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 質疑の申出がありますので、順次
これを許します。尾 かな子君。
○尾 委員 立憲民主党・市民クラブの尾 かな
子です。
まず冒頭、金曜日にこの委員会で、高度プロフ
ェッショナル制度創設を含む働き方改革関連法案
の強行採決が行われました。その強行採決の朝に
更に六件、都合十二件ですけれども、平成二十五
年度労働時間等総合実態調査の間違いが指摘をさ
れ、その調査の信憑性を更に欠いた上にこのよう
な暴挙であり、怒りを禁じ得ません。
年間百四日、四週四日の休日以外、長時間労働
をとめる強制的な歯どめがない高度プロフェッシ
ョナル制度は、長時間労働を促進し、過労死をふ
やします。その私たちの懸念に対して、委員会に
おいても、真摯に答えていただいたとは全く言え
ません。健康管理時間は実労働時間ではありませ
んので、長時間労働による死者はふえても、実労
働時間が把握できずに、過労死認定される人は逆

に減るという逆転現象まで起こる可能性がありま
す。職種は省令で決めることができますので、ど
んどん追加される可能性があります。
私たちは、高度プロフェッショナル制度導入は
過労死促進制度であり、労働者の命を守るべき厚
生労働委員会においてこのような法律を認めるわ
けにはいかない。本会議採決においても、与党の
皆さんにもぜひ立ちどまっていただいて、再考を
いただきたいというふうに強く申し上げておきま
す。
きょうはデータの精査をさせていただきたいん
ですが、その前に一点だけ、きのうの毎日新聞の
記事について、一件確認をしたいと思います。
きのうの毎日新聞の一面に「障害年金千人打ち
切りか」という記事が載っております。「日本年
金機構が障害基礎年金の受給者約千人余りに対し、
障害の程度が軽いと判断して支給打ち切りを検討
していることが判明した。対象者には、特例的に
一年間の受け取り継続を認めつつ、今年度中に改
めて支給の可否を審査するとの通知が届いている。
都道府県単位だった審査手続きが全国で一元化さ
れた影響とみられるが、受給者の間には「症状は
改善していないのに困る」と戸惑いが広がってい
る。」ということで、御本人さん、何も悪くもな
いのに、日本年金機構の仕組みが変わったことで
千人以上の人が障害年金を受け取れなくなる。こ
んな勝手にゴールポストを動かしていいんでしょ
うか。
ちょっときょうは時間がないので、一つ確認を
したいんですが、この千人は全員、二十前の障害

がある成人に送っています。これは、二十前から
障害があって、二十になって障害年金を申請した、
こういう人たちを狙い撃ちしたものなんでしょう
か。
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当している
間出し続けるということで、障害等級に該当しな
くなったときは支給を停止するということで、法
律の規定でございます。
したがいまして、これに必要な情報をいただく
ために、省令によりまして、障害基礎年金の受給
者の方々には定期的に主治医の診断書を機構に提
出していただかなければならないというふうにし
てございます。これは、二十前障害等々にかかわ
らずお出しいただいてございます。
障害基礎年金に関する審査につきましては、従
来、日本年金機構の都道府県ごとの事務センター
で行ってございまして、認定基準の適用に地域差
があるのではないか等の指摘を受けてございまし
た。
そこで、平成二十九年四月から、認定医の確保
や認定の均一化を図るために、本部の障害年金セ
ンターに集約化したところでございます。
こうしましたところ、昨年、障害年金センター
において、今回提出された診断書のみを見ると障
害等級に該当しないという判断がされますけれど
も、前回の認定時は同様の診断書の内容で障害等
級に該当すると判断されたケースが多々存在する
ということがわかったところでございます。
障害年金は、受給者が障害等級に該当しなくな
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ったと判断される場合には、初めて支給停止にな
る仕組みでございますけれども、日本年金機構で
は、このような状態で約千人の方に障害に該当し
なくなったと一律に判断することは困難と考えま
して、直ちに支給停止することはなく、一年後に
改めて診断書の提出を受けた上で審査をする、こ
のようにしたところでございます。
いずれにしましても、今後、日本年金機構にお
きまして適切な対応をしてまいりたいと考えてご
ざいます。
○尾 委員 お答えがちょっとずれている気がす
るんですが。
ちょっと、とりあえず、同じ診断書が前回出て
障害年金をもらっているのに、同じような診断書
で今度はだめだというのは、これはこちら側の、
厚労省側の、二重の、勝手に解釈を変えていると
いうことになりませんか。障害年金を受けている
人から見たら、青天のへきれきなわけですよ。同
じ状態のままなのに、来年から年金が受けられま
せん、こんな自己都合な、勝手なことをしていい
んでしょうか。
さっき聞きましたが、二十前を狙い撃ちにして
いるんですか。記事では、二十前から障害がある
成人に送っていると言っていますから、ここの有
無、有無だけで結構です。
あと、これから、二十以降で国民年金受給の方
が障害を負って障害年金をもらった、こういう人
にまで広げるつもりかどうか、お答えください。
○高橋政府参考人 二十前障害ということに限定
して行っているわけではございませんで、障害の

