この議 事 速 報 （未 定 稿 ）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。

午後一時一分開議
○髙鳥委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。長妻昭君。
○長妻委員 長妻昭でございます。よろしくお願
いいたします。
質疑に先立ちまして、これまで過労死あるいは
過労自死された全ての皆様に対して、心より御冥
福をお祈り申し上げます。それだけこれは重い法
案だというふうに思っております。
まずは、政策の立案の前提となるデータについ
て質問をさせていただきたいと思います。
御存じのように、平成二十五年度労働時間等総
合実態調査、平成二十五年調査というふうに呼ば
せていただきますけれども、これは単なる調査で
はありませんで、これは加藤大臣もよく御存じの
ように、まずもって閣議決定で、早急に実態把握
調査、分析を実施しなさいということで、まず調
査の前に閣議決定で調査を命じられた調査が平成
二十五年度調査でございまして、そして、これは

この委員会でも何度も引用されている二〇一三年
の九月二十七日の百三回労政審分科会で、議論の
出発点にしていただきたいと、この調査を。つま
り、この調査というのは、一調査じゃなくて、全
体を俯瞰するための前提となる大切な調査である
ということを押さえなければならない。
労政審、私、全部議事録を読んでみましたら、
この二十五年度調査というタイトルが、委員の先
生から、あるいは役所から言及されているだけ、
検索してピックアップをしているだけでも七回ご
ざいまして、それ以外、この調査名を言わないで
データだけを引用した議論はもっと無数にあると
いうふうに思うわけでございます。
まず大臣にお伺いしたいのは、二千五百件、二
千五百事業所は除いたと。これは私も除いたもの
を、何を除いたのかなと見てみますと、一日の残
業時間が二十四時間以上だったとか、あるいは一
日の残業時間と一カ月の残業時間でいえば一日の
残業時間が長い。はっきり言って、子供でも、子
供と言うと失礼なんですけれども、子供でもわか
るおかしな、もう誰が見てもわかるおかしなもの
は、それが二千五百事業所あったと。あとの九千
事業所は確かだということじゃないんですね。
つまり、一見、その数字は一応常識的な線には
おさまっているけれども、これだけ、二割もずさ
んだったから、九千が正しいとはもちろん言えな
いのでございますが、加藤大臣はぶら下がりでこ
うおっしゃっているんですね。結果においてそう
大きな変化があると認識していないと。つまり、
二千五百件を除いて試算をし直すと、大きな変化

でない、つまり九千事業所を正しいという前提で
発言をされておられるんですけれども、九千の事
業所が正しいという根拠はどこにあるんですか。
○加藤国務大臣 これは、通常の統計をとるとき
もそうでありますけれども、エラーチェックとい
うのをするわけでありまして、そしてエラーチェ
ックをしたものをベースに議論をしていく、これ
は一般的なことなんだろうと思います。
今回の平成二十五年度のこの調査において、一
応、こういったデータが入っていたら除外する、
そして確認するという作業を一部してはいたんで
すけれども、それが決して十分ではなかったとい
うことで、本来合理的でないような、そうしたも
のがこの中に含まれていたということでありまし
て……（長妻委員「九千件が正しい理由」と呼ぶ
）いや、ですから、含まれていたということで、
今回それを抜かせていただいたということで、こ
のデータについては、今申し上げましたように、
明らかに異常値であるという、そうした例を、要
するに、エラーチェック……（長妻委員「九千件
が正しいか」と呼ぶ）いや、したがって、エラー
チェックとしてすべきものとして我々が考えたも
の、それを全部除外をして出させていただいたと
いうことでありますから、それにおいては、精査
前に比べて、一定の、そうした意味での前進はあ
ったというふうに思うわけでありますけれども。
ただ、そもそも統計でありますから、統計とい
うのは、そういった形で、まず一定のおかしなデ
ータを外して、そしてその上で判断するという、
そういった手法を今回も更に精緻にやらせていた
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だいた、こういうことであります。
○長妻委員 私も統計の専門家にお伺いしました、
何人かに。そうしたら、正式に発表する前に、幾
ばくかのおかしなデータがある、これは必ず除い
て、そして正式に発表する。正式に発表されたも
のの中に二割もおかしなものがあるというのは、
これは驚きだということでございまして、今、大
臣、おかしな答弁をされました。二千五百件を除
いたら一定の前進があったと。だから、一定の前
進があったということは、九千件も怪しいという
ことですね。
○加藤国務大臣 いや、ですから、今回のデータ
においては、異常値である蓋然性というものを外
すということで、さらに、論理的におかしいもの
はないかということでチェックをさせていただい
た、そういった意味で前進をしている、こういう
ふうに申し上げたわけであります。
○長妻委員 これは、二割間違えた原因も解明し
ていないまま、じゃ、異常値以外は一応その時間、
常識的な線におさまっているから正しい、こうい
う推定というのはできないですよね、九千事業所。
これは与党、どう思われますか。
原因がわかればいいですよ。例えば、ある労基
署がいいかげんにやっちゃった、そこだけがおか
しい、あとは正しいのならいいですけれども、原
因も何もわからない、それで、九千件は正しいと
いう前提で試算し直して出してくるというのは、
非常に腑に落ちないわけでありますし、大臣も、
今おっしゃれないわけですよ、九千件は自信を持
って正しいデータですと言えないわけですよね、

もごもごおっしゃっておられて。
それで、私が国会で質問を二月二十六日にした
回答がまだなんですよ。これは同時にいただきた
かったんですが、どういうことかといいますと、
監督官の調査手法について私、質問して、調査を
いただくというようなお話をいただいたんですけ
れども、まだ出ていない。
つまり、例えばきょうの毎日新聞にも出ており
ました。当時の調査をした労基署の監督官の取材
に基づいた発言が出ていましたが、「時間が十分
に取れず、ずさんな調査になってしまった」「移
動時間や報告書の作成時間を含め、一社あたり二
時間で済ませるように」などとの指示を受けたと。
そして、中日新聞、ことしの二月二十五日には、
見出しで、「「時間取れず ずさんな調査に」
担当監督官が証言」というような見出しで、この
監督官が証言しているのは、一日で五社を回らな
ければならない、企業が必要な資料を準備してお
らず、正確な労働時間分布を調べられなかった、
こういうふうに答弁しているわけでありまして、
ほとんどみんな、監督官がこういう非常にきちっ
と調べられない体制に基づいて調査をしていたと
したら、これは全部やり直しじゃないですか。
私が、二月二十六日に、東京新聞、まあ中日新
聞ですけれども、この報道をもとに質問しました。
本当に監督官の調査は大丈夫ですかと言いました
ら、加藤大臣は、こうしたこともございます、ま
た委員からもございますので、私どもとしては、
こうした各署におけるそうした状況についてしっ
かりと把握をしていきたいと。それで、私が第三

