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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。

○髙鳥委員長 次に、白石洋一君。
○白石委員 国民民主党の白石洋一です。
高プロについて、引き続き質問させていただき
ます。
高プロというのは、同僚議員の話を聞いて、二
重に問題がある。一つは、過労死の可能性が高い。
これが一番悲惨な、一番いけないことなんですけ
れども、それに加えて、掛け算のように、労災認
定されにくいということですね。この二つが掛け
算のように、累乗的に問題がある。この労災認定
されにくいということがまた、使用者の悪用を促
してしまって過労死をふやす方向に向かわせる、
こういうことがあるんじゃないかなというふうに
思うわけです。
お手元の資料で、まず一ページ目なんですけれ
ども、この高プロに近い、高プロはスーパー裁量
労働制ということであれば、普通の裁量労働制、
これはどうなっているのかというと、過労死、年
間数件、あるいは年によっては五件、平成二十七

年度は五件出たりしているわけですね。
過労死というのは二つの種類があって、一つは
脳・心臓疾患、そしてもう一つは精神障害。脳、
例えばクモ膜下出血だったり、心臓麻痺だったり、
精神障害というのは自死されるわけですね。それ
で、括弧のところが死亡された方ということで、
今まで何件か事例を挙げて議論していますけれど
も、それはまだ一部であって、振り返ると、過労
死を裁量労働制でされた方、たくさんおられると
いうことだと思うんです。しかし、これは、支給
決定がされた件数であって、その背後に、本当は
過労死されたんだけれども支給が認められなかっ
た、あるいは申請さえも、書類が整わなくて、あ
るいは十分な実証ができなくて断念したというの
があると思うんです。
次のページなんですけれども、もう裁量労働制
に絞ったデータは少ないものですから、じゃ、一
般の働き方でどれぐらいの方が過労死されている
のかということなんですね。
二ページ目は脳・心臓疾患ですけれども、決定
件数、決定件数というのは労働基準監督署長が不
支給も含めた決定です。ですからこれが母数で、
平成二十八年度だったら二百五十三件、そのうち
支給決定されたのが百七件、四割ですね。さらに、
一回目だけではなく二回目、三回目と、あるいは
裁判に持ち込むこともできる、それらを含めても
プラス八件。ですから、申請して認められるのは
四、五割ですね。逆に言えば、過半数は却下され
ている、亡くなっているんだけれども却下されて
いる。これが実態なんです。これは一般の労働者

の方々です。
裁量労働制がどうなっているのか、これはまだ
わかりませんけれども、私が推察するには、もっ
と可能性が高いんじゃないかなというふうに思う
わけですね。
精神障害のところも次のページに出ています。
これは自死の方々ですね。精神障害の方は、決定、
認定率というのが五割近くですけれども、脳・心
臓疾患とそう変わらない数字が出ております。加
えて、それだけではなくて、審査請求、再審査請
求、あるいは、裁判所に持ち込んで訴訟して、そ
れで何とかかち取った件数もあります。
そこで質問なんですけれども、まず、高プロと
いうのは、先ほども話がありますように、高度な
専門知識を有している、そして年収要件、ざっく
りこの二つの要件ですね。専門的知識を有してい
るということであれば、専門型裁量労働制と重な
るわけです。その専門型裁量労働制、まあ、裁量
労働制のデータが余りにも少ないのでお伺いする
んですけれども、その把握というのは政府として、
労働基準監督署としてどのようにされていますで
しょうか。
○加藤国務大臣 裁量労働制の中には専門業務型
と企画業務型があるわけでありますけれども、企
画業務型については、適用労働者数について、例
えば平成二十八年度は七万四千二百九十九人とい
うことになっておりますが、専門業務型裁量労働
制についての対象労働数をそうした形では把握は
していないところであります。
○白石委員 そうですよね。ですから、結局は、
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一般の労働者と同じように抜き打ち的に、ランダ
ムに立入りをして、それでどうやっているのか見
て初めて実態がわかる。会社によっては十三年も
違法な裁量労働制が適用されているのに、それを
見過ごしてしまっているということですよね。辛
うじて、先ほど大臣がおっしゃったように、企画
型については、これは人数だけは把握されている
ということです。
これは七ページのところなんですけれども、企
画業務型の裁量労働制については、労働者数、把
握されている。ちょっと数字は古いんですけれど
も、七万五千二百九十九。それは年々ふえてきて
いる。六万七千、七万一千、そして七万四千とい
うこと。そして、事業所数から考えると、一事業
所当たり大体二十人ぐらいがこの企画業務型に該
当しているわけですね。感覚的に、一つの事業所
で二十人も企画業務型の方がいらっしゃるという
ことであれば、これはどんどんふえていくんだろ
うなというふうに推察されるわけです。
お伺いしますけれども、専門型裁量労働制にか
えてお伺いするんですけれども、こちらの労働者
保護の監督というのは、政府として今どのように
されていますでしょうか。
○山越政府参考人 労働基準監督署におきまして、
裁量労働制に係る不適正な運用などの情報があっ
た場合を含めまして、さまざまな情報から法違反
が疑われる、そうした事業場に監督指導を行って
おります。
この監督指導におきまして、いろいろな違法状
況でございますとかカイの状況について、各種記

