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この世界から交通事故をなくしたい
 みんなで取り組む⼤きなチャレンジ

平成の歴史と未来を読み取る

新聞記事と写真で振り返る平成。
 読者からの思い出作⽂も読める。
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ボランティア続々、
⻄⽇本豪⾬ 岡⼭・
真備町地区

福島第1原発2号機最
上階の映像公開 床
⾯に⾬⽔

「発⾔」への投稿 「ハイ編集局です」
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社説
2018年6⽉29⽇

額に汗して働けない ごり押し「働き⽅」法案

 「働き⽅」関連法案が成⽴する⾒通しだ。働く⼈の健康を守り待遇格差を是正する。そこに疑問と不安
が残ったままでは、とても額に汗して働けない。

 働き⽅の実情を知るため今⽉、スウェーデンを訪れた際、こんな体験をした。

 ある研究機関の研究者に話を聞いていて⼀時間ほどたったころ、彼は「これから学童保育に⼦どもを迎
えに⾏くのでこれくらいで」と場を後にした。時刻は午後四時半ごろ。⼦育てを退勤の理由として堂々と
⾔える。

 なにより、勤務時間を⾃⾝で調整できるような「裁量」のある働き⽅をしていた。この国の労働者はだ
れも残業はしない。仕事と⽣活の両⽴ができているようだ。

裁量のない働き⽅

 国情はもちろん違うとしても、⽇本の「働き⽅」関連法案は働く側にとってどうか。

 政府は、⾼度プロフェッショナル制度（⾼プロ、残業代ゼロ制度）を働く本⼈が労働時間や仕事の進め
⽅を決められる働き⽅だと説明してきた。だが、法⽂上、明確とはいえない。

 政府の説明をうのみにできないのは⽇本では裁量のない働き⽅が⼤半だからだ。

 欧⽶では猛烈に働く専⾨職はいる。能⼒が評価されれば⾼年収を得られるし、労働条件が合わなければ
転職する。働く側の⽴場は弱くはない。

 ⾼プロは年収千七⼗五万円以上の⼈が対象だ。だが、収⼊が⾼いからといって⾃分で業務量を調整でき
るか、はなはだ疑問だ。

 ⽇本の会社の正社員はどんな業務でもこなし、どこへでも転勤する働き⽅が主流だ。業務の担当範囲が
不明確なため次々と仕事を振られ過酷な⻑時間労働に追い込まれかねない。

対象者拡⼤する懸念

 ⾼プロとは労働時間規制から丸ごと外す働き⽅だ。⾏政の監視の⽬が緩みやすい。さらに労働時間の把
握がされないことで労災認定が難しくなるとの懸念も指摘されている。

 厚⽣労働省が約七千六百事業所を対象に⾏った監督では、約四割で違法な時間外労働があった。時間規
制という“重し”がある今の働き⽅でも違法に⻑く働かせる例は潜んでいるだろう。

 この状況での⾼プロ導⼊は、過労を増やし過労死を増⼤させかねない。

 野党の質問もここに集中した。だが、加藤勝信厚労相はじめ政府側の答弁は、知りたい点を明らかにし
たとは⾔い難い。この制度に対する最も根本的な疑問と不安は消えていない。

 対象業務は⾦融ディーラーやアナリストなどに限定すると政府は⾔うが、これも疑問だ。

 ⾼プロは経済界が⻑らく導⼊を求めてきたものだ。経団連は同種の制度導⼊を求めた⼆〇〇五年の提⾔
で対象を年収四百万円以上とした。これでは多くの⼈が対象になってしまう。経済界の制度導⼊への思惑
は⼈件費抑制だろう。

