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ないと︑今の状況の中で裁量労働や高度プロフェ

な働き方をどうしますかということの議論を行わ
○国務大臣︵加藤勝信君︶ 労働時間の把握につ

だけ確認して︑私の質問を終わりたいと思います︒

デンスを踏まえて政策を立案することは重要なこ

一般に統計データや行政文書といった様々なエビ

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 御指摘のとおり︑

このため︑政府においては︑昨年六月の骨太の

いては︑これもしっかり︑これ裁量労働制だけで
ダーとかですね︑そういったものでしっかりやる

方針に基づき︑現在︑証拠に基づく政策立案を推

ッショナル制度を入れたら間違いなく過労死増え
最後に一点だけ確認させてください︒過労死の

べきということで今もやっておりますけれども︑

進する体制の構築や実践を進めているところでご

とであると考えています︒

認定基準というのは具体的にどうなっていますか︒

これを更にそうした形での対応が取れるよう対応

ざいます︒

はなくて︑全般的において︑例えばタイムレコー

○政府参考人︵山越敬一君︶ お答え申し上げま

を考えていきたいと︑こう考えております︒

○吉川沙織君 統計改革については︑昨年の施政

ます︒

す︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 以上で川合孝典君の

脳・心臓疾患の労災認定基準におきまして︑こ

統計等データの信頼性について疑義を残念ながら

を政府自身︑声高に叫んでおられますが︑一方で︑

ましたとおり︑ＥＢＰＭ︑証拠に基づく政策立案

方針演説で総理が触れ︑今おっしゃっていただき

│││││・│││││

午前十一時五十六分休憩

午後一時に再開することとし︑休憩いたします︒

質疑は終了いたしました︒
︵拍手︶

れはその脳・心臓疾患の発症前に業務における異
常な出来事でございますとか︑短期間あるいは長
期間の過重業務︑このいずれかが認められる場合
に業務上の疾病と認められるものでございます︒

抱きかねないような事例もございます︒よって︑

統計等データと国民共有の知的資源である行政文

午後一時開会
○委員長︵金子原二郎君︶ ただいまから予算委

書の作成︑管理の適正性について︑これからお伺

このうち︑長期間の過重業務につきましては︑
発症前一か月におおむね百時間︑又は発症前二か

員会を再開いたします︒
平成三十年度総予算三案を一括して議題とし︑

総理は︑平成二十七年九月︑アベノミクス新三

月ないし六か月にわたりまして一か月当たりおお
むね八十時間を超える時間外労働が認められる場

休憩前に引き続き質疑を行います︒吉川沙織君︒

いしていきたいと思います︒

合は︑業務と発症の関連性が強いと評価いたしま

本の矢の一本目として︑二〇二〇年頃に名目ＧＤ

の計算方法については平成二十八年十二月に改定

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます︒
行政が信頼を獲得するためには︑政策立案の基

されていますが︑このＧＤＰの目標六百兆円を掲

して労災認定するということになります︒

となる統計等データが正しいものであること︑ま

げられたとき︑総理はこの改定があるということ

Ｐ六百兆円の目標を掲げられました︒ＧＤＰのこ

た︑国民共有の知的資源である行政文書が適正に

を御存じだったかどうかお伺いします︒

どうぞよろしくお願いいたします︒

ちなみに︑この企画業務型裁量労働制や高度プ

作成︑管理されているということはもう論をまた

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 平成二十八年度

○川合孝典君 御答弁ありましたとおり︑労働時

ロフェッショナル制度でどうやって労働時間の管

ず重要なことだと思いますが︑総理の御認識を伺

中に︑ＧＤＰ統計についてはＲアンドＤ支出を投

間で過労死の認定が行われる︒大切なファクター

理をするのか︑それができなければきちんとした

います︒

なんです︑これ︒

実態は把握できないわけですから︒そこのところ
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もに︑より実態に合わせるべく基準の見直しが行

資に計上するなど最近の国際基準に対応するとと
以上です︒

に行いました︒

のとおり変更して差し支えないとの答申を内閣府

時点で︑総理自身が諮問を出して答申を受けてと

基準で出しています︒もう改定は総理が発表した

成六年分までを遡及して計算し直して新基準と旧

○吉川沙織君 なぜ今総理にお伺いをしたかと申

からも国際基準に対応するため答申を出したとい

○吉川沙織君 今︑総理からも︑そして総務大臣

いう︑これ経済財政大臣の答弁でもあったと思い

いうスケジュールの中ですからお分かりだったと

われることは承知をしておりました︒
しますと︑総理の名前で統計委員会に対して諮問

このＧＤＰの基準改定することによってどれぐ

ます︒

理は︑アベノミクス新三本の矢で名目ＧＤＰ︑二

らいの改定幅があるかということは︑経済財政大

うお話がございましたが︑平成二十七年九月に総

そこで︑この諮問が出された先は総務省の統計

〇二〇年頃に六百兆円を目標に掲げられています︒

が出されているからでございました︒
委員会︑当時は内閣府の所管でしたけれども︑今

この名目ＧＤＰ六百兆円目標を掲げた時点の改

日︑国民経済計算の作成基準の変更についての諮

統計委員会は︑内閣府から平成二十六年九月十

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えします︒

内容と趣旨についてお伺いします︒

ＧＤＰ統計の基準改定は二〇一六年の十二月に今

できていないのかもしれないんですけれど︑この

○国務大臣︵茂木敏充君︶ 御趣旨が完全に理解

臣に伺います︒

定スケジュールはどうなっていたか︑経済財政大

基準︑二〇〇八年のＳＮＡ︑これを反映したこと︒

ＲアンドＤの設備投資への計上などの最新の国際

総務大臣からも総理の方からもありましたように︑

く二つの改定要因がありまして︑一つは︑先ほど

○国務大臣︵茂木敏充君︶ この基準改定は大き

臣︑御存じだったんでしょうか︒

は総務省の所管ですので︑総務大臣にその諮問の

問を受けました︒その諮問の内容は︑平成二十八

連が勧告した基準に対応するためのものであるこ

統計委員会では︑半年にわたる審議を行い︑国

議が行われました︒

取の差額を新たにＧＤＰに計上することなどの審

こと︑特許使用料の海外への支払と海外からの受

研究開発費を新たに投資としてＧＤＰに計上する

成基準を変更するもので︑これに基づき具体的に︑

て︑国連が勧告した新しい基準に対応するため作

て︑そこから二十年分をずっと計算し直して新基

った平成二十八年十二月に新しい計算方法になっ

○吉川沙織君 今おっしゃったのは︑基準が変わ

ます︒

は表明されたと︑このように理解をいたしており

れると︑こういったことを御存じの上で六百兆円

時点におきましては︑こういった基準改定は行わ

を目指すと表明をされたわけでありますが︑その

一方︑総理は二〇一五年の九月に六百兆円経済

その上で︑ＧＤＰ統計の基準改定の影響額につ

たと︑そのように考えております︒

本経済の実力をより正確に計算できるようになっ

るための改定でありまして︑これによりまして日

ルールにのっとってより正確に経済状況を把握す

法を反映したものでありまして︑基準改定は国際

模で詳細な基礎統計や最新の知見に基づく推計手

年ごとに行われる国勢調査や産業連関表等の大規

でも五年ごとに行ってきた改定でありますが︑五

反映したものでありまして︑もう一つは︑これま

これは十五年ぶりに行われた国際基準への改定を

と︑国際比較可能性の向上等に資するものであり︑

準と旧基準で並行して発表したわけですけれども︑

きましては︑二〇一六年十二月の公表を前に二回︑

のような経緯で行ったものであります︒

統計利用者の利便性を高めるものであると考えら

変更と同時に︑これ二十年︑平成二十七年から平

年度中に実施する国民経済計算の基準改定におい

れることから︑平成二十七年三月二十三日に諮問
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もう一つは︑二〇一六年の九月に︑今回の基準

