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ｂ）適用される解雇の範囲 

Ｑ．労働者のみに権利を付与する場合には、不当労働行為や女性差別解雇

のような場合にも解決金請求と労働契約終了を認めるのか？ 

Ｑ．有期労働契約の中途解雇（労契法 17条）に適用されるのか？ 

 → 基準は無期労働契約と異なるのか？ 

Ｑ．雇止めについても適用されるのか？ 

ｃ）法的効果 

① 解決金の給付請求権＝給付判決 

② 労働契約の終了の効果は、解決金が支払われた場合に発生する。 

➡ 解決金が支払われない場合には労働契約は継続することになる。 

➡ 解決金が支払われた場合、労働契約終了の効果発生日は解雇日、判

決日、支払日？ 

 ➡ 賃金バックペイはどうなるのか？ 

ｄ）地位確認請求を金銭支払い請求の相互の関係 

① 解決金請求訴訟（訴訟物＝解決金請求権）と地位確認訴訟・賃金支払

い請求訴訟（訴訟物＝労働契約条の地位、過去の賃金請求権） 

② 両方の請求を同時にできるのか？（できる。） 

③ 解決金請求訴訟で敗訴した場合、地位確認を提訴できるか？（理論上

はできる。） 

④ 既判力について⇒ 地位確認訴訟に及ばない。 

★ 解決金請求訴訟で敗訴しても、控訴もできるし、地位確認訴訟を改め

て起こすこともできるという構造になるのか？ 

   ｅ）解決金に賃金のバックペイを含むか否か 

① 解決金請求訴訟の場合には、復職の意思を放棄したとして労務の提供

がないから民法 536条 2項によりバックペイは発生しないのか？ 

② 違法な解雇によることが原因、制度として解決金の選択肢を行使する

だけであり、やはり使用者の責めに帰すべき事由があるとしてバックペ

イは発生すると考えるべき。 

③ 裁判実務上も、訴訟になれば解雇の違法性の審理に期間がかかり（一

人解雇事件でも通常は提訴から判決まで１年以上かかる～提訴までの

準備期間を考えると１年２～３か月、そのうえ控訴までするとさらに半

年以上、最高裁までいけばいつ判決が出るか不明）、解決金判決が出るま

での間にバックペイが発生しないのであれば、解決金請求訴訟を選択す

る労働者はいない。 

④ 地位確認訴訟をするが、例えば、審理途中で転職先が決まったような

場合には、その段階で解決金請求権を行使することができることになる

が、それまでは復職意思があったのであるから、バックペイを支払うべ

きということになる。ますます、使う労働者はいないのではないか。 
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★ 解雇権濫用法理に基づく根本的な疑問 

～ そもそも就労請求権を認めていないから、簡単に職場に戻れない！ 

地位確認しても復職できない。 

➽ 解雇の金銭解消制度を立法化するというのであれば、せめてドイツ

のように一審判決が出された場合には就労請求権を認めるべき。 

 そうしないと、大半の解雇事件が現在よりも金銭解決に流れてしまい、

ますます地位確認・職場復帰闘争ができなくなってしまう！ 

 

★ 将来必ず、使用者の解雇の金銭解決請求権！ 

 違法な解雇をした使用者に認めるべきではない。「使用者側に解雇権の

他に、二の矢を与える必要ない。」というが・・・ 

     しかし、必ず近い将来、使用者にも解消権を認めろという要求になる。 

 

４ 今後の立法化の見通し？ 

＊ これまでの「日本再興戦略」が、今年から「未来投資戦略 2017」に変わり、 

解雇の金銭解消制度は、 

「検討会の検討結果を踏まえ、労働政策審議会の審議を経て、所要の制度

的措置を講ずる」となっている（98頁）。 

  ＊ 厚労省は記者発表で労政審は年内、夏から検討をはじめるとした。 

 

５ 解雇の金銭解消制度に対する批判（➽労働弁護団幹事長声明） 

＊ 開催要項「金銭解決制度」は、言葉の誤魔化し！ 

従来議論されていた制度は、正しくは「金銭解雇制度」「解雇自由法制」で

ある。 

  ➽ 狙いはまさに、「雇用によらない働き方」の社会を実現するためには、解

雇自由にして、一気に離職者を増やし雇用の流動化を図れば、そのような社

会を実現できる！ 

⑴ 「中小企業の労働者をはじめとして不当解雇で泣き寝入りしている労働

者が多数いるので、これを救済すべきである」という意見があるが、本末

転倒である。まずやるべきことは、多数横行する不当解雇をなくすること

であり、使用者側の取組が必須。そのうえで、不当解雇の件数（相談件数）

が激減してから議論すべき。 

⑵ 日本の雇用社会にはそもそもこの制度を導入すべき立法事実がない。す

なわち、日本では労働審判制度や労働局の斡旋、地方行政の斡旋、民事調

停など多様な労使紛争解決システムが充実し確立してきており、例えば労

働審判制度は調停成立が８割近く、申立から終局的解決までわずか７３日

程度と労使紛争解決機能を十分に果たしており、解雇の金銭解消制度を導
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入する必要性（立法事実）がない。 

