急車を呼んで一命を取りとめたとい
うことで、その同僚の方がおられなかったら、恐
らく亡くなっておられたと思います。
例えば、あと別の件で、四十七歳のアナリスト
の方は、これも現行の裁量労働制、残業は月四十
時間までだとみなされたけれども、発症前の一カ
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月の残業が百三十三時間だった。亡くなられまし
た。
大手印刷会社の男性は、二十七歳で過労死され
ました。みなしは一日八・五時間でしたけれども、
裁量労働制ですね、メールでは、一時過ぎに帰宅
して、三時に就寝して、六時半に起床して、七時
過ぎには出社するということで、過労死されまし
た。
そして、出版社のグラビア担当の編集者は、入
社二年目で裁量労働制で過労死されました。
機械の大手の三十四歳で過労死された方も、裁
量労働制で、一日の労働時間は八時間とみなされ
たけれども、月に残業百時間以上が多かった。
そして、裁量労働制はほとんど守られておりま
せん。
独立行政法人の労働政策研究・研修機構が、裁
量労働制が適用されている労働者のうち、一律の
出退勤時間があると答えたのが四九％。半分の労
働者は、裁量労働制を適用されても、何時に出社
しろ、何時に退社しろということで、これだと裁
量労働制を適用しちゃだめなんですよ。出社も退
社も別に全部その人の自由ですから。こういうよ
うな働き方、現行の少ない人数ですら、ざるであ
る。
そして、過労死の御遺族の方、全国過労死を考
える家族の会の代表の方とお話をしました。その
方がおっしゃられているのは、今でさえ裁量労働
制で働く労働者の過労死、過労自殺が後を絶たな
い状況にもかかわらず、適用範囲をさらに拡大す
れば、労働時間の歯どめがなくなり、過労死が更

にふえることは目に見えていますとおっしゃって
おられるわけで、総理がおっしゃったことと全然
違うわけでございます。
加藤大臣、何百万人に拡大するのか、何十万人
なのか、何万人なのか、規模も何にもさっぱりわ
からないわけですよね。厚労省に聞きましたけれ
ども、さっぱりわかりませんというわけですよ。
それで、今まで、じゃ、この裁量労働制、法の趣
旨に反して裁量労働制を運用して罰則がかかった
人というのは、事業者というのは、これまで幾つ
ぐらいあるんですか。
○加藤国務大臣 御質問の趣旨は、サービス残業
で送検された件数……（長妻委員「いやいや、違
います、裁量労働制違反」と呼ぶ）いやいや、サ
ービス残業で送検された件数のうち裁量労働制の
問題で送検された件数は幾らかという御質問だと
思いますが、サービス残業で送検した件数につい
ては、労働基準監督署が労働基準法第三十七条違
反で送検した件数は、平成二十八年、三十七件で
ありますけれども、そのうち裁量労働制でかかる
かどうかというのは、申しわけないんですが、そ
の統計の中からでは拾い出せないので、明らかな
ことは申し上げられません。
○長妻委員 いや、私が聞いたのは、裁量労働制
違反でというふうに聞いたんですが、それは統計
をとっていないということなんですね。
三十七件、これは残業代未払いで送検されたわ
けですよね。そのうち裁量労働制はどのぐらいい
るかわからない。私が厚生労働省の方に聞くと、
ほぼいないというふうにお答えになられまして、