録なども確認いたしまして、必要な指導を行って
いるということでございます。
○白石委員 それが緩いということは指摘させて
もらいます。
そして、高プロというのは更に労働規制が緩い
ですけれども、そうであれば、より監督というの
は厳しくないといけないと思うんですけれども、
高プロについての労働者保護の、把握、そして保
護というのはどのようにされますでしょうか。
○山越政府参考人 高度プロフェッショナル制度
の監督につきましては、今後どのようにするか検
討していきたいというふうに思いますけれども、
いずれにいたしましても、これは、対象業務、対
象労働者の要件等ございますので、そういった事
項について必要なチェックをし、違反がある場合
には必要な指導をしていくということで取り組ん
でまいりたいというふうに思います。
○白石委員 今の裁量労働制でも過労死があるわ
けですよね。幾つか事例を挙げてずっとやってい
ますけれども、それはほんの一部であって、年間、
実際支給認定されたものだけであっても、過去、
年間数件、五件あったりしていると。
高プロを導入するということであれば、監督の
仕方を更に高度化しないと、こっちも高度化しな
いと合わないと思うんですけれども、そこは大臣、
どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○加藤国務大臣 まず一つは、高度プロフェッシ
ョナル制度においては、各事業場に制度を導入す
る際に、対象労働者等について定めた決議、これ
を労働基準監督署に届けていただくということで

ありまして、その段階で法定事項を満たしている
か、そして、これは指針をつくることになってい
ますから、その指針の内容に沿っているか等を確
認し、また、その時点で問題があれば指導を行う
ということにしているところであります。また、
健康確保措置の実施状況についても労働基準監督
署へ報告を受けるということになっております。
そうした報告等、あるいはまた、こうした事業
場に対しての監督指導、こういったことによって
法定事項の遵守状況を確認し、そして、それが遵
守されていないということであれば、それに対し
て必要な指導等を行っていくということを考えて
いるわけであります。
○白石委員 ということは、裁量労働制の監督の
仕方と同じですよね。基本同じです。というのは、
裁量労働制というのは、それを適用するときに届
出しますということ。それは、先ほど高プロにつ
いても、届出します、受け付けますということと
同じですし、その後、ランダムに労働基準監督署
が抜き打ち検査をする、これも同じです。そうい
うことでよろしいわけですね。
○加藤国務大臣 基本的に、裁量労働制、企画型
の場合には、たしか届出もあり、また六カ月ごと
に報告も徴求をしております。そういった意味で
は、今回の高度プロフェッショナルにおいても、
届出また報告、具体的な中身については省令等で
書くということでありますから、また労政審の議
論を経てということになりますけれども、そうい
った形での情報、それからそれ以外のさまざまな
情報、それらを踏まえながら必要な監督指導を行
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っていくということであります。
そういった意味において、一般の労働であった、
一般的な働き方であったり、裁量であったり、高
プロであったりしても、情報が出てくる中身は幾
つか違うところはありますけれども、そうした私
どもが持ち得る情報と、そしてさまざまからいた
だく情報等々、それを踏まえて監督指導するとい
う意味においては同じだということであります。
○白石委員 裁量労働制でこれだけ過労死が出て
いるのに、高プロというのは、更にその労働規制
を緩めている、更に危険だ。であるのにもかかわ
らず、それは、この法案可決後、後で決めますと
いうところが合点がいかないんですよ。
これを可決する前に、それもあわせて、高度プ
ロフェッショナルですから、高度な労働者保護の
仕組みもあわせて持ってくるべきだと思うんです。
どうしてそれをまた省令に委ねてしまうんですか。
大体どういうふうにするという方針さえもないん
ですか。全てそれは、これから決めてしまうこと
なんでしょうか。
○加藤国務大臣 どういうふうにするかというの
は、その届出や報告の書式という御質問だとする
ならば、一つは、現在、裁量労働制等で今届出あ
るいは報告等を受けているわけでありますから、
もちろん制度は違いますので、それ以外、少し精
査が必要だと思いますけれども、そういったもの
も参考にしながら検討していきたいというふうに
思います。
○白石委員 労働者保護というのは大事なことで
すから、一人、二人じゃないわけです、過去、累