⑶ この制度が導入されれば、不当解雇されても被害に遭った全ての労働者

が職場復帰の道を閉ざされる。労働組合と労働者は「不当解雇撤回闘争」

が事実上不可能になる。 

⑷ 「現在の解雇事件の実際では、ほとんどのケースが職場復帰せずに解決

金を受領して退職（金銭解決）しているから、この制度を導入すべきであ

る」との賛成意見は誤りである。 

不当解雇された多くの労働者が職場復帰と雇用継続を望んでいるが、法

律上労働者に就労請求権が認められていないので、職場復帰が妨げられて

いるからである。就労請求権を法律で認めて労働者が職場復帰できるよう

にするのが先決である。 

⑸ 仮に「労働契約解消補償金」の上限と下限を決めて相場表による金銭を

請求できるとしても、想定される相場では、そもそも著しく労働者に不利

益な制度になるので、利用する人はいない！ 

⑹ 積極論の真の狙い＝初めは労働者のみの申立て制度であるとしても、金

銭解決制度だけは法制化しておき、利用する労働者がいないと、使用者か

らも申立できるようにすべきということになる。 

⑺ 良識ある経営側の中にも反対意見あり。良識ある労働法学者も反対。 

⑻ 中小企業の労働者が救済されないというなら、労働審判手続きなど法的

な手段を利用しやすくするために、費用の援助制度を作ることが先決であ

る。また、労働審判の支部をもっと拡大して利用しやすくする。 
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第５ さいごに 

１ 臨時国会での立法運動の基本方針 ～改め、総選挙の最重要争点としての法案

要綱への対応のスタンスはどうあるべきか？ 

 

⑴ 基本戦略の第 1：一括法案のまま審議入りは絶対拒否、絶対阻止。 

＊ 民進党の山井国対委員長代行（残量代０法案担当）が９月１４日の労働弁

護団主催の院内集会で発言していたように、臨時国会における第 1の基本戦

略は「一括法案のままなら、審議入りさせない」ということを前面に押し出

す。 

民進党・野党連合の基本戦略と我々の市民・労働運動は足並みを揃えるべ

し。いったん法案の審議入りを許せば、一括法案のまま強行採決か、高プロ・

裁量労働制を一部修正して可決ということになりかねない。それでも仕方が

ないというのが、これまでの労働側の国会戦術。 

⑵ 基本戦略の第 2：仮に、審議入り強行されても、一括法案のままなら（高プ

ロ・裁量労働制拡大が入っているのであれば）、全部拒否。 

⇒ 法案修正に応じて採決にも応じる（反対はするが）という方針も否定する。

最後まで、断固拒否。 

  以上が、現在の労働弁護団の全国常任幹事会で確認した基本方針。 

 ⑶ 問題は、分割して審議すると言ってきた場合や一括法案だが 3つに分けて審

議すると言ってきた場合にどういう方針を取るか？ 

① 高プロ・裁量労働制拡大には断固反対。 

② 上限規制は単月１００時間・平均８０時間のままでは賛成できない（反対） 

③ 同一労働同一賃金法案には、個人的意見だが、少なくとも修正を求めたう

えで賛成というスタンス。 

 

２ 反立憲民主主義内閣を打倒すべき 

現在の安倍内閣は、国民主権を否定し、議会制民主主義を否定し、日本国憲法

に基づく「立憲民主主義を破壊する内閣」～「１強独裁の国家権力」である！ 

   

秘密保護法の立法、集団的自衛権を容認する違憲解釈の強行、安保関連法制の

強行採決、自衛隊の南スーダン派遣強行と撤退、そして「共謀罪」の中間報告と

いう禁じ手を使った強行採決、最後の仕上げに憲法改正。 

  

３ 労働側の課題は、真の「働
、
き
、
方改革
、、、

」（使用者側に対する規制強化政策）＝「働
、

かせ方改革
、、、、、

」を実現するために行動し、運動すること。 

  解散総選挙で、自公政権が議席数を減らせば、労基法改悪の法案は強行できな

くなる。今度は、選挙の結果によって永久に「ホワイトカラー・エグゼンプショ
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ン」（高プロ・残業代０法案）を葬り去ることができるかもしれない。 

