衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成30年2月20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 長妻昭でございます。
まずは、全国で豪雪の被害に遭われた皆様方に
お見舞いを申し上げると同時に、政府におかれま
しては、万全の対策を講じていただきますようお
願いを申し上げます。
まず、裁量労働制のデータについて総理にお伺
いするんですが、先月、私に対する答弁、答弁を
撤回されたということなんですけれども、私の全
然あずかり知らないところで、総理サイドから何
の連絡もなく一方的に撤回だということで、どう
いうことなんでしょう。何を撤回されたんですか。
いやいや、総理に聞いているんですよ。ちょっ
と待ってください、委員長。
委員長、総理が撤回したんでしょう。何で総理
が答えないんですか。何を撤回したのかと聞いて
いるんですよ。初めから何でこういうふうになる

んですか。（発言する者あり）いや、力んないで
って、だって、菅原理事、総理に聞いているんで
すよ。総理が撤回をされたんだから、何を撤回さ
れたんですかと。こんなことになるとは私も想定
していないですよ。（発言する者あり）
○河村委員長 総理の発言の前に……（長妻委員
「総理、総理が撤回されたんですから、何を撤回
されたんですかと総理に聞いているんです」と呼
ぶ）厚生労働大臣、その前段について説明してく
ださい。（長妻委員「だめです、だめです。いや、
これは質問できません。そういう態度では質問で
きません」と呼ぶ）
加藤厚生労働大臣。
○加藤国務大臣 今御指名がありましたので、私
の方から御説明をさせていただきたいというふう
に思います。
委員からも御指摘をいただき、私どもの方で精
査をさせていただいておりましたけれども、精査
に時間を要するということに対していろいろと御
議論いただき、野党の長妻先生からも白紙に撤回
すべきだという御指摘をたしか受けたように思っ
ておりますし、また、与党からもそうした御指摘
もございましたので、そうした精査に時間を要す
る、そのことも大変申しわけないわけであります
が、そうしたデータをお示しをし、答弁をさせて
いただいたこと、これについて撤回をし、そして
それぞれの皆さん方に、国会また国民の皆さん方
に御迷惑をおかけしたことをおわびを申し上げた
ところでございます。
○安倍内閣総理大臣 ただいま厚生労働大臣から

答弁したとおりでございまして、引き続き精査が
必要と厚労省から報告があったため、精査が必要
なデータに基づいて行った答弁について撤回をし、
そしておわびをさせていただいたところでござい
ます。
○長妻委員 そうすると、総理が撤回したデータ
というのはどのデータ、どういうデータなんです
か。
一般労働者よりも短いというデータもあると総
理が答弁されたわけですね。総理御自身です。こ
のデータを撤回されたと。このデータは、では、
……（発言する者あり）菅原理事、では、どうい
うことですか。では、どういうことですか。どう
いうことですか。（発言する者あり）ちょっと、
やじを飛ばさないでください、やじを。真面目に
やっているんだから。自民党は。委員長、注意し
てください。
○河村委員長 御静粛に願います。
安倍内閣総理大臣。安倍総理が答弁いたします。
○安倍内閣総理大臣 お答えをいたします。
私が撤回をいたしましたのは、先ほどの答弁を
繰り返させていただきますが、引き続き精査が必
要と厚労省から報告があったため、精査が必要な
データに基づいて行った答弁について撤回し、お
わびをさせていただきました。
○長妻委員 総理、では、知らないで答弁しちゃ
ったんですか、そのデータを。データというのは
どんなデータだったんですかと私は聞いたんです
が、では、総理は知らないということですね、そ
のデータを。
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○加藤国務大臣 そこで、先ほど申し上げました
ように、平成二十五年の私どもの厚労省の調査の
結果を……（発言する者あり）
○河村委員長 御静粛に願います。
○加藤国務大臣 踏まえてお示しをしたデータで、
私どもが精査が必要だといったデータ、これにつ
いてお示しをしたことについて、そしてそれに基
づき答弁をしたことについて撤回をさせていただ
いたということでございます。
○長妻委員 別に我々野党は敵じゃないですから
ね、総理。働き方改革、いい方向に持っていきた
いですよ、我々も。ただ、事実が、違う事実を現
状把握して間違えた方向に政策が進むというのは、
これは不幸なことですよ。だから、それを冷静に
議論しているわけですから。
だから、総理、ちょっと今のやりとりで驚いた
のは、このデータの中身を御存じなくて答弁され
ていた疑いが、今、私、非常に強く持つわけでご
ざいますけれども、そうすると、総理にちょっと
お伺いしますが、撤回されたということは、総理
のこの答弁というのは虚偽だった、事実と異なる
ということでよろしいんですね。
○安倍内閣総理大臣 先ほど来丁寧に説明をさせ
ていただいているところでございますが、私が答
弁をいたしました、いわば撤回をいたしましたの
は、データを撤回するというふうに申し上げたの
ではなくて、引き続き精査が必要と厚労省から報
告があったため、精査が必要なデータに基づいて
行った答弁について撤回し、おわびをしたところ
でございます。

この段階では……（発言する者あり）済みませ
ん、少し……（発言する者あり）
○河村委員長 総理答弁中は静粛に。
○安倍内閣総理大臣 ＮＨＫを見ておられる方、
聞こえないかもしれませんが、大変な声量のやじ
なものでありますから、これは落ちついて、皆さ
ん、議論をしましょうよ。
そこで、私が申し上げたのは、いわば精査をし
ている最中でありますから、精査をしているさな
かにおける私の答弁でありましたが、しかし、引
き続き精査が必要なデータについて答弁したこと
については、これは撤回をさせていただいた、こ
ういうことでございます。
そして、その上において、さらに今週月曜日、
精査したものを厚労省がお渡しをしたんだ、こう
いう時系列でございますから、そのとおり私は申
し上げているところでございます。
そして、また、長妻委員が、私が知らないで答
弁した、どこまで知っているかという問題でもあ
るわけでございますが、これは、担当大臣は厚労
大臣であります。つまり、詳細について答弁する
のは……（発言する者あり）
○河村委員長 総理が答弁中です。
○安倍内閣総理大臣 詳細について答弁をさせて
いただくのは、もちろん厚労大臣でありますし、
この問題について詳細に事実を全て把握をしてい
るのは、これは厚労大臣であります。
私の場合は、もちろん、この予算について、森
羅万象全てのことについて私はお答えをしなけれ
ばならない立場ではありますが、全てのことにつ