これはちゃんと確認していただけますか。
○加藤国務大臣 どういう形での統計をとってい
るのか、今すぐにはちょっと承知をしておりませ
んが、何件あるかわかるように、まずは調整をし
てみたいと思います。
○長妻委員 しかも、年間三十七件ですよ。本当
に、ほとんどというか、全く取り締まれないんで
すよ、裁量労働制という働き方自体が。いろいろ
な弁護士の方ともお話ししましたけれども、こう
いう働き方を拡大すると、総理、確実に過労死が
ふえるというふうに私も思います。
総理、私、一番気になるのが、総理大臣という
安倍総理の思想、信条、哲学というのが国の政策
に反映されるというのは言うまでもないことでご
ざいますけれども、総理に考えを改めていただき
たいのは、例えばダボス会議でも相当熱を込めて
おっしゃられておられたんでございますけれども、
例えばダボス会議で、岩盤規制という言葉であり
ます。労働法制、これは岩盤規制だ、自分のドリ
ルからは逃れられない、こんなような趣旨のお話
をされておられる。
これは私は、総理、労働法制は岩盤規制で削り
ゃいいんだという意識は変えていただきたいと思
うんです。
これは最終的に目指すところは私も総理も同じ
だと思いますよ。私たちも、労働法制というのは
稼ぐ力を上げるための一つの大きな役割も果たす
んだと。
ただ、それが目的になっちゃだめですよ。労働
法制は、ゆとりある働き方、今、馬車馬のように
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働いて単純労働で稼ぐ時代はもう日本は終わりま
した。当たり前です。ゆとりのある働き方で高付
加価値を生み出すような生産性の高い働き方をす
るための労働法制は緩めない。緩めてばかりいた
ら、今、非正規雇用が四割を超えるということに
なった。私は自民党の大きな責任だと思いますよ。
こういうのも自覚をしていただかないと、間違
った総理の労働法制観で進められると、ゆとりが
あって、そして職業訓練も十分に受けられて、そ
ういうリカレント教育も受けられて、私たちは、
インターバル規制も入れろと言っておりますし、
退社してから出社するまで最低十一時間あける、
ヨーロッパでは常識ですし、契約社員もヨーロッ
パでは原則禁止です、雇用の予約に当たるという
ことで。入り口規制もすべきだと思いますから。
そういう意味では、最終的に高付加価値を生む
ゆとりのある働き方をするために労働法制を、規
制を強めるところは強めることで、結果として、
稼ぐ力、労働生産性が上がると私は強く感じてお
ります。非正規雇用が四割以上になって、労働生
産性が下がるこれも要因になったというのは内閣
府が認めています。
ぜひ、総理、岩盤規制、ドリルで穴をあけると
いうこの考え方はぜひ改めていただきたいと思う
んですが、いかがですか。
○安倍内閣総理大臣 その岩盤規制に穴をあける
には、やはり内閣総理大臣が先頭に立たなければ
穴はあかないわけでありますから、その考え方を
変えるつもりはありません。
それと、厚生労働省の調査によれば、裁量労働

制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比
べれば一般労働者よりも短いというデータもある
ということは御紹介させていただきたいと思いま
す。
その上において、これは働き方改革は、一人一
人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会
を実現するためのものであって、労働基準法制定
以来の七十年ぶりの大改革……（長妻委員「いや、
さっきの話はそんなに細かい話じゃなくて、哲学
」と呼ぶ）これは細かい話じゃないと思うんです
が……（長妻委員「哲学、哲学。総理の哲学です
よ。読まないでください、そういうの」と呼ぶ）
いや、今これからそこに入っていきますから、ち
ょっと待っていただきたいと思います。
七十年ぶりの大改革であるわけでありまして、
つまり、今時代が変わって、多様な働き方を今求
められているわけでありまして、その多様な働き
方の中において、これはいわば長時間労働、長く
働けばいいということではないというのは、これ
は長妻議員と同じでございますが、多様な働き方
が求められると。と同時に、このワーク・ライフ
・バランスの上からいっても、多様な働き方を認
めていくことが必要になるわけであります。
そのためには、当然、労働法制を変えなければ
いけないわけでありますし、それと同時に、生産
性を上げていくためにも、ただ長く、時間で長く
働けばいいということでもないということは、こ
れも何回も私は申し上げているわけでございます。
そこで、ついでに、この場に立ちましたので申
し上げますと、その中で、業務をみずから裁量で

遂行できる知識や経験を有する方が、自律的で多
様な働き方を可能とするため、企画業務裁量労働
制について、課題解決型の開発提案業務と裁量的
にＰＤＣＡを回す業務を対象業務として追加する
こととしているわけでありまして、そこで……（
発言する者あり）少し私からも説明させてくださ
いよ。
そこで、昨年七月に、神津会長から追加する対
象業務について……（長妻委員「岩盤規制につい
て聞いているんです」と呼ぶ）岩盤規制について
は一番最初に申し上げたとおりであります。
対象が広く営業職全般に拡大される懸念がある
として、対象業務を明確化すること等を内容とす
る要請をいただいたところでありまして、政府と
してもこの要請を真摯に受けとめて、企画立案等
が主として行う業務であること、営業、販売のみ
を事業内容とする営業所で働く方は対象とならな
いこと、専ら顧客のために商品等を開発し提案す
る業務であることを法律で明確にすることとした
ところでございます。
○長妻委員 いや、本当に、現場を、現実をごら
んになっていないと言わざるを得ません。裁量労
働制の犠牲になっている方々にぜひお会いしてい
ただきたいんです、何人も。
岩盤規制にドリルで穴をあければいい、労働法
制。そういう基本的な発想を変えていただきたい。
日本は先進国で二十一位ですよ、労働生産性。ド
イツは日本の一・五倍ですよ。ある意味では、ド
イツの労働者が十時間働いて付加価値を得る。
日本の労働者は十五時間でドイツと同じ付加価
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値になるわけで、労働生産性が低過ぎる、そうい
う働き方を変えるというのが私たちのさっき申し
上げた提案なんですが、岩盤規制一方に考えて、
穴をあけた結果が非正規雇用が四割を超えるとい
うことで、労働生産性を下げる方向になっちゃっ
たじゃないですか。元も子もないことを自民党は
やっているんですよ。それをよく認識していただ
きたい。これはこれからも言い続けたいと思いま
す。
もう一つ、カジノの件を申し上げたいと思いま
す。
これについて、総理は、カジノは日本の成長戦
略の目玉になると。これは私はいかがなものかと
思います。
私も、韓国の江原ランドというカジノ、昨年行
ってまいりました。十ぐらいカジノがあるんです
けれども、韓国は。自国民、韓国の方が入れるの
はその江原ランドだけ、あとのところは外国人し
か入れないということなんですが。その江原ラン
ドでは、カジノで、原因で自殺する方が何十人も
おられるし、そして、近隣の治安が相当悪くなる
というようなこともあるし、賭博中毒者が野宿し
て地域住民と衝突する、質屋、消費者金融、車担
保金融、風俗街、車の長期放置などの問題がある。
そして、旌善郡という郡にあるんですが、旌善
郡のような、過疎地なんですね、江原ランドとい
うのは。過疎地に雇用を生み出すということで誘
致したんですが、旌善郡のような過疎地でもこれ
だけの中毒だから、大都市にカジノをつくるとし
たら中毒はさらにふえる、徹底した準備が必要だ

