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さよなら、安倍政権！ 

～「働き方改革」といかに対峙し、労働法制の改悪を阻止するか 

 

２０１７年１０月５日 

   日本労働弁護団幹事長 

棗 一郎 

 

 

はじめに ～臨時国会、冒頭解散総選挙！ 

 ＊ 安倍首相は、９月２８日臨時国会開催の冒頭で、衆議院を解散。 

１０月１０日告示、同月２２日投開票。 

   

   今秋の臨時国会は、「働き方改革関連法案」が最重要法案で、働き方改革国

会ではなかったのか？！ 

   この突然の方針転換一つみても、安倍首相は「働き方改革」など本気でやる

気などなく、安倍内閣の政権維持のためだけの「自己保身解散」「自己都合解

散」であり、自ら「働き方改革実現」と挙げた旗（大儀）をあっさり捨てて「大

儀なき解散総選挙」に踏み切ろうとしている。 

 

 ＊ 選挙の争点に！ 

  ～最重要争点は、「働き方改革関連法案」の問題点。 

  第１）「働き方改革」とは見せかけで、「過労死促進法」「残業代０法案」「定額

働かせ放題」の労基法改悪を許さないこと。 

  第２）労働時間の上限規制も過労死・過労自殺をなくす基準になっていないこ

と。 

  第３）正規非正規労働者の賃金労働条件格差の解消は、同一労働同一賃金関連

法案では実現できないこと。早期の実効的な立法が必要であること。 

  第４）加計学園・森友学園問題、防衛相の日報隠蔽の疑惑と責任を明確にする

こと。 
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総 論  これまでの労働法制改悪の動きと「働き方改革」？ 

～ 第２次安倍内閣誕生以来の規制緩和路線と「働き方改革」の大いなる政策

的矛盾 

 

１ 従来の規制緩和（というより規制破壊・雇用破壊）の政策 

安倍政権は、2012年末の政権誕生以来、｢アベノミクス｣(大胆な金融緩和、

機動的な財政政策、成長戦略)の名の下に、「成長戦略」として「企業が世界で一

番活動しやすい国」を実現するために、様々な分野の「規制緩和」こそが成長戦略の一

丁目一番地だと言って、政府の下に設置した経済財政諮問会議･日本経済再生

本部(その下の産業競争力会議)･規制改革会議に出させた結論を閣議決定して

厚生労働省に政策的な縛りをかけ、事実上「労働政策審議会」の議論と答申

の内容を上から拘束してしまうという手法を取って、労働分野の規制緩和を

強力に推し進めてきた。 

国家戦略特区「解雇特区」構想、労働者派遣法の改悪強行、労働基準法改

悪法案、解雇規制緩和（解雇自由法の制定）、労契法１８条の５年ルールの緩

和、ハローワークの職業紹介事業の民間への開放などなど、労働規制の全面

的「破壊」を推し進めてきた。 

 

２ アベノミクス「働き方改革実現」？ 

ところが、2015年の秋から、安倍内閣は「一億総活躍国民会議」を設置し

（第１回会議は同年 10月 29日）、16年 6月 2日には「ニッポン一億総活躍プ

ラン」を取りまとめて閣議決定した。同時に、同年 3月 23日から厚労省にお

いて「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」を開催して 9月まで議論。 

ニッポン一億総活躍プランでの提言は、「我が国の労働者の約４割を占める

非正規雇用労働者の待遇改善は、待ったなしの重要課題である。」と位置づ

け、「正規か非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確

保する」ために、「同一労働同一賃金の実現に踏み込み、躊躇なく法改正の準

備を進める。」として、「労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の

的確な運用を図るため、どのような待遇差が合理的であるかまたは不合理で

あるかを事例等で示すガイドラインを策定する。」加えて、「不合理な待遇差

に関する司法判断の根拠規定の整備、非正規雇用労働者と正規労働者との待

遇差に関する事業者の説明義務の整備などを含め、労働契約法、パートタイ

ム労働法及び労働者派遣法の一括改正等を検討し、関連法案を国会に提出す

る。」とまでいっていた。 

また、長時間労働が仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難にし、少子

化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参画を阻む原因とな

っているから、長時間労働の是正に向けて、36協定における時間外労働規制
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の在り方について再検討を開始するとしていた。 

そして、2016年 9月 27日から第 1回「働き方改革実現会議」を開催し、働

き方改革担当大臣に加藤勝信議員を任命して、同一労働同一賃金の実現と長

時間労働の是正をはっきりと目標に掲げ、「時間外労働の上限規制」を導入す

ると述べている。それだけでなく、この会議の議論の対象となるテーマとし

て、「転職・再就職の支援」「テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方」「外国

人材の受入れ」など 9つのテーマを議論して、年度内に働き方改革の具体的な

実行計画を取りまとめ。 

１６年末には「同一労働同一賃金ガイドライン（案）」を発表した。さら

に、２０１７年３月１７日の働き方改革実現会議では、労基法改正により労

働時間の上限規制を設けることとなった。３月末までに実行計画が発表。 

  