いては、しかし、それは全て私が詳細を把握をし
ているわけではありません。
私がお答えをさせていただいたのは、まさに厚
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旨の答
弁が、これは厚労省から上がってくるわけであり
まして、そして、それを私が参考にして答弁をさ
せていただいた、こういうことでありまして、こ
れ以上のものではない、こういうことでございま
す。この中の、それ以上の詳細については、厚労
大臣がおりますから、厚労大臣と議論をしていた
だければいいのではないか、このように思います。
○長妻委員 総理、総理の言うことは半分は正し
いと思いますよ。だって、厚労大臣が厚労行政を
詳細に把握すると。だから、総理は、じゃ、こう
いう答弁をしちゃだめだったんですよ。詳細に把
握していないのに、我々の長いという追及に反論
したかったのか、いや、裁量労働制は短いという
ことを総理が、御自身がおっしゃって、でも実は
自分は余りよく知らなくて言ってしまった、今、
そんなような御答弁だったと思うんですが、それ
は無責任ですよ、総理。そういう責任をどうとる
んですか。
答弁は撤回したけれどもデータは撤回しない、
こういう御答弁がありました。データは撤回をし
たんですか。つまり、裁量労働制の方が長い、一
般の労働者に比べて、平均的な者では裁量労働制
の方が長い、こういう逆のデータがある、データ
になった、こういうことでよろしいんですか。
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○加藤国務大臣 私は、答弁の中で具体的な数字、
データをお示しをしておりますので、そうしたデ
ータをお示しをさせていただいたこと、これも私
は撤回させていただいたところでございます。
いずれにしても、そうしたものを撤回をしてい
るわけでありますから、今委員御指摘のように、
たしかＪＩＬＰＴというところ、そこにおける、
一般の労働者と裁量労働者について、実際働いて
いる方に対するアンケートといいますか、とった
調査の結果で比べると、平均時間においては一般
の労働者の方が裁量労働者よりも短いというデー
タがあるということは承知をしているところでご
ざいます。
○長妻委員 裁量労働制、これは、みなし残業時
間をつけて、そして、それ以上働いても残業代は
出ない、しかも労働時間の上限の規制もないとい
うことでございます。
大体、みなし残業時間は、厚労省の調査による
と、平均で八時間十九分、裁量労働制ですね。で
も、実際に平均では九時間十六分働いておられる
というようなことで、非常にみなしをオーバーし
てしまう。政府は、裁量労働制が入れば短い働き
方ができますよ、こんなような話をおっしゃって
いるんですが、現実は全く逆である。過労死がふ
える。過労死の御家族、遺族の方もおっしゃって
おられます。
その中で、平成二十五年度労働時間等総合実態
調査というのを厚労省が出され、そこで一日の労
働時間について、平均的な者では、裁量労働制が
九時間十六分、一般の方が九時間三十七分で、や

や裁量労働制の方が一般の方より短いから、そう
いうデータもあるんだ、こういうようなことで私
は世論を誘導したんではないか、こういう強い疑
いを持っているわけであります。
そうすると、そういう軽率な答弁の責任という
のはどういうふうにとるんですか、総理。
○安倍内閣総理大臣 ですから、いわば精査が必
要な調査について答弁したことについては、撤回
をし、おわびをしたところでございます。
○長妻委員 おわびすれば済むという話なんです
かね、これは。
我々は三年間、ある意味ではだまされ続けてき
たんですよ。国民の皆さんもそうかもしれません。
一番初めにこのデータが出たのは、民主党の厚生
労働部門会議というところに、我々も昔のスタッ
フに確認しましたら、二〇一五年の三月二十六日
に厚労省から提示をされたと。その当時は、裁量
労働制というのは相当労働時間が長くなる、こん
なようなことを我々も問題視をしていたさなかで
ございまして、その中で、いやいや、裁量労働制
の方が短い、こういうデータもあるんですよ、バ
ックデータなしでありましたけれども、民主党の
厚生労働部門会議に初めてそれが出てきた。
経緯を見ますと、その前から、その前年もそう
ですけれども、総理に対しても、当時の塩崎大臣
に対しても、相当追及が強まっていたんですね。
野党から、裁量労働制、長いじゃないか、おかし
いじゃないかと。独立行政法人の労働政策研究・
研修機構、このデータでは、平均労働者では、通
常の労働者よりも企画業務型裁量労働制の方が長

