この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
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、尾 かな子君。
○尾 委員 おはようございます。立憲民主党・
市民クラブの尾 かな子です。
きょうも、二十五分ということで、ちょっと質
問時間が短くなりました。端的にお答えいただけ
ますように、お願いを申し上げたいと思います。
最初に、池田委員も質問されました加計学園を
めぐってでありますけれども、一昨日、愛媛県の
文書が国会に提出をされまして、一月二十日に初
めて知ったという総理の答弁が虚偽だったのでは
ないかという疑いが強くなりました。国会にうそ
をつくかのような総理の答弁、これでは、一体、
内閣の何を信じればいいのかという思いが強くな
っております。国会審議の前提が崩れることが起
こっているのではないでしょうか。本日の答弁を
含め、うそやごまかしなくお答えをいただけます
ように、強くお願いを申し上げたいと思います。
きょう、私の配付資料、十五と十六ということ
で、愛媛県の公開されました資料を持ってまいり

ました。ここで何点か確認をさせていただきたい
と思います。
加藤大臣、二月十四日に加計学園の関係者と、
事務局長でしたかね、お会いしたと、きのうおっ
しゃっていたと思うんですけれども、加計学園の
獣医系の大学の新設をしたいということはこのと
き初めて知ったか、それとも過去から知っていた
か、お答えください。
○加藤国務大臣 加計学園において、そうした獣
医学部新設についていろいろと活動されていたと
いうことは承知をしておりました。
○尾 委員 いつから御存じだったか、教えてく
ださい。
○加藤国務大臣 ちょっと、いつからという記憶
はありませんけれども、この会ったときには、少
なくとも、その認識のもとでお会いをしたという
ふうに記憶をしています。
○尾 委員 これは結構大事なことなんですね。
このときに知っていて、その過去がいつごろから
というのは、加藤、そのときは内閣副官房長官で
すけれども、政府の中にいる方がこの特区につい
て知っていた時期がいつなのかというのは大事で
あります。もう一度、ちょっと思い出していただ
けませんか。
○加藤国務大臣 ちょっと、正直言って、何をき
っかけにそれを知ったのかということは、申しわ
けないですけれども、記憶にありませんが、ただ、
先ほど申し上げた、お会いをした段階においては、
そうしたことがあるということは承知をしていた
ということであります。

○尾 委員 では、この十四日、会ったときなん
ですけれども、加計学園側は官邸への働きかけを
進めるために面会を予定していると、どうもこの
愛媛県の文書ではなっております。加計学園から
官邸への働きかけをこの面談のときお願いされた
かどうか、お聞かせください。
○加藤国務大臣 具体的な、官邸への働きかけを
含めて、何か具体的なということについての要請
はございませんでした。
○尾 委員 それでは、ここの次、十六ページに
書いてあります、この面談の結果というのがここ
に報告されているわけですね。１、「今治市への
設置は厳しい状況にあるとの連絡があった。」こ
れは加計学園から今治市に連絡があったのか。
加藤大臣は、今治市への設置は厳しい状況にあ
ると、加計学園にその面談のときに伝えたという
記憶はありますか。
○加藤国務大臣 私は、先ほどからお話をさせて
いただいていますけれども、加計学園からそうい
う話を聞いて、ちょっと細かいやりとりは覚えて
おりませんけれども、加計において、これまでや
ってきたけれどもなかなか難しい、関係者からの
理解もなかなか進まない、そういった話があって、
ちょっとそこからの細かいやりとりは覚えていま
せんが、まあ、そういうこともあるんですかねと
いうような、そういうやりとりはあったのかもし
れないと思いますが、私の方から、厳しいとか厳
しくないとか、そういったことを申し上げて加計
側が言ったことを追認するのではなくて、私の方
からそういったことを申し上げる、そうした状況
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にはなかったというふうに思います。
○尾 委員 では、ここに書いてある、ちょっと
コメントについても確認をしたいと思います。
ここの文書では、加藤内閣官房副長官がこうコ
メントしたという記録になっておりますので確認
したいと思いますが、特にこの③ですね。「県・
今治市の構造改革特区への取り組みは評価。」と
いうふうに書いているんですけれども、当時会っ
たときに、このように取組は評価するというお話
はされていますか。
○加藤国務大臣 正直言って、今治市、県云々と
いうよりも、そうやって加計学園の皆さんが御努
力をしているという、この努力というものを、こ
れは、本件だけじゃなくて、一般的に、例えば委
員においても、こうやって努力していますよと言
われれば、その努力は認めているという、これは
普通のやりとりではあったのではないかというふ
うに思います。
○尾 委員 ということは、ここのコメントの③
のところ、この部分については正しいんじゃない
かということですよね。
じゃ、①とかの「獣医師養成系大学・学部の新
設については、日本獣医師会の強力な反対運動が
ある。」こういうことはおっしゃっていますか。
○加藤国務大臣 先ほども、評価ということでは
なくて、一般的な言葉のやりとりということを申
し上げたのであって、それから、それ以外のとこ
ろは、基本的には向こう側からいろいろ御説明が
あったということだったのではないかというふう
に思います。