３ 「働き方改革実行計画」（平成２９年３月２８日決定） 

 ⑴ 総論 

「１．働く人の視点に立った働き方改革の意義 

我が国の経済成長の隘路の根本には、少子高齢化、生産年齢人口減少すなわち人

口問題という構造的な問題に加え、イノベーションの欠如による生産性向上の低迷、

革新的技術への投資不足がある。日本経済の再生を実現するためには、投資やイノ

ベーションの促進を通じた付加価値生産性の向上と、労働参加率の向上を図る必要

がある。そのためには、誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社

会を創ることが必要である。一億総活躍の明るい未来を切り拓くことができれば、

少子高齢化に伴う様々な課題も克服可能となる。家庭環境や事情は、人それぞれ異

なる。何かをやりたいと願っても、画一的な労働制度、保育や介護との両立困難な

ど様々な壁が立ちはだかる。こうした壁を一つひとつ取り除く。これが、一億総活

躍の国創りである。」 

「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である。生産性向上の

成果を働く人に分配することで、賃金の上昇、需要の拡大を通じた成長を図る「成長と分配

の好循環」が構築される。個人の所得拡大、企業の生産性と収益力の向上、国の経済成

長が同時に達成される。すなわち、働き方改革は、社会問題であるとともに、経済問題であ

り、日本経済の潜在成長力の底上げにもつながる、第三の矢・構造改革の柱となる改革で

ある。」 

  ⑵ 同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 

① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備 

② 法改正の施行に当たって 

⑶ 賃金引上げと労働生産性向上 

⑷ 罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正 

⑸ 柔軟な働き方がしやすい環境整備 

① 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援 



新ちょぼゼミシリーズ「オルタナティブな日本を目指して」第四回 

4 

 

② 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援 

③ 副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定 

⑹ 女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備 

⑺ 病気の治療と仕事の両立 

⑻ 子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労 

⑼ 雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援 

⑽ 誰にでもチャンスのある教育環境の整備 

⑾ 高齢者の就業促進 

⑿ 外国人材の受入れ 

⒀ 年先の未来を見据えたロードマップ 

 

 ４ 大いなる政策的矛盾 

安倍政権は、１５年秋には労働者派遣法制定以来の大改悪を強行採決したし、

法定労働時間制に大きな風穴を開ける労働時間規制の緩和を内容とする労働

基準法の改悪法案を国会に提出している。また、解雇自由法案～解雇の金銭解

消制度の導入に向けて検討会を進めている。これらの労働規制緩和＝雇用破壊

政策は、安倍政権の「働き方改革実現」とは政策的に完全に矛盾するものであ

る。 

そもそも、これまで労働時間法制や雇用法制の規制緩和を推し進め、非正規

労働者を拡大する政策を続けてきたのは自公政権であり、長時間過重労働を放

置し、正規・非正規労働者の雇用格差を拡大してきた責任は自公政権にある。 

それを今頃になって、「働き方改革は待ったなしの課題である」「労働政策審

議会で労使の議論に任せていたのでは、改革のスピードが遅すぎる」などと唱

えても、議論のすり替えであり全く説得力がないし、土台から信用できるもの

ではない。アベノミクス「働き方改革」は経済成長戦略の一環として言い出し

たものであり、真の働き方改革（ディーセント・ワーク）の実現にはならない。 

 ＊ 実行計画書以外のことはやらない！？ 

   冷静に見れば、安倍内閣は上記 2つのことしかやらない（実行計画書に書か

れていることしかやるつもりはない）というだけのこと。 

 

 ５ 安倍内閣と経産官僚・新経団連の野望 

   「雇用によらない自由な働き方ができる社会を実現」！？？ 

   厚労省も昨年夏の報告書「働き方の未来２０３５」で同じ雇用社会を想定。 

  ➽これもまた得意の誤魔化し。真の狙いは、あらゆる業務について、「仕事

があるときだけの業務委託・個人請負契約の締結、スポット・ワークに切り

替えて、労働法の保護をなくす。」つまり「労働法のいらない働き方の社会」

を作るということ。 

    21世紀の日本で「奴隷労働」を復活させるということになりかねない！！ 
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   そのためには、 

① 解雇自由法の制定 

② 雇用の流動化、労働力移動促進政策 

③ ウーバー社などシェアリング・エコノミーの解禁、合法化による個人請

負・業務委託労働の全面的導入 

④ 外国人労働者の受入れの全面自由化 

 

 ６ ９月８日「働き方改革関連法案」要綱（労政審に諮問） 

  ⑴ 最大の問題点は「一括法案」にしたこと！ 

＊朝日新聞９月９日夕刊「素粒子」 

     売れない商品を押し付ける商法。残業の上限規制に「残業代ゼロ」を

抱き合わせ。それは不公正取引ではないのか。 

＊民進党井坂議員、９・１４院内学習会での発言 

    「売れない不良品の抱き合わせ販売」である。 

  ⑵ それぞれの異なる内容の法案に対する改正の趣旨・目的と内容を理解し、

批判と廃案・修正要求を突き付けていくことが大事。⇒後記。 

   ⑶ 法案の改正内容が国民にほとんど知られていない！ 

     これでは、総選挙の争点になりようがない！ 

 