い。こういう平均時間のきちっとしたデータがあ
るので、そういうデータがあるじゃないかと追及
していたときに、二〇一五年の三月に出てきた。
非常にうま過ぎる話なんですよ。
そして、今回、そのデータがインチキだったと
いうことがわかったわけでありまして、捏造では
ないのかということを私は非常に強く疑うわけで
す。捏造というのは、事実でないことを事実のよ
うにこしらえること、でっち上げることというふ
うに辞書にはありますけれども、捏造であれば、
政策をゆがめる意図が働いたということで、これ
は大変なことだと思いますよ。本当にこれは捏造
でないのかどうか、きちっとした調査をして確認
をしたんですか。
あるいは、当時も総理は追及されていました、
裁量労働制は長くなるといって、前の年にも。首
相官邸サイドから、つぶやきとか、あるいは何か
そういうデータがないのかとか、あるいは何かそ
ういうデータを探さなきゃいけないというそんた
くが働いたのかとか、このデータはやっちゃいけ
ないことをやっているんですよ、総理、笑ってい
ますけれども。笑い事じゃないんですよ、総理。
わかっているんですか、この重大性を。
政策は、政策はあれですよ。（発言する者あり
）いやいや、だから、決めつけるとかいうやじを
飛ばすから、私も言わざるを得ないんですよ。決
めつけじゃなくて、インチキなデータだったんで
すよ、これは。そういう、私も厚生労働行政に携
わっていましたけれども、データに基づいて、現
状を冷静に把握していかないと、それは間違うわ
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けですよ。
だから私は言っているんですが、捏造でないと
いうことはぜひ証明していただきたい、調査して
いただきたいと思うんですが、本当に捏造じゃな
いんですか、これは。
○安倍内閣総理大臣 官邸から指示があったので
はないかという疑いをかけられましたので、まず
私の方からお答えをさせていただき、資料につい
ては厚労大臣からお答えをさせていただきたい、
このように思います。
まず、一月二十九日の予算委員会で、長妻委員
から、裁量労働制について質問の通告をいただき
ました。その朝の勉強会、いわばその日、七時間
やる予算委員会、全ての質問について私は勉強会
を早朝から開くわけでございまして、一つ一つの
質問についてはそれほど実は長い時間をかけられ
ないというのは、長妻委員も御承知のとおりだろ
うと思います。
その朝の勉強会の際に、ＪＩＬＰＴのアンケー
ト調査があるが、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
もあるという旨の答弁が厚生労働省から上がって
きているという説明を受けました。
かねてより、ＪＩＬＰＴのデータかどうかは定
かではないが、委員を始めとする野党の皆さんか
ら、裁量労働制の方が一般の方よりも労働時間が
長くなるとの御指摘を受けてまいりました。
そうした御指摘を受けてきたことを踏まえて、
一月二十九日の答弁においては、厚労省から上が

ってきた答弁にはデータがあったことから、岩盤
規制、労働生産性について質疑の際、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、平均の方で比べれば一般労働者よりも
短いデータもあると御紹介をさせていただいたと
ころでございます。
そこで……（長妻委員「そういうことは聞いて
いない」と呼ぶ）いや、そこで、今委員が御指摘
になったように、当時の民主党の部門会議に提出
する資料の作成についてでございますが、そのと
きについてどうだったかという経緯を、いわば官
邸内でもう一度よく調べたわけでございます。そ
の結果、私や私のスタッフから指示を行ったこと
はありません。
さらに、一月二十九日の答弁に当たっても、私
が先ほど答弁したことですからね、私や私のスタ
ッフから指示を行ったこともないわけであります。
厚労省の所管に属する事項については、本来、厚
労省において責任を持って資料を作成すべきもの
でありまして、これは当然のことであろうと思う
わけであります。
しかしながら、今般、結果として性格の異なる
数値を比較していたことは不適切であり、私から
も深くおわびをしたいと思いますが、厚労省につ
いては厚労大臣から答弁をさせたいと思います。
○長妻委員 総理、ちょっとお答えになっていな
いんですよ。
このデータが、先ほど申し上げたじゃないです
か、つくられたのは今じゃなくて、このデータに
ついて、二〇一五年の三月の直前につくられたん

でしょう。そのときに初めて民主党の部門会議に
出てきましたから、そのときに首相官邸サイドや、
あるいはいろいろなところから、何かデータはな
いのか、責められる一方だ、裁量労働制は長い長
いと言われているから、そういうような話があっ
たんですかというようなことをお伺いしたのに、
今の話じゃないんですよ、二〇一五年の三月より
前の話でお伺いしているわけでございますけれど
も。
そうしましたら、厚労省はいかがですか。当時、
塩崎大臣でしたけれども、決裁は上がっているん
ですか。
○安倍内閣総理大臣 今、済みません、私、お答
えいたしました。
それは、一月二十九日のことは一月二十九日と
してお答えをさせていただきましたが、そして、
その後、当時の民主党の部門会議に提出する資料
作成について私や私のスタッフから指示を行った
ことはないと、その前に、そのときのことを調べ、
こういうふうに答弁をさせていただいておりまし
て、その後に、また一月二十九日の答弁について
触れておりますが、二つそれぞれ私はお答えをさ
せていただいております。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、それぞれ
異なる形で選んだデータを比較してしまったとい
うこと、これは不適切である、それはそのとおり
でありまして、これは深くおわびをしたいという
ふうに思います。
その上で、平成二十七年三月、御指摘のように、
当時の民主党の厚生労働部門会議において、この
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裁量労働制を始めとした議論がなされておりまし
た。
具体的な経緯、詳細は残っておりませんけれど
も、そこの場において裁量労働制についていろい
ろ御指摘をいただいた、それにお答えをしていく
ということで、二十枚以上の資料を提出した中に、
今御指摘いただいている御提出した資料があった
わけであります。
そのときには、具体的な手続として、決裁とお
っしゃいましたけれども、決裁というと、私のイ
メージでは決裁書をつくって回すということであ
りますが、そういう手続は厚労省はとっていない
ようでございますが、こういう文書を今、民主党
のそうしたところに出しますよということで、課
長、そして当時の局長に説明があり、そして、そ
の了解を得たということで、大臣には説明に行っ
ていない、こういうことは確認しております。
○長妻委員 これだけの資料を野党に出すときに、
私の経験では、大臣に説明に行くはずだと思いま
すよ。だから、そこも検証して、きちっと紙で後
日出していただきたいと思うんです、本当に捏造
でないのかどうか。
これは委員長にも、採決までにそういうデータ、
資料をお出しいただきたいということを要請いた
します。
○河村委員長 理事会で協議の上、対応させてい
ただきます。
○長妻委員 そして、総理から二十九日の答弁レ
クの話がございましたけれども、そのときには、
この七枚目にありますけれども、これは、御存じ