私の方から、これこれがある、これこれがない
とか、そういった申し上げる状況には私の方はな
かったというふうに思います。
○尾 委員 ということは、これ、愛媛県の文書、
公文書として出てきたものが、加藤大臣にとって
は事実と違っているということでよろしいですか。
加藤大臣の認識と違っているということで。
○加藤国務大臣 ですから、おっしゃっている意
味において、私が先にこういうことを言ったとい
うことにおいては、むしろそれよりは、先方から
のこうした状況等のお話があって、それはちょっ
とそこから先は記憶がありませんからわかりませ
んけれども、それを、そういうことがあるんです
かねみたいな、そんなことはあったのかもしれま
せんけれども、私の方から積極的に、今の状況は
こうだ、ああだということを言えるような状況に
は、私はなかったというふうに思っております。
○尾 委員 御地元ということですけれども、加
計孝太郎理事長とは大体どれぐらいの頻度で会わ
れるんでしょうか。
○加藤国務大臣 頻度と言われても、全部とって
いるわけじゃありませんけれども、そんなにしょ
っちゅう会うわけではなくて、例えば、先ほど申
し上げた、先方が主催をするそうしたパーティー
といいますか、イベントのときに、私も参加をし
て、そこでお話をするとか、そんな感じでありま
す。
○尾 委員 わかりました。
それでは、きょうの質疑に入っていきたいと思
います。

きょう、まずお聞きしたいのは、平成二十五年
度労働時間等総合実態調査についてお聞きをした
いと思います。
皆さんのお手元にも、九千八十三事業所の正し
い統計のデータについてということでお配りをさ
せていただいております。
この法案の労政審での審議の出発点となった調
査結果、私たちは、いまだにこのような疑義が残
っている、そして確認をしなければならない状況
は異常だと言わざるを得ないんです。
本来、野党が調査して見つけるものではなくて、
厚労省が精査して提出すべきもの。それを、野党
の指摘がなければ問題にすら気づかなかったとい
うのは、余りにこれはずさんと言わざるを得ない。
そして、間違いの指摘のために、本来しなければ
ならない法案の議論に時間が割けていない、この
責任は厚労省のずさんなデータにあるということ
をまず指摘をしておきたいと思います。
そして、新しい、九千八十三件の突合済みのデ
ータは、月曜の夕刻にやっといただいたものであ
ります。ここから私たちが見ただけでまだこれだ
け疑義があるということですから、確認をさせて
いただきたいと思います。
Ａですね。事業場が単独事業場にもかかわらず、
事業規模と企業規模が違うのが八十二件ありまし
た。
めくっていただきたいと思います。
これはどういうことかといいますと、例えば一
番上の五〇二というのを見ていただきたいんです
が、事業場の属性は一となっております。これは
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単独事業場であるということです。本社でもなく、
支社でもありません。企業規模は十二人ですと言
っています。単独事業場には九人おります。とい
うことは、残り三人は何をされているということ
になるんでしょうか。
この事業場規模と企業規模が全然合わない、そ
して、単独事業場なんですよね。これはどういう
ふうに読めばいいんでしょう。
○山越政府参考人 これでございますけれども、
同一企業内に本社・本店、支社・支店の関係ない
事業場がいわば並列である場合であるというふう
に考えております。
○尾 委員 そうしたら、この場合でいうと、残
り三人はどこにいるんでしょう。
○山越政府参考人 これは調査対象と別の事業場、
並列する事業場にいるということではないかと思
います。
個別のデータについては、お答えは差し控えさ
せていただきたいと思います。
○尾 委員 個別の事業場ですよね。それで、事
業規模が九人。これ、何か全然わからないんです
よね。
こういったようなことがたくさんあって、例え
ば六九四三、下から五つ目を見ていただきたいん
ですけれども、これは業種でいうと、八三二です
から、美容業なんですね。企業規模が三人、事業
場規模が二人、そして事業場の属性というと、こ
れは単独事業場。残り一人は何をしていらっしゃ
るんでしょうか。
○山越政府参考人 この事業場規模と企業規模が