 

➽ 現在の国会勢力が両院とも自公政権が絶対多数を占め、安倍内閣の支持率が

回復している政治状況の中では、世論形成とメディア対策が最も重要であり、

それを支えるのは草の根の労働運動、国民運動の力がないと、この政治状況は

変えられない。 

“オールジャパン・ユニオン”＆“オールジャパン・デモクラシー”でない

と、今の政治状況は変えられない。 

今は、全てのリベラル勢力を結集して政権打倒の国民的統一戦線を結成し、

労働運動と市民運動が連帯して、共謀罪強行採決の糾弾と森友・家計学園問題

の総選挙運動における徹底解明と責任追及をして安倍内閣を退陣に追い込む

運動（投票行動）が何より必要。 

 

★ 臨時国会冒頭での解散総選挙の運動の中で、労基法改悪阻止闘争、解雇金銭

解消法立法拒否運動、共謀罪廃止運動、“ギグ・エコノミー”合法化絶対阻止、

外国人労働者全面解禁反対などなどを掲げて、労働運動と市民運動の連帯・共

謀連続行動・集会で安倍内閣を退陣に追い込もう！！ 

⑴ ＴＶ・マスコミ対策チームによる情報戦術がまず重要。 

⑵ 労働運動と市民運動の連帯と共謀による打倒安倍政権アクション 

⑶ 「労基法改悪阻止！９・１４院内学習会」の開催 

  主催：日本労働弁護団。３野党議員の発言。連合本部からの報告。各労働

組合、各市民団体からの発言。定員１００名の会議室に１５０名を超える参

加者があり、入りきれないくらい関心が高かった。 

⑷ 「さよなら、安倍政権！～労働法制改悪阻止・日比谷野音１０・２５全国

ゼネラル集会」 

選挙中だと良いが、日本中の全ての労働組合、市民団体、学生・市民は総

力を挙げて安倍政権を倒そう！ 

 主催：日本労働弁護団、各産別・労働組合、オール市民団体、オール野党 
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お 願 い ！ 

２０１７年１１月１０日 

『日本労働弁護団６０周年記念総会』へ多数のご参加を！！ 
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別 紙  ２０１５年労基法改正法案（継続審議）の問題点 

㈠ 裁量労働制の大幅な拡大（規制緩和） 

今回の労基法改正案は企画業務型裁量労働制に２つの類型、すなわち、①

法人提案型営業と②事業の運営に関する事項の実施管理評価業務を追加し

ている。 

   ① 「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調

査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の

提供にかかる当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」 

   ② 「事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分

析を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理するとと

もにその実施状況の評価を行う業務」 

  

① 法人提案型営業 

法人提案型営業については、単純な店頭販売や飛び込みの顧客訪問販売

などを除いて、法人に対する提案型の営業など日本の営業マンのほとんど

が行っている。労働政策審議会の議論では、現在日本全国に何人くらいの

営業職がいて、適用対象となるのは何十万人か、何百万人か、全く検証も

なされないまま導入が決まった。 

総務省の労働力調査（基本集計）によれば、２０１４年平均で、販売従

事者の中の営業的職業従事者が３４２万人もいて、そのうち何割の労働者

がこの新制度の拡大対象になるのか政府は明らかにしていない。仮に最高

で約 8割の人が該当するとすれば、２７０万人が対象労働者となる。 

厚労省は、「法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査

分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る課題解決型提案営業提案営

業の業務」として、例えば新商品開発の課題解決型提案営業をいい、単純

な営業や個別の製造業務や備品等の物品購入業務などは対象業務とならな

いとしているが、法文上そのような限定解釈はできないし、どれくらいの

数の営業担当者が適用対象になるのか全く不明である。 

② 事業の運営に関する事項の実施管理評価業務 

ⅰ．法文上無限定 

②については、法文上は全く限定されておらず、建議の例示にあるよう

な全国的な事項に限定されるものとはなっていない。各事業所・支店など

における「事業の運営に関する事項」に関わる業務でもよく、いくらでも

対象範囲が広がるおそれがある。 

ⅱ．管理職を対象とするもの 

現行法と対比すると、現行の労基法３８条の４は、「事業の運営に関する

事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、」とある。改正
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法案は、これに「当該事項（事業の運営に関する事項）の実施を管理する