認定で定期的に診断書を出していただく、こうい
う仕組みはございます。
その中で、今回、定期的にいただいているもの
につきまして生じたものでございますので、その
方につきましては、お一人お一人丁寧に検討して
対応していくということでございます。
○尾 委員 さらに広がるということで驚愕です。
こんなことをやっていたら、厚生労働行政に対
する信頼とか、もうあり得ませんよ。障害年金で
暮らしている人たちの生活をどれだけこれが脅か
しているか。これはまた今後議論していきたいと
思いますので、強く強く、こういうことはするべ
きでないということを言っておきたいと思います。
きょうの理事会でもまた新たなクロス集計のミ
ス、そして標準偏差のミスが出てきております。
これについては、また後の委員がしていただける
と思いますが。私の方は、まず、五月二十五日に
出していただいた、異なる通し番号でデータが全
て一致している六件で二重集計の件について、ま
ず確認をしていきたいと思います。
これは、まず、六件ありますけれども、十二事
業所番号があります。削除したのは六事業所です
か、それとも十二事業所ですか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
この削除した事業場の件数でございますけれど
も、ペアになっておりますので、全体では十二が
重複をしていたわけでございますけれども、その
うちの片方を削除するということにしております
ので、削除した件数は六件でございます。
○尾 委員 それで、コピーの混在があったとい