７ 「働き方改革実現」の虚実を見抜き、労働側から真の「働
、、、、

き
、
方改革
、、、

」（＝ディ

ーセント・ワークの実現）～使用者に対する規制強化“「働かせ方改革」”を提

言すべし！ 

アベノミクス「働き方改革」の矛盾点はしっかりと認識しながら、それでも

安倍政権の唱えている「同一労働同一賃金の実現」（実は、言葉の使い方として

は誤りであり、「雇用形態の違いによる不利益取扱いの禁止」のことである）も、

「長時間労働の是正」「過労死の撲滅」も全てこれまで労働側が主張してきたこと

であり、その実現を要求していたことである。 

したがって、この政策課題自体は、我々が求めてきたこととして肯定したう

えで、これまでの安倍政権の政策との著しい矛盾点を批判しながら、具体的な

施策の内容を慎重に吟味したうえで厳しく批判と注文、すなわち真の「働
、、、、

き
、
方
、

改革
、、

」（＝使用者に対する規制強化策）「働かせ方改革
、、、、、、

」を提言していくべきで

あり、合わせて労働側が求める“真の働き方改革”の具体的政策を対案として

出して、立法運動を展開すべきである。 
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各 論  法案要綱の内容の検討と批判 

第１ 労働時間の上限規制 

１ 法案要綱の上限規制の内容と問題点 

⑴ 時間外労働の限度時間（法案要綱第一、一、２、３、４） 

労使協定（３６協定）では、「対象期間（１年に限る）における１日、１カ月

及び１年のそれぞれの期間について、労働時間を延長して労働させることがで

きる時間又は労働させることができる休日の日数」（同２（四））を定めなけれ

ばならないが、「当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮し

て通常予見される時間外労働の範囲内において、」労働時間を延長して労働さ

せることができる「限度時間」は、「１箇月について４５時間及び１年について

３６０時間」（１年単位の変形労働時間制は別の規定）とする。 

現行の「時間外限度基準告示」（平成 10年労働省告示 154号）を法律に格上

げし、罰則による強制力を持たせることとした。 

ただし、「限度時間」はあくまで３６協定で定めた「労働時間を延長して労働

させることができる時間」についての規制であり、休日労働の回数の上限（限

度回数）や休日労働時間についての規制はない（同告示どおり）。 

 ⑵ 限度時間を上回る臨時的な特例（同５） 

労使協定に、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の増

加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、１

箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させること

ができる時間を定めることができる。」この臨時的な特例は、「１年について６

か月以内に限る。」 

そして、「（法案要綱第一、一、）２の（四）に関して協定した時間を含め７２

０時間を超えない範囲内に限る。」つまり、臨時的な特例と労使協定で定めた時

間外労働を合わせて７２０時間を超えない範囲内に限るものとしている。この

臨時的な特例が使えるのは年６回までである。 

これは、今まで労基法には特別条項により時間外労働の上限がなかった の

を、臨時的に特別の事情があるとして労使が合意した場合であっても、上回る

ことのできない上限を年７２０時間に設定したものである。 

 ⑶ 1箇月１００時間未満、1箇月当たりの平均時間８０時間以下（同６） 

  ところが、（労政審における「建議」でもそうだったが、）上記⑵の限度時間

を上回る臨時的な特例の上限を年間７２０時間以内に設定し、この特例を使え

るのは６箇月までだとしても、残りの６カ月間は休日の労働時間に対する規制

はないから、１箇月４５時間を上回る休日労働はいくらでもさせることが可能

となる。例えば、月に４日～５日の休日に全て休日労働が可能だと労使協定す

れば、１日２４時間×４日～５日＝９６時間～１２０時間もの休日労働が１箇
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月に可能となってしまう。 

  これではいくら何でもまずいので、法案要綱はこれに一定の歯止めをかける

ために、次のように定めた。 

「使用者は、１の協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、

又は休日において労働させる場合であっても、次に掲げる時間について、それ

ぞれ後段に定める要件を満たすものでなければならない」として、「（二）１箇

月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 

１００時間未満であること。」「（三）対象期間の初日から１箇月ごとに区分した

各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の期

間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日に

おいて労働させた時間の１箇月当たりの平均時間 ８０時間を超えないこと。」

とした。 

すなわち、この規定によって、３６協定の対象期間１年間を通じて、労働時

間を延長して労働させることができる時間と休日において労働させた時間の

両方を合わせて、１箇月１００時間未満及び６箇月平均の時間外労働及び休日

労働時間は８０時間未満とすることにしたものと解釈することができる。 

 ⑷ 結論 

以上の法案要綱の規定内容をまとめると、①特例を活用できる６回（６か月）

で１箇月８０時間×６月＝４８０時間。あわせて、②特例を活用しない月（残

り６回・６か月）でも毎月８０時間以内の時間外・休日労働をさせることがで

きるので計４８０時間。結局、制度上は年間合計９６０時間の時間外・休日労

働をさせることができることになる。 

以上をエクセル表にすると、別紙「最大月９６０時間のカラクリ」（日本労働

弁護団事務局作成）になる。 

 