とともにその実施状況の評価を行う業務」を加えた。これは、まさに「管

理職」の業務である。 

前記総務省の労働力調査によれば、全産業の管理的職業従事者が１４２

万人であり、このうち何人が対象となるのか全く明らかにされていない。

法文上の限定解釈はなされていないので、解釈の仕方によっては全ての管

理職が対象となりかねない。 

以上のように、やはり今回の労基法改正による企画業務型裁量労働制の

拡大は、労働者にとってリスクが大きいものである。 

 

㈡ 裁量労働制の問題点、危険性！ 

⑴ 実際の労働現場の実態 

裁量労働制とは、労働者に業務遂行の方法や出勤・退勤の時間を自由に

決められる裁量があるという制度であるから、使用者が労働者に対して決

められた時間や決められた順番に業務を遂行することを指示されている場

合など業務の具体的な裁量権がなければ、裁量労働制の適用はない。 

ところが、新聞社・出版社の編集部に在籍する全ての労働者を専門業務

型裁量労働制の対象にするとか、本社の企画部に配属されたからといって

企画部の従業員全員に企画型の裁量労働制を適用することができるわけで

はない。 

もっと酷いブラック企業の例では、具体的な業務の裁量権などないのに、

入社して２～３年目からホワイトカラーの従業員は全員、企画型裁量労働

制とするという運用をしている会社もある。実際には、業務遂行や労働時

間の裁量権などなく、使用者の具体的な指揮命令に従っているのに、裁量

労働制を適用されている労働者が多い。 

また、みなし労働時間は８時間となっているのに、現実には命じられた

業務をやり遂げるには８時間では終わらず、一日１０時間とか１２時間も

働いているという職場が多いことが問題となっている。 

裁量労働制は、使用者の労働者に対する実際の労働時間を把握する義務

を免除し、どんなに長時間働いても予め定められた「みなし時間」労働し

たものとみなされてしまうので、実際には長時間労働に対する歯止めがか

からないし、使用者にとっては割増賃金を払わなくてよい上に、際限なく

長時間労働をさせることができる制度なので、悪用されやすい。 

 

⑵ 過重な長時間労働による健康障害、過労死の危険性！ 

実際には一日１２時間も働いていたら、週休二日であっても月の法定外

労働時間（残業時間）が９０時間近くなってしまい、過労死の労災認定基

準を優に超えているので、労働者の健康や生命身体の安全が脅かされるこ
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とになる。 

 

⑶ 裁量労働制の方が長時間労働、しかし、実労働時間の記録が残らないので 

二重のリスク 

JILLPTの「働く場所と時間の多様性に関する調査研究」でも指摘されて

いるが、通常の勤務時間制度よりも裁量労働制・みなし労働時間制で働く

労働者の方が、労働時間が長くなっている。裁量労働制で働く労働者で、

実労働時間が１日１２時間を超える労働者が５割前後もいることも分かっ

ている。 

通常の法定労働時間の下で働く労働者より裁量労働制の労働者の方が長

時間働いているのに、過労死・過労うつなどの労災認定の件数として挙が

ってこないのは、当該被災労働者の実労働時間の記録が残っていないから労災

申請ができないというのが実態だからである。 

 

⑷ 労災過労死事件の具体例～労災申請と認定に非常に苦労した例 

① 事件の概要 

Ａ氏は、専門業務型裁量労働制（労基法規則 24 条の 2 第 2 項 6 号業

務「証券アナリスト」）で働いていた労働者であり、債券（市場）担当

アナリストとして、債券市場に関係する情報を収集・分析し、毎日３０

以上の顧客に対しマーケット情報をネット上で配信する業務及び営業業

務等を担当していた。 

被災者は、働きすぎで退社する同僚や過労うつで休職した上司の業務

を背負わされ、有給休暇の取得や病気での欠勤も認められず、恒常的に

長時間労働を強いられた結果、業務上のストレスから平成２５年７月２

３日午後６時３０分ころに心室細動を発症し、翌日、４７歳の若さで死

亡した事案である。 

妻と長男（被災当時１１歳）がおり、３人で世田谷区で暮らしてい

た。長男は「発達障害」があり、遺族の妻は子供と２人の生活と子供の

将来を考えれば、労災認定が下りるかどうかが死活問題であった。 

② 長時間労働の実態 

過労死認定基準によれば、発症前１か月間に概ね１００時間を超え

る時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評

価できるところ、本件では１３３時間４２分に達している。 

また、認定基準によれば、発症前２か月間ないし６か月間にわたっ

て、１か月あたり概ね８０時間を超える時間外労働が認められる場合

には、業務と発症との関連性が強いと評価できるが、本件では、発症

前６か月間の平均時間外労働時間数は１０８時間５６分に達してい

る。したがって、これのみによっても、業務の過重性が明らかであ
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り、業務と発症との関連性が強いといえる。 