うことで二重集計したということなんですが、一
体コピーがどの段階で混入したんでしょうか。
○山越政府参考人 今回の二十五年度労働時間等
総合実態調査でございますけれども、監督官に調
査票を配付いたしまして、記入した調査票を各労
働局で取りまとめて、厚生労働省労働基準局に送
られて、それから集計の委託先に送ったという経
過になっておりまして、どの時点でそういったコ
ピーが混在してしまったかということは判明して
いないところでございます。
○尾 委員 どういう管理をしたらコピーが混在
するんですか。だって、もともと原票なわけでし
ょう。
もともと、私もきのう聞きましたけれども、調
査の調査票というのはＡ３で三枚物で二つ折りに
なってホッチキスになっているんですよ。これを
調査して、聞き取って、そしてそれを集計して送
るわけですよね。
例えば、私の配付資料の中に、一枚めくって二
ページ目を見ていただきたいんですけれども、右
側には、ちゃんと何月分何部送りますよというふ
うに、この配付状を使え、送付状を使えと書いて
ありますよね。自分たちが調査した事業場とそれ
を送った部数が違ったら、わかるのが当然じゃな
いんですか。
○山越政府参考人 この調査票でございますけれ
ども、今申しましたように、労働基準監督署の監
督官で作成したものが各労働局に送られ、そこか
ら所要の枚数が厚生労働省の労働基準局に送られ
るという仕組みでございますので、その時点で所
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要の枚数あったかどうかということであれば、そ
の枚数というのはそこで管理していたのではない
かというふうに考えます。
○尾 委員 いや、ですから、なぜコピーが混入
するんですかと聞いているんですよ。
○山越政府参考人 今回の労働時間等総合実態調
査でございますけれども、これについては、調査
票に記入したその調査票自体を返送していただく、
厚生労働省労働基準局に送っていただくという仕
組みにしていたわけでございますけれども、その
中でコピーというものが送られてきたこともあっ
たわけでございまして、そういった中で、今回、
こういった混在が起こったというふうに考えてお
ります。
○尾 委員 つまり、原票を返すように指示して
いないということですか。
○山越政府参考人 これは、付表の回収に当たり
ましては、各労働局から、原則として付表本体を
送付させていたものでございますけれども、原本
のコピーが送られてきたケースもあったというふ
うに聞いているところでございます。
○尾 委員 全然調査として管理できていないと
いうことですよね。原票以外のコピーも許すとい
うことになったら、どれだけコピーが紛れていた
ってわからないじゃないですか。
原票でないコピーはどれぐらいあるんですか。
この一万千五百七十五事業所でしたかの中で、一
体、何個あるんですか。
○山越政府参考人 今御指摘をいただきました全
体の調査票の中でコピーであるものがどのくらい

の件数あるかということにつきましては、把握を
していないところでございます。
○尾 委員 調べていただけませんでしょうか。
○山越政府参考人 今回の集計でございますけれ
ども、重複があるということにつきましては精査
を行いまして、六件あるということで、これにつ
いては除いて、削除し直しているところでござい
まして、そうしたことで正確性は担保されている
というふうに思います。
○髙鳥委員長 ちゃんと答えてください。それは
もう、するかしないかだから、ちゃんと答えてく
ださい。
○山越政府参考人 今回の精査でございますけれ
ども、原票との突合あるいは論理的チェックをい
たしましてこの統計の精度が高まっているものと
いうふうに考えておりまして、これに重ねて精査
をしていくということは考えていないところでご
ざいます。
○加藤国務大臣 済みません、ちょっとその前に、
障害年金のは非常に大事な話なので一言だけよろ
しいですか。
これについては、法律の実態は先ほど申し上げ
たとおりであります。しかし、これまで支給され
てきたという事実もありますから、それを踏まえ
て一件一件丁寧にやりたいと思っています。
それから、二十以下が多いというのは、二十以
下の場合には、六月に発給して、これは一括なん
ですね。それ以外の方は誕生日ごとなので。そこ
がどんと出てきたということで、別にそこは差別
的にやっているわけではなくて、たまたま運用上