 経営者の皆さんに⾔いたい。

企画特集

【岐⾩】⾼校野球岐⾩⼤会、⽇程を変更

【愛知】レッドサラマンダー、岡崎に帰還…

【サッカーしずおか】磐⽥の名波監督 「…

【三重】⾼校野球三重⼤会、組み合わせ決…

【三重】松阪商が三重に勝利 ⾼校野球県…

お知らせ

松阪⽀局の契約スタッフ募集

中⽇教育賞 候補者推薦のお願い

デザイン課職員 採⽤試験を実施

航空部パイロットを募集

投稿・ご意⾒
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“最恐”怪談師決定戦「怪談王2018」

2018年8⽉25⽇（⼟）
 今池ガスホール

中⽇新聞ドラゴンズショップ

中⽇新聞直営のグッズショップです
 ここにしかないオリジナル商品も

１０分の時間割

⼦どもたちに新聞の教育的価値を
 「体感」してもらう実験ムービー

⼼に残る医療絵画コンクール

描こう！医療のおもいでや未来の医療
 幼児（3歳以上）・⼩学⽣・中学⽣対象
 

地⽅の暮らしフェア２０１８

移住・交流＆地域おこしのススメ。
 ７⽉１６⽇名古屋栄中⽇ビルにて。
 

名古屋の⽔辺の楽しい情報が満載！

新しいイベント・観光情報サイト
 

LEGOLAND Japanの関連記事・情報は
こちらからチェック

⽝と猫の健康を考える

ペット愛する⼈たち必⾒！
 毎⽇の⾷事の⼤切さを専⾨家らが語る

ＴＯＫＡＩウオーク２０１７

名古屋と松阪の史跡、名所を巡り
 地元の魅⼒を再発⾒するウオーキング

JIMOキャラ総選挙2017

最終結果の発表はこちらから！
 多くの投票ありがとうございました

enjoy★本屋さん

活字を愛していて、本が好きで、
 本屋さんで元気をもらう⼈たちへ

中⽇ハウジングセンター

会場を訪れる前にチェック！
 モデルハウスの「あれこれ」わかります

中⽇教えてナビ

暮らしの⼩さなお悩みや疑問に、
 その道の専⾨家が無料でお答えします

就職・転職
中部の求⼈情
報を毎⽇更新

旅⾏
旅する前にぶ
らっ⼈へ！！

環境・エコ
中部の環境情
報やコラムを
発信

⼤学・教育
中部地区の⼤
学進学・教育
情報

販売店へのリンク集

⽂化センター
東海地域に21
拠点ある⽂化
センター

中⽇劇場
中⽇新聞社直
営。多彩な演
⽬が魅⼒

折り込みチラ
シ
チラシ･ポステ
ィングならコ
チラ

中⽇ツアーズ
求めている旅
が
ここにはあり
ます

 労働コストの抑制が⽣産性の向上策と考えていないでしょうか。本来なら⼈材育成に取り組み収益の上
がる業務を追求し、業務量を減らして効率化を進めるべきではないか。無理でしょうか。

 もちろん政府・与党の姿勢は批判を免れない。

 経済界の意向を受けて⾼プロ創設が盛り込まれた法案が⼀五年に提⽰された際、当時の塩崎恭久厚労相
が「（制度を）⼩さく産んで⼤きく育てる」と発⾔した。対象業務の拡⼤を想定したとして批判を浴び
た。

 過去には制度の対象を広げてきた例がある。労働者派遣法は、制度創設後拡⼤を続けた。製造業にも拡
⼤され〇⼋年のリーマン・ショックでは「派遣切り」で失業者が出た。⽴場の弱い労働者が追い詰められ
てしまった。

 制度ができれば、対象を広げたいというのが政府の考えではないのか。

 ⼀五年当時、⾼プロは批判されて法案は国会を通らなかった。

 安倍政権は今国会で「働き⽅改⾰」を前⾯に出し、「⻑時間労働の是正」と⾮正規で働く⼈の「同⼀労
働同⼀賃⾦の実現」を⽬⽟に掲げた。

不誠実な政権の対応

 批判されにくい政策を掲げる陰で、過労死を⽣むような⾼プロと裁量労働制の対象拡⼤を滑り込ませる
⼿法は姑息（こそく）である。

 ⾸相は、⾼プロを批判する過労死の遺族との⾯会を拒み続けている。⼀⽅で、国会では数の⼒で法案成
⽴を強⾏する。政策の責任者として不誠実ではないか。とても働く⼈の理解を得られる法案とは⾔えま
い。

 論点が多い⼋本の法案を⼀括提案し成⽴へごり押しした政府の責任は重い。

この記事を印刷する

中⽇新聞・北陸中⽇新聞・⽇刊県⺠福井 読者の⽅は で豊富な記事を読めます。

PR情報

旅の写真を投稿して豪華賞品をゲットしよう！中⽇旅⾏ナビ「ぶらっ⼈」
暮らしの⼩さな悩みや疑問に専⾨家が無料でお答えします！／中⽇教えてナビ
中部地区の⼤学を探すなら、地元の進学情報サイトで！「中⽇進学ナビ」

【PR】 イチオシ情報

CHUNICHI Web提供サービス

１２⼈中９⼈は概要決定後に聞き取り 
厚労省、⾼プロ
(2018年6⽉8⽇)

働き⽅法案、参院で審議⼊り ⾸相出
席、成⽴に意欲
(2018年6⽉4⽇)

学童保育、職員基準緩和へ ⼈材確保難
の地⽅に配慮
(2018年6⽉17⽇)

眠りからも働き⽅改⾰。オフイスに昼寝
を導⼊すると
PR（レイコップ企業公認シエスタ）

２⽉に⾼プロのヒアリング実施 野党追
及の翌⽇、９⼈に
(2018年6⽉7⽇)

衆院で働き⽅本格論戦、野党出席 厚労
委、⾼プロ焦点
(2018年5⽉9⽇)

【最新科学が証明】「太らない体質」の
メカニズムが判明！その⽅法とは？
PR（YAPEE編集部）

住⾕杏奈『⾷べても⾷べても太らな
い⁉』ダイエットで60kg→44kgに痩せ
PR（teddystroy.net）
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