ります︒

のホームページでもこのことは公開をいたしてお

し上げる効果があるとの試算をお示しし︑内閣府

一年の名目ＧＤＰを三・一％から三・四％程度押

設備投資への計上によりまして二〇〇五年から一

こにおいてでありまして︑その中で︑ＲアンドＤ

ります研究会︑基準改定研究会でありますが︑こ

から一四年に内閣府で行いました民間有識者によ

○国務大臣︵茂木敏充君︶ 一つは︑二〇一三年

さい︒

○吉川沙織君 その試算結果について教えてくだ

試算結果も公表いたしております︒

が︑そもそも国際基準が採択されたのは平成二十

おり︑実際︑平成二十四年一月から検討開始です

○吉川沙織君 今おっしゃっていただきましたと

たしております︒

この対応方針に沿って行われたものだと承知をい

一年︑当時は民主党政権であったかと思いますが︑

して︑ちなみに︑この方針の決定︑これは二〇一

算できるようにしたと︑このように考えておりま

するというより︑日本経済の実力をより正確に計

めの改定でありまして︑これ︑何か数字を上積み

のっとりましてより正確に経済状況を把握するた

したが︑この基準改定︑これは国際的なルールに

○国務大臣︵茂木敏充君︶ 先ほども申し上げま

いします︒

す︒

準に沿った数字を申し上げるということになりま

四十九兆円と︑古い基準ではなくて当然新しい基

当然そこで︑現在の段階で申し上げる数字は五百

いかなと︒

ＤＰ伸びているのはお分かりいただけるんじゃな

の改定後の基準でありましてもしっかり日本のＧ

かりと︑これがブルーの旧基準でありましても赤

これを御覧いただければお分かりのように︑しっ

だいております名目ＧＤＰの基準改定前後の比較︑

○国務大臣︵茂木敏充君︶ 委員がお示しをいた

か︒

ことの方が幅としては大きいんじゃないでしょう

ある程度目標に近づくんじゃないかという予想も

と︑名目ＧＤＰ六百兆円目標を掲げたときは既に

幅が出たということでございます︒そうなります

が最終の比較年度ですけど︑三十一・六兆円改定

最終的に計算をし直したら︑最新の年度︑これ

○吉川沙織君 二回試算を行っていて︑今その試

ります︒

げる見込みであると︑このことを公表いたしてお

〇一一年の名目ＧＤＰを十九・八兆円程度押し上

だきましたけど︑アベノミクスの推進もあります︒

名目ＧＤＰが拡大したのは︑今るる御答弁いた

十九兆円に拡大し︑
﹂とお述べになったからです︒

スの推進により︑名目ＧＤＰは過去最大の五百四

大臣は︑
﹁日本経済は︑五年にわたるアベノミク

は︑先々月︑召集日の経済演説において経済財政

なぜこの質問をさせていただこうかと思ったの

りということを申し上げておきたいと思います︒

をしておりますので︑今のはあくまでも取っかか

始めたのは平成二十五年三月以降︑十五回の検討

一年の二月でございます︒また︑本格的に検討を

計算方法が改定された後︑三十一・六兆円の改定

の六百兆円目標を達成すると発表して︑その後︑

分かっていたことになります︒旧基準のときにこ

Ｐの押し上げ効果は少なからずあるということは

目標を掲げられる前から︑基準改定によってＧＤ

御答弁をなさっています︒名目ＧＤＰ六百兆円の

の他の要因でこれだけ改定幅が出ていますという

答弁なさっていますけど︑国際基準への対応とそ

は︑一月二十四日の衆議院本会議で総理御自身が

ただ︑ただ︑これ基準改定によって︑この内訳

の効果はあると思っています︒

○吉川沙織君 もちろん︑私自身︑アベノミクス

そして︑その新基準を採用しておりますから︑

改定全体によりまして新しい基準年となります二

成り立っていたと思うんですが︑そういう目標に

ただ︑それよりも国際的な基準に対応したという

算の結果について教えていただきました︒

すべきだったんではないでしょうか︒大臣︑お伺
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いますが︑先ほど申し上げたように︑この基準と

○国務大臣︵茂木敏充君︶ これは考え方だと思

う︒

るかと思うんですが︑経済財政大臣︑どうでしょ

た方がアベノミクスの効果というものはより分か

おっしゃいましたけれども︑旧基準も併せて出し

名目ＧＤＰについて︑今の数字は五百四十九と

年のスパンということにさせていただいておりま

ったこともお示しをしたい︑こういう意味で二十

中で日本経済の姿がどうなっていくかと︑こうい

ショックと︑こういった若干長いトレンドで見た

後︑そして失われた二十年︑さらにはリーマン・

ということもございまして︑このバブル︑バブル

は︑二〇〇八年にリーマン・ショックを経験する

の落ち込み等々もあったわけであります︒さらに

〇年以降︑バブルがありまして︑バブル後の経済

るということは今のところはないということでよ

らい目標を上積みして︑更に政策目標を発表され

○吉川沙織君 では︑もう特段︑その三十兆円ぐ

おきたいと︑このように思います︒

いく︒特段の意図はないということは申し上げて

変えたわけでございますので︑それで発表させて

せて︑このＧＤＰについて︑我々この計算基準を

ただいたように︑まさに国際スタンダードに合わ

失礼いたしました︑茂木大臣から答弁をさせてい

︵発言する者あり︶あっ︑茂木大臣からですね︑

幅になっています︒

いうものは︑国際基準につきましては十五年に一
す︒

きの目標でありましたが︑その後変わったわけで

度そういった形でルール変更︑今回の場合はＲア

れを超えないとかいろいろ要因があったようでご

ありますが︑変わった結果︑確かに押し上げる形

ろしいでしょうか︒

ると︒こういうことによりまして︑年によってそ

ざいますが︑いずれにしても︑二〇二〇年頃ＧＤ

で変わったのでございますが︑基本的にはこれは

○吉川沙織君 昨年三月九日の総務委員会で実は

れが上になったりとか下になったりしますけれど︑

Ｐ六百兆円目標を立てて︑二十六日の衆議院予算

そのまま維持をさせていただきたいと︑二〇二〇

ンドＤ等を組み込む︑そして国内につきましても

統計であったりとかこういったものは新しい基準

委員会で総理の御答弁の中で︑二〇二〇年に五百

年頃六百兆円という目標でいきたいと︑こう思っ

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 言わば︑我が国

になりましたら新しい基準で︑御覧のように︑そ

九十八兆円︑二〇二一年には六百十七・四兆円で

ております︒

この問題を取り上げまして︑何で十年じゃなくて

の新しい基準にした年からではなくて︑その前ま

ありましてと御答弁なさっています︒もう達成で

○吉川沙織君 改定幅の中が国際基準の対応と改

最新のデータ等を入れ込む︒今回の場合︑例えば

で遡って新しい基準で見てトレンドを追うと︑こ

きる目標でしたら︑この改定幅分ぐらい目標を上

定のその他要因で上がっているということは︑大

として認めているＧＤＰの算出方針によって六百

れが正しいやり方ではないかなと思います︒

積みしてもう一回発表されてはいかがでしょうか︒

臣もさっき︑改定のスケジュールの中で大体上が

二十年なのかなと思ったら︑二十年遡ると︑旧基

○吉川沙織君 内閣府の公的な資料を拝見いたし

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ そういう考え方

るということ︑押し上げ効果があるということは

建設投資につきまして︑今まではインプットで見

ますと︑普通︑基準改定したとき︑遡及は十年と

もあると思います︒確かにそれは私も認めるとこ

内閣府の各種会議でも議事録として残っておりま

兆円を目指すと︒平成二十七年の段階ではそのと

書いてあります︒何で二十年以上したんですか︒

ろでございますが︑茂木委員からお話をさせてい

すので︑ある程度分かった上で発表をなさって︑

準のピークが平成九年なんですけど︑十年だとそ

○国務大臣︵茂木敏充君︶ より長いスパンで経

ただいたように︑国際的な基準に合わせて⁝⁝

ていたんですね︑これを今回はアウトプットで見

済のトレンドを追いたいと︒特に︑日本は一九九
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たいと思っています︒