異なる場合でございますけれども、こういったも
のは理論上あり得ると考えております。
個別についてはお答えを差し控えさせていただ
きたいと思いますけれども、こういった事業場規
模と企業規模が異なるものは、同一企業内に本社、
支店の関係ない事業場が複数ある場合というふう
に考えております。
○尾 委員 じゃ、これもまた一人の事業場がま
た単独事業場であって、単独事業場が二つあると
いうことになるわけですか。
○山越政府参考人 今申し上げましたように、本
社、支社関係のない単独事業場が二つある、そう
いった並列関係にあるという場合には、こういっ
た事業場規模と企業規模が異なることになるとい
うふうに考えます。
○尾 委員 理論上はあり得る。私もこれをずっ
とヒアリングさせてもらって、理論上はあり得る
んですけれども、現実にあるかどうか私は聞いて
いるんですね。
この中で今私が言った、例えば五〇二と六九四
三、これだけでも、本当にどういう事業場になっ
ているのか、正しいのかどうか、監督官や事業場
に聞いていただけませんか。
○山越政府参考人 これにつきましては、論理チ
ェックを行いまして、必要なデータ、統計として
集計しているものでございますので、この統計は
精度として高まっているものというふうに考えて
おります。
○尾 委員 精度として高まったとおっしゃいま
すけれども、私、先日も言いましたけれども、食

事を出されて、二割腐っていたんですよ、二割腐
ったのを取ったから食べてくれと言われても、食
べられますか、普通。そういうのって、普通、例
えば調理の方法とか素材とか、そういうのが間違
っているからこうしたものが出てくる。ですから、
どれだけ取り除いても取り除き切れないというこ
とがここにいっぱい出ているわけですよ。こうい
うものが議論の出発点というのは私はあり得ない
と思いますよ。
じゃ、次に行きますよ。Ｂを見ていただきたい
と思うんですけれども、このＢは、事業場が一人
にもかかわらず、最長の者と平均的な者の二人が
いる。事業場の規模が一人であれば、どちらかに
数字が入って、どちらかはブランクにならなきゃ
おかしいんですよ。なぜ一人なのに二人分のデー
タが入っているんですか、Ｂ。
○山越政府参考人 この今御指摘をいただきまし
た、事業場規模が一人でありまして、最長の者と
平均的な者双方にデータがあるということでござ
いますけれども、これは、調査対象時点は四月一
日でございますので、事業場規模は一人とした場
合でも、調査対象月が四月でございますので、四
月一日時点で事業場規模が一人でございまして、
その後二人以上に従業員がふえた場合は、こうい
ったことが論理的に起こり得るものでございます。
○尾 委員 理論上起こり得ると言いますけれど
も、こんなことは本当にあるんですか。一人なん
ですよ、ここで。なのに、二人分入っている。こ
れは正確性に欠けるんじゃないですかということ
を私は申し上げているわけです。
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いろんなことを言っても、理論上あり得る。じ
ゃ、聞いてください、ここに。二つしかありませ
んから。五五と一五七三のところに、四月一日時
点で一人で、その後二人になったんですかと聞い
ていただけないですか。
○山越政府参考人 今回の調査でございますけれ
ども、通常の統計と同様に、一定の条件を設定い
たしまして、データ全体にチェックをかけまして、
エラーを検出、除外しているものでございまして、
これによって統計の精度は高まったというふうに
考えているところでございます。
○尾 委員 確認してくださいと私は申し上げて
います。確認をしてください。これは議論の前提
となるデータなんです。
四月一日で一人で、それ以降に二人になったか
どうか。この二つだったらすぐ聞けますよね。確
認してください。
○山越政府参考人 今申しましたように、こうい
った例は論理的にあり得るわけでございまして、
また、今回のデータは、一定の精査の条件、これ
を定めまして、これによる論理チェックを行って
出しているものでございますので、精度が高まっ
たものというふうに考えているところでございま
す。
○尾 委員 もうへ理屈ばかりですよ。これぐら
い確認してくださいよ。本当にこれぐらい確認し
てください。精度が高まったとかいう話ではあり
ません。本当に四月一日に一人で、その後二人に
なったんですか、ここの事業場。それだったら正
しいと言えますけれども、どうやって精度が高ま