のように、先ほど申し上げました独立行政法人労
働政策研究・研修機構がつくった企画型裁量労働
制、これを今回営業に拡大するということであり
ますけれども、だから企画業務型、これが焦点に
なっているんですが、労働時間はいずれのデータ
でも、労働者に確認をすると、通常の労働者より
も長い、こういうデータがある。総理はこのデー
タを、では、二十九日の朝知っていながら片方だ
け答弁されたということなんですか。いや、総理
の答弁レクの話なんですよ。総理の答弁を我々は
聞いているので。総理、何でそういうふうに答弁
されないんですか。
○安倍内閣総理大臣 これは、長妻委員、予算委
員会の前の総理のいわば答弁レクというのは、短
い間に、七時間で出てくる十七、八人の答弁を全
部やるわけですよ。ですから、一つの質問につい
てそんな二分とかそれぐらいしか、百問近いもの
でありますから、当然それぐらいしか時間をかけ
ることができないわけであります。
一つについて深く深くやっているのであれば、
それは、例えば五日前ぐらいから質問通告してい
ただいてがっちりやっていけば別ですよ。私のと
ころに上がってくるのは当日の朝ですから、秘書
官を経て。そこで勉強するわけでございまして、
一つ一つの資料でこれをブレークダウンして正し
いかどうか確認しろなんということはあり得ない
んですよ、それは。
当然、役所から上がってきた資料についてはそ
の資料をある程度信頼して答えざるを得ないわけ
でありまして、これは当然のことであろう、私は

こう思うわけでございまして、そして、いわば答
弁が上がってくる上においても、相当夜遅くまで
役所もそして我々の秘書官も作業した上で、早朝
出てくるわけでございます。
そこにおいて、ですから、私の答弁においては、
一般労働者よりも短いというデータもあるという
ふうにお答えをさせていただいているわけであり
まして、そういうお答えをさせていただいて、そ
れ以外のデータを否定する答弁にはなっていない
わけでありまして、事実、私の答弁のもともとの
資料もそういう答弁になっていたところでござい
まして、この答弁を私は行った、こういうことで
ございます。
繰り返しになりますが、いわば、予算委員会で
ありますから、この問題だけをやっているわけで
はないわけでございまして、さまざまな質問が出
てきて、質問される方の中には私に結局質問され
ない方もたくさんおられますが、しかし、質問さ
れなかったものも含めて全て我々は答弁レクをし
ながら、そこで、短い間ではありますが、ディス
カッションをして、どういう答弁をしていくかと
いうことを決めていくわけでありますから、百問
以上ある中においては、当然、ある程度、一つ一
つの質問については短い時間で効率的にやるしか
ない、こういうことでございます。
○長妻委員 総理、間違った答弁をした責任を全
然感じておられないような答弁ですよね。だから、
レクのときにこれが示されたのかとシンプルなこ
とを聞いているのに、お答えにならない。全然質
問にお答えいただいていないわけであります。
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結局、塩崎大臣当時、その後国会でもいろいろ
な答弁をされているんですよ、その間違ったデー
タに基づいて、意図的にというか。例えば、私が、
これは平成二十九年の二月十七日に、塩崎大臣に、
「結局、裁量労働制を拡大するとそういう人たち
の労働時間は今よりもふえるのか減るのか、どち
らになるんですか。」と聞きましたら、例の厚生
労働省調査によりますとということで平均的な者
の話を持ってきて、「約二十分短いというデータ
もございます。」「残業時間がふえるということ
で一方的に御指摘をされることは必ずしも当たっ
ていないというふうに思っております。」とか、
国会で何度かそういう答弁をされているんですよ、
塩崎大臣も。そして、恐らく官僚の方も、そうい
うデータを頭に入れて法律をつくっているわけで
すよ。三年間ずうっとそういう間違ったデータが、
恐らく与党の議員にも説明されたんじゃないです
か、我々に資料を出しているぐらいですから。そ
ういう形で政策形成がゆがめられたというふうに
私は言わざるを得ないわけでございます。
総理もおっしゃっておられますが、これは最近
の答弁でありますけれども、法案について、こと
しの二月十四日のこの委員会でありますけれども、
インチキだったこのデータですね、このデータを
全ての基礎として法案づくりをしたわけではない
わけでありまして、データの一つにあるという紹
介をさせていただいた、これは法案を撤回せよと
いうような質問に対しての答弁だったわけです。
そして、安倍総理の同じ日の答弁でも、私も、
平均的な方でこういうデータもあるという紹介を

させていただいたわけでありまして、いわば、こ
れが絶対的なものとして、これのみを基盤として
法案を作成したものではない、こういうふうにお
っしゃっているわけですね。
ある意味では、逆に言うと、これのみではない
けれども、これも参考にしたということをみずか
らおっしゃっておられるわけでございまして、当
然、政策を立案するときには、一つのデータだけ
に基づいて、それで政策をつくるということは余
りあり得ないわけで、いろいろなデータをもとに
つくる。
ただ、これだけ政府が強調して、総理までおっ
しゃっておられるデータというのは、恐らく政府
の中では、野党が、裁量労働制が長いと。野党だ
けじゃないですよ。過労死の御遺族の方々もおっ
しゃっておられますよ。裁量労働制を拡大すると
過労死がふえる、やめてほしいとおっしゃってい
るわけで、そういう中で恐らく政府や与党、ある
いは政府の中では、非常に重点的な重みを持った
データとして扱われたと私は思うわけであります。
そういう意味では、このデータも法案作成の基
盤となったわけでありますけれども、このデータ
もです、であるから、このデータが間違っている
ということは、一からやり直してください、法案。
○加藤国務大臣 委員も御承知のとおり、こうし
た労働関係の法案というのは、労働政策審議会で
御議論いただいて、また、その結果を踏まえ建議
をいただいて、その結果を踏まえて要綱をつくり、
そしてその要綱に対して御答申をいただく、こう
いう流れになっております。

そのプロセスの中において、これまでも御説明
を申し上げているように、労働政策審議会には一
般労働者の方の一日のデータについては、これは
提供しておりません。そして、裁量労働制は裁量
労働制として、そして、一般労働者については一
般労働者として、長時間労働の議論とか裁量労働
の議論にそれぞれお使いいただいたんだろうとい
うふうに思っておりますので、したがって、そこ
での議論に関してはこうした比較表をお出しをし
ていないわけでありますから、そこの議論におい
ては、そうした比較をベースにした議論は行われ
ていなかったということでございます。
その上で私どもは、そうした要綱を踏まえて、
今度は政府側において法案を作成し、前回提出、
前回の話ですよ、前回提出した、こういう流れで
ございます。
○長妻委員 これは、大臣、へ理屈というものじ
ゃないでしょうかね。
労政審は基本的に、今回の経緯、よく大臣も御
存じだと思うんですよ。今まで、民主党政権、そ
の前の麻生政権、その以前の自民党政権と比べて
今回の第二次安倍政権、労働法制の意思決定の仕
方が相当変わりました。官邸主導になりました。
御存じのように、これは、一番初め、二〇一三
年の六月、日本再興戦略、官邸の会議で閣議決定
された。企画業務型裁量労働制を始め、労働時間
法制について早急に実態把握調査、分析を実施せ
よというようなことで、この調査、今問題になっ
ている調査が指示され、そして二〇一三年の九月
に労政審がスタートした。