者を入れた調査を求めると、委員が御指摘のよう
に、その実態がどうなっていたのか、しっかり把
握して、適切に行っていたのか、その把握に努め
たいと思います、こういうふうに答弁されておら
れる。
翌日、記者会見、二月二十七日。加藤大臣は、
労働局における把握については、一件について一
人日がベースとなっておりますので、一人日は恐
らく八時間ぐらいだと思いますと。つまり、ルー
ルとしては、一社一日かける、こういうルールだ
った。それで、労働局から聞いている限りにおい
ては、実績もそうだということをヒアリングして
いるところでありますが、あわせて、監督署にお
いてどうだったか、確認をしていきたい、こうい
うふうに答弁されているんですね。
これは、本来は、きのう、このデータの報告書
を出すときに、同時に、監督官も信頼性があった
んだという調査結果を出さないと、あるいはなか
ったのかどうかわかりませんけれども、いけない
んじゃないでしょうか。この調査は一体どうなっ
ちゃっているんですか。
○加藤国務大臣 今の御指摘は、ことしの二月の
二十六日の予算委員会で、長妻委員との間のやり
とりということでありました。
そういった意味では、長妻委員から御質問をい
ただいておりましたので、長妻委員に事前に御報
告をしておくべきだったということ、これは反省
をさせていただきたいというふうに思います。
労働時間等総合実態調査は、臨検監督により実
施するように指示を行っており、これは要するに
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直接乗り込んでということですが、各労働局にお
いては、一件当たり一日程度を前提として実施す
るということにしていたわけであります。
労働時間等総合実態調査は、全国の労働基準監
督署の労働基準監督官が事業場を訪問し、事業場
からの聞き取りを行い、関係書類を確認し、労働
時間を調査する方法で実施をしております。
局レベルについてのことは、そのときに御報告
をいたしました。
その後、署レベルについて実態把握を行いまし
た。これは三百二十一署のうち三百十三署におい
て一件一日以上、残り二・五％に当たる八署にお
いても〇・九人日となっておりますから、平均で
いくと一・一人日ぐらいであったというふうなこ
とを確認をしておるところでございます。
○長妻委員 これは文書で調査要請をしたんです
か。（発言する者あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 それぞれの労働局がそれぞれの
署にある書類をチェックして出してきた数字であ
ります。
○長妻委員 いやいや、だから、調査依頼は文書
でされたんですか。（発言する者あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。

○加藤国務大臣 本省から各局に電話にて連絡を
し、また、数字は電話にて聴取をさせていただい
た、こういうことであります。
○長妻委員 ちょっと耳を疑うんですけれども、
電話で。
では、本部から四十七の労働局に電話して、そ
の労働局がそれぞれの署に電話をした、それで戻
ってきた。そうすると、調査も電話、結果も電話、
何もない。ちょっとこれはあり得ないです、あり
得ない。
○加藤国務大臣 ですから、四十七の労働局に対
しては電話にて指示をし、そして労働局において
は、それぞれ署から資料等をとって、それを具体
的にチェックをし、その結果についてまた労働局
から本省の方に電話にて報告があった、こういう
ふうに承知をしております。
○長妻委員 そうすると、当時調査に当たった監
督官全員にヒアリングはしていないわけですか。
○加藤国務大臣 これは、局にあるそれぞれの関
係書類を確認をして、そして労働時間を調査した、
こういうことであります。一件当たりどのくらい
やったかということを把握した、こういうことで
あります。
○長妻委員 これは、ちょっと聞きますと、中に、
調査は電話でしたというふうにおっしゃっておら
れる方もいます。電話でしたけれども、締切り期
間を聞いたらば、これはできるだけ早く教えてく
ださいということで、基本的にその日か翌日か、
一両日中に回答があったと言うんですよ、四十七
都道府県から。

これは一日で、そんなすぐわかるんですかね、
電話で回答が。締切りはどのくらいの期間を設け
たんですか。
○加藤国務大臣 済みません、今委員が言われて
いたのは、私どもが電話でしたと今委員がおっし
ゃった、それは、今言った、各局に各署をと言っ
てやった作業のことを言っておられるのか。それ
とも、最初の段階で局にお聞きしましたから、そ
の段階では局から一定の時間もいただいて、最初
の段階ですね、二月の二十六日でしたっけ、最初
に御質問いただいたときに、それは局に聞いてす
ぐ資料を上げるということで、そのぐらいのター
ムだと思いますが、委員御指摘のは、今私が説明
した件について御指摘されていますか。
○長妻委員 いや、私が聞いたのは、本省から四
十七都道府県に電話で依頼をしたということなん
ですが、電話で依頼して、では、いつまでに回答
くださいと四十七都道府県に期限を設定したんで
すか。（発言する者あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 基本的に、局においてそうした
資料が、最初にお答えしたのは、局でまとめた総
括表から答弁をさせていただきました。その後、
各署ごとにそうした資料を、これは局において把
握をしておりますから、それを各局において何件
やって、それに何人日かかっているか、そういう
資料があって、それで、それを速やかに報告をし
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てほしいということで、大体数日以内に各局から
上がってきたというふうに承知をしております。
○長妻委員 私も、レクチャーを受けたときには、
基本的には翌日まで、当日か翌日に回答が来たと
いうふうに聞きまして、そして、一切書類は残っ
ていないと。指示も電話、回答も電話、これは私、
にわかに信じられないんですよね、ちゃんとした
のかどうかというのが。
そうすると、その帳簿を確認したようなことを
加藤大臣はおっしゃられましたけれども、それを
提出いただけませんか、企業名は隠していただい
ても。どのぐらいの時間をかけたのかというのを
チェックしたとおっしゃられておられますので。
○加藤国務大臣 それは、監督署において何にど
ういう時間配分をしているか、そのものを示すわ
けですから、監督指導の実態そのものをつまびら
かにするという資料でありますので、それをお出
しするというのは控えさせていただきたいと思い
ます。
○長妻委員 いや、だから、会社名は別に書かず
に。
今回の調査に当たって、先ほど〇・九人日とか
おっしゃいましたよね。では、〇・九人日の内訳
をいただけますか。
○加藤国務大臣 いや、ですから、今申し上げた
のは、具体的にどういう計画をし、どういうふう
にさまざまな監督指導に当たって、件数をし、そ
れに対して人日をかけているか、そういう、それ
ぞれの署ごとのそうした状況を持っているわけで
すね、各署ごとに集計をし、そして、それが局に