と私も注意を受けて帰ってきたわけでございます。
それで、今回、総理、閣法で内閣総理大臣の責
任のもと出てくるカジノの実施法の中では、カジ
ノに……（発言する者あり）ＩＲ、だからカジノ
ですよ。
だから、いつも自民党はＩＲ、ＩＲと言うんで
すけれども、カジノが入っているわけでしょう、
中に。カジノを解禁する法律なんですよ。何でそ
ういうふうに、カジノと言っちゃいけないんです
か、そうしたら。こういうおかしなやじというの
もやめていただきたいんでございますけれども。
このカジノについて、私は法文を読んでびっく
りしました。日本がつくるカジノは全てのカジノ
で日本人が入れる、こういうつくりになっている
んですか。本当ですか、総理。
○石井国務大臣 私、ＩＲを担当しておりますの
で、答弁をさせていただきますが。
ＩＲ推進法では、日本人のカジノ施設の利用を
一律に禁止することはしておりません。一方で、
カジノ施設の利用による悪影響を防止する観点か
ら、カジノ施設への入場に関し、必要な措置を講
ずることとされております。
また、附帯決議におきましては、「依存症予防
等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入
すること。」とされておりまして、こういった趣
旨を踏まえて、具体的な制度設計を進めてまいり
たいと存じます。
○長妻委員 今のも驚きました。日本人を入れる
のを妨げないと。だから、日本はカジノをつくれ
ばどこでも日本人も入れるようなカジノにすると

いうことで、相当まずいですよ、これは。
そして、もう一つが、この附帯決議には、カジ
ノの設置箇所は極力少なくすると書いてあるんで
すけれども、じゃあ、大臣、十カ所を超えるのか
超えないのか。どのぐらいなんですか。
○石井国務大臣 ＩＲの区域の数につきましては、
ＩＲ推進法の附帯決議におきまして、国際的競争
力の観点及びギャンブル依存症予防等の観点から、
厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を
法定することとされております。
政府といたしましては、こういった趣旨を踏ま
えつつ、今後、具体的な制度設計を進めてまいり
たいと考えております。
○長妻委員 十を超えるか超えないかは言えない
ということなんですね、役所に聞いても。
これは七番のパネル。今いろいろ取り沙汰され
ておりますのは、こういう地域で、カジノについ
て、政府主催の公聴会に出席又は進出構想が浮上
するなどした地域ということで、東京新聞の報道
に基づいてパネルをつくりましたけれども、こう
いうところの皆さん方は、本当にいいんでしょう
か、カジノを地域でつくって。私は非常に大きな
問題があると思う。
そして、五番目のパネルを見ていただきますと、
これは厚生労働省の資料でございますが、日本は
先進国で一番ギャンブル依存症の多い国です。例
えば、日本、生涯のうちギャンブル依存症が疑わ
れる方、三・六％。主要国の中で断トツトップ、
三百二十万人と推計されております。単月だけ、
過去、直近十二カ月以内にギャンブル依存症が疑
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われる方、〇・八％。これについては、アメリカ
が一・九で日本より多いんでございますが、英国
も〇・八ということでトップクラス。
そして、六枚目でございますけれども、ギャン
ブル用の電子ゲーム機器、パチンコも含めます、
スロットマシンも含めますけれども、その設置を、
世界の市場を調べたんですね、オーストラリアが。
そうしましたら、日本は六割。
ギャンブルに接する機会が先進国で最も多い国
日本、ギャンブル依存症が最も多い国日本にカジ
ノをつくってどうするんですか、総理。カジノ依
存症をふやさないためには、最大の対策は、カジ
ノをつくらないということであります。
ぜひ総理に、このカジノについて、もうつくら
ないというようなことをおっしゃっていただけな
いでしょうか。最後、総理。
○安倍内閣総理大臣 質問にお答えする前に、先
ほど、非正規雇用について、ふえて四割というお
話がございましたが、それは主に高齢化によるも
のでございまして、五十五歳以下の方に限れば、
非正規から正規に移られる方の方が正規から非正
規に移られる方を逆転している、正常な形になっ
ている。これは安倍政権になってからでございま
して、そのことはまず一言言わさせていただきた
いと思います。
その上で、今の御質問でございますが、既に、
ＩＲにつきましては、石井大臣から答弁をさせて
いただいたとおりでございます。
○長妻委員 とんでもない答弁ですね。
これは、総理、先ほど非正規雇用のお話をされ