かどうかというのはこれからもちゃんと見ていき

政策目標をそこに合わせたのが本当によかったの
実際には取引先に電話を掛けるなどして調査をし

況観測において︑アンケート調査の過程で職員が

に社内の調査を行った中で︑残念ながら︑この景

ます︑これ去年の十二月七日の答弁でございます︒

いま少しやはりあるということで調査中でござい

っていますかと経産省にお伺いしましたところ︑

を行っていた中で不正が行われていますので︑こ

今日は三月一日でございますが︑まだ調査中とい

昨年の十月時点の調査先千社についての調査を

の千社の毎月の調査をその時々担当した担当者に

ていないのに調査票を自作をしてしまっていると︑

計不正が外部からの指摘で発覚をしました︒さら

行ったところ︑少なくとも不適切な行為が千社中

全部ヒアリングを掛けてということをやっており

昨年の施政方針演説では総理︑統計改革に触れ

に︑経産省が主務省である商工中金においては︑

百四十二社に見られたということであります︒直

ますのでちょっと時間が掛かっていますけれども︑

うことで認識合いますか︒

危機対応業務を始め︑残念ながら多くの不正が見

ちに︑もうこの調査︑信頼性がそういうことでは

もう間もなく︑そんなに時間を置かず調査結果は

これとんでもない話でありますが︑こういったの

付かってしまいました︒

ありませんので︑この調査の実施︑公表を中止を

公表できるというふうに思っております︒

られましたけど︑一昨年十二月に統計改革の基本

その中に︑商工中金が毎月実施している中小企

いたしました︒そして︑資料が現存する範囲で更

○吉川沙織君 千社でこれだけ時間が掛かるとい

○国務大臣︵世耕弘成君︶ 今︑毎月千社に調査

業月次景況観測の統計不正も含まれていましたが︑

なる広がりがないか︑今調査を実施中であります︒

うことは︑一万件のデータにいろいろあったら物

が明らかになりました︒

主務省のトップである経産大臣に概要と現況につ

残念ながら︑恐らくこの百四十二社よりはもう少

方針を発表した直後︑経済産業省本省において統

いて伺います︒

に基づく公的な政府の統計ではないんですけれど

くともこれまでどおりの継続実施ということでは

今後︑この景況観測の取扱いについては︑少な

総理が用いられたり労政審の議論に用いたりされ

絶対に比較してはならないデータを国会答弁に

すごい時間が掛かるのかなと思いつつ︑統計等デ

も︑これは商工中金が自らの取引社千社を選びま

ないというふうに考えております︒いずれにして

てきました︒行政の統計等データの信頼性はもと

し数字は大きくなるのかなというふうに思ってお

して︑それを対象に電話での聞き取りを中心にし

も︑商工中金においてまず広がりの調査をできる

より︑法案の根幹を揺るがしかねない事態であり

○国務大臣︵世耕弘成君︶ 今御指摘の中小企業

てアンケート調査を行って︑その中身としては︑

だけ早く完了して︑その結果を踏まえて対応方針

ますので︑今回は︑一体でという答弁を︑総理︑

ータに疑義があるといえば︑働き方改革関連法案

販売価格の動向ですとか︑仕入価格の動向ですと

を決定してまいりたいというふうに思っておりま

この国会でも二回以上繰り返されていますので︑

ります︒

か︑採算の状況ですとか︑そういったものをＤＩ

す︒

今回はこの国会に提出すべきではないと考えます

月次景況観測というのは︑これはいわゆる統計法

値の形でまとめて︑レポートとして毎月末に公表

○吉川沙織君 プレスリリースは︑昨年の十月二

についても非常に残念な事態になっています︒

してきたものであります︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 今回︑データに

が︑いかがでございましょうか︒
昨年十二月七日に︑実は委員会でこの件どうな

十七日で千社中百四十二先︑不正が行われた︒

今御指摘のように︑去年︑危機対応業務での不
正が明らかになりまして︑商工中金で全て徹底的
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おいて様々な御指摘があったことについては改め

新たな形式︑新たなやり方によって調査などをし

かりやると︑そして調査もしっかりやっていくと

衆議院予算委員会の答弁でも︑例えば今あるデー

いうことで取り組みたいというふうに思っており

そして︑それには当然︑実施すればそれなりの

タで何か使えるかということにはなり得ない︑今

ていく必要が当然あるだろうと︑こういうふうに

時間も掛かり︑分析も掛かり︑そして議論し直す

もそういう趣旨の御答弁ありましたけれども︑新

ておわびを申し上げたいと思う次第でございます

ということでありますから︑当然︑労政審等での

たな調査をするということでいいですね︒

ます︒

その上において︑厚生労働省において実態をし

議論もしていただくということでありますから︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 先ほど申し上げまし

考えておりますし︑したがって︑まずどういう形

っかりと把握をして検討を進めてもらいたいと︑

それなりの時間が必要になってくるんだろうとい

たその調査も新たに︑要するに調査の仕方も含め

が︑その中で︑国民の皆様から疑念を持たれた︒

このように思います︒その上で︑法案をどうする

うふうに思いますが︑今の段階で具体的なことを

て設計をし直してやっていく必要があると思って

○吉川沙織君 今の御答弁でも︑それから昨日の

かということについては︑厚生労働省においてし

申し上げるほどまだ詰めてはいないということは

おりますが︑いずれにしても︑具体な話は検討さ

でやるかというところから議論いたします︒

っかりと検討してもらいたいと思っております︒

御理解いただきたいと思います︒

せていただきたいというふうに思います︒

そこで︑我々は︑この働き方改革法案の中におい

○吉川沙織君 今も︑実態を把握し直す︑それか

○吉川沙織君 時間が掛かるということは今の御

○吉川沙織君 本年一月十九日の閣議で予算非関

て︑裁量労働制については全面削除するというこ

ら朝一番でも︑把握し直す︑議論し直すと総理か

答弁で承知いたしましたけれども︑どれぐらいの

いうことでございますけれども︑今の段階で私が

についてはこれから厚生労働省で検討していくと

と︑こういうお話がございました︒具体的な方法

をし直すと︑その上で議論をやり直していきたい

態については厚生労働省においてしっかりと把握

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 昨日︑総理から︑実

うか︒

ょうか︒実態の把握とは何をどうされるのでしょ

相応の時間とは︑厚生労働大臣︑どのくらいでし

応の時間を要すると総理自身答弁されていますが︑

の予算委員会においても︑実態を把握するには相

したものを真摯に反省して︑まず制度設計をしっ

指摘もいただいているわけですから︑やはりそう

中にこれは明らかにおかしいではないかという御

べてしまったと︑あるいはデータでお示しをした

私どものデータにおいて選び方が異なるものを比

けようという思いはありませんけれども︑今回︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ いたずらに時間を掛

いですか︒

るから物すごく時間が掛かるという理解でよろし

かも分かりませんけれども︑そこから検討をされ

ら一から︑まあゼロかマイナスからかのスタート

時間掛かるだろうかというようなめども︑これか

の指示で︑含めて︑裁量労働制に関しては今回の

れで議論をいただいている︑そして今︑今回総理

くということでございます︒現在︑法案をそれぞ

を得て︑そしてその上で法案を提出させていただ

どもの場合には︑与党の法案審査というプロセス

○国務大臣︵加藤勝信君︶ いずれにしても︑私

かがでしょうか︒

する必要はないかと思うんですが︑厚労大臣︑い

定期限を超えてわざわざ目玉法案を提出︑国会に

この国会の目玉法案であるというならば︑閣議決

で了解がなされています︒働き方改革関連法案が

連法案の閣議決定の期限は三月十三日とすること

ととしたところでございます︒

らの御答弁でございました︒また︑昨日の衆議院

考えておりますことを少し申し上げれば︑やはり
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せていただくわけでありますけれども︑それ以上