上がってきていますから。
その中で、今申し上げた労働時間等の監督的指
導に当たったもの、それは本件でありますから、
それがどれだかをピックアップして、それを局で
まとめて、そして本省において報告をされたとい
うことでありまして、これは、今委員御指摘のよ
うに、各企業ごとではなくて、各労働監督署ごと
にどういうふうにやったのか、そういう資料であ
りまして、その資料は、今申し上げた、それ以外
にもいろいろなことがありますので、それを出す
ということは、結果的に各監督署でどういう監督
指導を行っているかということを示すことになる
ので、それは控えさせていただきたいということ
を申し上げているわけです。
○長妻委員 全然答えていないんですよ。〇・九
人日の内容、内訳、どうやって〇・九人日が出た
のか、これをお示しくださいと言っているわけで
すね。
○加藤国務大臣 ですから、どれだけの件数をや
り、そしてそれだけに……（長妻委員「資料を出
してください、資料を」と呼ぶ）いや、だから、
何人日かけているか、その資料から出しているわ
けでありまして、申しわけないですけれども、こ
れ自体を出すということは、今申し上げた、署に
おける実態を踏まえて、署における活動そのもの
をお出しをするわけでありますから、それは控え
させていただきたいということを申し上げている
わけです。（発言する者あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕

○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 済みません。
私が申し上げているのは、委員は原本をという
御指摘だと思いますので……（長妻委員「言って
いないでしょう、そんなこと。原本なんていつ言
ったんですか」と呼ぶ）だから、原本ということ
であれば、お出しするのは難しいということを申
し上げたのであります。
○長妻委員 これは、記者会見できのう厚労省の
課長がおっしゃっておられたのは、異常値が見つ
かった原因について問われて、こういうことをお
っしゃっているんです。初めて調査する労働基準
監督官もいて、調査票への記入方法などを徹底す
ることができなかったと厚労省の課長がおっしゃ
っているんですよ。徹底できなかったということ
は、全部やり直しの可能性があるんですよ、これ
は。高プロも含めて、議論の出発点になった調査
であるからこそ、やはりこれはきちっと信頼性を
担保してほしい、こういうふうに思うから私は質
問しているんですね。
それで、私自身は、今まで、末端の労働監督官
の方ともお話ししました。いろいろな情報を得た
中で、私は、きちっと調査していないというふう
に疑念を持っているんです。私は強い疑念を持っ
ているんです。
だからこそ、〇・九人日と加藤大臣がおっしゃ
られたわけですから、原本を出せなんて一言も言
っていないですよ、曲解しないでいただいて。
〇・九人日だったということですよね、一社当
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たり。ということは、四十七の労働局、その下に
ある監督署で、おっしゃったのは三百十三の監督
署から上がってきて、それを計算したら〇・九人
日だったとおっしゃっておられるわけですよね。
まあ、三百以上の労基署から上がってきたものを
試算すると〇・九人日だったというような趣旨の
話だと思いますので。
そうしたら、それぞれの労基署ごとに、じゃ、
この労基署は一・一人日だった、この労基署は〇
・八人日だった、それを積算をして、そして平均
が〇・九人日だったということだと思いますので、
別に帳簿を出せとかなんとかじゃない。じゃ、署
ごとに〇・何人日だったのかというのを三百いた
だきたい、その数字ということです。
○加藤国務大臣 委員の御指摘はあくまでも原本
というふうに私は誤解をしたことがありますので、
そこは失礼をいたしました。
委員御指摘のように、そういう表をつくって、
各署ごとに、何件やって、何人日、そういう表を
出せ、こういう趣旨であれば、それに対応できる
よう作業をさせていただきたいと思います。
○長妻委員 そうしたら、それをきちっと出して
いただいて、本当に、監督官一人一人の記録に全
部当たったということでしょう。
監督官一人一人の記録が記載されている帳簿か
ら基づいて、それを試算したということではない
んですか。一人一人にはヒアリングはしていない
というのは、先ほど確認しましたけれども。
○加藤国務大臣 ですから、監督官一人一人の日
々日々のもの、これは週レベルでまとめるか月レ

ベルでまとめるか、まあ、これは月レベルでまと
めているやつが私の手元にありますが、それにつ
いて、それがどういう仕事をしていたのかという
ことを各署ごとに、これはもう分析を持っている
わけですね。その中から、今回の労働時間等の調
査的監督、これに当たったもの、これでとれるわ
けですから、それを抜き出したということであり
ますので、それは各署ごとにまとまっていて、そ
してそれが本省にも報告をされている、そういう
ことであります。
○長妻委員 そうしましたら、今回の平成二十五
年度調査の調査的監督について、全ての監督官の
トータルの、一日一社当たりどのぐらい時間かか
ったか、これの集計が署ごとにあって、それが労
働局ごとにあって、そして上がってきたのが今の
数字だということだと思いますので、それぞれの
今申し上げたようなデータを出していただきたい。
これはしかるべき時期にやはり出していただきた
い。先ほど出すとおっしゃられたので、ぜひこれ
はお願いします。しかるべき時期にです。
次に参りますと、今回、この二十五年度調査が
労政審に出されましたけれども、二次被害といい
ますか、三次被害といいますか、この二十五年度
調査に基づいて、また新たな加工したデータを労
政審に示しているというような案件があるんじゃ
ないかと思うんですが、これはそれぞれどのくら
いあるんですか、件数でいうと。
○加藤国務大臣 済みません、その前に、出す資
料をちょっと明らかにしておきたいと思いますが、
私どもから、署、局、全体、これについてお出し

