規制改革推進会議「公開ディスカッション」終了後記者会見
議事概要

１．日時：平成29年４月13日（木）16:41～16:55
２．場所：三田共用会議所

３階

大会議室

３．出席者：
（委

員）大田弘子（議長）、安念潤司、長谷川幸洋

４．議事概要：
○司会

それでは、会見を始めますので、議長、よろしくお願いいたします。

○大田議長

長時 間ありがとう ございました 。本日は、議 論はお聞き になっておら れると

思いますので、私 からの紹介は いたしません 。安念委員、 長谷川委員 にも御出席い ただい
ておりますので、すぐ御質問をいただいて、お答えしたいと思います。
どうぞ。
○司会

それでは、挙手の上、簡潔に御質問ください。よろしくお願いいたします 。

どうぞ。
○記者
本日の議論で、 規制改革推進 会議側の方は ルールの明確 化とかを求 めていらっし ゃった
かと思うのですけ れども、それ について連合 や経団連や厚 労省からも 今のとおりで いいの
ではないかという ようなことだ ったと思うの ですが、これ についても 皆様御所感を いただ
ければと思います。
○安念委員

現場 に近い方の感 覚としては、 それは分から なくはない です。つまり 、ほか

にもいっぱいやら なければいけ ないし、そも そも労働法に 関する基礎 的な知識は何 も行き
渡っていないのに 難しいことを 言ってもしよ うがないでは ないかとい う、これはこ のとお
り。
この前も有給休 暇のことで皆 様にお集まり いただいて御 説明したの ですが、そも そも有
休なんかとったこ とないという 人ばかりを集 めて有休の話 をしていた わけですから 、全然
響くものがない。
ですから、何を 言いたいかと いうと、分か らなくはない のです。た だ、先ほど申 し上げ
たのですが、労使 に完全に任せ ておくという ことは一から 構築しなけ ればいけない 大変な
コストがかかりま す。それに対 して、やはり 法律でこの点 とこの点と この点につい ては少
なくともちゃんと 目配りをしな さいよと、最 低のルールは これですか らねというの を決め
ればそこから交渉 が始まるので 、それ以外の ことを話せば いい。それ は大分制度を 後押し
することになるし 、労使の交渉 のコストを小 さくする、そ ういう意味 はあるし、か つ、ど
んなふうにしても いいというふ うになると労 働者にとって 幾らでも不 利益になる可 能性が
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出てきますが、そ れも食い止め ることができ るので、今す ぐ制度を作 るのが難しい という
のは分からなくは ないですけれ ども、どこか で踏み切らな ければなら ないというふ うに思
いました。
○長谷川委員

私 も大臣がおっ しゃったけれ ども、連合が 今のままで いいのだと言 ったの

が一番びっくりし たところで、 ジョブ型正社 員を導入した ときによく あった一番典 型的な
批判は、これは首切りしやすくするための制度改革だと言われたわけで すよね。
そういうことに 対して本当は 連合なんかが 一番敏感に反 応して、そ うさせないた めにル
ールを明確化しろ と言うのかな と思っていた ら、全然そう でなく、そ んな非合理な ことを
したら会社が淘汰 されていくだ けだよみたい なお話をされ たので、「 うわー、連合 ってす
ごいな」とはっきり言って思いました。
むしろ、私たちが ジョブ型正社 員を導入し ろというふう にずっと言っ てきて、その 反面、
そういう首切りし やすくなると いう批判に応 えるためにも ルールの明 確化というの が必要
だし、それからこ うやって普及 が徐々にであ れ始まってき たというこ とを考えると 、それ
は実は働く側、雇 う側双方から ジョブ型正社 員みたいなも ののニーズ はあったのだ という
ことは証明されたと思うのです。
それはそれでい いのだけれど も、そのまま 放っておくと いつの間に か曖昧模糊と した形
で「おまえ、分か っているよね 」みたいな阿 吽の呼吸みた いな世界が 広がりかねな いかな
という心配があっ て、だからル ールを作った ほうがいいの ではないか と思っている わけで
す。
この議論を進め るときに、先 ほど大臣もお っしゃったけ れども、も う少し幅広い ところ
から中小・零細で 働いている人 たちの声、あ るいは経営者 たちの声も 吸い取りなが らもう
ちょっと勉強してみる必要があるかと思いました。
ジョブ型なんて 中小は関係な いと先ほど画 面でも流れて いましたし 、そもそも中 小・零
細はワンジョブで はないかとい う御発言も連 合の方からあ りましたけ れども、あの あたり
が果たしてそうか なと。例えば これからベン チャーを立ち 上げて企業 化していこう という
経営者の中には、 うちの会社は ワンジョブで はなく、社長 の俺だけが ワンジョブで 、あと
の雇っていく人た ちはスキル、 職務に物すご く特化した人 たち、有能 な人たちだけ をとっ
て、それで全体の ビジネスを組 み上げようか なというふう に思ってい る人たちだっ て絶対
いると思いました。そんなところです。
○大田議長