積すれば何十人も出ているわけですから、やはり
法案を出す前に、どのように労働者保護を、より
高度な規制でもって保護していくかということを
同時に考えて議論した方がいいと思うんですね。
そのことを申し上げさせてもらいます。
そして、残念ながら、高プロによって過労死が
出たとします。出た場合、その労災認定基準とい
うのはどのようなものになりますでしょうか。
○山越政府参考人 過労死、脳・心臓疾患あるい
は精神障害でございますけれども、それぞれ労災
補償の認定基準が定められておりますので、これ
につきましては、どのような形の労働時間制度が
その労働者に適用されているかということにかか
わらず、この認定基準に従いまして判断をしてい
く、そういうことになるというふうに考えており
ます。
○白石委員 働き方にかかわらず、同じ基準だと
いうことですね。
労災認定の基準というのは、こうやってマニュ
アルができているわけです。これはどういう、法
律なのか、じゃないと思います、これは通達なの
か、マニュアルがあって、その一部抜粋をそちら
の配付資料に入れさせてもらっています。
一番目の、過労死の種類である脳・心臓疾患で
すね、このフローチャートがありますけれども、
いろんな書類を整えないといけないんです。いろ
んなことを実証しないといけないんですけれども、
一番ハードルが高いだろうなというのは、横に線
を入れているんですけれども、発症前一カ月間に
百時間又は二から六カ月平均で月八十時間を超え

る時間外労働との可能性は高い、強いということ
を実証しないといけないんですね。加えてまた、
ほかにもいろんなことを実証していかないといけ
ない。
次のページ、十ページですけれども、もう一つ
の過労死の種類、精神障害の場合、どうなってい
るか。
これは①、②、③とあるんですけれども、②の
業務による心理的負荷の評価で、これで強と認め
られなければ労災にはなりませんということです
ね。強と認められても、ほかにもいろんなことを
実証していかないといけない。
じゃ、強というのはどういうことかというと、
それが次のページにあります。十一ページ。
①から③までパターンがあるんですけれども、
どれかを実証してくださいと。いずれにしても、
時間外労働が何時間でありましたかということを
実証しないといけないんですね。
これを、一般の労働者だったらまだ、よく言わ
れるタイムカードだとか入出勤簿とかそういった
ものでできるかもしれませんけれども、この今議
論になっている高プロというのはそういう把握が
されないということですよね。労働時間について
上司は把握しないということですよね、使用者側
は。健康管理時間のみということでよろしいわけ
ですね。
○山越政府参考人 労災認定に係る労働時間でご
ざいますけれども、これは、さまざまな記録、帳
簿、その中にはパソコンのログイン、ログアウト
の記録、入退館記録、あるいはいろいろな聞き取
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りをもって行うわけでございまして、さまざまな
資料を用いながら実際の労働時間を把握するとい
うことでございます。
○白石委員 局長のおっしゃったのは労災申請が
あってからですよね。その労災申請前に使用者が
高プロ適用者の時間外労働を把握はしないんです
よねと、確認の質問です。
○山越政府参考人 この高度プロフェッショナル
のもとでは健康管理時間を把握していただくとい
うことになっておりまして、この健康管理時間と
いうのは在社時間と事業場外で労働した時間です。
したがいまして、労働時間に加えて、事業場内で
労働していなかった時間というのが基本でござい
まして、また、労使決議によりましてそういった
時間を控除するということもできる仕組みになっ
ております。そういったものを把握するという仕
組みにしているところでございます。
○白石委員 もうちょっと具体的に考えたいので、
十三ページのところですね。
労働規制の比較、これは今までも委員の方が使
われた表ですけれども、労働規制、四項目あって、
時間外労働と、休日労働、深夜労働、休憩時間と
いうものがあって、裁量労働制というのは、休日、
深夜、休憩時間については規制が残っている。管
理監督者は、深夜労働については、つまり夜の十
時、二十二時から早朝五時までに働いたら、これ
は割増し賃金を払うということで規制が残ってい
る。ところが、高度プロフェッショナル制度とい
うのは全ての規制が外されているということです。
フリーフォールのようになっているわけですね。