をするということでよろしいですか。さっき監督
官ごととおっしゃいましたが、ちょっとそれはと
ても無理なので、署ごとということでよろしいで
すね。
それから、加工という意味は、それぞれ、例え
ば労政審にいろいろな資料を出させていただいて
おりますから、それは、ある意味ではそのままコ
ピーをして出したのもあるかもしれませんし、見
やすいように出させていただいたのもあると思い
ますので、それが何件かと言われても、それは多
分労政審に出した枚数ということにもなるんだろ
うと思いますが。
○長妻委員 労政審の先生には、これは言ったん
ですか。
○加藤国務大臣 これというのは今回のこうした
こと、これについては個々の先生方には申し上げ
ておりません。
○長妻委員 これは対応の仕方としてどうなんで
すかね。
もう御存じのように、ここに出ている法案は、
閣法の法案は閣議決定されて出てきているんです
が、労働法制の法案は厳格なルールがあるんです
ね。労政審に諮問して答申がなければ閣議決定で
きない、こういうルール。まあ、もう皆さん御存
じ、当たり前ですけれども。
ところが、その答申の信頼性が揺らいでいる、
こういう今事態になっている。正当性が、ここで
審議している法案の前提、この正当性が揺らいで
いるという重大な事態になっているにもかかわら
ず、いっぱい加工しているんですよ、このデータ
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を。
それで、労政審の先生に何もまだお知らせして
いないんですか。では、皆さん、先生方は新聞を
読んで驚いちゃった、こういう状況になっている
んですか。
○加藤国務大臣 失礼しました。
皆さんにお出ししたやつを、きのう付で、それ
ぞれの労政審の皆さんに送付をしている、こうい
うことでございます。
○長妻委員 郵便でただ送ったというようなこと
でありますけれども、それもいかがなものかと思
いますよね、新聞に出た後に。
それで、例えばいろいろあるんですけれども、
この配付資料の十一ページ目でございますが、こ
こに資料の二の一というのが文中に出てくるんで
すが、これは、労政審の中で、平成二十五年度調
査について、その二十五年度調査だけだとわかり
づらいのでクロス集計をしてください、こういう
委員のお求めがあったということであります。
これは、村山課長がこういうふうに言っている
んですね。それでは、ただいま御指示のありまし
た資料二の一から御説明いたします、前回、多数
の御質問、御意見を頂戴いたしましたけれども、
クロス集計でお求めいただいたもののうちという
ことで、クロス集計で出していると。下の方の議
事録の中に、九ページから十二ページが次のまと
まりの資料ですということで、るる議事録がある
わけであります。
九ページから十二ページ目というのは、これは
資料をつけていますが、配付資料十六ページ目、

これがクロス集計で労政審に出されたものであり
まして、この資料の九、十、十一、十二と丸でペ
ージが囲っておりますけれども。
例えばこの資料の十一ページ、全体のこの配付
資料の番号でいうと二十ページ、ここに、これは
クロス集計しているわけですよ。これも相当大き
な論議になったわけでございますけれども、「特
別条項付き時間外労働に関する労使協定において
定める特別延長時間別の法定時間外労働の実績」
ということで、例えば、この①のところにござい
ますが、三百六十時間超四百時間以下の特別延長
時間、一年ですね。ある企業では、平均の時間外
労働が二百七十六・五十一分、そして千時間超で
あると四百六十七時間三十一分、こういうふうに
あるわけですが、これは、だから間違っているわ
けですね、この数字は。正しい数字は、どういう
数字ですか。
○加藤国務大臣 これは二十五年度の実態調査の
ベースを踏まえてクロス集計を、これは実は集計
をしていた委託先でお願いをしてつくっていただ
いたということでありますから、今回はデータそ
のものを精査をさせていただいたので、その委託
先において加工していただいたものについてまで
今精査をしているという状況にはございません。
○長妻委員 そうすると、これですよね、きのう
理事会に出てきた、皆さんが精査したデータ。
だから、ここを幾ら見ても、この二次資料、こ
ういうのはいろいろあるんですよ。二次資料につ
いてのこのデータが、正しいデータが幾らなのか
がわからない。じゃ、これが間違っているという

ことは間違いないわけですね。
○加藤国務大臣 これは、ですから、最初にお出
しした、二十五年の当初と申し上げますけれども、
当初の調査結果をベースにクロス集計をしたもの
が今委員御指摘のところであります。
○長妻委員 これはめちゃくちゃだと思いません
かね、与党の皆さんも。寝ている方も多いんです
けれども。
これは大変なことだと思いますよ。この二十五
年度調査に基づいて、そして委員の先生からクロ
ス集計してほしいという依頼があって、それで業
者にこれを出して、それでクロス集計。これで真
剣に議論しているんですよ。議事録を私は全部読
みましたけれども、相当な長い時間やっています
よ、これは何回も。そのデータがこれは違う。し
かも、今、データが、これは幾らの数字が正しい
のかわからないということですね、今の段階で。
いつわかるんですか、これは。しかるべき時期に
全部、二次加工データも含めて、正しいものを出
していただかなければならないと思う。そうでな
ければ、これは全部撤回ですよね。
○加藤国務大臣 今、御答弁申し上げましたよう
に、現時点で、当初委託した先において、作業デ
ータをお出しして、そうした、これにかわる、要
するに、新たな、私どもが出させていただいたデ
ータをベースにしたクロス集計というのは、現時
点で私どもは持っていないということでございま
すが、委員からも御指摘がありますので、こうし
たデータを更にどうやって出していくのか。これ
はまた委託先ともちょっと話をしなきゃなりませ
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んけれども、そこに、そうすべく努力をしたいと
いうふうに思います。
○長妻委員 これは、労政審の議事録、相当長い
ものがあります、何回も。
ほかの重要データも含めて、じゃ、正しいデー
タというのは、これはいつごろ出てくるんですか。
しかるべき時期に出てくるんですか。
○加藤国務大臣 この件でお話をしてよろしいで
すか。（長妻委員「これ以外にもいっぱいあるん
ですか」と呼ぶ）いや、これ以外の件が、ちょっ
と何をおっしゃっているかわからないので……（
長妻委員「だから、何があるのかわからない」と
呼ぶ）いや、ですから、どのことを指摘されてい
るかわからないので、わからないものを前提に私
ちょっと申し上げられないんですが、本件につい
て申し上げれば、今申し上げた、これは外部に委
託してやらせていただいていますので、その委託
先と、どういう計算手法で、どういうふうなプロ
グラムでやったのか、こういったことの確認をや
らせていただきたいと思います。
○長妻委員 加藤大臣、これは全部撤回した方が
いいんじゃないですか。相当ややこしくなります
よ、これは。
加藤大臣、逆質問を今されましたけれども、私
がちょっと見て、これは一個だけ、きのうわかっ
たんですよ、一個だけ。ほかにもいっぱいあると
思いますよ、言及されているのが。私に、どれだ
か教えてくれというのは無責任じゃないですか。
大臣、調べてください、全部、二次加工データ。
○加藤国務大臣 どういうデータが、要するに、