ことはそういうことで︑あとは与党に御相談をさ

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 全面削除するという

されるという理解でよろしいでしょうか︒

される︑それも︑裁量労働制の削除だけで提出を

に合わずに与党の審査プロセスを経てから提出を

一応閣議で決めていますけれども︑そこはもう間

決定は三月十三が非関連予算の法案の提出期限と

削除して国会に提出するということは︑もう閣議

○吉川沙織君 三月十三日までに裁量労働制分を

と︑こういうふうに考えております︒

を得て︑その上でこの国会に提出をしていきたい

そういったこともお示しして︑そして与党の審査

改正から全面削除するということでありますから︑

ナル制度の導入は同じ方向を向いています︒これ

ります︒裁量労働制の拡大と高度プロフェッショ

のは︑高度プロフェッショナル制度の導入に当た

除を決められたと︒それと政策の方向性が一緒な

もニュースを見てびっくりしましたけれども︑削

○吉川沙織君 裁量労働制の削除は︑昨晩遅く私

ます︒

をしていただいていると︑こういうことでござい

たことも踏まえながら︑与党において法案の審査

○国務大臣︵加藤勝信君︶ もちろん︑そういっ

制の全面削除をやるということなんでしょうか︒

○吉川沙織君 では︑三月十三日目途で裁量労働

を一つの目途にしているわけであります︒

予算非関連法案については三月十三日ということ

においても︑それから予算委員会の審議において

○吉川沙織君 今年の常会に入ってからの本会議

でございます︒

て労働政策審議会でも一体的に議論されたところ

働き方の環境整備の一環︑そういった意味におい

欲や能力を発揮しながら働いていただく︑多様な

ナル制度も︑当然働く方の健康は確保しつつ︑意

規制も︑それから今あります高度プロフェッショ

ありますので︑そういった意味においては︑上限

働き方を選択できるようにしていくということで

等を通じて︑一人一人がその事情に応じて多様な

あるいは正規︑非正規間の不合理な待遇差の解消

は︑ワーク・ライフ・バランスを改善していく︑

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 働き方改革そのもの

然必要でございますので︑そういった意味で今与

しかし︑しっかりと議論をしていただくことは当

提出の目途というのは持っておりますけれども︑

委員がおっしゃったような形でのもちろん法案の

にいる私たちの側からすれば︑政策の異なる法案

を残して同じ法案で提出するというのは︑立法府

って真逆です︒真逆の方の一方を削除して︑一つ

れるというのは︑政策の方向性からしたら全くも

他方で︑長時間労働の上限規制を罰則付きで入

審議し直して︑立法府たる国会に︑一つの法案の

個が削除になるということは︑もう一回ちゃんと

う答弁が二回以上ありました︒その根幹を成す一

うような︑提出をされればですけれども︑そうい

ものとしてどうにか国会で審議をしてほしいとい

ナルの導入も裁量労働制の拡大も入って︑一体の

も︑総理は︑これらは全て一体のものとしてお願

党の法案審査︑これをお願いをしていると︑こう

を束ねて一緒に出してくるということにつながり

中に議員の賛否が分かれるようなものを紛れ込ま

は︑長時間の上限規制の対象から外すという意味

いう状況であります︒

ますので︑この際︑裁量労働制の削除と併せて高

せて束ねて出してくるのではなくて︑別々に出し

の︑具体的にいつまでという切りを︑これを私ど

○吉川沙織君 今の御答弁の中で法案の目途とい

度プロフェッショナル制度の導入も外して立法府

てくるべきではないかと思うんですが︑総理︑い

いをしたい︑その一体の中に高度プロフェッショ

うものは持っておるわけでございますけれどもと

たる国会に提出すべきではないかと考えますが︑

かがでしょうか︒

で同じ方向を向いています︒

ありましたが︑目途はいつでしょうか︒

いかがでしょうか︒

もの方から付けるわけにはまいりません︒先ほど

○国務大臣︵加藤勝信君︶ この法案に限らず︑
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を発揮できる労働制度への改革という一つの趣旨︑

自由に選択することを可能とすることでその能力

しつつ︑誰もがその事情に応じた多様な働き方を

含まれておりますが︑これ︑いずれも健康を確保

摘のあった高度プロフェッショナル制度の創設が

導入︑そして同一労働同一賃金の実現と︑今御指

を抱かせるという結果になったところからそれを

しては︑言わばデータについて国民の皆様に疑念

いては︑企画業務型の裁量労働制の拡大につきま

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 裁量労働制につ

出をしてくださいというお願いをしております︒

除して︑すっきりとした形で立法府たる国会に提

高度プロフェッショナル制度の導入もこの際削

○吉川沙織君 長時間労働の上限規制は本当にこ

考えているところでございます︒

ように︑一つの法案でお示しをすることが適当と

て︑先ほど厚労大臣から答弁もさせていただいた

おりまして︑予定どおり国会に提出をする︑そし

現状では年収千七十五万円以上の方と制限をして

もに︑平均給与の三倍の額を相当程度上回る水準︑

保の義務付けなど健康確保措置を強化をするとと

この高度プロフェッショナル制度については︑連

目的を持つものであり︑一つの法案でお示しをす

全面削除するところとしたところでございますが︑

れはすばらしいことだと思うんですが︑ただ︑高

働制を削除すると︑総理は昨日そうやって発表さ

ることが適当と考えているところでございます︒

残りの三つについて︑これは相反するではないか

プロも裁量労働制も長時間労働の概念を外す仕組

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 今回の働き方改

○吉川沙織君 今の答弁の中身は︑平成十七年の

という御指摘でございましたが︑我々はこの改革

みですから︑その恩恵を受けない︑ある意味せっ

合の意見も取り入れまして︑年間百四日の休日確

四月一日の衆議院本会議でも政府が答弁をしてい

の方向性として︑まずこの長時間労働という慣行

かくの長時間労働の上限規制が矮小化されてしま

れました︒

る中身とも重なります︒一般的に︑法案に盛られ

を打破をしていく︑そのために時間外労働の上限

革において︑罰則付きの時間外労働の上限規制の

た政策が統一的なものであり︑その結果として法

規制を導入するということとともに︑そして様々

うという︑こういう懸念があります︒

案の趣旨︑目的が一つであると認められるとき︑

それから︑今︑総理︑御答弁の中で︑現状は平

日に経団連がホワイトカラーエグゼンプションに

な働き方を自由に選択できるようにするというこ

そして︑裁量労働制度と高プロを入れていると

関する提言の中で︑この適用︑これも今回の高プ

あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一

ころでございますが︑裁量労働制度はそういうこ

ロと趣旨は一緒ですけど︑この年収要件四百万と

均給与額の三倍を相当程度上回るという︑こうい

ただ︑今回の労働基準法︑今回の働き方改革関

とで今回は削除をいたしましたが︑しかし︑先ほ

書いてあります︒今は平均給与額の三倍を相当程

とにおいて︑同一労働同一賃金もその中に︑カテ

連法案︑本当に国会に出されるのであれば︑八本

ど申し上げましたように︑そういう観点から︑そ

度と書いていますけど︑これ︑二倍になったり︑

つの体系を形作っていると認めるときは同じ法案

の法案を見かけ上一本で国会に出してきます︒そ

の能力を発揮できる︑自由に選択することを可能

平均給与額程度とかに変えることはないというこ

う御答弁がありました︒二〇〇五年の六月二十一

の労働基準法の中に︑長時間労働の罰則付きの上

とし︑能力を発揮できる労働制度の改革というこ

とでよろしいでしょうか︒厚労大臣で結構です︒

ゴリーの中にも入るのではないかと︒

限規制と高度プロフェッショナル制度︒これ議員

とにおいては一つの趣旨︑目的を持つものである

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 今回︑高度プロフェ

で出していますと︒これは︑平成十七年四月一日

の表決権も侵害するし︑議論も制約されるし︑政

というふうに考えているわけでありますが︑また︑

の衆議院本会議の政府答弁です︒

策の方向性は真逆です︒だからこそ今回は裁量労
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ッショナル制度ということで議論をさせていただ

う考えはございません︒

うか︒

でございまして︑もちろん憲法上私が責任を持っ

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ これは実態の話

それから︑一つだけ確認をさせてください︒

て提出をいたしますが︑その前の段階において与

○吉川沙織君 この答弁︑大事にしておきたいと

二十六日の衆議院の予算委員会においても︑そ

党との提出をするに当たってのプロセスを踏むわ

いたところでございますけれども︑これは︑高度
いうニーズに応え︑意欲と能力を十分に発揮でき

れから今日も私の方からも申し上げましたけれど

けでございまして︑その段階において︑党におい

を申し上げたところでございまして︑議院内閣制

るよう︑めり張りのある働き方を可能とする制度

も︑内閣提出法律案の責任者はどなたでしょうか︒

て︑そのプロセスにおいて政審を通らない︑ある

思います︒

そして︑労働政策審議会の答申を得た法案要綱

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 済みません︒ち

いは総務会を通らないということになればこれ提

な知識︑技術を持つ専門職の自律的に働きたいと

においては︑要件として︑対象業務については︑
ょっと失礼しました︒

ということであります︒

高度の専門的知識︑技術又は経験が必要︑従事し

実態としてそういうお話をさせていただいたわけ

出ができないということでやっておりますので︑

内閣を代表して議案を国会に提出し︑一般国務及

でございまして︑ですから︑それが調っていない

日本国憲法七十二条において︑内閣総理大臣は︑

して︑今御指摘の年収要件については︑支払われ

び外交関係について国会に報告し︑並びに行政各

た時間と成果との関連性が通常高くないこと︑そ
ると見込まれる賃金の額が平均給与額の三倍を相

段階でいつかということは申し上げられないとい
ございます︒

部門を指揮監督すると︑こうなっております︒と
て提出をするということであります︒

○吉川沙織君 内閣から法案を国会に提出するに

当程度上回ることとしており︑これをしっかりと

○吉川沙織君 まさかのストップでしたけれども︒

際しては︑慣例上︑与党審査が必要だということ

う実態についてお話をさせていただいたところで

当然︑そういうことで法案の中に盛り込むわけ

内閣法第五条に︑内閣総理大臣は内閣提出法律

は私も承知しておりますが︑例えば法案の提出を

いうことにおきまして︑総理大臣が内閣を代表し

でありますから︑法律を改正しない限り年収要件

案に対して責任を持つということですので︑行政

しないというときは与党に諮られるんでしょうか︒

した法案を今策定するべく︑与党プロセス含めて

の引下げはできないということになるわけであり

府の長であられ︑内閣のトップであられる内閣総

進めているところでございます︒

ます︒

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ しないというこ

的にはまさに内閣において決めることができるわ

理大臣がそれぞれの閣法の責任者ということにな
それで︑二十六日の衆議院の予算委員会で︑法

けでございます︑まだ出していない︑党にお諮り

○吉川沙織君 将来的に︑今は三倍を相当程度と

案を提出するかどうかは︑まさにこれは党として

をしていないわけでありますから︒

とについては︑これは内閣において︑言わば形式

とでよろしいですか︒

決めることという答弁を総理がされています︒こ

しかし︑昨晩においては︑党との関係もあり︑

ります︒

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 高度プロフェッショ

れは内閣法第五条に︑ちょっと趣旨には反するの

よく︑これは実態とは違うんですが︑私が全部何

なっていますけど︑二倍に減ったり︑程度になっ

ナル制度の趣旨を今のように申し上げました︒そ

ではないかと思うんですが︑これ︑いかがでしょ

たりということは今のところは絶対ないというこ

の趣旨に反してそうした要件を緩和していくとい
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○吉川沙織君 閣法を提出しないということは︑