２ 法案要綱の批判的検討 

以上、法案要綱の労働時間の上限規制の内容を解説してみたが、労働事件の専

門弁護士が読んでも非常に分かりにくい制度となっている。労働組合の執行部や

組合員の皆さん向けに、法案要綱の問題点と労働組合としての対応の仕方を考え

てみたい。 

⑴ 罰則付き上限規制の制度創設に対する評価 

まず、時間外限度基準告示を罰則付きで法律に格上げし、時間外労働の上限

規制を導入して、特別条項の労使協定でも上回ることができない上限時間を設

定したことは評価できる。日本労働弁護団の中での議論もそうであった。大変

意義のある立法だと思う。 

しかし、次のような問題点や疑問点がいくつもあるので、国会の審議ではき

ちんと論点として取り上げて議論し、是非修正してもらいたい。 

 ⑵ 「上限規制の制度」全体の分かりにくさ 
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 「時間外限度基準告示」が時間外労働だけを規制し、休日労働を規制してい

ないという枠組みを維持したまま、特例の絶対上限時間として年間７２０時間

を設けて６か月は休日労働の規制を含め、残り６か月は休日労働は規制しない

という構造を残したままだから、一読しても容易には理解できないものとなっ

てしまっている。 

そもそもの出発点として、告示の枠組みを堅持するのではなく、過労死の労

災認定基準と同じように、単純に休日労働も含む労働時間の上限規制の枠組み

を作ればよかった。そもそもの議論の出発点から従来の告示の枠組みを変えな

いという縛りがあったのかもしれないが、残念である。ただし、法案要綱では、

年間を通じて単月で１００時間未満、月平均で８０時間以下という上限を規制

したと解釈できるので、この点を法案では明確にして規定すべきである。 

 ⑶ 休日労働を合わせれば、最大９６０時間が可能となる仕組みは改善を 

   前述のように、臨時的な特例を使わない残りの６か月間は休日労働に対する

規制は及ばないので、月に限度時間の４５時間を超えて休日労働させることが

制度上は可能となってしまう。上記のように１年間を通じて平均８０時間以下

という上限規制をかけたとしても、制度上は年間最大で９６０時間の時間外・

休日労働が可能となってしまうので、このような過労死ラインをはるかに超え

る働かせ方は絶対に阻止しなければならないから、労働組合には労使協定で、

是非休日労働も合わせて年間の上限時間が７２０時間以下になるように交渉

し締結してもらいたい。労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであっ

て、労働組合が団体交渉によって労基法を上回る基準を３６協定で定めること

は何ら妨げられない。年間７２０時間と言わず、限度時間の月４５時間、年間

３５０時間に近づけるような労使協定を結んでもらいたい。 

 ⑷ 過労死労災認定ライン、過労死防止法との抵触 

   今年９月１４日の「働き方改革一括法案を斬る！」緊急院内学習会（日本労

働弁護団主催）で、「過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さんが、「過労

死の労災認定基準と同じような上限時間を立法化するのは、せっかく過労死等

防止基本法を作ったのに、これと矛盾する政策である。過労死防止法違反だ。」

と訴えられていた。 

＊ 厚生労働省が定めた『脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準』（平

成13年12月12日基発第1063号）「過重負荷の有無の判断」に記載されてい

る時間外労働の時間（１か月間におおむね１００時間超又は２か月間ない

し６か月間にわたって１か月当たりおおむね８０時間超）に相当するもの

であり、上限基準として極めて不適切なものであるから到底賛同できな

い。 

このような内容の労働基準法改正では、過労死・過労自死等の労働災害

を招くおそれのある基準にお墨付きを与えて、政府自らが容認するに等し

いものとなってしまう。 
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   当然のことながら、労働組合としては３６協定においてこのような過労死認