労政審にどういう資料を出したのかということを
精査させていただいて、そのうち、データをその
まま転用しているもの、そして、今委員御指摘の
ように、加工して出したもの、これを精査させて
いただきたいと思います。
○長妻委員 これは、きちっとしかるべき時期に
出していただかないと、前提がこれは崩れる話に
なる。まあ、もうなっていると思うんですけれど
も。どこまで加藤大臣が、そう大きな変化がある
と認識していないとぶら下がりでおっしゃって、
相当大きな変化だと思いますよ。
じゃ、今のをぜひ、ちゃんと調査して出してい
ただきたいと思います。
この八ページ目でございますけれども、例えば、
これは不親切なんですね、きのう出していただい
たのは。正誤表がないわけですよ、全然。何が正
しいのか。
例えば、一つだけ例を挙げると、八ページ、誤
っているのが、「一年の法定時間外労働の実績（
一般労働者）（最長の者）」、これが、百五十七
時間三十七分が、実際正しいというか、今回出さ
れたのが百三十五時間十八分ということで、こん
な、二十時間ぐらい違うわけですよ、これは。
その前のページの七ページは、「一年の法定時
間外労働の実績（一般労働者）（平均的な者）」、
これは前の、間違ったというか、数字と言われて
いるのが七十八時間三十分が、今回出てきたのが
六十五時間五十一分なんですよ。これは全然、こ
ういう議論を真面目にしているんですよね、労政
審の先生方は。

それこそ、この平成二十五年度調査を、労政審
のみならず、政党とか、当時民主党が野党、ほか
も野党ありましたけれども、そういう政党、国会
に、このデータに基づいて加工したものを出した
というのは一体どのぐらい、何件あるんですか。
○加藤国務大臣 済みません、今、急な御質問な
ので、過去のやつ、どれだけ出しておられるのか、
多分、正直言って、全部把握をしていないんだろ
うと思います。その場において、これを出してく
れと言われてコピーした、あるいは一回つくった
資料だからといって出している数字がありますか
ら、そういう全体でどれだけかというのは正直言
ってなかなか把握していないし、申し上げるのも
難しいんじゃないかと思います。
○長妻委員 把握していないって、これ、大問題
じゃないですか。だから、全部撤回すればいいん
ですよ、全部撤回すれば。これ、研究者は転用し
ますよ、どんどんどんどん。この平成二十五年度
調査は全て撤回というふうにしないと、おかしな
ことになりますよ。どれだけ出ているか把握でき
ないって、これは無責任じゃないですか。
厚労省が責任を持って、平成二十五年度調査を
加工して、各政党、各国会だけでいいですよ、そ
うしたら。国会と政党へのレクチャー、それのデ
ータも、訂正したものを出していただきたい、何
件あるか調べて。これはお約束できますか。
○加藤国務大臣 これは本件データに限らず、議
員からいろいろ、これを加工してくれといって御
質問をいただいて、それをお出ししているケース、
これはいろいろありますから、それを全部把握し
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ているのかと言われても、なかなかそれは把握し
ておりませんし、それについてお出しするのは難
しいというふうに思います。
ただ、こちらの方で、まず、先ほどお話にあり
ました、基本的に、労政審等で使った資料、そう
いったものはそのまま使わせていただいていると
いうこと、あるいは政党等においてお出しをさせ
ていただいたもの、これは政党の、例えば部会と
か、そういったものは、ある程度把握できるので
はないかと思いますが、個々の議員等々になると、
これは正直言ってそこまで常に把握しているわけ
ではありませんし、また、本件だけではなくて、
一般においてもそこまで把握していないというこ
とであります。
○長妻委員 そうしましたら、今、限定を言って
いただいたので、限定すると、政党の部会及び国
会、これに出した資料、これを訂正をする、案件
を特定して。これはお約束いただけますね、しか
るべき時期に。
○加藤国務大臣 どういったデータを出している
かということを、まず把握をさせていただきたい
と思います。
○長妻委員 そして、結局、裁量労働制のデータ
を全面撤回したのは、異常値が二十五事業所あっ
たんですね。これは裁量労働制の調査の全事業所
の一・六％。これが間違っていたら全部撤回した
わけですよ、裁量労働制については。
ところが、一般労働者は、異常値が出た事業所
は一般労働者の調査の全体の九・六％にも上るに
もかかわらず、全面撤回しないということで、法

案の前提、根拠が崩れたのに、九千件は正しいと
いうふうに言い張って、そのまま撤回をしないと
いうことで、過去の日付のクレジットでも、加工
された資料が政党あるいは国会経由で世間に出回
っている可能性もあると思います。これは全面撤
回しないと、相当これは混乱を呼ぶというふうに
思いますので、我々はこのデータの撤回を求めて
いきたい。
実は、今国会でも、 坂さんが予算委員会の分
科会で加藤大臣にこういう質問をしているんです
ね。今回のデータの調査結果が信頼に足るもので
ないと判断した場合は、データ自体を撤回する可
能性はあるのかと聞かれたら、加藤大臣は、精査
の結果次第であるというふうに答弁されているん
ですが、じゃ、この結果次第だということで、二
割ぐらいだったから、まあ、撤回しないでよかっ
たんじゃないかと。三割、四割だったら撤回した
のかどうかだと思うんですけれども、何で撤回し
ないんですか。撤回しない根拠は、三割、四割の
データだったら撤回するんですか。どうなってい
るんですかね。
○加藤国務大臣 るる説明をさせていただいてい
ますように、今回は、明らかに異常値である蓋然
性が高いというものをいろいろチェックをして、
こうして精査をさせて、そして、サンプル数は、
もちろん、サンプル数が相当減れば、それは委員
の御指摘ということになると思いますけれども、
そもそも裁量労働制は除外するということであり
ますから、それ以外も含めて九千件のデータとい
うことがあるということ、そうしたことも含めて、

