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企業公認シエスタ

昼寝で効率や集中⼒をアップ
 シエスタ導⼊オフィスを募集中！

東京新聞 地⽅版記事

写真広場

写真部のカメラマンが撮影した数々のカッ
トから、お薦めのもう１枚を紹介します

背信の根 検証・森友問題

国会や国⺠を欺いてきた背信の根はどこに
あるのか。問題の背景を検証する

東京レター

東京で暮らす外国⼈たちが、⼿紙スタイル
でつづる「東京⽣活」

⾸都圏⾼校野球
スポーツのしおり
リポート福島
ドナルド・キーン
号外⼀覧
⽣活図鑑

ビジュアル⼣刊
望 〜都の空から
特定秘密保護法
探訪 都の企業
⼤図解
きょうの運勢

お問い合わせ
東京歌壇 東京俳壇
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「発⾔」欄への投稿
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 【社説】

ごり押し「働き⽅」法案 額に汗して働けない

2018年6⽉29⽇

 「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。
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最新記事

参院６増案、与党押し切る 野党
「⾝を切る改⾰に逆⾏」
(2018年7⽉12⽇)

眠りからも働き⽅改⾰。オフイスに
昼寝を導⼊すると

ウォルマート、⻄友売却へ ⽇本市
場撤退、デジタルに集中
(2018年7⽉12⽇)

ＴＰＰにも参加意向 英、ＥＵ離脱
基本⽅針決定
(2018年7⽉8⽇)

豪⾬対応「万全」だったか 野党は
政権批判
(2018年7⽉13⽇)

⻄⽇本豪⾬ 友⼈皆で捜している
よ 不明の⾼３、⺟再会信じ
(2018年7⽉12⽇)

英語が話せると”意外なくらい”楽に
なる！寝る前の30分、ゲームするよ
PR（News Monster）

超ハード「⾦剛筋シャツ」がヤバす
ぎ。着るだけ腹筋づくりが30⽇
PR（GLANｄ on DIET NAVI編集部）

政治に対するご意⾒ ほっとコラム募集中

モネ それからの100年

モネの魅⼒を再発⾒！
 7⽉14⽇から横浜美術館で開催

グリーンリボンランニングフェス

10⽉8⽇（⽉・祝）駒澤オリンピック公
園で開催。参加者募集中！

味スタ6耐リレーマラソン

10⽉27⽇（⼟）味の素スタジアムで開
催。参加者募集中！

第54回推薦名流舞踊⼤会

9⽉15⽇（⼟）⽇本舞踊の各流派名⼿花
形が競演。チケット発売中

東京新聞フォーラム「童謡100年」

8⽉23⽇（⽊）⽇本橋公会堂で開催。
 聴講者募集中

＜東京新聞の本＞

定年が楽しみになる！オヤジの地域デ
ビュー（清⽔孝幸 著）

都電サポーターズ紹介ページ開設

サポーターズの取り組みをはじめとし
 様々な⾓度から、魅⼒を発信します！

成功の秘訣！

賃貸住宅経営のリスクと対策セミナー
 税制⾯の最新動向をもとに解説します

“Silenced Newspaper”

伝えきれなかった声を集めた極⼩新聞
 その声を広げるサイトも同時オープン

⼤学、どう決める？

のびのびと、じっくりと
 新たな⼤学との出会いはこちらから

こどもブックワールド

新しい絵本との出会いはここから
 絵本のプレゼントもあります

東京くらしの伝⾔板

あなたの想いが新聞紙⾯に載る
 個⼈広告欄の詳細はこちら

夢チューブ

中⽇新聞のクラウドファンディング
 サイトで中部の地域活性化を応援！

第25回 ⾖！⾖！料理コンテスト

⾃慢のアイデア⾖料理⼤募集！
 ７⽉３１⽇まで応募受付中！

東京新聞 映画試写会

気になるあの映画を⼀⾜早く
 ご応募はこちらから

 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。

 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

東京新聞の購読はこちら 【１週間ためしよみ】 【電⼦版】 【電⼦版学割】

関連記事ピックアップ

PR情報

親も⾏っていいの？⼤学オープンキャンパス 事前に準備すべきこと
タバコ再現性が凄い！と話題の〇〇が遂に⽇本に上陸!?

イベント・出版情報

かのひと 超訳 世界恋愛詩集
ボリショイサーカス

【PR】 イチオシ情報

東京23区の魅⼒再発⾒
中⽇環境ネット
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