前回 の規制改革会 議でこのジョ ブ型を議論し たときも、 やはり同じよ うに労

使に委ねたほうが いいという議 論で、結局留 意事項という 形で出すにと どまったわけ です。
厚生労働省の委 員会はよく議 論してくださ って、留意事 項としてい いものが並ん でいる
と思います。ただ 、ジョブ型と いうのを良い 選択肢として 位置づける には、最低限 これは
守らなければいけないという何らかのルールを定めるべきだと思います 。
１つは、労働条 件を明示する ということで す。ジョブ型 に転換した ときにもきち んと明
示する。労基法に 書かれている から、法律上 既に手当てさ れているの だといっても 、実際
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は漠然としたもの しか書かれて いません。ジ ョブ型という 働き方にも 適合するほど きちん
と書かれているのかどうかわからない。
２番目に、相互 転換のルール です。これは そう簡単では ないと思い ます。しかし 、議論
の中で申し上げた ように、育児 休業法では短 時間の労働を 選択すると き、元に戻る ときの
取扱いが法整備さ れているわけ ですから、こ れを参考にし てジョブ型 についても相 互転換
のルールができるのではないかと思います。
それから、３番 目に不利益な 取り扱いを防 止するという ことです。 賃金が不当に 下げら
れてしまうという ことにジョブ 型が使われな いようにする 。本日の議 論を通して、 私はや
はりルールが必要 なのではない かという思い を新たにしま したので、 どういう形で それが
できるのか、引き続き議論していきたいと思います。
○長谷川委員

ち ょっとつけ足 しですけれど も、私、議論 の核心部分 は、先ほど原 委員が

言ったところに尽 きるかなと。 つまり、労働 基準法はある けれども、 それだけで不 十分だ
と思っているから 留意事項とい う通達を出し ているのでし ょうと。で は、その通達 を法令
化したときに何か 不都合はある のかというと 、実ははっき りした不都 合はなさそう でした
よね。
ということは、 結局、通達な らぱっと出し てお終いにな ってしまっ て、それ以上 作業は
ややこしいから放 っておくとい う、はっきり 言ってちょっ とサボター ジュしている のでは
ないかというのが私の印象です。
○司会

ほかにございますか。

どうぞ。
○記者

本日はありがとうございました。

先ほどから聞い ていると、確か に大田議長 以下皆さんの お考えはわか るのですが、ただ、
これは、本日もど なたかがおっ しゃっていま したが、正社 員そのもの はいわゆる労 働慣行
であって、法律で 決められたも のできたわけ ではないです よね。そこ に新しい枠組 みをは
めようとするとかえって反発も大きいというのもよく分かるわけです。
ですから、両方 が今回一致し たというのも 、いわゆる労 使自治を金 科玉条として いるわ
けであって、例え ば今、有識者 会議で個別紛 争の解決のあ れをやって いますけれど も、結
局、彼らに任せて おくとまとま らないのです よね。だから 、あれなん かも含めて正 社員問
題を考えなければ いけないとい うのは正しい と思うのです けれども、 そうすると、 規制改
革会議でいくらぎ ゃあぎゃあ言 っても、結局 彼らが、例え ば労政審な んかが嫌々で もやら
ないと制度として スタートでき ないわけです よ。そのエリ アが、今回 の働き方改革 実現会
議で残業規制はこ うやるのだと 言ったら、な りますよね。 ああいう強 大な力で上か らばっ
とやるのがいいの かどうかは議 論があるとこ ろなのですけ れども、今 の制度を続け る限り
はそういうふうに しないと、恐 らく規制改革 会議がいくら 提言を出し ても動かない 部分は
かなり多いと思い ます。だから 、その辺はも う少し賢いや り方でやっ ていただきた いとい
うのをきょう聞いていて思ったのですけれども、ちょっとその辺は的外 れでしょう かね。
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○大田議長

労政 審の場合は公 労使同数の構 成ですね。こ れまでは法 改正は全て労 政審を

通すということに なっていまし た。規制改革 会議で１年か けて議論して 閣議決定され ても、
また労政審で最初 から議論され るということ になっており ましたが、 このプロセス の改革
を前の規制改革会 議で提案して 、厚生労働省 に政策決定プ ロセスのあ り方を考える 委員会
がつくられました。その結果、こ の４月から労 政審のあり方 を変えてい くこととあわ せて、
全ての法改正は労 政審を通さな ければいけな いというのは 単なる慣行 にすぎないと いう確
認もなされました 。ほかの会議 で議論された 場合も、それ を政策にそ のまま結びつ けると
いう道筋もつけら れたのです。 それが本当に そういう形で 守られるか どうか、今回 の私ど
もの答申が一つの試金石になると思っています。
その報告がまと められたとき に、塩崎大臣 も、これがこ のとおり実 現されるかど うかフ
ォローアップが大 事だというこ とを発言され ましたので、 政策決定プ ロセスという ところ
も見ていきたいと思っています。
○司会

そのほかございますか。

どうぞ。
○記者
ジョブ型正社員 のルールのと ころについて 否定的という 意見があっ た中で、６月 の答申
に向けてどのようにまとめていくのかお考えをお聞かせください。
○安念委員
○司会

ルールを作りましょうと書きます。それだけです。

よろしいですか。

では、最後に。
○記者
一般の傍聴の方 からジョブ型 正社員という 呼称について の意見が出 されましたが 、ジョ
ブ型「社員」とす るのか「正社 員」とするの か、この呼び 方について も今後議論す る可能
性はあるのでしょうか。
○安念委員

世の 中で流通して いるから正社 員という言葉 を使ってい るだけです。 個人と

して見れば、私は 正社員という 言葉も、それ から、全然文 脈は違うけ れども、障害 者との
対比での「健常者 」という言い 方も本当に大 嫌いです。そ ういう区別 がなくなるこ とを願
っています。
ただ、答申とい うのは世の中 一般に広まる ものだから、 そういう個 人の特別な思 いで言
葉を使うことがで きないので仕 様がないから 使っていると いう、それ だけのことで す。私
はですよ。
○長谷川委員

健 常者のところ はさておき、 正社員という 言い方は、 私も全く妥当 でない

と思います。
○司会

よろしいでしょうか。

それでは、記者会見を終了いたします。ありがとうございました。
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