定ラインに達するような上限時間を締結しないようにすべきである。労働者が

倒れたり、死んでからでは取り返しがつかない。これからは労使の責任が厳し

く追及されることになる。 

 ⑸ 司法判断（判例）にも反する、企業の加害者責任免脱の危険 

この上限時間につき、裁判所も、月９５時間分の時間外労働を義務付ける定

額時間外手当の合意の効力が争われた事件で、「このような長時間の時間外労

働を義務付けることは、使用者の業務運営に配慮しながらも労働者の生活と仕

事を調和させようとする労基法３６条の規定を無意味なものとするばかりで

なく、安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するおそれさえあるというべきで

ある」としている（ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件札幌高

裁平 24.10.19判決・労判 1064号)。 

また、月８３時間分のみなし残業手当の効力が争われた別の事件では、「月

８３時間の残業は、３６協定で定めることができる労働時間の上限の月４５時

間の２倍近い長時間であり、・・相当な長時間労働を強いる根拠となるもので

あって、公序良俗に違反するといわざるを得ず」としている（穂波事件・岐阜

地裁平 27.10.22判決・労判 1127号）。 

このように、裁判所の判決では月９５時間や８３時間の時間外労働でさえ、

使用者の安全配慮義務に違反し、公序良俗に反するものであり無効である（民

法９０条違反）とされるのであるから、法案要綱に定める「月１００時間」「平

均８０時間」の時間外・休日労働の上限も、裁判所によって公序良俗に違反し

無効とされるおそれの強いものである。元東京地裁労働部の裁判官が、この上

限時間の内容だと過労死労災認定基準と矛盾し、企業の過労死責任を問えなく

なるのではないかと危惧されていた。 

したがって、このような懸念のある時間外労働の上限の例外は認めるべきで

はなく、労働者の命と健康を守り、家庭生活と仕事の調和を図ることができる

ような労働時間の上限規制をすべきである。例えば、月平均６０時間などとい

う規制を検討すべきである。 

それとともに、上記内容の労基法改正によって、過労死労災認定基準の長時間労働に対

する使用者の安全配慮義務違反の責任が決して免脱されるものではないことを確認すべ

きである。 

⑹ 多すぎる適用の例外 

さらに、自動車の運転業務や建設事業の施行日５年先送りと規制内容を緩和

した。特に、自動車運転業務については、５年経過後は年間の時間外労働時間

の規制は９６０時間を超えない範囲とするとなって、あまりにも多すぎる上限

となっている。また、新技術等の研究開発業務と医師については上限規制その

ものを適用除外して規制が及ばないものとした。労働基準局長の指定する季節

的要因等により事業活動や業務量の変動が著しい業務・集中的な作業が必要と
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される業務についての適用猶予として、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製

造する事業については上限規制を適用しないものとしている。 

あまりにも適用の例外が多すぎてこれでは何のための労働時間の上限規制

なのかと疑いたくなる。全て見直すべきである。 

 

３ 我々が求める長時間労働の具体的規制策（市民・労働側の要求） 

➽ 日本労働弁護団立法提言（労働弁護団ＨＰ掲載） 

労働時間はディーセント・ワークの要である。時間外労働は本来例外であるべ

きとの原則を踏まえるならば、労働者の命と健康を危険に曝すことを許容する時

間外労働の上限の例外は断じて認めるべきではない。そもそも、今回の政府主導

の労働時間の上限規制の目的は、二度と過労死や過労自死の被害を生まないため

であったはずである。 

私たちは、政府に対し、労働者の命と健康を守り、生活と仕事の調和を図るこ

とができるような労働時間の上限規制がなされるべきであることを強く訴え、労

働基準法の改正案として、時間外労働の例外的な上限時間を労働者の命と健康を

害しないように、上記の過労死労災認定基準を大幅に下回る時間とするよう強く

申し入れる。あわせて、上限時間の法定とともに勤務間インターバルの導入も労

基法改正に明記すること、使用者に罰則付きで全ての労働者の労働時間記録義務

を課する労基法の改正を求める。 

今求められているのは、日本の雇用社会から過労死・過労自死を根絶するとと

もに、労働者にゆとりのある生活時間を取り戻せるような、厳格且つ実効性のあ

る労働時間規制であることは明らかである。 

我々は、日本社会で働く全ての労働者の命と健康を守り、生活時間を取り戻す

ため、政府が国会に提出し継続審議となっている「労基法改正案」を白紙に戻し、

真に実効性ある長時間労働規制を強く求めていく。 
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第２ ２０１５年労基法改悪法案 

平成 28 年通常国会に提出され、現在も継続審議となっている「労働基準法改

正案」では、企画業務型裁量労働制が拡大（規制緩和）と合わせて「ホワイトカ

ラー・エグゼンプション」（高度プロフェッショナル制度）を導入しようとして

いる今年秋の臨時国会でも一括法案に盛り込んで成立させようとしていた。 

 

１ 政策的矛盾、完全に破たん 

現在国会で継続審議となっている「労働基準法改正案」で政府が導入しよう

としている「高度プロフェッショナル制度」は、一部の専門職の労働者を労働

基準法の労働時間規制から適用除外とするホワイトカラー・エグゼンプション

であり、さらに改正案は「企画業務型裁量労働制度も大幅に拡大」するものと

なっている。これらの改正は労働時間規制を大きく緩和するものであり、長時

間労働を助長するものに他ならない。政府の労働時間政策は完全に矛盾し、破

たんしている。 

 