さらに、本件では、発症前６か月間に、上司とのトラブルを抱え、

恒常的に長時間勤務や土曜日の勤務を強いられ、ストレス反応とし

て、動悸や呼吸苦などの身体症状が現れ、医師から業務の負担軽減を

指示されていた。しかし、会社は、そのような状態であった被災者

に、退職者の業務を引き継ぐよう命じて、更に業務負担を増やした。 

また、被災者は、他に代替性のない業務を行わせているという理由

で、高熱を出して肺炎を患っても、有給の取得や病欠すら許さなかっ

たため、体に大きな負担を生じていた。 

③ 裁量労働制なのに実際には「裁量はない」 

   Ａ氏も他の同僚、上司も裁量労働制であったが、実際には自分の仕事の

裁量などなかった。みなし時間の規定は、残業時間を「月に４０時間とみ

なす。」となっている。 

Ａ氏の場合、月１００時間～１３０時間のオーバーワークだったが、土

日（土曜日は２時間程度の労働）はほぼ休みで週休２日であった。 

それで、１日５時間～６時間の残業になり、１日１３時間～１４時間働

き、週にほぼ２日休んでいても過労死している。 

④ 総労働時間の上限規制とインターバル規制がどうしても必要！ 

      つまり、週休２日だけでは過労死してしまう人もいて、１か月の上限

時間の規制と勤務間インターバル規制によって、休める時間を増やさな

いと危険である。 

⑤ 実労働時間の記録が残らないので、労災申請すらできない！ 

      裁量労働制は、実際に働いた労働時間と関係なく一定の時間働いたも

のとみなす制度であり、使用者の労働時間把握義務を免除するものだか

ら、実労働時間の記録が残らないから、被害者・遺族にとっては労働時

間の立証が極めて困難であり、事実上労災の申請すらできないのが現状

である。 

しかも、過労死を発生させた使用者側は労災隠しをするので、証拠隠滅

を図ることがある。本件も被災者が死亡した翌日に会社は自宅まで被災者

が仕事に使っていたＰＣを回収しに来て、証拠隠滅を図っている。 

 

㈢ ホワイトカラー・エグゼンプションの恐怖 

   ① 名称の誤魔化し 

＝専門職限定版のホワイトカラー・エグゼンプションのこと！ 

     高度専門業務・成果型労働制」（高度プロフェッショナル労働制）など

と呼ぶのは誤魔化しである。労働基準法の定める労働時間規制の原則を適

用除外するという制度であるのは変わらない。 

② 宣伝の誤魔化し 
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    「労働時間ではなく、成果に基づく働き方への変更」は虚偽！ 

③ 際限のない長時間労働命令に従う義務 

問題の本質は、“残業代ゼロ”にあるのではない。使用者はいくらでも長

時間働かせて、労働者の時間を際限なく奪うことができ、しかも、使用者

は割増賃金を払う必要もなく、労働者の人生の時間をいくらでも支配でき

るということである。 

特に、今回のホワイトカラー・エグゼンプションは、法文上（法制度上）

対象労働者に自己の労働時間を決定する裁量権が全くない。自分のやる業

務の量も遂行方法も決められないし、出退勤の自由もない。すなわち、使

用者の指揮命令や業務命令に１００％従わなければならない。裁量労働制

より危険な制度である。 

④ 過労死の使用者責任を問えない 

しかも、仮に新労働時間制度の対象労働者が、働きすぎで過労死しても、

労災認定されない可能性が高く、さらに使用者の過労死に対する民事上の

責任を問えないことになってしまう。今回の法案には、過労死認定時間を

超える労働を禁止する措置は何もない。 

まず、使用者は個々の対象労働者の労働時間を管理・記録しておく義務

がなくなるので、過労死した労働者が何時間働いていたのか分からなくな

る。新しく創設する「健康管理時間」にしても、実労働時間ではないので

過労死基準の労働時間を認定できない。 

⑤ 労働基準監督官による取り締まりができなくなる 

労基法の労働時間規制が適用されないということは、いくら長時間労働

があろうと過労死、過労うつになろうと、労働基準監督官が取り締まる法

的根拠がなくなり、監督権限がないということ。そうなれば、労働基準監

督官という最後の歯止めがなくなってしまう。 

⑥ もちろん残業代ゼロ 

深夜労働も含めてどんなに長時間労働をさせても、使用者は割増手当（残

業代）を支払う義務がなくなる。通常の所定賃金より高い残業代を払わな

いでもいくらでも働かせることができるとなれば、使用者には長時間労働

を抑制しようという歯止めがかからなくなり、ますます長時間労働を助長

することになる。こんなに使用者にとって一方的に有利な制度はない。ま

さに、“定額使い放題”“定額働かせ放題”の法律である。 

 