ございます︒

任者︑幹事長に諮った︑考え方を諮ったところで

昨日も︑与党︑自民党と公明党それぞれの政策責

しての交渉力も相当違うんだろう︑この企画業務

うことにもなっておりますし︑それは会社側に対

もちろんこれは書面で本人の同意を確認するとい

十五万円以上ということになっておりますので︑

この高プロの場合は︑年収︑平均の三倍︑千七

○会計検査院長︵河戸光彦君︶ 会計検査院は︑

ます︒

ありますが︑その地位について会計検査院に伺い

財政民主主義の一つとして会計検査院の存在が

います︒国の財政を処理する権限は行政権たる内

内閣総理大臣︑内閣のトップ︑行政府の長である

型の方々とは相当違うんだろうという認識でござ

憲法第九十条及び会計検査院法第一条によりまし

な問題点が指摘をされたところだと︑このように

総理がお決めになればいいことだと思いますので︑

いまして︑あと詳しいところはまた必要であれば

て︑国会及び裁判所に属さず︑内閣からも独立し

か一人で決めているかのごとくの批判もございま

今回の働き方改革関連法案も︑高度プロフェッシ

厚労大臣から答弁をさせていただきますが︑そう

た機関として︑国や法律で定められた機関の会計

閣に属しますが︑これを国民の代表機関である国

ョナルと裁量労働制︑両方削除した形で︑働く人

いう観点から︑この三本柱については一体として

を検査し︑会計経理が正しく行われるように監督

思うわけであります︒

のために︑命守るために︑それから︑もう一回精

提出をさせていただきたいと︑このように考えて

する職責を果たしております︒

すが︑もちろんそうではないわけでございまして︑

査をしっかりしていただいて︑新しい調査をして
おります︒

○吉川沙織君 平成九年に国会法と会計検査院法

会の統制の下に置かなければならないという原則

いただいた上で立法府たる国会に御提出いただき

○吉川沙織君 立法府への法案の提出の在り方︑

しても働く人の命を守りたいという思いでは同じ

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ もちろん︑私と

の根幹を揺るがしかねない不適切なデータの取扱

しっかり見ていきたいと思います︒何より︑法案

それから今回の法案の内容についてはこれからも

旨について参議院に伺います︒

請制度がつくられましたが︑この制度の経緯と趣

が改正されました︒国会から会計検査院に検査要

は財政民主主義を反映したものであります︒

たいと思うんですが︑総理︑いかがでしょう︒

だと思っております︒だからこそ健康確保措置等

会計検査院に対する会計検査要請制度は︑平成

○事務総長︵郷原悟君︶ お答えいたします︒
のにも疑義が付きますので︑野党として︑数は少

九年の第百四十一回国会で︑衆議院提出に係る国

いの事案があったということは法案の提出そのも

ただ︑裁量労働制の業務拡大とこの高度プロフ

のうございますけれども︑しっかりチェック機能

はちゃんとやらなければいけない︒
ェッショナル人材︑高度プロフェッショナルにつ

この国会法改正は︑国会の行政監視機能の充実

います︒

会法一部改正によりまして創設されたものでござ
統計等データの信頼性はもちろんですが︑行政

を果たしていきたいと思います︒

新たに創設するわけでありまして︑裁量労働制の

文書を通じて諸活動の説明責任を果たす役割は︑

いては︑これは︑高プロは︑もう御承知のように︑
企画業務型︑今まで専門業務型がございましたが︑

会を改組して新たに決算行政監視委員会を設置す

強化を図ることを目的として︑衆議院の決算委員
昨年の予算委員会から︑国有財産である国有地

るとともに︑会計検査院の機能を国会が機動的に

政府には求められていると思います︒

これ拡大をするわけでありまして︑ですから︑今

売却をめぐる事案について多くの議論がなされて

これは今まであるものの中において企画業務型を
まであるこの裁量労働制の中で調査を行い︑様々
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利用することができるようにする必要があるとの

会は国会法第百五条の規定に基づいて会計検査院

ないんでしょうか︒

れを受けたということは︑検査院︑重いことでは

平成二十九年三月六日の参議院予算委員会で議

に検査要請を行いました︒内容について参議院事

なお︑会計検査院は憲法上の機関でありますの

決いたしました国会法第百五条に基づく会計検査

平成二十九年三月六日に参議院予算委員会より

考え方から︑会計検査要請制度を創設するなど︑

で︑会計検査院への会計検査要請制度の創設につ

院への検査要請の内容でございますが︑学校法人

検査の要請がございました学校法人森友学園に対

○会計検査院長︵河戸光彦君︶ 会計検査院とい

いては︑会計検査院の独立性に鑑みて国会法及び

森友学園に対する国有地の売却等について︑検査

する国有地の売却等に関しましても︑会計検査院

務総長に伺います︒

会計検査院法の改正が行われたものとされており

の対象は財務省及び国土交通省︑検査の内容は学

はこの要請を真摯に受け止め︑翌三月七日に︑要

所要の規定の整備を図ったものであり︑平成十年

ます︒

校法人森友学園に対する国有地の売却等に関する

請を受諾して検査を実施して︑その検査の結果を

たしましては︑国会から検査要請が行われた場合

○吉川沙織君 同じことを会計検査院にも伺いま

次の各事項︑一︑大阪府豊中市の国有地の貸付及

報告することを決定し︑この旨を参議院に対して

○事務総長︵郷原悟君︶ お答えいたします︒

す︒

び売却の経緯︑二︑貸付価格及び売却価格並びに

通知しております︒

の百四十二回常会の召集日に施行されました︒

○会計検査院長︵河戸光彦君︶ お尋ねのありま

価格算定手続の適正性︑三︑当該国有地の貸付及

○吉川沙織君 それだけ重い検査要請︑そして︑

には︑要請を真摯に受け止め︑要請を受諾するか

した国会からの会計検査院に対する検査要請の制

び売却に関する行政文書の管理状況︒

の検討を速やかに行うこととしております︒

度につきましては︑平成九年の国会法等の一部を

○吉川沙織君 国会からの会計検査院への検査要

たくさんいろんな文書が見付かりました︒開示請

ただ︑その報告が出る前の日以降︑財務省から

受けていただいて︑報告もいただきました︒

この法律は︑国会の行政監視機能をより強化する

請を受けて︑会計検査院はその検査を受けて︑昨

求によって見付かったということですが︑本来︑

以上でございます︒

趣旨のものと承知しております︒

年十一月終わり頃に国会と参議院予算委員会に対

この検査要請に対して出すべき文書ではなかった

改正する法律により創設されたものでございます︒

具体的には︑国会法の改正により︑各議院や各

して︑つまり立法府たる国会に対してその結果を
先ほど︑国会法第百五条の創設︑それから会計

議院の委員会などが会計検査院に対して特定の事
ることができることとなり︑同時に︑会計検査院

検査院法第三十条の三の制度の趣旨と経緯につい

御指摘の法律相談文書は︑開示請求があって︑

んでしょうか︑財務省︒

法の改正により︑会計検査院は国会からの要請事

て教えていただきました︒お互い要請をすること

それを受けて十月下旬から十一月にかけて近畿財

報告いただきました︒

項について検査を実施してその結果を報告するこ

ができる︑お互い受けて報告することができる規

務局の局内全体で文書の探索を行ったところ︑法

項について検査を実施してその結果の報告を求め

とができるとの規定が創設されたものでございま

定になっています︒そのできる規定は︑会計検査

律相談の文書に気が付いたということでございま

○政府参考人︵太田充君︶ お答えを申し上げま

す︒

院の独立性を重んじたものに係るものですが︑そ

す︒

○吉川沙織君 昨年三月六日︑当参議院予算委員
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計検査における近畿財務局に対する実地検査にお