- 6 -

衆議院予算委員会速記録（議事速報）
平成30年2月20日

つまり、企画業務型の裁量労働制を拡大すると
いうのはもう既定路線で、そして労政審におりて
きているわけでありまして、二〇一三年の九月、
このキックオフの企画業務型の拡大のときに厚労
省の方が説明しているんですよ。一般の方の実労
働時間、それで、裁量労働制も実労働時間をとる、
この調査を議論の出発点にしたい、こういうふう
におっしゃっておられるわけであります。
その課長にお話を聞きますと、この調査は実は
実労働時間を調べていなかったということを認め
られて、先日ですけれども、昨日か一昨日であり
ますけれども、今回調べたのは所定労働時間と法
定外時間だけで実労働時間は調べていない、申し
わけなく思っている、こういうふうにおっしゃっ
ておられるわけで、労政審に示したデータも非常
に問題があるデータである。
例えば、この資料でいえば六枚目でございます
けれども、これは労政審に示されたデータで、説
明もあるんですね、厚生労働省から。これについ
ても、説明をしているのは、一般労働者、平均的
な者の一週間の法定時間外労働の実績というのを
説明しているんですが、厚労省は何と言っている
かというと、この一週の法定時間外労働の実績は、
平均的な方においては云々かんぬん、十五時間以
下である事業所の割合が一・五％ポイントふえて
九七・九％となっておりますと、二〇一三年十月
三十日の労政審でも説明しているわけですね、こ
の資料をもとに。
ところが、これは一般的な労働者の平均的な者
なんですが、実はこれは私も知らなかったわけで、

びっくりしたわけでありますけれども、これにつ
いても一カ月の中で一番長く働いた一週間だけを
取り出して調査した調査だったということで、そ
んなの全然説明が労政審でないですから、委員の
先生方はわからないですよ、それは。
○加藤国務大臣 ちょっと私も一つ一つつまびら
かに、どういう形で労政審で議論がされたか承知
しておりませんが、今委員が御指摘のこれは、た
だ、これと例えば裁量労働制の一日を比較したわ
けではなかったということはまず承知をしており
ます。
これは、長時間労働の議論をしているわけであ
りますから、長時間労働をいかに是正をしていく
のかという意味において出された資料だというふ
うに承知をしておりまして、そのときに、平均的
な者において、逆に言えばより高いデータが出て
いるということでございますから、それはむしろ、
そういった議論、まさに長時間労働の是正といっ
た観点においては、そういったデータが出されて
いた。
ただ、委員御指摘のように、労働政策審議会の
方がどこまでそこを理解していたか、これはちょ
っと私は承知をしておりませんけれども、ただ、
当時は長時間労働の是正についても議論がなされ
ていたということだと思います。
○長妻委員 労政審にこういう説明をするという
のは、普通はあり得ないですよ。
それで、労政審のみならず、さっきも申し上げ
たじゃないですか、官邸主導でこの案件が進んで
いって、その後、どうなったんですか、法案は。

廃案になったんですよ、去年の十月。
その前に実は、これは何回の国会を経ているん
でございましょうかね、裁量労働制の拡大は、二
〇一五年の四月に閣議決定をして、以後、五回前
後の国会を経ても成立しなかったわけです。
ところが、これについて、例の働き方改革実行
計画、昨年の三月、そこで改めて、裁量労働制の
営業への拡大について、法案の早期成立というの
が盛り込まれたわけです。一旦そこで断念するか
に見えたんだけれども、去年の三月に、今度は働
き方改革実行計画ということで、労政審じゃない
ですよ、そこでやるということが決定されたわけ
ですよ。
ですから、そういうところに塩崎大臣も出席さ
れておられるわけですから、そういうデータを念
頭にいろいろな議論が、そこで直接的に言及され
たかどうかは別にして、始まっているわけであり
まして、そして、廃案に法案がなったということ
で、また一から議論して出すということではなく
て、三月の働き方改革実行計画なわけであります
から。
報道によると、今月の二十七日に閣議決定して
国会に法案を出す、ただ、それがいろいろ問題が
あって三月の上旬にずれ込むというようなことで
ありますので、今回、ぎりぎりこのタイミングで
インチキなデータというのが発覚をいたしました
ので、ここで、この閣議決定、国会提出というの
を一旦見送る、こういう決断をぜひしていただき
たい。
裁量労働制と高度プロフェッショナル制度、こ
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れは、労働時間の上限を撤廃して過労死がふえる、
現状をつぶさに見るとそう言わざるを得ないわけ
でありますから、分離をして、そして、一旦国会
に提出するのは待つ、やめる、こういうような判
断を今していただかないと、この予算委員会で、
働き方改革、予算委員会のみならず安倍総理の最
大のテーマですよね、今国会で。ですから、ぜひ
ここで歯どめをかけないと、本当に過労死ふえま
すよ。
ぜひここで、総理、おっしゃっていただきたい
んです。いかがですか。
○加藤国務大臣 これは、これまでもここで御答
弁申し上げましたとおり、労働政策審議会におい
ては多様な論点に立って御議論いただいて、そし
ておおむね妥当という結論をいただき、また今回
も改めてお出しをし、そうしたことをいただいた
ところでございますので、今、それを踏まえて、
提出日の話がございましたけれども、私ども準備
をしているということでございまして、それが整
い次第提出をさせていただきたい、こう思ってお
ります。
○長妻委員 幸いというか、不幸中の幸いという
か、まだ出ていないんですよ、国会に法案が、ぎ
りぎり。
総理、全然お答えになっておられないんですけ
れども、さっき私が聞いたのは、二月十四日の総
理の御答弁、これのみを基盤として法案を作成し
たものではないと。それはそうかもしれません。
これだけ、にせデータだけではないと思いますけ
れども、それも基盤として入っているということ