 ２ 安倍政権の立法戦術は？ 

   「労働時間上限規制法」（名称推測）を通す代わりに、現在の労基法改正案

を成立させてほしい（塩崎厚労大臣の連合賀詞交歓会での発言）。➡ 働き方

改革実行計画へ反映。 

  ⑴ 労基法の上限規制法案の労政審 

    実現会議での労使合意が前提なので、すぐに審議は通ってしまう。 

  ⑵ 今年秋の臨時国会で成立？ 

    既に継続審議の労基法改正法案と上限時間規制をセットで一括して労基

法改正法案を出し直して臨時国会で審議入り、成立させる見込み。 

   ＊ 審議入りしたら、余程の国民的世論とメディア世論の反対がなければ、

成立してしまうことになる！ 

  ● 上限規制法案でも、労基法改悪と引き換えに成立させるべきか？ 

    断じて、否である！労基法改悪とセット論には乗れない。 

 

 ３ 現労基法改悪法案（継続審議）への批判 

  ＊ 「労働時間ではなく成果で評価する働き方への変革」は全くの虚偽！ 

    何と、安倍内閣は、（継続審議になっていた）「今回の労基法改正は、長時

間労働を是正する規制強化の法案だ」と強弁している！ 

  ＊ 実際の法案は、「定額働かせ放題」「過労死促進法」「残業代０法」！ 

  ➽ 批判の内容は、末尾別紙参照。 
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第３ 正規・非正規の格差是正は「同一労働同一賃金」なのか？ 

 ➽ 資料参照 

 

１ 政策の基本的方向性は正しいが、政策論的にズレがある 

   現在の安倍政権が掲げているのは、正規・非正規雇用の雇用形態による賃金

等の労働条件の処遇格差を是正するものであり、「雇用形態別の格差禁止」であ

り、労働契約法２０条やパート法８条の「不合理な労働条件の相違の禁止」規

定の拡張政策である。 

   「同一労働同一賃金の原則」とは、本来男女間の労働条件の差別を禁止する

原則。アベノミクスの「同一労働同一賃金」政策は、男女差別是正でも正社員

間の格差是正（大企業と中小企業の格差是正、発注企業と下請け企業の格差是

正、業界における格差の是正など）は全く考慮の外。 

  

 ２ では何故「同一労働同一賃金」と表現しているのか？ 

 

 ３ 昨年末の「同一労働同一賃金ガイドライン」（案）は本物か？ 

  ⑴ 根本的な問題点・疑問～実効性なし 

    「先にガイドラインを策定し、立法はこれから」（いつになるか不明）な

ど法律の立法・施行手続きから言ってあり得ないこと！法律がまだ影も形も

ないのに、法律に基づくガイドラインを先に作ることなど不可能だから単な

る「案」になっている。幻のガイドライン。 

    法律はこれから作るということは、これから使用者側（財界）の意向でど

のようにでも変えられるということではないか（「東京新聞・社説」）。当然、

今後労政審で労働契約法の改正案として審議されることになるが、この審

議・建議・立法過程で骨抜きにされることは十分に予想される。 

  ⑵ 問題点 

   ① 具体的な格差が存在することの使用者の説明責任が明示されていない。 

   ② 「合理性」の主張立証責任が使用者に課されていない。 

   ③ 正社員の比較対象者が明確にされていない。 

     管理職と比較するのではない。「キャリアパス、人材活用の仕組み」の

違いを強調すれば、全く無意味になってしまう。 

   ④ 住居手当・家族手当や退職金などに触れていない。 

   ⑤ 派遣労働者については説明がない。 

  ⑶ 評価できるところ 

仮に、個別の労働条件ごとの格差是正を義務付ける条文（法律の規定）

ができれば、大いに役に立つ。 

   ➡ 民進党他の野党が立法案（対案）策定？ 
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４ 労働契約法２０条に基づく格差是正裁判の厳しい現状 

 ＊ ハマキョウレックス事件判決、長澤運輸事件判決、そして東京メトロコマ

ース事件判決、いずれも労働側に極めて厳しい判決の内容。 

   この司法判断が続けば、せっかく初の民主党政権の時に「（労働側にとっ

て初の）使える労働立法」として労契法を改正したのに、２０条はほとんど

使えなくなってしまう。 

 ＊ この６月３０日にも、佐賀地裁でＪＰの郵便集配業務をやっていた元時給

制期間雇用社員が原告の事件で、労契法２０条に基づく格差是正の請求は全

て棄却する、全敗の不当な判決が出された。郵政ユニオンが支援しているＪ

Ｐ２０条訴訟の原告らと同じ立場の当事者でほぼ同じ請求と同じ争点の事

件で、全敗の判決を取った責任は重大である。 

 