㈣ 「高度プロフェッショナル制度」（法案）の疑問点 

① 本当に「労働時間ではなく成果で支払われる賃金」になるのか？ 

     全く虚偽の説明である。法案要綱には「その性質上従事した時間と従事

して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」業務と規定してい

るだけで、法案要綱や法案の条文のどこにも「成果によって賃金を支払う
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制度にする」などとは規定されていない。制度設計上そうなっていはいな

い。 

この新しい制度は、ただ、労働時間規制を適用除外するだけの制度であ

り、労働者にとって全くメリットのない、不利益ばかりの制度である。日

本の労働者は政府の説明に騙されてはいけない。 

 

② 新制度の対象業務の要件は歯止めになるか 

❶「高度の専門的知識等を必要とし、」❷「その性質上従事した時間と

従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」業務を厚生

労働省令で定めるとしている。 

❶の「高度の専門的知識等を必要とする業務」とは何か全く定義がな

く法律要件としては歯止めがかかりにくい。職務上の専門知識が細分化

されて、「営業の専門知識」「経理の専門知識」「人事の専門知識」などと

広がりかねない。 

労政審での建議の例示は、「・・研究開発業務○等」となっている。法律

用語で「・・等」はその他何でも可能性ありという意味である。省令で

定めるというのだから、法律（労基法）で定める必要はなく、国会での

立法作業は必要がないので、政府の意向で簡単にどんどん拡大していく

恐れがある。今の労政審は政府が閣議決定した方針に縛られ、その確認

の場になっているのが現状なので、いくら労働側委員が拡大に反対しよ

うと、使用者側と公益委員が賛成して皆通ってしまう。 

現に、労政審で使用者側委員は、「業務の具体例は、限定列挙ではなく、

例示列挙にしてもらい、あとは労使双方で決めるということにしてもら

いたい。」と発言している。個々の企業の労使で決めれば、対象業務はい

くらでも広げられるということなる。 

そもそもどれだけの人数の労働者が対象となるのかさえ不明、調査も

検討もされていない！ 

❷の要件の方は、全く意味不明である！働いた時間に応じて賃金が計

算されて支払われている労働者などほとんどいない。時給制のパート・

アルバイトくらいしか時間に応じて賃金が支払われる働き方というの

はない。したがって、時給制賃金制度以外のあらゆる業務・職種が新制

度の対象業務となりうることになる。つまりほとんどすべての業務とい

うことである。あまりにも広すぎる概念（要件）であり、全く歯止めに

ならない。 

  ＊ 朝日新聞記事 

       経済同友会は、「対象業務はできるだけ限定せず、労使で決められ

るようにすべきだ」と主張。「将来的には職種について基本的に制限

を設けず、禁止対象だけ上げる方式（ネガティブリスト方式）に変え
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ていく必要性」を訴えた。 

 