をお認めになっておられるわけですから。
総理、別に野党は敵じゃないんですよ。本当に
つぶさに現状を見て、過労死の御遺族の方やある
いは企業経営者あるいは現場の監督官の皆さんと
意見交換をすると、これは本当にまずい。今の裁
量労働制、小さく運用されていますけれども、そ
れでさえ取締りがほとんどできない、ざるになっ
ている。こういうことで、死屍累々ですよ、本当
に。
総理、いかがですか。基盤の一つではないけれ
ども、これに基づいているとおっしゃっておられ
るわけですから。
○安倍内閣総理大臣 これは既に厚労大臣も答弁
をしておりますが、ＪＩＬＰＴなどのデータでも
見られるように、裁量労働の方の労働時間が長く
なるという懸念があることから、健康確保措置を
強化することとしたわけでありまして、自分の能
力や才能を生かしながら、そして、しっかり健康
管理もしながら、働く時間をみずから計画して設
定しながら成果を上げていく考えであります。
裁量労働制の見直しは、希望する方にはこうい
う働き方を選んでいただけるようにするために必
要な改革であると考えておりますが、裁量労働制
については、一定の知識や経験を有して働く方本
人に、会社が決めた一律の定時に縛られることな
く、出勤、退勤時間を自由に決めていただき、仕
事の進め方をお任せして、そして、より効率的に
成果を上げていただこうというものであります。
今回の見直しによって、例えば情報システム関
連企業など、法人顧客の課題解決のために必要な

システム開発に従事する方が、担当する企業との
交渉の中でより具体的なニーズが把握できたとき
に、開発業務に集中する。一方で、会社が決めた
九時から十八時などの定時にとらわれることなく
業務調整が可能となることで、子供の送り迎えや
リフレッシュのための半日休みなどが自在にでき
るようになるといったように、画一的な枠を取り
払って、その方本位のめり張りをつけた働き方が
できるようになるわけでありまして、こうしたメ
リットの一方で、労働時間が長くなるとの御指摘
があるのも事実であります。
そこで、今回の見直しにおいては、労使委員会
が決議した健康確保措置を必ず実施させること、
客観的な方法によって労働時間を把握をし、そし
て、実際に働いた時間が長時間となった方には医
師による面接指導を行うことを使用者に義務づけ
ているところでございまして、そうした措置をと
りながら自由な働き方を可能とする法案であり、
まだ提出はさせていただいていないところでござ
いますが、この法案の取扱いについては、厚労大
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 総理は私の質問に答えておられない
んですけれども。
総理、働き方改革、別に与野党が対決する話じ
ゃないと思うんですね、私は。総理が最終的に目
指すのは、稼ぐ力を上げる、労働生産性を上げる
ということだと思います。私も、結果として労働
生産性が上がる、稼ぐ力が上がる働き方をしない
と実質賃金も上がらない。先進国で二十位ですよ、
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日本の労働生産性。
だから我々は、総理がおっしゃるように、労働
法制は岩盤規制だ、ドリルで穴をあけりゃいいん
だ、そういうふうに言わんばかりの答弁をされて、
緩めれば緩めるほどいいような話をされる。だか
ら、非正規雇用が四割超えた、労働生産性は下が
りました。内閣府も認めました、非正規雇用と労
働生産性の関係。だからこそ我々は、労働法制は
働く人の権利を守る最後のとりでなんですよ。
今、馬車馬のように働いて、単純労働で世界と
勝負するなんて、そんな時代錯誤のこと、あり得
ないですよね。やはり、ゆとりある働き方、高付
加価値を生み出す人材を多く抱えた国が世界で勝
つんですよ。そのときに、どうするんですか、こ
んな緩めて、馬車馬のように働かせて、過労死ふ
やすような。
職業訓練が先進国で日本は一番脆弱です。そこ
も強めた上で、働き方改革は、規制を強めるとこ
ろは強める、こういうことをしなければ、日本の
労働生産性はさらに私は下がると思う。
そういう意味で、私が聞いているのは、総理も
先ほどおっしゃったように、このデータのみを基
盤として法案を作成したものではないけれども、
基盤の一つであるということをお認めになってお
られるわけですから、このデータが、総理も他者
のことは相当批判しますよね、真っ赤なうそだと
か、あるいは裏取りをしていないとか。総理自身
もそうじゃないですか。ぱっと言っちゃって、で、
間違えて開き直るような御姿勢である。
総理、これも、ですから対立する話じゃない、

ぜひ、現状を見て、今の総理の認識というのを変
えていただいて、一旦この法律を撤回する、撤回
というか、まだ出ていないわけですから、ぜひお
願いします。
総理、どうですか。
○安倍内閣総理大臣 まるで対立をあおっている
ような言い方だと私は思いますが。
我々は、何も馬車馬のように単純労働で働かせ
ようということでは全くないわけでありまして、
そうではないということをるる私たちはずっと説
明をしてきたんだと思いますよ。そこを全然相手
にしていただけないというのは大変残念なことで
ございます。
我々の政権が発足をして、まるで、いわば非正
規がどんどんふえているかのごとくの印象を与え
られましたが、それは全く間違いでございまして、
例えば、正規雇用については、我々が政権奪還前
は約五十万人、正規雇用は減っていたんですよ。
我々が政権をとってから、この五年間で七十八万
人、正規雇用がふえたんです。これは一番新しい
データであります。いわば労働市場が非常に画期
的に改善しているのは事実でございます。
その中において、我々は、しっかりとやるべき
改革をやっていこう、一人当たりの生産性を上げ
ていく、そして稼ぎを上げていく。と同時に、と
同時に……（発言する者あり）
○河村委員長 ちょっと静かにしてください。
○安倍内閣総理大臣 と同時に、我々は、しっか
りと健康管理の措置をさせていただく、そのこと
も大変必要なことでございますし大事なことでご