５ 労政審労働条件分科会・職業安定分科会 同一労働同一賃金部会６月９日

「同一労働同一賃金に関する法整備について（建議）」と法案要綱をどう評価

するか？ 

 ⑴ 有期労働・短時間労働の部分 

  ① 有期労働（非正規労働）を減らしていくという視点が欠如 

   ➽ 労働弁護団の立法提言（資料）のように「入口規制」が必要。 

  ② 「同一労働同一賃金の原則」は元々男女賃金差別を是正するためのもの

（ＩＬＯ100号条約「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一

報酬に関する条約」）であるから、男女賃金格差の是正や正社員間の賃金

格差の是正の問題も忘れてはならない。 

  ③ 「労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備」というが、ま

ず第一に立法すべきは、現在の労契法２０条の規定を変えて、「労働条件

の相違は合理的でなければならない。」とか、「原則として格差禁止。例外

として合理的な理由がある場合には許容する。」というような条文にすべ

き。つまり、労働条件の格差を設けている使用者側に、その格差が合理的

な理由があることの主張・立証責任を明確に負わせる。 

  ④ 当該労働条件の相違（格差）には合理的な理由があること（合理性）の

判断要素として「職務の内容（労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責

任の程度）」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」の２つの要素を明文

の基準として重視すべきであり、あまり「その他の事情」を強調すべきで

はないことを明記すべき。 

  ⑤ 上記「職務の内容及び配置の変更の範囲」は、就業規則上の規定の存在

や将来の人事異動や職務内容の変更の抽象的な可能性ではなく、実態に即

して客観的に判断されなければならない。単に、「人材活用の仕組みが異

なる」とか、「キャリアパスが違う」などということを根拠にしない。 
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  ⑥ 建議が「その他の事情」として明記すべきとしている「職務の成果」「能

力」「経験」を考慮要素とする場合とは、「成果給」や「能力給」、「勤続給」

など当該労働者個人の業績評価（成果）や職務能力、勤続年数を評価して

支払われる趣旨・性格の賃金でなければならないし、それらの要素を評価

するための客観的・合理的な基準に基づいて行わなければならない。 

    成果や能力、経験を基準として支給されていない賃金・労働条件とは関

係がないことを明記すべきである。 

 ⑵ 新たに派遣労働に関する立法案 

   果たして、この内容で派遣労働者の労働条件の著しい格差是正ができるの

か？ 

  ① せっかく立法されたのに、派遣労働者が直接派遣先の無期雇用労働者と

の処遇格差の是正を求める権利を奪うものであってはならない。 

  ② しかし、派遣先事業主は、派遣労働者との直接の争いを避けるため、派

遣労働者の労働組合との団体交渉を回避するため、派遣元と派遣労働者と

の間の労使協定を強要する対応をとることが強く予測される。派遣先は、

労使協定を締結していないような派遣元とは労働者派遣契約を締結しな

ければよいだけ。これでは格差是正規定が絵に描いた餅になってしまう。 

  ③ 労使協定の内容も不明確、不十分であり、これで派遣労働者の待遇が本

当に改善されるのか疑問。 

 ⑶ 今後の立法の見込み 

＊ 同一労働同一賃金の法案も、この秋の臨時国会に提出する予定だった。 

 

６ 労働側が求めて行くべき真の改革法案とは 

 ➽ 日本労働弁護団 「非正規雇用の「入口規制」と「不利益取扱い禁止」に

関する立法提言骨子案（ ２０１６年１０月７日） 
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第４ 解雇の金銭解消法（解雇自由法）の壊滅的危険性 

１ これまでの「解雇の金銭解決制度」導入への議論の経緯 

  米国・日本経団連、政府・与党自民党は、これまで２度やろうとした 

 ⑴ 平成１４年（２００２年）１２月２６日労政審建議 

   平成１５年（２００３年）２月１０日労政審労働条件分科会 

  ・労基法１８条の２に解雇権濫用法理が初めて法定された年。 

 

 ⑵ 平成１７年（２００５年）９月１５日労働契約法制研究会最終報告 

  ～平成１８年（２００６年）１２月２７日労政審答申 

 

 ⑶ 平成２６年（２０１４年）６月２４日閣議決定 

   「日本再興戦略」改訂２０１４ 

＊ 今回は三度目の正直！ 

 

２ これまで議論された「解雇の金銭解決制度」の内容はどのようなものか 

 ㈠ 平成１４年（２００２年）１２月２６日労政審建議 

  「⑵ 裁判における救済手段について 

    ① 解雇の効力が裁判で争われた場合において、 

② 裁判所が当該解雇を無効として、解雇された労働者の労働契約上の

地位を確認した場合であっても、 

③ 実際には職場復帰が円滑に行われないケースも多いことにかんがみ、

裁判所が当該解雇は無効であると判断したときには、労使当事者の申

立てに基づき、 

④ 使用者からの申立ての場合にあっては当該解雇が公序良俗に反して

行われたものでないことや雇用関係を継続しがたい事由があること等、

一定の要件の下で、 

⑤ 当該労働契約を終了させ、使用者に対し、労働者に一定の額の金銭

の支払いを命ずることができることとすることが必要である。 

⑥ この場合に、当該一定の金銭の額については、労働者の勤続年数そ

の他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とすることを含めて、

その定め方について、当分科会において時間的余裕をもって検討する

ことができるよう、施行時期について配慮することが適当である。 

  