に関しましては︑この改正前から︑会計検査院の

や資料の提出の要求には当然応ずべきものと考え

して︑開示請求の対象となる売買のタイミングの

昨年十一月二十一日以降に財務省から会計検査

られてきたところではございますが︑検査のより

検査を受けるものは︑その活動の原資が国民の負

委員からお話がございましたように︑最初の五

院に提出されました二十五件の法律相談書等の資

一層円滑な実施のためには︑実地の検査を受ける

きまして︑具体的に文書名を特定して行ったもの

つの文書については︑検査報告書が十一月の二十

料のうちには︑これに該当するものが含まれてい

もの及び資料等の提出の求めを受けたものの受検

ときということですが︑五つの相談文書︑その後︑

二日でございましたが︑その前日の十一月の二十
ると認識しております︒

義務を法文上明記する必要があると判断されたも

担による税金等であることに鑑みまして︑その会

一日に提出をするということになりました︒その

○吉川沙織君 会計検査院法第二十五条及び第二

のと承知しております︒

ではございませんが︑資料を提示した上での説明

ときに︑残りの文書があるということは気が付い

十六条では受ける側の義務を定めていると思いま

○吉川沙織君 実地検査に応じる義務の第二十五

それ以外にも法律相談の文書があるということを

ておりましたので︑同じ十一月の二十一日には︑

すが︑その趣旨について︑会計検査院︑教えてく

条及び第二十六条に︑財務省︑反していませんか︒

計経理について説明責任を負っており︑実地検査

残りの文書は後ほど提出をさせていただきますと
ださい︒

○政府参考人︵太田充君︶ 先ほど申し上げまし

を求めております︒

いうふうに検査院には御報告を申し上げた上で︑

○会計検査院長︵河戸光彦君︶ お尋ねのありま

把握をいたしました︒

大宗︑残り二十あるんですが︑大宗は︑十九は十

たとおり︑大変申し訳ないことだと思っておりま

その上で︑二十五条︑二十六条に該当するかど

す︒

した平成十七年に行われました会計検査院法の改
について御検討いただき︑決算委員会の御提案で

正は︑参議院におきまして会計検査機能の充実等

二月二十一日に︑残りの一つが二月五日に提出を
するという格好になりました︒
委員御指摘のように︑検査の過程において︑そ

いことだと思っております︒おわびを申し上げま

かったということは事務方としては大変申し訳な

追加されております︒また︑第二十六条の帳簿︑

ものは︑これに応じなければならないとの規定が

に関する規定につきまして︑実地の検査を受ける

この改正におきまして︑第二十五条の実地検査

て︑探索したら見付かった︒どれぐらい探索した

○吉川沙織君 先ほど理財局長︑開示請求があっ

いうふうに存じております︒

うことを判断して申し上げられる立場ではないと

ので︑私どもがそれに該当する︑該当しないとい

うかは︑私どもは検査を受ける立場でございます

す︒

書類その他の資料等の提出の求めに関する規定に

んですか︒

行っていただいた経緯がございます︒

○吉川沙織君 会計検査院に伺います︒

つきましては︑これらの求めを受けたものは︑こ

○政府参考人︵太田充君︶ 十月末から十一月に

の時点で遅れた︑気が付かなかった︑気が付けな

たものは含まれていますか︒

れに応じなければならないとの規定が追加されて

この今財務省が答弁で触れた文書は︑求めてい
○会計検査院長︵河戸光彦君︶ 会計検査院は︑

かけての日数を掛けて探索をしたということでご
ざいます︒

おります︒
その趣旨でございますが︑会計検査の受検義務

参議院からの要請を受けて実施いたしました学校
法人森友学園に対する国有地の売却等に関する会
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味で気が付いたということでございます︒

体にわたるものでございましたので︑そういう意

意味での文書の特定をされたものが近畿財務局全

るということでございますが︑その意味で︑ある

定の文書の特定をいただいて︑それに基づいてや

○政府参考人︵太田充君︶ 情報公開請求は︑一

ですか︒

ありません︒だから見付けなかったんじゃないん

条︑そして国会からの検査要請については罰則が

得ます︒ただ︑会計検査院法二十五条及び二十六

○吉川沙織君 情報公開請求は罰則の対象になり

財局長は︑検査に協力する︑二月七日の衆議院予

○吉川沙織君 二月二日の衆議院予算委員会で理

誠に申し訳ございません︒

かったということは残念ながら事実でございます︒

おります︒その上で気が付かなかった︑気付けな

検査院からのお話というのはもう重々承知をして

○政府参考人︵太田充君︶ 国会からの御要請︑

うですか︒

の要請も軽んじているのではないでしょうか︒ど

れを︑立法府の意思も︑独立した会計検査院から

会計検査院から財務省に対して要請があった︑そ

取組を行ったところでありまして︑今後︑同ライ

改正をし︑そして公文書管理の質を高めるための

昨年末に行政文書の管理に関するガイドラインを

指摘されたことなどを踏まえて︑政府としては︑

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 国会において御

んが︑総理の御見解をお伺いします︒

書管理の在り方そのものに疑問符が付きかねませ

ざいますが︑これでは行政文書を始めとする公文

懸命探していただいて見付かったということでご

庫に三十二箱段ボールがあったということを一生

しても分からなかった︒厚生労働省の場合は︑倉

書管理法に基づき各行政機関が規則を定めるに当

ンに沿ってより適切な公文書の管理に努めてまい

ょうか︒財務大臣︑いかがでしょうか︒

たって踏まえるべき指針にすぎません︒今国会で

算委員会で財務大臣は︑財務省としても可能な限

当たらないといった議論をしておるものでござい

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 先ほど理財局長太田

財務大臣も理財局長も︑規則にのっとって保存し

会計検査院の報告におきましては︑午前中の委

ます︒会計検査院報告においては︑こういうもの

の方から御説明申し上げたとおりなんであって︑

ておりました︑法律違反ではございません︑繰り

りたいと思います︒

があれば︑要すれば︑損害賠償に関して決裁文書

私どもとしては全面的に協力すると︒本人が申し

返し答弁をされています︒

り協力する︒これは︑検査院法は受検義務を定め

に特段の記述がないなど具体的な検討内容が明ら

上げておりましたとおり︑気が付かなかったとい

員会でも御質疑がございましたけれども︑この法

かでなかったという指摘をいただいておりまして︑

うことだと存じます︒

律第一条の目的を踏まえるならば︑政府としての

○吉川沙織君 ガイドラインは︑あくまでも公文

これが事前に気が付いておれば︑何らかの意味で︑

○吉川沙織君 行政の信頼性を獲得するための文

説明責任を十分に果たし︑行政に対する国民の信

ています︒これを軽んじている答弁ではないでし

口頭で説明しておりましたけれども︑説明の一助

書がどこを探しても見付からない︑見付けられな

頼を獲得することができる︑高めることができる

律相談文書は基本的には損害賠償請求に当たる︑

にはなったのではないかという意味では私どもと

かった︑平時でもあってはならないことではない

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 行政文書の管理の在

て官房長官に伺います︒

しかしながら︑この公文書等の管理に関する法

して大変残念ですし︑大変至らなかったというふ

と政府は考えているのか︑改正趣旨の担保につい
今回は国民注視︑かつ国会法に基づく立法府か

でしょうか︒

○吉川沙織君 国会法第百五条の規定に基づいて

らの検査要請であっても︑七か月もの間文書探索

うに思っておるという次第でございます︒
国会から検査要請を会計検査院にいたしました︒
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程等の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文