こんな中でどうやって健康管理時間というのは
把握するんでしょうか。
○山越政府参考人 高度プロフェッショナルにお
けます健康管理時間でございますけれども、これ
は、在社時間については、例えばＰＣのログオン、
ログオフなど、客観的な記録で把握するというこ
とを基本にしていただくということにしておりま
す。
こういった健康管理時間を把握いたしまして、
労働基準法上は今おっしゃられたことがあるかも
しれませんけれども、必要な面接指導を罰則をも
ってやっていただく、こういう仕組み、医師によ
る面接指導、これを健康管理時間が一定以上にな
った場合には必ずしていただく、それを罰則をも
って強制しているわけでございまして、こういっ
たことで高度プロフェッショナル対象者の健康確
保をしていこうということでございます。
○白石委員 だから、労働時間とほぼ同じである
ならば、何で、健康管理時間というちょっとまど
ろっこしい、わからない言葉を使うのではなくて、
労働時間を把握するというふうに、そういうふう
に法律に書いてこないんですか。そこはどうして
そういうわざわざ違う言葉を使うんでしょうか。
○加藤国務大臣 労働時間というのは、基本的に、
割増し賃金とかそういったものの根拠になること
で労働時間の把握をすることになっているわけで
ありますから、今委員お示しいただいたように、
こういった形で適用除外をされていますので、そ
ういった意味での労働時間というものを把握する
必要はない。

しかし、他方で、労働安全衛生法上からいう健
康確保を図っていく必要があるということで、私
どもとしては、健康管理時間ということで把握を
し、そしてその把握に当たっては、先ほど局長か
ら答弁をさせていただきましたように、パソコン
のログイン、ログオンとか入退館時間、そういっ
た、どういったものによってそれを把握したかと
いったこともしっかり残してもらう、こういう形
になっているところであります。
○白石委員 大臣、ところが、残念ながら、過労
死したら、過労死の認定基準というのは時間外労
働時間なんですよ、法定外労働時間なんですよ。
法定外労働時間が基準になっているのに、高プロ
の人は、日常の働き方で使用者が管理しているの
は健康管理時間なわけですね。ですから、より、
もし亡くなられた場合は、特に本人が亡くなられ
ているわけですから、遺族の方が立証するのが難
しいんです。
ページでいうと十二ページなんですけれども、
過労死事案が発生してからのフローが書かれてい
ますけれども、遺族が請求書及び添付書類を労働
基準監督署に提出ということです。ここで実証し
ないといけないのは法定外労働時間ですね。さっ
き、ずっと、過労死が認定される時間だけ働いて
いたのかどうかということです。これは、おっし
ゃるとおりパソコンだとか携帯電話だとかそうい
ったものを見る必要があると思いますけれども、
仮に会社が健康管理時間を把握していたとしても、
それを労働時間に引き直すのは大変だということ
は認められますよね。
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加えて、労災というときには、会社は認めたが
らない性質のものです。だから、ここにもありま
す、米印の一で、会社が事業主証明を拒否すると
いうことがあるわけですね。
これはちょっと現場を知っていらっしゃる方に
聞きたいんですけれども、労災申請のときに会社
が事業主証明を拒否するということは、どういう
場合に起こったりするものですか。お願いします。
○山越政府参考人 労災保険給付の請求の際に請
求者から事業主が必要な証明を求められた場合は、
その証明、例えば発症年月日でございますとか災
害発生状況などについて証明を行うことになって
おりますけれども、過労死等事案につきましては、
事業主が被災労働者の疾病が業務に起因するもの
であると判断できない、そういったことの理由に
よりまして事業主の証明を拒否される場合もござ
います。
ただ、そのような場合でありましても、労働基
準監督署は、もちろん労災請求は受理いたします
し、独自に労働基準監督署として調査を行って労
災認定を行っているところでございます。
○白石委員 結構、事業主証明しない場合が多い
みたいですよ。実際、過労死された娘さんを持つ
遺族の方からも聞いておりますが、大企業に勤め
ていた、その大企業がその証明を拒否する、判こ
を押してくれなかったと言っていますよ。
じゃ、どこまで労働基準監督署が、労働者、過
労死された側についてくれるのかということです。
独自の調査とよく言われますけれども、独自の調
査というのは、例えば、警察とか検察とかが調査