ったとこれで言えるんですか。もう一回答えてく
ださい。
○山越政府参考人 この調査でございますけれど
も、精査を行ったわけでございます。これは、一
定の条件、論理チェックをする条件を定めまして、
これに基づきまして異常となる蓋然性が高いもの
を除外した、こういう通常の統計でも行われるよ
うなデータの精査方法で行ったものでございまし
て、これで信頼性の高いものになったというふう
に考えているところでございます。
○髙鳥委員長 尾 かな子君。（発言する者あり
）
山越労働基準局長。
○山越政府参考人 今回、二十五年にやりました
労働時間等総合実態調査でございますけれども、
統計としてより正確にするという観点から、一定
の条件を設定いたしまして、異常値である蓋然性
の高いものを当該データから除くという方法で精
査を行ったものでございまして、これによって信
頼性が高いものになったというふうに考えており
ますので、さらなるそういう御指摘のようなこと
をすることは考えていないところでございます。
○尾 委員 これは、じゃ、間違ったままですよ。
これでいいんですか。
じゃ、まだほかにもありますから聞きますけれ
ども、Ｃでいうと、企業規模が一万人より上、一
万人より人がいるにもかかわらず、調査対象は一
人の事業場規模となっているというのも七件あり
ました。
一万人より上ということ、これで一人しか事業

場にいないって、どんな企業なんですか。企業規
模一万人、でも、事業規模たった一人ですよとい
うのが七件もあるんですよ。これも理論上あり得
るんですか。
ちょっと時間がないので次に行きますけれども、
Ｄも見てくださいよ。事業規模は三百人以上だが、
最長の者、平均的な者、ともに、一日、一週、一
カ月、一年、全てがゼロ。三百人以上の事業規模
があって、誰も一年間残業していない、一カ月も
残業していない、これが十一件。ちなみに、事業
規模を抜いたら、これは千四百二十五件あるんで
すよ。千四百二十五件、最長の者も平均的な者も、
両方とも、一日、一週、一カ月、一年、全てがゼ
ロなんです。こんなこと、あり得るんですか。
○山越政府参考人 今おっしゃられた最初の事例
につきましては、企業の中の小規模の営業所など
が考えられると思います。
それから、二点目の例でございますけれども、
これは、実質的に時間外労働がゼロの場合、こう
いった場合は当然これに当たるというふうに考え
ます。
○尾 委員 信じられますか。三百人以上の規模
の企業で、一年間残業ゼロ。一年間残業ゼロ、一
カ月もゼロ、全員ゼロ。私、こんなことはないと
思いますよ。
結局、監督官が来ているわけでしょう。監督官
が監督をした後に調査的ということでやっている
わけでしょう。これは本当のことを言っていない
と思いますよ。
ここを見てくださいよ、Ｄなんか。事業人規模
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八百七十四人とか、事業人規模八百二十三人、こ
れで誰も残業していないと言っているんですよ。
こんなの、あり得るんですか。
○山越政府参考人 法定時間外労働でございます
けれども、これが実際にゼロ、ないという場合は
こういった事例が論理的に起こるというふうに思
います。
○尾 委員 何を言っても、あり得るとしか答え
ないということ自身が私はおかしいと思いますよ。
ちゃんと事業所や監督署に確認してくださいよ、
本当にそうなのか。
Ｅも見ますけれども、これは、最長の者、平均
的な者、ともに、一日、一年、一カ月、一年、全
てが同じ時間なんです。こんなこと、あり得ます
か。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
これは、例えば、調査対象月、二十五年の四月
であったわけでございますけれども、そのうちの
ある一日についての時間外労働があった場合はこ
ういった結果になるものでございます。
○尾 委員 どういう意味ですか。一年間と一月
と。これは前年のものでやるわけですよね。
例えば、じゃ、これを見てくださいよ、一〇六
三九で見ましょうよ。事業人規模一人、一人なの
に両方あるという、また変なデータですね。この
人は、一日で一時間、一週間でも一時間、月間で
も一時間、年間でも一時間。これは、意味がわか
らずにこうして書いただけじゃないんですか。そ
の上の人は、一日三時間、一週間で三時間、月間
でも三時間、年間でも三時間。こんなこと、ある