こうして改めて再集計してお出しをさせていただ
いた、こういうことであります。
○長妻委員 とんでもない答弁だと思いますね、
サンプル数が相当減れば別だけれどもみたいな。
これは二割減っているんですよ。相当減るという
のは、半分より減っちゃったらだめということな
んですか。そんなばかな話、ないじゃないですか。
相当減るというのは、相当というのはどのぐら
いなんですか、結局。
○加藤国務大臣 逆に言えば、九千件程度のデー
タがあれば、これはこういった形でお示しし得る
ものとして出させていただいた、こういうことで
あります。
○長妻委員 だから、繰り返しですよ。
九千件も、正しいかどうかは全くわからないわ
けですよ。厚労省の課長が、非常にデータのとり
方自体が問題があったという発言をきのうされて
おられるわけですから、説得力がないと思うんで
すね。これは強く撤回を求めていきたいと思いま
す。
そしてもう一つ、高度プロフェッショナル制度
の質問に入りますけれども、ちょっとこういうパ
ネルをつくってまいりました。
この間いろいろ、我が党立憲民主党でも、ほか
の野党とも協力して多くの方の御意見を聞いて、
弁護士の方も含めて、法曹関係者も含めて、お伺
いをしました、当事者、過労死の御家族の方も含
めて。そうすると、我々が得た結論としては、高
度プロフェッショナル制度では、事実上、過労死
の立証ができない制度である、こういうことなん
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ですね。
まず、過労死認定するには実労働時間の把握が
不可欠である。実労働時間、把握する義務はない
ということです。管理監督者ですら、深夜残業は
つけなきゃいけない。だから、深夜残業について
は賃金台帳できちっと明記しないと処罰される、
こういうことになる。裁量労働制ですら、深夜残
業プラス休日労働も賃金をつけなきゃいけないの
で、それについては賃金台帳に明記しなきゃいけ
ないということでありますが、高度プロフェッシ
ョナル制度は、深夜残業割増し賃金もない、何も
時間規制のない戦後初の制度である。
健康管理時間というのがあるじゃないかと加藤
大臣はよく言われます。健康管理時間は実労働時
間と違いますよ、全然違いますよ。裁判になった
ときに使えません。これはもう常識です。
かつ、裁判するときはダブルトラックで走るわ
けですが、労災認定で争う場合でも、国を訴えて、
国の責任、労災認定をしてほしい、そして賠償に
ついては、損害賠償請求、会社に賠償請求する、
この会社に賠償請求するときでも基本的に自己責
任になってしまう。
高プロという働き方は、会社の時間的な指示が
全くないわけですから、深夜残業もないわけです
から、自分が好きで働いて、そして亡くなる、こ
ういうことで、自分が時間管理を誤って、健康管
理を誤って、一切会社には責任がない、自分が張
り切り過ぎて働いて、そして会社の責任はない、
賠償は取れない、こういうことになってしまう。
制度自身が、時間について会社は指示しないわけ

ですから。
こういうことで、法曹関係者と話した結論は、
非常に危険である。高度プロフェッショナル制度
では、過労死はない。つまりこれは、ないという
意味は、あったとしても認定されないし、表に出
てこない、賠償も取れない、泣き寝入り。過労死
がない制度である。（発言する者あり）管理職。
今、与党から、管理職だって同じだという不勉強
な発言がありましたけれども、管理職は深夜残業
がつくのを知っていますか、割増し手当。（発言
する者あり）いますけれども、つく人はいますよ、
管理監督者。つくんですよ、法的には。（発言す
る者あり）いや、管理監督者はつきますよ、深夜
残業。あなた、お名前は何とおっしゃるんですか。
管理監督者は深夜残業がつきますよ。
今、与党が、管理監督者は、残業代、深夜割増
し賃金はつかないとおっしゃいましたけれども、
加藤大臣、どうですか。つかないんですか。
○加藤国務大臣 管理監督者、休日はつきません
が、深夜残業はつくということであります。
○長妻委員 だから、違うやじを言わないでくだ
さいよ。（発言する者あり）いや、だからそうい
うやじを言わないでください。今回、私もいろい
ろ与党の議員の皆さんとテレビで時々働き方で討
論するときがあるんですけれども、こういう働き
方ができないから高プロなんだとおっしゃるんで
すが、多くの場合は、フレックスタイムとか、短
時間正社員とか、限定正社員とか、成果主義の給
与体系とか、いろんな形を組み合わせればできる
んですよ、実は。だから、高プロでしかできない