ざいますから、先ほどは答弁をさせていただいた
ところでございます。私たちがそういう対応をし
ているところについて答弁をさせていただくと、
答弁をやめろ、こう言われるわけでありますが、
それではこの私たちのやろうとしている働き方改
革の本質を御理解いただくことが難しいから、こ
うやって丁寧に説明をさせていただいているとこ
ろでございます。
と同時に、我々、今回、働き方改革の中におい
ては、時間外労働の上限規制を罰則つきで初めて
導入をするわけでございますし、これは労使が合
意をして行うことになっているわけでございます。
これは経営者側にも御理解をいただきながら進め
ているところでございまして、さらには、やはり
働き方について、いわば長時間労働を是正してい
くことによって生産性が上がっていくということ
については、これは委員と私は見解を同じくする
ところでございます。
○長妻委員 全然総理はまた答えておられないん
ですけれども。
総理がおっしゃったので申し上げますけれども、
非正規雇用をこれまで自民党政権はどんどんどん
どんふやしていったじゃないですか。あの派遣法
の解禁をしてから、どんどん加速度的に非正規が
ふえて、どんどん緩める一方じゃないですか。こ
ういう自民党の大罪も私はよく理解をしていただ
きたいというふうにも思うところであります。
それで、総理、実態を本当に御理解いただきた
いんですね。
裁量労働制というのは取締りがなかなかできな
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いということで、裁量労働制違反で罰金を食らっ
た件数ってわからないというんですね、厚生労働
省は。ですから、わからないんですよ、裁量労働
制の違反というのは。なかなかつかめないわけで
あります。
例えば、夫を過労死で、自殺された、奥様がお
っしゃっておられました、やはりチームプレーだ
と裁量なんというのは働かないと。一人が単独で
仕事をするということであれば裁量というのはあ
るかもしれませんけれども、営業まで拡大すると、
これはチームプレーだし、年収二百万円でも、二
十代でも裁量労働制は適用を別に妨げないわけで
あります。あるいは、自身が過労で自殺未遂され
た方は、裁量労働は仕事ができる人ほど仕事が回
ってくる。社労士の方は、ブラック企業がホワイ
ト企業になる。つまり、残業時間がなくなっちゃ
うわけですから。夫を二〇〇九年に過労自殺で亡
くされた女性は、私は本当に涙が出ましたけれど
も、詳細に聞いて、この国は国民を守ってくれな
い、安心して働ける国になるようにしていただき
たいということで、実際に、完璧に取締り体制が
きちっとあって、健康確保措置があればいいんで
すけれども、今でも裁量労働制はざるなんですよ。
過労死の御遺族の方は、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現
状にもかかわらず、適用範囲を更に拡大すれば、
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、家族の会では、これ
らを阻止するため、警鐘を鳴らし続けます、こう
いうこともおっしゃっておられるわけで、多くの

過労死された方の事例、たくさんここにあります。
全部を読み上げませんけれども、こういう現状を
わかった上で法律を議論しなければならない。
というデータもあるというデータが事実と違う
データだったわけでありまして、それを基盤の一
つとしてこの法律は成り立ったわけであるという
のは総理もお認めになっておられるので、総理、
もう一度聞きますけれども、まだ法律が出ていな
いわけです。来月の上旬の予定であります、国会
に。ぜひ、一旦出すのを停止していただけません
か。総理、いかがですか。
ちょっと待ってください。もう時間もないので、
総理。先ほどお答えしていないじゃないですか。
だめです、だめです。総理。ちょっと、総理お答
えください。
○河村委員長 加藤厚労大臣。
○長妻委員 いや、総理がおっしゃっているんで
すよ。
○河村委員長 政策責任者の判断を聞きます。
○長妻委員 いや、総理がおっしゃっているんで
すから、ちょっと待ってください、総理にお伺い
します。総理が基盤の一つだとおっしゃっている
ので。提出するのはやめてください。
○加藤国務大臣 今委員から御指摘がありました
けれども、確かに、現状においても、監督指導す
べき、そうした是正すべきことがあることは全く
おっしゃるとおりでございまして、私どもも、そ
ういったもの、例えば、本来裁量労働制が適用さ
れるべきでないものに適用されている、あるいは
裁量であるべき時間に対して規制をされている、

そういったものについてしっかりとチェックをさ
せていただいております。その上で、もし裁量労
働制の適用が認められなければみなしがなくなり
ますから、それに基づいて、三十二条、あるいは
それぞれの残業代がきちんと支払われているかど
うか、これについてチェックをし、そして、残業
代が払われていなければ、それに基づく罰金が適
用されている。（長妻委員「罰金は何件ですか」
と呼ぶ）罰金、今それについては精査をさせてい
ただいているところでございます。
それから、監督指導件数についても、委員から
御指摘いただいておりますので、これは全国で、
裁量労働制ということではなくて、結果において、
今申し上げたように残業代未払いとかそういった
結果が出てくるので、そのうち裁量労働制の監督
指導によってそうした指摘がなされたものは何件
なのか、これは今、一生懸命に精査をさせていた
だいているところでございます。
いずれにしても、そういった部分と、それから
いろいろメリットがある部分、要するに、メリッ
トがある部分はしっかり運用し、委員がおっしゃ
るように、裁量的に働いていただくことによって
その力を十二分に発揮していただく。他方で、今
御指摘のあるような労働時間等の問題があれば、
それはしっかり是正をしていく。そして、今回の
法案では、より一層そこをしっかりやれるという
中身を盛り込んでいるわけでございます。
いずれにしても、今回、先ほど申し上げた法案
については、労働政策審議会からおおむね妥当と
いう答申もいただいておりますので、今、それを
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踏まえて法案の作成の準備をさせていただいてい
るということでございます。
○安倍内閣総理大臣 今まさに担当大臣が答弁を
させていただいたように、準備をさせていただい
ているということでございます。
○長妻委員 いや、だって、データがこれだけ事
実と違う。それだけ、鬼の首をとったように総理
がおっしゃったこのデータは、相当これは政府の
中でも重要視されているデータだと思いますよ、
塩崎大臣の答弁始め。それが間違っていたのに歩
みをとめないんですか。一旦とめるというような
御判断をされないんですか。こんなことあり得る
んですか、本当に。
ちょっと理事会でよく議論していただきたいと
思うんですね。だって、データが……（発言する
者あり）まだ出ていないというふうに自民党おっ
しゃりましたけれども、出たらもう終わりじゃな
いですか。出たら戻せないでしょう。いや、自民
党からこれほどやじが飛ぶとは思いませんよ。こ
れだけ間違ったデータで、単なる凡ミスなんです
かね、これ。一番肝となるデータじゃないですか。
それでこんなのんきなやじ飛ばしているんですか、
自民党は。
これはちょっと信じられないわけでありまして、
ぜひ精査をして、捏造だったのかどうかも含めて、
そうなると、これは法案提出する前にやはり予算
委員会の理事会としても、ここで問題が発覚した
わけですから、議論していただきたいと思うんで
すけれども、委員長、いかがですか。
○河村委員長 理事会においても、当然、そうい