③ 年収要件は歯止めになるか？ 

年収が高ければ保護しないでよいのか？ 

     ＊ 日本経団連の榊原定征会長は、これまでも何度となく同じことを述

べている。「最終的に制度を本当に実効性のあるものにするには、年

収要件の緩和や対象職種を広げる方向で考えるべきだ。」と述べた。 

＊ そもそも年収１０００万円以上の労働者であれば、命や健康を守

る必要はないなどと言えるわけがない。長時間過重労働による過労

死や過労自殺をしても仕方がないということには絶対にならない。

どんなに高額な賃金を払ったとしても、労働者の命と健康を犠牲に

することなど許されることではない。 

＊ 少なくとも年収１０００万円以上という年収要件は、ひとたび新

制度が立法化されて新しい適用除外制度が導入されれば、あとはな

し崩し的に年収要件が引き下げられ、適用対象労働者が拡大してい

くのは必至である。 

安倍総理も国会答弁で「今後年収要件がどうなるか分からない。」

と答えている。日本経団連は、２００５年６月２１日の「ホワイトカ

ラー・エグゼンプションに関する提言」で対象労働者の年収を４００

万円と想定している。日経連の会長は「少なくとも１０％の労働者に

適用する」ように求めている。労働者の上位１０％というのは、全て

の管理職に適用したいということである。小さく生んですぐに大き

く育てるというのは使用者側の常套手段である。 

対象業務の具体例と同じく、基準賃金も省令で定めるとなってい

て、法律には定めないので、これも政権の意向で簡単にどんどん引き

下げられていく危険がある。 

＊ さらに、建議にある年収１０７５万は単なる参考の数字にすぎず、

法律（労基法）に書き込むのは「基準年間平均給与額の３倍の額を相

当程度上回る」水準というだけであり、金額は法律に明記しない。こ

の基準賃金は、「厚生労働省が作成する毎月勤労統計における毎月決

まって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定める」とき

ていされている。毎月勤労統計平成２５年概況によれば、現金給与総

額のうち、きまって支給する給与は、２６万３５３円であり、２６万

円の年収は３１２万円、その３倍だと９３６万円になる。 

労政審の段階で１０７５万円と言っていたのが、法案の段階にな

ると一気に１４０万円も減額されている。もちろん労政審の承認な

どない一方的な減額規定である。ということは、 この制度導入後、

近い将来、「年収の２倍」を要件とすると改正されたら、６２４万円
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となる。これは日本の正社員の平均年休程度の金額となってしまう。

小さく生んで（既に小さくもないが）、大きく育てる」ことが容易に

予測できる。国民は年収要件のトリックに騙されてはいけない。」 

 

さらに、問題なのは年収要件を判断する基準時がいつか？ 

 

④ 時間ではなく成果で賃金を決めれば、残業が減るのか 

現在でも多くの企業が成果主義賃金制度を導入している。なのに、残

業はなくならないし、長時間労働もなくなっていない。 

職場の現実は逆であり、成果主義によって競争が厳しくなり、目標と

して設定された成果を達成するまで際限なく働くということになる。

そうしないと、賃金は上がるどころか、下がることになるからである。 

 

⑤ 残業が減って早く帰宅できるようになるのか？ 

政府は、この制度の導入により、ダラダラ残業が減り、皆早く家に

帰れるようになって、長時間労働がなくなると説明している。 

これも全くの虚構であり、職場の実態を知らない空理空論である。

長時間労働の一番の原因は、所定労働時間内では終わらない過大な

業務を命じられたり、過大なノルマを課されるからであり、成果主義

賃金制度における過大な目標設定をされるからである。目標を達成

し成果を上げるまで働き続けなければならない。長時間労働がなく

なるかどうかの最も重要な要因は業務量であり、労働者が自分の業

務量を自分でコントロールできるかどうかで決まる。自分の出退勤

の時間と労働時間を自由に決められるかによるのであり、適用除外

とは全く関係がない。 

 

⑥ ダラダラ労働の不良社員？ 

「職場には所定労働時間内に仕事を終わらせないで残業代を稼ご

うとする不良労働者いて、それを排除するために有効である」という

肯定論は正しいか？ 

仮に、そんな不良労働者がいても、使用者の指揮監督（マネージメ

ント）の問題であり、所定労働時間内で終わらせるように残業禁止命

令を出せばよいだけのことである。労基法の根幹である時間規制を

外す根拠に全くならない。 

そこらじゅうにいる普通の労働者に聞いてみると、「誰が好き好ん

でダラダラ残業なんてやってるのか！？仕事が溜まって終わらない

から帰れないんじゃないか！」と怒っている。 
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     ⑦ 本人の同意を条件とすればよいのか 

経済評論家の森永卓郎氏は、この要件について「詭弁」と言い切る。

「会社側から言われても、断ればいいということでしょうが、会社と

労働者の交渉では、会社側のほうが圧倒的に強い」実際、「有休がた

まっているのに仕事を休めない」「サービス残業を強いられる」とい

った日本の会社員はざらにいる。「簡単に会社を辞めることができな

いので、どうしても社員の立場が弱いから言うことを聞かざるを得

ない。組合もノーと言ってくれないんです。」 

さらに、成果主義賃金制度に組み込まれてしまえば、適用に同意し

なければ、賃金が上がらないし、管理職にも昇進できない、昇格もで

きないものとなってしまう。また、採用の際に労働条件とされてしま

えば、同意しないなら就職もできないことになる。同意要件では歯止

めにならない。 

さらに、一度同意したら、「撤回」はできないのか？⇒企画業務型

の裁量労働制でも同じ議論あり。 

 

⑧ ３つの健康確保措置は長時間労働をなくすることができるか？ 

建議・法案要綱では、対象労働者に対し①インターバル規制、②１

か月又は３か月の上限時間、③４週４日かつ１年１０４日の休日付

与のどれか一つを講じればよいとされているが、１つだけは長時間

労働を抑制することはできない。３つを全て講じて初めて抑制する

ことができる。 

 