のは何かというのがなかなか出てこない。
それで、大臣にお伺いしますけれども、健康管
理時間ですね。これは弁護士の方々も心配されて
おられるのは、健康管理時間を会社が短くつけて
しまうんじゃないのか、こういう懸念を言われて
いるんですが、健康管理時間は本人には通知はあ
るんですか、百超えないときには。（発言する者
あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 今の健康管理時間でありますけ
れども、労働者への通知については、事業者の面
接指導の実施義務の内容に当然含まれるものであ
り、そうした施行通達等にその旨を明記したいと
いうふうに考えているところでございます。
○長妻委員 いや、今、答えていない。つまり、
わかりますよ、一カ月、健康管理時間が百時間を
超えれば、それは医師の面接指導を受けなきゃい
けない。これは本人に通知はあるんですけれども、
百を超えない場合、会社が過少にしていて百を超
えない場合は全然わかんないわけですね、本人が
自分の健康管理時間、会社は何時間でつけている
か。これは通知があるんですか。
○加藤国務大臣 基本的には百時間ということで、
いろんな仕組みがありますから、百時間の場合に
はということでありまして、百時間未満の場合に
は、直接通知等するということにはならないんだ
ろうと思います。
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○長妻委員 だから、加藤大臣、私も、企業の経
営者、みんな信じたいですよ。企業の経営者の皆
さん、本当に真面目にやられておられると思いま
すが、ただ、現実にはブラック企業と言われる企
業もあるんですよね。ですから、労働法制は、弱
い立場の労働者の権利、健康を守る最後のとりで
ですから、性悪説に立たなきゃいけない、ある程
度。そうしたときに、健康管理時間を短く短く本
人も知らない間に設定されていたときに、さっぱ
りわかんないわけですよ。これは生煮えなんじゃ
ないですか、制度自体。
それと、例えば、これもお伺いするんですけれ
ども、じゃ、健康管理時間が一切記載がない場合、
これは高プロはどうなるんですか。
○加藤国務大臣 先ほどの通知でありますけれど
も、通常の労働者の場合も、大体本人が把握して
いるケースが多いとは思いますけれども、逐一通
知するということにはなっていないということで
あります。
その上で、今御質問の点でありますけれども、
把握されていない場合には、この高度プロフェッ
ショナル制度の適用から外れる、こういうことに
なるわけであります。
○長妻委員 外れるというのは、さかのぼるわけ
ですか、始まったときからつけていない場合。
○加藤国務大臣 この高度プロフェッショナル制
度においては、使用者が健康管理時間を把握する
ことを講ずることを要件としているわけでありま
すから、これを……（長妻委員「さかのぼるんで
すか」と呼ぶ）いや、ですから、これを実施して

……（長妻委員「ちゃんと答えないから」と呼ぶ
）いや、だから……（長妻委員「さかのぼるんで
すかと聞いているんです。はぐらかしてばかりい
る」と呼ぶ）はぐらかしているわけじゃなくて、
まず要件がこうだということを申し上げなければ
……
○髙鳥委員長 御静粛にお願いします。大臣の答
弁中であります。
○加藤国務大臣 どうなるかということにはなら
ないということで申し上げているので、高度プロ
フェッショナル制度においては、使用者が健康管
理時間を把握する措置を講ずることを要件として
おり、これを実施していない場合には、実施して
いない時点までさかのぼって制度は無効になる、
こういうことであります。
○長妻委員 例えば、そうしたら、一年経過した、
それで、初めから健康管理時間をつけていなかっ
た場合、一年さかのぼった場合は、残業代が払わ
れるわけですよね。でも、帳簿をつけていないわ
けですよ、時間管理していないから。残業代を払
えないじゃないですか。
○加藤国務大臣 いや、ですから、そういった事
態というのは通常だってあり得るわけであります
から、そういった場合には、いずれにしても、健
康管理時間があったとしても、それをそのままう
のみにするのではなくて、これまで申し上げてお
りますように、パソコンのログとか、さまざまな
関係者から話を聞くとか、そういった中で、こう
した時間を働いていた、こういった認定をした上
で、当該認定した時間に応じて賃金の支払いがな

ければ、その支払いを求めていく、こういうこと
になるわけです。
○長妻委員 生煮えですよね。
通常でもあると言いましたけれども、通常でも、
確かに、時間を全然つけていないというのはあり
ますけれども、これは罰則がついちゃうんですよ。
知っていますか、賃金台帳不備ということで。賃
金台帳に、普通の働き方は、深夜残業とか普通の
残業とか休日出勤、これはつけないといけないわ
けです。即座に罰則ですよ、それは。罰則がずっ
とかからないまま長期間放置して、さかのぼって
時間を見ろといったって見られないんですよ。
そして、先ほど、いやいや、一般労働者も、残
業時間、そんなの告知がないよ、同じだみたいな
話がありましたけれども、加藤大臣、本当に大丈
夫なんですか。一般労働者は、確かに、一般労働
者に対して、残業代、あなたは今月何時間ですと
か告知しませんけれども、残業代ということでお
金がきちっと振り込まれるんですよ。それで毎月
わかるんですよ、一般労働者は。裁量労働者の方
も、休日と深夜残業は振り込まれるからわかるん
ですよ、ああ、ちゃんと管理してくれているんだ
なと、時間を。全然同じ文脈で言う話じゃないで
すよ。
そして、もう一つお伺いしたいのは、一千七十
五万の年収要件を一万円でも下回った場合、これ
は高プロはもとから無効になるわけですよね。あ
るいは、いつから無効になるのか。
例えば、こういうケース。高プロを、例えば一
年間、高プロで契約した、そして、ただ、一生懸
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命やっていたんだけれども、半年後に病気になっ
て一カ月ぐらい休業してしまった、一、二カ月。
そうすると、会社としては、ちょっと高プロ、一
千七十五万というのはなかなか難しいので、解除
したいと会社が言ったといった場合は、これはど
うなるんでしょう。
○加藤国務大臣 仮に解除となれば、解除したと
ころまでにおいて、その時間に応じて、先ほど申
し上げた要件に満たす年収が払われているかどう
かで判断するということになるんだろうと思いま
す。
ただ、簡単に解除できるかどうか、そこはまた
別途あると思います。仮にその解除が有効だとい
うことになればということでありますから。
○長妻委員 いや、今の話、随分勝手なことがで
きるんですね。会社から解除をぱっとさせてでき
るんですか。病気になったからだめだよと。いや、
今、そうじゃないんですか。
だから、一千七十五万円を一万円でも下回った
場合は、これは高プロじゃないわけですよね。そ
うすると、例えば一カ月契約の場合、一カ月契約
だと、一千七十五万を割り算して十二で割ると九
十万です。そうすると、一カ月契約で高プロをし
たときに八十五万円だった場合は、高プロは無効
になるんですか。
○加藤国務大臣 委員の前提になっている一千七
十五というのはこれから決めることで、大体この
ぐらいの目安だろうということを申し上げた数字
でありますから、それを前提にお話をさせていた
だきたいと思いますけれども。