する、そういった権限を持っているんでしょうか。
どういう権限を持って独自の調査ができるんでし
ょうか。
○山越政府参考人 過労死等の労災請求がなされ
ました場合は、労働基準監督署におきまして、事
業場から必要なタイムカードとかそういった労働
実態を明らかにする資料の収集を行うこととして
おります。
この調査でございますけれども、基本的には任
意に協力を得て行っておりますけれども、事業場
側が労災認定の判断に必要な資料の提供に応じな
い場合は、労災保険法第四十六条に基づき、事業
主に対して報告、文書の提出又は出頭を命ずるこ
とができる、そういうふうにされているところで
ございます。
○白石委員 強制力としては弱いものですよね。
加えて、やはり会社側としてはいろんな手を打
つことができるんじゃないでしょうか。実際、過
労死ではない、過労によって病気を負われた方の
お話を聞きます。労災申請しているんだけれども、
会社側にタイムカードを改ざんされている、ある
いは証拠となるパソコンを没収されてしまってい
る、だから実証、立証ができない、こういう話も
聞きます。
それに対して、労働基準監督署は、強制的じゃ
なくて任意とおっしゃいましたよね。お願いする
しかないんですか。もう一度お願いします。
○山越政府参考人 今申し上げました労災保険法
第四十六条でございます。これは、報告、文書の
提出あるいは出頭を命ずることができるというこ

とになっておりますけれども、事業主がこの規定
に違反をいたしまして、報告、文書を提出しない
場合あるいは虚偽の記載をした文書を提出した場
合は、罰則が適用される場合がございます。
○白石委員 その虚偽かどうかがわからないのが
問題なんです。
ちょっと時間も来ていますのでまた次にします
けれども、最後に、十四ページです。
それで、過労死しました、労災申請しました、
不支給決定が地元の労働基準監督署で行われまし
た、でも、それについて異議ありと二回目の訴え
をしますということが、この十四ページ、フロー
なんですね。
労災保険審査官、あるいはその一つ下、審査会、
それでもだめだったら裁判所、ここも三審制であ
る、そこに二回目が終わったら行くこともできる
ということになっているんですけれども、一旦不
支給決定がされた場合、その原告の立証責任とい
うのは誰が負うんですか。それは労働基準監督署
ですか。それとも、遺族の方のみでその立証責任
を負わないといけないんですか。
○山越政府参考人 労働基準監督署長が行った労
災保険の給付の不支給決定に不服があります場合
は、労災保険法に基づきまして審査請求制度が設
けられておりまして、第一審は労働者災害補償保
険審査官、二審は労働保険審査会が行うことにな
っております。
これは行政組織の中にあるわけでございますけ
れども、この審査機関におきましては、遺族から
のいろいろな申立て、その内容の確認を行いまし
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て、また事業主とか同僚など関係者からの聴取を
行いまして、事実確認を審査機関として行って判
断しているものでございまして、遺族に立証責任
を負わせるものではございません。
それから、訴訟につきましては、この段階を経
なくても、ケースによっては行くことができるも
のでございます。訴訟については、訴訟法に従い
まして、その当事者が立証責任を負う、そういっ
た仕組みが訴訟法に基づいて実施されているもの
というふうに承知をいたします。
○白石委員 時間ですけれども、最後のところ、
いつも局長は言葉が消えてしまってわからないん
です。
つまり、要するに遺族及び労基署なんでしょう
けれども、労基署は一旦不支給を決定しているわ
けですから、協力的じゃないです。ですから、実
質遺族になる。裁判でも遺族に荷を負わせる。で
も、残された両親とか、あるいは子供であっても、
あるいは奥さん、あるいは夫、難しいです。
そういった問題点の多い高プロは削除すること
を求めまして、私の質問を終わります。
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