⑨ 労使委員会の５分の４の決議は歯止めになるか？ 

労働側、労働組合側が断固導入に反対するのであれば、歯止めに 

はなりうる。しかし、過半数労働組合のない職場での労働者代表はほ

とんど使用者の言いなりであるのが現状であり、また、労働組合も導

入賛成の決議をすることはやめるべきである。 

実際に、過労死の遺族や過労障害を負った被害者の家族から、職 

場の労働実態を分かっていながら過重労働を止められなかった労働

組合の責任を問う声が上がっている。過労死の遺族から労働組合や

その執行部が被告として訴えられることのないように、慎重に対応

すべきである。 

  

⑩ 結論 

政府が立法しようとしている新しい労働時間制度は、わが国で働

く労働者の命と健康を脅かす極めて危険なものであり、過労死を容

認し助長する「過労死・過労うつ推進法」としかいえない。 
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仮に、この制度の導入により、過労死・過労うつ・過労自殺が増え

ることなれば、この法案に賛成した労働政策審議会の公益委員や使

用者代表委員あるいは国会議員は過労死が増えることに対して責任

を取れるのか。人が死んでからでは取り返しがつかない。このような

法案は断じて成立させてはならない。 
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【講師プロフィール】 

弁護士 棗 一郎（第二東京弁護士会所属） 

日本労働弁護団幹事長、日弁連労働法制委員会事務局次長 

旬報法律事務所所属（弁護士３０名） 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１－６－８ 松井ビル６階 

Tel 03‐3580‐5311  Fax 03‐3592‐1207 

＊ 代理人を務めた主な労働事件 

山田紡績民事再生整理解雇事件、日本マクドナルド名ばかり店長（管理監督者）事件、警

視庁ＨＩＶ無断検査事件、三洋電気サービス自殺過労死事件、阪急トラベルサポート事業場

外みなし労働事件、全港湾浪速通運分会解雇事件、リコー・リストラ出向命令事件、セブン

イレブン店長ユニオン団交拒否事件、ファミリーマート店長ユニオン団交拒否事件、進学塾

市進５０歳定年制雇止め事件、フジクラ・追出し部屋リストラ出向事件、ＪＰ労契法２０条

事件など。 

現在、連合北海道と情報労連が組織化した事件「ベルコ事件」の道労委と札幌地裁での代

理人。連合等ユニオン東京が組織化したシャルレユニオンの不当労働行為事件、名誉棄損損

害賠償請求被告事件などの代理人。 

＊ 主な著書、論文 

〔著書〕 

・『論点体系判例労働法２』（第一法規）共著 

・『ローヤリング労働事件』（労働開発研究会）共著 

・『会社で起きていることの７割は法律違反』（朝日新書）共著 

・『実務に効く労働判例精選』（有斐閣『ジュリスト増刊』14年 2月）共著 

・『労働審判その仕組みと活用の実際』第２版（日本法令）共著 

・『問題解決労働法３ 労働時間・休日・休暇』第２版（旬報社） 

・『労働相談実践マニュアル Ver.７』（日本労働弁護団編） 

・『派遣労働相談マニュアル』（平成 27年改正法）（同上）、・『改正労契法・派遣法・高年法マニ

ュアル』（同上）、・『企業再編マニュアル』（同上）、・『労働審判実践マニュアル』（同上） 

〔論文・記事〕 

・「無期転換ルールの法的ポイントは？」（情報労連リポート 2017年 8・9号） 

・「有期雇用の無期転換への実務対応と期待される労働組合の取組と課題」（連合総研レポート

ＤＩＯ327号） 

・「労契法 20 条裁判の現状と課題、そして展望～長澤運輸事件東京高裁判決を踏み超えて」（労

働情報 948 号） 

・「フジクラ・リストラ出向追出し部屋事件」（季刊・労働者の権利 314号） 

・「裁量労働制の拡大、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入！～労基法改正案批判」

（季刊・労働者の権利 310号） 

・「エグゼンプション法案を批判する」（労働情報 909・特別号） 

・「徹底解説 間違いだらけの『改正案』」（労働情報特別号『正社員がゼロになる！？ 
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－派遣法、大改悪はダメ！』） 

・「リーガロイヤル労働法」（季刊労働法 13年 12月号） 

・「再び労働者派遣法の規制緩和は許されない～研究会報告に対する日本労働弁護団の反対意

見を基調として」（労働法律旬報 13年 12月上旬号） 

・「最近の解雇・退職などをめぐる労働問題～追出し部屋事件、ＰＩＰ解雇事件など」（季刊労

働法 242号） 

・「職場のパワーハラスメントの予防と解決策の検討～厚労省円卓会議報告書の検討」（労働法

律旬報 1776号） 

・「労働相談から見える職場いじめ、パワハラの実態と実務的解決策」（季刊労働法 218号） 

 

 