んですか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
この日、週、月、年の時間外労働が全て同じ時
間になるというケースでございますけれども、こ
の調査対象時期でございますけれども、原則とい
たしましては、御指摘がございましたように、年
については、平成二十四年度、前年度、調査する
ことになっておりますけれども、平成二十四年五
月から平成二十五年四月までの実績を調査するこ
とでも差し支えないということで調査を行ってお
りますので、今申しましたように、二十五年の四
月に、特定の日に、ある時間の時間外労働があれ
ばこういったことが起こり得るわけでございます。
○尾 委員 理論上あり得る、理論上あり得ると
いう話ばかりで、私、これは信じられません。一
つ一つ事業所に聞いてください。
あと、私、きょう朝見ていて、実は、事業所の
番号が違うのに、五六八四と五七〇〇というのが
あるんですけれども、全部数字が一緒なのがある
んですよ。つまり、業種も事業場の規模も企業規
模も、そして一般労働者の労働時間、全部一緒、
数字が全て一緒。これはちょっと手元にありませ
ん。五六八四と五七〇〇、これは全部一緒なんで
す。残業時間、一年間で千二百五十一時間、一緒。
月間、百四時間で一緒。年間も一緒。
こんなことあり得ますか。これは絶対に間違え
ていると私は思うんですけれども、これぐらい確
認してください。
○山越政府参考人 今おっしゃられたような例も
論理上あり得るものだというふうに思います。

○髙鳥委員長 尾 かな子君。（発言する者あり
）
山越労働基準局長。
○山越政府参考人 この二十五年度の労働時間等
総合実態調査でございますけれども、今回、統計
としてより正確にするという観点から、一定の条
件を設定いたしまして、異常値である蓋然性が高
いデータについては除外するという方式で精査を
行ったわけでございまして、こういう精査を行う
ことによりまして信頼性は高いものとなったとい
うふうに考えておりまして、これ以上精査をする
ということは考えておりません。
○尾 委員 おかしいですよ、本当に。これは出
発点でしょう、議論の。労政審に出したデータで
しょう。そして、二割ちゃんと除いて、まだこれ
だけ私たち素人が見てもあるのに、これでどうや
って精度が高まったと言えるんですか。その根拠
はどこにあるんですか。
時間が来ているということですから。私、全然
こんなものは信じられないです。そして、その上
で、きょう強行採決をするかもしれない、こんな
ことはあり得ませんよ、本当に。まずは、出発点
のデータの、正しいものを出し直しする。ですか
ら、今回、法案は撤回をして、もう一回調査から
やる、これが本来、厚生労働省がやるべきことで
はないでしょうか。今回の午後からの採決など到
底許されるものではない、断じて許されないとい
うことを強く申し上げまして、私からの質問とい
たします。
ありがとうございました。
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