そうなっているということは御理解いただきたい
と思います。
それから、今、データの問題。これは本当に、
重ねてこういうことがあったことを改めておわび
を申し上げなければならないと思います。
その上で、委員の御指摘は、コピーの存在とい
うよりは、ダブりがほかにないかという御懸念な
んだろうというふうに思います。そういった意味
においては、私ども、ダブりのある可能性という
のは、同じ事項の中に同じデータが入っていると
いうことでありますので、それについては調べさ
せていただいた上で、ダブっていたのは六件とい
うことで報告をさせていただいておりますので、
改めて、そういった意味においては、コピー云々
ということよりもダブりがあるかないかというこ
とという意味において、これ以上調査する必要は
ないのではないか、こういうことを申し上げたわ
けであります。
○髙鳥委員長 尾 かな子君、もう一度質問して
ください。
○尾 委員 私が言っているのは、原票管理がで
きていませんねということを言っているわけです。
その調査が正しいかどうかというものは、原票を
持っていって、原票に記入して、その原票を送る
ことで、これは正しいということがわかるわけで
すよ。コピーであれば途中で塗りかえて数字を変
えたって全然わからないわけでしょう。だから、
コピーをもって原票にするという考え方がおかし
くて、そういうような調査の基本をわかっていな
いような返し方をしたのは、一万千五百件のうち
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何件あったんですかと聞いているんです。それを
調べてくださいと言っているわけです。これは調
査の基本のキができていないということを皆さん
おっしゃっているのと一緒ですから、それをお答
えください、調査してくださいと言っているわけ
です。
○加藤国務大臣 いや、ですから、一定、先ほど
局長から答弁したように、原則としては原票を回
付するということでありましたけれども、何件か
において、そうしたコピーがある、そして、その
コピーをベースにデータをつくっている、このこ
ともお認めしているわけでございますので、その
上で、ちょっと委員の御指摘、そこについて、コ
ピーを使っているということに対する御指摘、こ
れはよく私は理解するんですが、その上で、その
コピーを使ったのが何件あるのかということ自体
に、そこから何をおっしゃりたいのかということ、
それを先ほど申し上げて、私なりに解釈すればそ
うじゃないかと申し上げたので、そこは違うとい
うことなんですけれども、そういった点で申し上
げた。
ですから、今申し上げているように、何件ある
かないかというよりも、何のために調べるかとい
う意味において、要するに、私どもは、コピーを
もって原本としている事例があるということはお
認めをしているわけであります。
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
山越労働基準局長。

○山越政府参考人 私ども、労働時間等総合実態
調査でございますけれども、これは、本省への報
告は原本が原則であったわけでございますけれど
も、コピーでも、それはいけないということでは
なくて、差し支えないものであったわけでござい
ます。
私どもといたしましては、できるだけ、今回の
労働時間等総合実態調査、その調査結果を精査し
てより正確性を高めていくということが大切だと
思っておりますので、今おっしゃられたようなこ
とについて調査をしていくという考えはないとこ
ろでございます。
○尾 委員 コピーでも可なんてどこに書いてい
るんですか。
○山越政府参考人 私どもの取扱いでは、これは
コピーではいけないという取扱いにはしていなか
ったところでございまして、コピーでもこれは調
査票として集計の対象となるものでございます。
（発言する者あり）
○髙鳥委員長 尾 かな子君、質問を続けてくだ
さい。質問を続けてください。
速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
尾 かな子君。
○尾 委員 調査の基本で、コピーがだめだって
書いていなかったらコピーがいいって、おかしい
と思いますよ、私、調査として。だから混入が起
こるんです。もともとの調査設計が間違っている
んですよ。だから、こういう混入が起きて、本来

コピーしたものと原票なんて混ざるわけがないも
のが、ここで最初に調査設計を間違えているから
コピーが混入しているんでしょう。本当の調査結
果とコピーした分がわからなくなるなんて、調査
の基本的な設計ができていないということなんで
すよ。
もう一つ、なぜ事業所がコピーでふえたのにわ
からなかったのか、明確に答えてくださいよ。だ
って、労働基準監督署に、例えば百調査しろとお
りていくわけでしょう、なのに、百一返ってきた
らおかしくないですか。なぜここでわからないん
ですか。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、今般、原本のコ
ピーが本体と合わさってあったケースがあったわ
けでございますけれども、それがどこで混入した
かということはわかっていないところでございま
して、今おっしゃられたのは、地方局から本省に、
どういうふうに管理をしているかということでご
ざいますけれども、その時点で枚数は受取のとき
に恐らくチェックをしていると思いますけれども、
その中で、その前なのか後なのかを含めまして、
どのように混入したかというのは現時点ではわか
っていないところでございます。
○尾 委員 例えば、製造工場で異物が入りまし
た、その異物がどこの製造工程で入ったかわから
ない、そうしたら営業停止でしょう。もう一回営
業できるんですか。調べなきゃいけないでしょう。
どうですか。
○酒光政府参考人 私どものところで再集計の方
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をさせていただきましたので、その状況でお答え
いたしますと、残っているものでいえば、労働局
から送られてきた調査票と調査の枚数というのは、
混入がない方に合っているような形になっている
というふうに考えております。
ですから、これははっきりとしたことはわかり
ませんけれども、混入は本省の作業の中で生じた
んだろうというふうに考えておりまして、なぜそ
れが起きたかというと、受け付けのときの処理に
ついて、まだちょっと手なれていない職員が取り
扱ったからじゃないかというふうには想像してお
ります。
なぜわからなかったかということにつきまして
は、データを処理するときに事業場名とかそうい
うものはもう一切取っていますので、事業場の受
け付け番号といいますか、事業場の番号ですね、
新たに振った事業場の番号で管理していますが、
混入したコピーも含めてもう番号が振られていた
ので、集計の段階ではちょっと気がつかなかった
ということであります。
でも、今回先生から御指摘いただいて、同じも
のがあるんじゃないかということでいろいろなデ
ータのチェックをしたところ、六件、総数で十二
件になりますけれども発見した、こういう経緯で
ございます。
○尾 委員 ですから、それ自身が、なぜもとも
との事業所の調査にユニーク番号、固有の番号が
振られていないのかということなんですよ。
めくっていただいたところの二ページ目に、こ
こには三十二と書いてありますよね。普通、事業