㈡ 平成１５年（２００３年）２月１０日労政審労働条件分科会 

「２ 判決等による労働契約の終了 

    ⑴ ①労働者は、判決で解雇が無効であると確定した場合において、 

②当該労働者が職場復帰したとして、労働契約の本誌に従った義 
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務を履行することが困難となる状況が生ずることが明らかである

ときは、 

③退職と引き換えに、当該解雇を行った使用者に対して補償金の支

払いを請求することができる 

⑵ 使用者は、判決で解雇が無効であることが確定した場合において 

次のいずれにも該当する事情があるときは、労働者との間に労働契約

終了を裁判所に請求することができる。 

ア 使用者の行った解雇が、労働者の解雇に関する権利を制限する 

この法律若しくは他の法律の規定に反しないもの、かつ、公序良俗に

反しないものであること。 

イ 使用者と労働者との間に当該労働者の職場復帰に関する紛争が生

じている場合であって、当該労働者の言動が原因となって、当該労働

者が職場復帰したとしても、職場の秩序又は規律が維持できず、当該

労働者又は当該事業場の他の労働者が労働契約の本誌に従った義務

を履行することが困難となることが明らかであること。 

ウ 補償金の支払いを約すること。 

⑶ 補償金の額は、平均賃金の○日分とする。 

⑷ 使用者による補償金の支払いは、労働者の使用者に対する損害賠 

償の請求を妨げないものとする。」 

 

  ㈢ 平成１７年（２００５年）９月１５日労働契約法制研究会最終報告 

  「第４ 労働関係の終了 

    ３ 解雇の金銭解決制度」 

   ＊最終報告のポイント 

① 紛争の迅速な解決の観点からは、解雇の有効・無効の判断と金銭解決

の判断とを同一裁判所においてなすことについて検討すべき。 

② 解決金の性質は、雇用関係を解消する代償であり、和解金や損害賠償

とは完全には一致しないと考えられる。 

 

㈣ 平成１８年（２００６年）１２月２７日労政審答申 

「解雇の金銭的解決については、労働審判制度（平成１８年４月施行）の調

停、個別労働関係紛争制度のあっせん等の紛争解決手段の動向も踏まえつつ、

引き続き検討することが適当である。」 

 

３ 厚生労働省「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」

（労働紛争解決システム検討会）平成 27年 10月から開始。 

⑴ 規制改革会議 平成２７年６月１６日「規制改革に関する第３次答申」 

   「労使の代表者や法曹関係者、学識経験者等を幅広く参集した議論の場を
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速やかに立ち上げ、『労使双方が納得する雇用終了の在り方』に関する意見

（平成２７年３月２５日規制改革会議）に挙げられた課題等について、論点

を整理した上で検討を進める。【平成 27 年中可能な限り速やかに検討開始】」 

⑵ 既に、安倍内閣は厚労省担当部署に対して法案作りを命じていた。 

   しかし、昨年夏までには、安倍政権は消極論に態度を改めたはずであった。 

 補償金・解決金の金額はどう定めるか？ 

⇒ 厚労省平成２７年６月１５日「予見可能性の高い紛争解決システム

の構築」に関する調査結果 

  「日本再興戦略」改訂２０１４では、上記「分析結果を踏まえ、活用

可能なツールを１年以内に整備する」とされている。本調査研究結果

をもとに、厚生労働省はこのツールを開発し、一般の利用に供するこ

とを予定しており、」 

＊「ツール」とは何か？ 

 「解決金相場表」（解決金水準表）のようなものを作り、労働者の「勤

続年数、月額賃金、地位、従業員数など」を入力すると、解決金額が表

示されるようになっているもの➡既に厚労省のＨＰで公開。 

    〇 検討会のメンバー八代、鶴（規制改革会議出身）の上記調査結果によ

る分析結果の報告は使い物にならないものであった。 

➡ ところが、昨年８月に突如、積極的導入賛成論（土田道夫教授）！ 

 ⑶ 今後の見通し～実定法上の解雇の金銭給付請求権を立法する方向か！？ 

  今年３月から「解雇の金銭解消制度」「損害賠償請求制度」「金銭給付請求

権」など色々なメニューを本格的に議論開始。 

まさに、“風雲急を告げる展開！！” 

  

⑷ 「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」報告

書（平成２９年５月２９日とりまとめ） ➽ 資料 

＊「解雇の金銭救済制度」とはどういうものか？ 

 ➽《例３》実体法に労働者が一定の要件を満たす場合に金銭の支払いを請

求できる権利を置いた場合の金銭救済の仕組み 

ａ）要件 

① 使用者の解雇 

② 解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ないこと 

③ 労働者が一定の金銭の支払いを求めていること 

Ｑ．労働者が金銭の支払いを条件に労働契約の解消を求めていることが要

件なのか？ 

Ｑ．復職意思がないことも消極的要件なのか？ 