したがって、要件として、一年度、場合によっ
ては、一千七十五万円にすればの話ですが、一千
七十五万円は支払われることが見込まれるという
ことが要件でありますから、当然、今委員のよう
に、期間が短くなれば、その状況の中で、今申し
上げた要件が満たされているかどうかということ
が問われるわけであります。
○長妻委員 そうすると、正確には一千七十五か
どうかわからないわけですけれども、おおむねそ
のぐらいの数字になると。
そうすると、それだと、一カ月の高プロ契約で
あれば、一千七十五がそうだとしましょう、一千
七十五割る十二、この十二カ月、一カ月分、それ
よりも一カ月の賃金が下回ってしまうと、一カ月
分の高プロの契約というのも無効になるというこ
とでよろしいんですね。
○加藤国務大臣 今委員御指摘は、要するに、一
カ月間という雇用契約を前提にしたということで
ありますよね。高プロにおいてそういうことがま
ずあるかないかというのはちょっと別に置いてお
いて、仮にそうした事態があれば、今申し上げた
ように、年収要件について、その一月ということ
で換算した金額を上回れば、年収要件については
クリアするということになるわけであります。
○長妻委員 これは、ブラック企業担当というか、
ブラック企業と闘っておられる弁護士さんなんか
と相当意見交換すると、高プロはいろいろな悪用
パターンが考えられると。一つは、例えば、三月
の期末、一カ月だけうちの会社は専門職を高プロ
にする、こういうようなことも十分考えられると

いうことなので、今申し上げたところです。
そうすると、高プロの職種なんですけれども、
ＳＥは含まれるんですか。
○加藤国務大臣 基本的に、高度プロフェッショ
ナル制度の対象については、これから議論すると
いうことになるわけでありますけれども、これが、
専門的な技能が求められ、そして従事した時間と
成果との関係が通常高くない、こういう業務とい
うことでありますから、そうした業務が何がある
のかということで、もう委員御承知のように、労
政審では幾つかの事例を具体に挙げておりますけ
れども、それはこれから更に議論をするというこ
とになるわけであります。
○長妻委員 そうすると、ＳＥも入る可能性は排
除されないということですね。（発言する者あり
）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 したがって、同じことになりま
すけれども、その従事していた時間……（長妻委
員「可能性があるのかどうか」と呼ぶ）いや、で
すから、従事していた時間と従事した成果との関
連性があるもの、また、専門的知識等を要しない
もの、これは対象とならないということでありま
すから、御指摘のＳＥといってもいろいろなパタ
ーンがあるんだろうというふうに思いますから、
今申し上げたような、どういう業種にするかとい
うこと、これは労政審で決めていただいた中で、
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今おっしゃるＳＥの中でもそれが対象になるかな
らないか、これで決めていくということになるわ
けであります。
○長妻委員 排除されないということで、これは
驚くべき答弁だというふうに思います。
私自身も、かつて電機メーカーの営業マンをし
ていたときに、ＳＥの方と一緒に仕事をしていま
した。単純なプログラムをつくる人はプログラマ
ーといいます。ＳＥは、みんなコンサルタントな
んですよ。コンサルをしてプログラムをつくるわ
けでありますから。
ＳＥが入ったら、私は大変なことになると思い
ますよ。みんな残業、長時間残業。私のかつて周
りにいた人は、もう百時間以上とか二百近くとか、
そういう方々が、会社にとっては一千七十五払っ
ても安いもんだというようなことになれば、どん
どんどんどんそういう方が過労死されるというこ
とは、私は火を見るより明らかであると思います。
最後に質問しますけれども、では、例えば、高
プロで、徹夜しないとできないような業務を与え
る、こういうのはいいんですか。
○加藤国務大臣 徹夜しなきゃできない業務とい
うことは、先ほど申し上げた、その成果と時間と
の関係が通常高くないということでありますから、
それはどういうことを具体的におっしゃっておら
れるのかということなんだろうと思います。
それから、もう一つは、具体的に、この高度プ
ロフェッショナル制度の場合には、どういう職務
をするかについて事前に文書で合意をするという
ことになっているわけでありますから、そういっ

たことを含めて、しっかりこの要件、これから詰
めなきゃいけない、労政審で議論していただくと
ころがありますから、そういったところでも議論
していただいた上で、その要件を具体的には詰め
ていきたいと思います。
○長妻委員 明確に否定されないということであ
ります。
その職務を詰めると言っても、私もいろいろ議
論すると、例えば金融コンサルタント全般とか、
そういう一行でもいいわけですよね、職務は。そ
うしたら、そんな日々の仕事量というのは、それ
はそこに書けないわけでありますから。
最後に、これは質問ではありませんけれども、
申し上げたいのは、これは与党の皆様にもぜひ御
理解をいただきたいということで申し上げるのは、
この高度プロフェッショナル制度を本当に削除し
てほしい。戦後初の時間管理がゼロの制度だ。深
夜残業ですら、管理職、つくんですよ。なぜ深夜
残業がつくかというと、深夜は負荷がかかる、労
働の。だから、企業に、抑止するために割増し賃
金で、深夜割増し賃金制度がある、こういうこと
は国会答弁でもあります。
ですから、それも外しちゃっている。安全弁で
すよ。最後のセーフティーネットも外している働
き方を入れて、性悪説にやはり立たなきゃいけな
い。ブラック企業は虎視たんたんと狙っています
よ、この高プロ。これが、高プロのもとで過労死
されると、労災認定も事実上できない、賠償も事
実上とれないということで、事実上、立証ができ
ない制度になる。つまり、過労死がない制度にな

るんですよ、高度プロフェッショナル制度。企業
にとっては、過労死がない制度になるんですよ。
つまり、正確に言えば、過労死が見えない制度に
なるんです。世間からも隠されます。
ぜひ、これは与党の皆様も含めて、ここについ
ては、だって、裁量労働制の営業を削っていただ
いたわけですから、これは後ろ倒しにするわけで
しょう、いずれ。だから、それと一緒に高プロも
後ろ倒しにして、そしてデータもそろえて、議論
し直してもいいじゃないですか。全部撤回しろな
んて言っていないんだから。ここだけですよ。こ
の部分だけ、この部分だけ撤回してくださいよ、
これはせめて。
田村元大臣も力があるんだから、加藤大臣と連
動すれば、これはできますから。ぜひ、ぜひお願
いします。
ありがとうございました。
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