ました。それは間違っていると思います。若者層、
現役世代でも、確かに非正規雇用がふえた大きな
理由は高齢者の非正規化、これはあります。それ
は事実です。ただ、現役世代も、年代別に統計を
とると、ふえているんですよ、比率が。総理、認
識は改めていただきたい、いつも国会でそういう
ふうにおっしゃいますので。
最後に、総理にお伺いしたいのは森友学園の問
題で、新たな音声テープが出てまいりました。森
友学園が国に土地購入を申し入れた時点の協議の
席で、国と森友学園側との協議の音声テープ。
学園側が、棟上げのときに首相夫人が来られる
ことになっていると言及をして、昭恵夫人のこと
だと思いますけれども、値段を安くするように求
めた。この協議で国の担当者は、ごみの補償のこ
とでありますけれども、そこはきっちりやる必要
はあるでしょう、そういうストーリーはイメージ
しているんです、こういう発言をした。
私は議事録もこちらに持っておりますけれども、
これは、昭恵夫人は棟上げ式に行くことになって
いたんですか、総理。
○安倍内閣総理大臣 それは、突然聞かれても、
私はお答えようがありません。
○長妻委員 いや、突然じゃなくて、通告してい
ますよ。
財務大臣、では、このテープの事実はどうです
か。
○麻生国務大臣 この音声データについては、既
に昨年、報道がなされているんだと記憶しますけ
れども、前の国会で理財局長が答弁したと思いま

すけれども、近畿財務局の職員に事実関係……（
長妻委員「いや、棟上げ式の話」と呼ぶ）データ
の話でしょう。音声データの話の次が……（長妻
委員「棟上げ式と言ったのかということです」と
呼ぶ）全然私にはわかりません。（長妻委員「そ
ういうふうに言われたのかということです」と呼
ぶ）私どもは伺っておりません。
○長妻委員 いや、ですから、これはちゃんと通
告しているんですから、誠実に答えていただきた
いと思うんでございますけれども。
つまり、森友学園側が財務省の担当者に、棟上
げ式、棟上げのときに首相夫人が来られることに
なっているということを、国に土地購入を申し入
れた時点の協議でそういう発言をされたのかどう
か。そして、その後のその同じ会議で、国の担当
者は、こういうストーリーはこうイメージしてい
るというような話をされたのかどうか。その二点
を、これは事前にちゃんと文章でお渡しをしてい
るはずですが、いかがでございますか。
○麻生国務大臣 今、先ほどの答弁と重なるかも
しれませんけれども、まずは音声データですが、
これにつきましては、まず、昨年の報道でなされ
ておりますけれども、前国会でも理財局長が答弁
しているとおり、近畿財務局の職員に事実関係の
確認を行っております。
すなわち、二十八年三月十一日に森友学園側か
ら新たな地下埋設物が見つかったとの連絡を受け
て以降、先方とはさまざまなやりとりが行われて
いましたが、あくまでも新たな地下埋設物の撤去
費用を見積もるため、さまざまな資料が必要であ
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ることから、資料の提出をお願いをいたしていた
もので、したがって、口裏合わせをして地下埋設
物の撤去費用等々を見積もろうとしたものではな
いということがまず第一点。
次に、音声データの内容については、自分は逐
一承知はしていませんが、国有財産の管理、処分
は、その相手方の役職員にどのような方がついて
いるのか、どのような方が来られるのか、あるい
はどのような方が関係しているのかということに
関係なく、法令に基づいて行っているということ
でありまして、先ほど申し上げたように、音声デ
ータの内容について自分は逐一承知をしておりま
せん。
○長妻委員 もう話になりませんが、ここで時間
が参りましたので質問を終わりますけれども、会
計検査院でこれほど明確な話が出て、音声テープ
でこれだけ明白な話が出て、国会に答弁した内容
と違う事実が出てきているのに、一切謝罪も何に
もないというようなことは、私は異常だと思いま
す。厳重に抗議します。
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