改正ガイドラインにおきましては︑意思決定過

す︒

するガイドラインの改正を行ったところでありま

な御指摘も踏まえて昨年末に行政文書の管理に関

で御議論をいただいており︑さらに︑昨今の様々

見直しとして︑有識者から成る公文書管理委員会

り方につきましては︑公文書管理法施行五年後の

いと気付かなかったぐらいですから︑実効が上が

求めてしまった場合︑省内ですら探索しまくらな

よろしく︑各行政機関に行政文書か否かの判断を

に葬られることになります︒今回の財務省の事例

らそれは私有文書でしょうとなったら︑永遠に闇

る仕組みに変えると︑課長が確認していなかった

級の判断によるとされています︒課長級が確認す

文書とみなすかどうかは︑文書管理者である課長

し︑それらについては各省庁の責任者においてや

員会とすり合わせしながらということになります

ということでありますが︑それらを公文書管理委

いりまして︑それを今︑ガイドラインにまとめた

併せて︑昨年の様々な出来事︑御指摘を受けてま

て︑ずっと御指摘も受けてまいりました︒それと

書管理法が施行されまして︑五年の見直しも含め

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 二十三年四月に公文

ガイドラインを踏まえて︑定められた規則にの

ってまいりたいと思っております︒

っていくということになりますけれども︑研修も︑

と︑一年未満の保存期間を設定可能な行政文書の

っとって管理されていたとしても︑信頼するに足

○吉川沙織君 研修のリフレインでしたけれども︒

るかどうか︑甚だ疑問です︒

類型を示して従来より大幅に限定することなどを

りるかどうか︒実効性をどう担保するんですか︒

財務相は二月十五日の衆議院予算委員会で︑

書については一年以上の保存期間を設定をするこ

定めたところであります︒

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 先ほども申しました

意識を高めることも含めてこれからしっかりとや

改正ガイドラインを踏まえて︑本年度中に各府

省の文書管理の適正性を判断しているものではな

﹁この検査報告は︑公文書管理法に照らして財務

理規則を各省庁で作っております︒これに関して

い﹂と答弁されています︒この答弁を踏まえるな

ように︑ガイドラインに従って︑今︑行政文書管

おりますが︑その改正に当たっては︑内閣府が協

は︑外部の公文書管理委員会もチェックも入って

省が行政文書管理規則の改正を行うことになって
議を受け︑公文書管理委員会による第三者的見地

らば︑政府として︑公文書管理法に照らした場合︑

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 公文書管理法に基づ

くる︑すり合わせもしていくということになって︑

それらも踏まえて︑今度は総理が協議を受けて

いて行政文書管理規則が定められておりますので︑

からのチェックを受けた上で︑すり合わせをした

の意識をより一層高めていくことも重要であるこ

同意をするということになっております︒そして︑

それに基づいての認識であると思っております︒

財務省の文書管理は適正と言えるのか︒総理に伺

とから︑各府省職員向けの研修の充実や行政文書

その後の運用ということになることであります︒

○吉川沙織君 財務大臣は︑今回の一連の問題に

この一月から三月の間までにかなりの作業量で今

の適切な作成︑保存に係る点検︑監査の実施など︑

○吉川沙織君 実効性をどう担保するんですか︑

ついての検査報告は公文書管理法に照らして財務

上で︑同意するか否かについて判断することにな

公文書管理の質を高めるための不断の取組を進め

今回の財務省の事例を引き合いに︑公文書管理︑

省の文書管理の適正性を判断しているものではな

います︒

ながら︑行政に対する国民の信頼を高めてまいり

どうやってやるんですかということをお伺いして

い︒確かにそれ以外のことは法的には違反がなか

進めているところでもあります︒

たいと考えております︒

おります︒

っております︒また︑公文書を扱う職員一人一人

○吉川沙織君 改正ガイドラインによれば︑行政

- 51 -

予算
平成３０年３月１日

資料提出要請や実地検査ができ︑改善が必要な場

すけど︑第三十一条は︑内閣総理大臣による報告︑

○吉川沙織君 公文書管理法︑いろいろあるんで

徹底を図ってまいりたいということであります︒

これらについてしっかりと守っていただくための

上で意識をしていただいていると思っております︒

りますし︑また︑目的もしっかり照らし合わせた

してその行政文書管理規則もできているわけであ

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 公文書管理法に照ら

がでしょうか︒

らした場合︑結構いろいろあるんですけど︑いか

ったという結論ですけれども︑公文書管理法に照

の信頼性︑獲得するための文書が見付からなかっ

○吉川沙織君 この一連の問題については︑行政

あると思います︒

法の趣旨にのっとり︑そこは対応していく必要が

とおりでありますし︑政府としては︑公文書管理

○国務大臣︵菅義偉君︶ 梶山担当大臣が答えた

かがですか︒

○吉川沙織君 今の答弁を受けて︑官房長官︑い

いと思っております︒

することも含めてしっかりと徹底をしてまいりた

切に行われているかどうかの点検︑監査を実施を

けれども︑研修等で意識を高めていくこと等︑適

○国務大臣︵梶山弘志君︶ 繰り返しになります

総務︑財務に伺います︒

の範囲は同じということで間違いないでしょうか︒

平成二十四年と二十九年の試算における対象者

最初に一点確認いたします︒

と︑減収額が拡大してしまいました︒

億程度︑地方税についてはマイナス千二百億程度

伺いしましたところ︑国税においてマイナス七百

地方税において一千億︒去年の十二月︑改めてお

響額をお伺いしたところ︑国税において五百億︑

世代が正社員になれないことによるマイナスの影

平成二十四年の質疑において︑その就職氷河期

きくこれからなってきます︒

心で活動しなければ︑社会的なコストの負担も大

ゆる︑何だ︑就職氷河期でしたっけね︑就職氷河

合は勧告が内閣のトップとしてできるという規定

の予算委員会の事例からも明らかになりましたし︑

期世代と所得税収の関係についての御質問があっ

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 吉川先生から︑いわ

今回の件︑公文書管理法に照らすなら財務省の

データもいろいろ疑義があるものがたくさんあり

て︑これは一定の仮定を置いて試算をして︑平成

た︑見付けられなかったというような事例が去年

文書管理の適正性は問われてしかるべきですから︑

ますので︑これからもしっかり見ていきたいと思

があります︒

これは政府としてやるべきじゃないでしょうか︑

二十四年七月のときには五百億円程度︑昨年十二

月には七百億円程度の所得税収の影響がある旨答

っています︒
統計等データは政策立案にも必ず必要になるも

いかがでしょうか︒
○国務大臣︵梶山弘志君︶ 真摯に受け止めて対

て︑九九年に社会人としてスタートを切ることが

私自身は︑ちょうど一九九八年に就職活動をし

たしております︒具体的には︑就職氷河期世代に

質問の内容を踏まえて︑異なる年齢層を対象とい

当時のそれぞれの試算においては︑いただいた

弁しているところであります︒

できました︒同世代の多くは非正規が多くいて︑

関わる影響を試算するに当たって︑平成二十四年

のです︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 速記を止めてくださ

それから今︑引きこもりの高年齢化︑長期化も進

に関しましては︑若年層についてのお尋ねがあっ

応してまいりたいと思っております︒
︵発言する

い︒

んでいます︒働き手の中で人口が最も多い三十五

ておりますので︑十五歳から三十四歳の年齢層に

者あり︶

○委員長︵金子原二郎君︶ 速記を起こしてくだ

歳から四十四歳がしっかり働いて組織や社会の中

︹速記中止︺
さい︒
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月には一千億円程度の減︑そして昨年十二月には

いて一定の仮定を置いて試算し︑平成二十四年七

得ていないことによる個人住民税収への影響につ

年齢層の非正規雇用者が正規雇用者と同じ年収を

の関係について御質問をいただきました︒一定の

委員からこれまでいわゆる就職氷河期世代と税収

○国務大臣︵野田聖子君︶ お答えいたします︒

タを基に試算したというのがその差だと存じます︒

ので︑三十五歳から四十四歳の年齢層に係るデー

迎えている層についてのお尋ねがあっております

一方︑昨年のものは︑三十五歳から四十歳前半を

係るデータを基に試算を行ったところであります︒

う程度になろうかと存じます︒

すが︑所得税収の影響は約四百億円マイナスとい

すれば︑幅を持って捉える必要はあろうと存じま

二十四年当時に遡って一定の仮定を置いて試算を

の御指摘のようにその年齢層の世代について平成

から四十歳の年齢についての試算を行って︑今回

質問に沿っていわゆる就職氷河期世代の三十五歳

けれども︑昨年十二月の答弁に当たってのその御

○国務大臣︵麻生太郎君︶ 繰り返しになります

総務︑それぞれの大臣に伺います︒

職氷河期世代の国税︑地方税に係る減収額︑財務︑

では︑昨年十二月の基準に合わせた五年前の就

と二十九年で違うという御答弁いただきました︒

○吉川沙織君 今︑それぞれ平成二十四年の答弁

ざいますが︑いわゆる就職氷河期世代の方々の中

いう決意で今︑経済政策に臨んでいるところでご

けに︑言わば就職氷河期をつくってはならないと

るということではないわけでありますが︑それだ

ます︒近年は必ずしも新卒だけに人材を頼ってい

新卒者を採用するという慣行が長らく続いており

○内閣総理大臣︵安倍晋三君︶ 日本においては︑

願いします︒

何かこれ見て︑御覧いただいて︑御見解あればお

かない理由の一つではないかと考えますが︑総理︑

かれてマイナスのままです︒個人消費の勢いが付

つありますが︑三十五歳から四十四歳はとどめ置

統計上実は明らかです︒ほかの年齢層は上がりつ

この四十代の賃金が伸びていないということも

世代とされていたことから︑これも財務省同様︑

三十五歳から四十歳前半を迎えている就職氷河期

昨年の御質問におきましては︑お尋ねの年齢層が

歳の年齢層に係るデータを基に試算を行い︑一方︑

いたことから︑財務省と同様︑十五歳から三十四

層が就職氷河期世代を中心とする若年層とされて

平成二十四年の御質問においては︑お尋ねの年齢

齢層が異なっていたと理解しており︑具体的には︑

ただし︑それぞれの御質問においては対象の年

っているということになりますし︑また︑この世

国と地方を合わせて合計で四千億円もの税収を失

地方税への影響を合わせると八百億円マイナス︑

規の職員︑社員として働けないことによる国税︑

○吉川沙織君 この五年で︑就職氷河期世代が正

減となります︒それでよろしいですか︒

ますが︑個人住民税収への影響は七百億円程度の

試算をしたところ︑幅を持って捉える必要はあり

年齢層について国税と同様に一定の仮定を置いて

平成二十四年当時に遡り︑三十歳から三十九歳の

○国務大臣︵野田聖子君︶ 今回御指摘のように︑

により安定した仕事に就いていただけるよう︑マ

それらにおいて︑不安定な仕事に就いている方々

コーナー等を全国二百二十か所に設定をしまして︑

のハローワークを全国二十八か所︑わかもの支援

の方等への正社員就職支援の拠点である︑わかも

このため︑就職氷河期世代を含めたフリーター

めて重要と考えています︒

していただけるよう︑就労支援を進めることは極

今後の我が国の社会経済を支える人材として活躍

する方々がいらっしゃいます︒こうした方々にも

いる︑無業の状態にあるなど︑様々な課題に直面

には︑現在︑不本意ながら不安定な仕事に就いて

財務大臣と重なるところが多いんですけれども︑

一千二百億円程度の減の影響がある旨総務省から

三十五歳から四十四歳の年齢層に係るデータを基

代は働き手として最も多いです︒

答弁をいたしました︒

に試算を行ったところです︒
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内閣府としましては︑平成二十一年度と平成二