う御提言あったということを踏まえて協議をいた
します。
○長妻委員 ぜひ総理、一回立ちどまって、総理、
そんなにやにやしないで、ちょっと立ちどまって
いただきたいと思います。
それで、もう一点、これは細かいことなのであ
りますけれども、このいただいたデータの中に、
見ておりますと、一日の労働時間なのに二十四時
間を超えるデータが散見されるんですが、これは
何件ぐらいあるんですか。
○加藤国務大臣 この中で、一般労働者について、
これは法定時間外労働の実績に法定労働時間の八
時間を加えたもので計算させていただきましたが、
二十四時間を超えるものについて、最長の者では
十二件、平均的な者では三件ございます。専門も
……（長妻委員「どうしてなの。正しいんですか
」と呼ぶ）済みません、それでよろしいですか。
○長妻委員 いや、しれっとおっしゃりましたけ
れども、一日二十四時間を超えるデータというの
は正しいデータなんですか。
○加藤国務大臣 その平均的な者の件については、
たしか理事会に御報告をさせていただいた件で、
明らかに間違いであるということも指摘ができる
というふうに思います。
それから、今、最長の方も、実際、現実として
二十四時間を超えることはあり得ないわけであり
ますので、そういった意味では間違いなんだろう
と思いますが、ただ、その背景において、数字を
間違えているということと、それから、場合によ
っては、本来は二十四時間で切らなきゃいけない

んですけれども、そのまま足してしまっていると
いう例があるのかもしれませんが、ちょっとそこ
はよくわかりません。
○長妻委員 これほど、閣議決定で調査をした調
査でミスがあるし、これは一日ですけれども、一
週間のデータもとっているのは、同じ方からとっ
ているわけですよね。
ですから、本当にこのデータそのものの、今回
は、このデータ、答弁を撤回されましたけれども、
そのデータ全体、労政審に示されたものもきちっ
とやはり精査しなければいけないと思っておりま
すので、委員長、お取り計らいいただきたいと思
います。
○河村委員長 理事会で先ほどの件とあわせて協
議をいたします。
○長妻委員 総理に本当に最後申し上げたいのは、
これだけ、三年間、にせのデータが国会でも答弁
され、恐らく官僚の皆さんの頭の中にも入ってい
て、働き方実現会議も含めてこの法案が議論され
てきた。三年間の時間を返してほしい。
これだけ、加藤大臣も、七日に報告が上がった
わけですよね。にもかかわらず、その翌日の八日
から十五日まで、このデータが、一カ月の中の平
均的な者を選んで、その一カ月の中で一番働いた
日の時間を教えてください、こういう聞き方だっ
たわけですね。全然初めの話と違っていたという
のが、七日に加藤大臣は知ったのにもかかわらず、
ずっとこれは、みんな質問しましたよ、精査、精
査、精査で、何で本当のことをおっしゃらなかっ
たんですか。
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○加藤国務大臣 たしか八日の段階から精査とい
うことを申し上げさせていただきました。たしか
七日の段階で、私の方に、野党の方からさまざま
な指摘がデータについてあるということ、そして、
それを踏まえて調査票を見たところ、一般の労働
者については、平均な者について一番長い一週間
また一日を選んでいた、他方で、裁量労働制につ
いては、これはどういう形で選んでいるかわから
ない、こういう指摘がございました。
ここでの議論は、その対象を、比較について御
議論いただいていたわけでありますから、両者に
ついて正確にわかったところで御答弁をすべきと
いうことで、精査をさせていただいているという
ことを申し上げさせていただいたところでござい
ます。
○長妻委員 これはおかしいですよ。加藤大臣は
この紙を見たのが、これは調査票ですけれども、
七日ということでありますよね。この調査票で見
ると、一般の労働者については、「一日の時間外
労働の最長時間数」と書いてあるわけですよ。
ですから、裁量労働制を吟味するのは別にして、
今までは、一般労働者の平均的な者の一日と答え
ていたから、それについてはこれは間違いという
のは、この時点でわかったわけですよ。裁量労働
制を精査する必要ないんですよ。ここでわかった。
しかも、一万数千件を精査する。必要ないじゃな
いですか。この調査票でわかるじゃないですか、
一目瞭然で。
これについて、時間が参りましたけれども、加
藤大臣のこういう不誠実な対応についてもこれか

ら我々は追及をしないといけないと思いますし、
何よりも総理に本当にお願いしたいのは、本当に
お願いしたいんです、お願いしたいのは、この法
案、ぜひ、閣議決定、国会提出を一旦ストップし
ていただいて、再度正しい調査をしていただきた
いということをお願い申し上げまして、総理に対
して本当にお願いなんです、これは。よろしくお
願いします。
ありがとうございました。
○河村委員長 午後一時から委員会を再開するこ
ととし、この際、休憩いたします。
午後零時四分休憩
――――◇―――――
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