出しをさせていただきました︒ちょうどそのとき

か平成二十四年に吉川委員から御指摘があってお

ですが︑そういう試算はしませんか︒

着を支援をするなどの取組を行うほか︑来年度新

十七年度に︑十五歳から三十九歳までの方々を対

は社会保障の将来推計をやった時期でありまして︑

ます︒

たに︑無業の若者の就労支援の拠点である地域若

象にした引きこもりに関する調査を実施いたしま

特に生活保護の医療扶助︑これ非常に大きなシェ

ンツーマンによるきめ細やかな相談支援や就職プ

者サポートステーション︑これ全国で百七十五か

した︒この調査を比較しましたところ︑依然とし

アで︑これをどう置くかというのは非常に大きな

○国務大臣︵加藤勝信君︶ 就職氷河期世代に限

所ありますが︑において︑就職氷河期世代の無業

て五十万人を超える高位水準︑そしてまた高齢化︑

課題であります︒現在︑社会保障費の将来推計は

○国務大臣︵松山政司君︶ 吉川委員にお答えい

の方々が働くことに向けて踏み出せるよう︑生活

そして長期化が傾向が見られたこともありまして︑

そこで止まっておりますので︑やはりその辺のデ

ランの作成なども行うとともに︑就職後において

面の改善や職場体験などを含めた幅広い支援を行

平成三十年度の概算要求において︑四十歳以上の

ータをしっかりした上でなければ︑なかなか推計

らず︑生活保護費の将来推計ということで︑たし

うモデル事業を十か所において行うなどしている

方々を対象とした引きこもりに関する調査を実施

そのものも難しいという事情がございます︒

たします︒

わけでありまして︑雇用失業情勢の改善が進んで

するということで二千五百万円を計上いたしてい

も相談などのフォローアップを行い︑職場への定

いる︑有効求人倍率が高くなっている今こそしっ

るところでございます︒

ただ︑いずれにしても︑その就職氷河期世代の

かりと取り組んでいきたいと︑このように考えて

ネルは無業者について書いていますが︑この無業

対する支援等々お話ありましたけれども︑このパ

○吉川沙織君 今の総理の御答弁の中で無業者に

関の利用状況等々について調査をすることと想定

そしてまた引きこもりが長期化した原因︑相談機

常生活の状況︑あるいは引きこもりとなった原因︑

の方々四千名程度を調査対象といたしまして︑日

ず︑家計相談支援︑住まいの確保︑これに取り組

支援制度においては︑そうした就労支援のみなら

等々も話もございました︒また︑生活困窮者自立

期に支援を行っていく︑先ほど総理から就労支援

については︑その生活保護に至る前の段階から早

方も含めて︑将来生活に困窮するおそれのある方

者は引きこもりではありません︒でも︑今︑引き

をいたしております︒

むことで︑できる限りそうした生活保護受給に至

内容につきましては︑四十歳から五十九歳まで

こもっている三十五歳︱四十歳以上も自治体によ

○吉川沙織君 続いて︑厚労大臣に伺います︒

おります︒

っては過半数ぐらいあるのではないかという︑こ
来年度予算で︑三十五歳から四十四歳はもちろ

ましたけれど︑この世代が年金受給世代になった

年齢化︑長期化している引きこもりについて伺い

しているところでございまして︑その中において

今国会に生活困窮者自立支援法改正法案を提出

らずに生活を立て直しをしていく︑それをしっか

ん︑四十歳から五十九歳︑上の実態を正しく把握

ときの生活保護費の将来推計︑今からして将来に

もそうした支援の制度の充実強化が盛り込まれて

今︑国税︑地方税に与える影響額︑それから高

することこそがそこの世代への政策に資するとい

備えることが︑この世代のためにも︑それから社

おりますので︑そうした法案も含めてしっかり対

ういう自治体独自の調査結果もございます︒

うことで概算要求盛り込まれていたようでござい

会全体のコストのためにも大事なことだと思うん

り支援をしていきたいと思っております︒

ますが︑全額確保できたか︑担当大臣にお伺いし
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にお伺いしたときは︑将来推計︑しっかり出して

○吉川沙織君 平成二十四年︑この場所で厚労省

応していきたいと思います︒

今も賃金が低い世代にとどめ置かれています︒

どれだけ靴の底すり減らしても正規の職がなくて︑

に出て働くことができました︒同世代の多くは︑

私は運と縁と巡り合わせが良くて︑最初から社会

とは︑私は正しい判断だと思います︒

党の議論の中で粛々とこのような判断をされたこ

大きな決断をされました︒法案提出前の政府・与

一点伺います︒

ということでした︒

ました︒立法府の一員として︑これからもしっか

性と行政文書の適正な管理についてお伺いいたし

正しい統計を取って政策立案をする今日は必要

門業務型の二種類があって︑どちらも柔軟な働き

とができるようにする制度です︒企画業務型と専

の裁量で仕事の進め方や時間配分などを決めるこ

た一律の定時に縛られることなく︑働く人が自ら

裁量労働制は︑例えば︑会社によって決められ

いただいたんですが︑今回はお出しいただけない

この世代が就職氷河期があったという事実が将
り見てまいります︒

来の生活保護費にプラスマイナス︑どちらかに影

方︑効率的︑創造的な働き方を実現するという点

においては大きな意義のある制度だと私は認識を

ありがとうございました︒
○委員長︵金子原二郎君︶ 以上で吉川沙織君の

響があるとは思うんですが︑いかがでしょうか︒
○国務大臣︵加藤勝信君︶ この世代は︑団塊ジ

ＪＩＬＰＴ︑労働政策研究・研修機構の調査に

しております︒

│││││││││││││

よりますと︑裁量労働制で現に働いておられる方

質疑は終了いたしました︒
︵拍手︶

ム感も大変大きい︒そして︑その辺の動向が︑委

○委員長︵金子原二郎君︶ 次に︑丸川珠代君の

ュニアということもありまして︑世代のボリュー
員も御指摘あり︑私も見ていて︑経済の成長と同

務型では八割弱が満足︑やや満足と答えておられ

のうち︑専門業務型では七割弱が︑そして企画業

○丸川珠代君 自由民主党の丸川珠代でございま

ます︒しかし一方で︑同じ報告書において︑企画

質疑を行います︒丸川珠代君︒

そこに一種のゆがみというか特性があると思いま

す︒

じように︑世代が上がるだけじゃなくて︑やはり
す︒残念ながらその特性はまだ取れていないとい

った方々が就労に結び付いていける︑しっかりと

上げたような施策をしっかり進める中で︑そうい

我々︑その辺をしっかり認識して︑先ほど申し

生財務大臣始め内閣の先輩方︑また役所の皆さん︑

いました︒また︑安倍総理大臣︑菅官房長官︑麻

な御指導をいただきまして︑誠にありがとうござ

後輩の皆様方︑大臣在任中は厳しくも温かい様々

務付けるなどの改善を加えながら︑企画業務型裁

使用者に労働時間の把握や健康確保をしっかり義

られます︒

間などの観点から不満に感じているとも答えてお

業務型でいえばおよそ二割の方が業務量や労働時

暮らしが立てていける︑そして生活保護に行く前

スタッフの皆さんには大変お世話になりまして︑

量労働制の対象業務を拡大することとしておりま

まず冒頭︑国会の与野党の諸先輩方︑また同輩︑

に手当てをしていける︑そういう取組を進めてい

ありがとうございました︒今日はよろしくお願い

した︒

う状況にあります︒

きたいと思います︒

申し上げます︒

就職活動をする前年に山一証券とか大きな企業が

ら裁量労働制に関する部分を削除するという大変

さて︑昨日︑総理は働き方改革関連法案の中か

らそのメリットを拡大するものであって︑大変重

今回の改革は︑現行制度の課題に対応をしなが

このような調査も踏まえて︑今般の改革案では︑

○吉川沙織君 私も就職氷河期世代真っただ中で︑
どんどん倒れていく姿を目の当たりにしました︒
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