所に固有の番号をつけ、それをデータにやってい
かないと、これはひもつけられませんよね。今ど
うやって原票に当たっているんですか。ひもつけ
はどうしているんですか。
○酒光政府参考人 お答えいたします。
今、原票に当たる当たり方は、そこに書いてあ
る番号に基づいて当たっているわけなんですけれ
ども、この番号を振られたのが、調査の集計を行
う機関、委託している機関がございますけれども、
そこに送った段階で多分振られたというふうに考
えております。ですから、送られる段階で既に混
入があったので、混入されたものにも番号がつい
ていたと。
ちょっとわかりにくいでしょうか。ダブりがあ
るわけですけれども、ダブられた双方に違う番号
が振られてしまったということであります。
○尾 委員 ここの番号は一緒でしょう、この添
付のしている。
事業所番号が違うのは、コピーの混在で二つや
ったというのはわかっていますけれども、ここに
ある番号で、いや、普通は、だから、事業所一つ
一つに番号が振られているはずなんですよ。それ
を、データ入力のときにユニーク番号を振るから
こういうことになるんです。つまり、この調査と
いうのは非常に不正確だということなんですよ。
○山越政府参考人 今回の二十五年の調査に際し
まして、今統括官からも御説明しましたように、
調査票を監督署で配付した時点で何らかの番号を
振るということはしておりませんでした。
この点については、今後調査を行う場合には、

紛れがないようにするという観点からどのように
対処するか、反省すべき点であるというふうに考
えているところでございます。
○尾 委員 ちょっと時間がなくなってきたので
言いますけれども、あと、調査方法を聞きたいん
ですけれども。
さっき言ったように、各労働局に、例えば、お
たくは百やりなさいよと言うわけですよね。それ
で、百一とか百二とか、そういうふうに返ってく
るような調査方法になっているんですか。つまり、
指定された事業場を調査するのか、それとも数さ
えあればどんな事業所でもいいのか、そして指定
されていない事業所を調査してもいいのか。
この辺、なぜふえたのにわからなかったのかと
いう理由が私は知りたいんです。なぜふえたのに
わからなかったのか、事業場がふえたのに。
○山越政府参考人 この調査でございますけれど
も、業種別、規模別、地域別に事業場の数を勘案
して、本省の方で各労働局ごとの業種別、規模別
の調査対象事業場数を決定いたしまして、それに
従って、各労働局で対象となる事業場を抽出して
実施しているところでございます。
○酒光政府参考人 今回の調査に当たりましては、
調査設計に基づいて、事業種とか規模別に事業場
数を決めて、各労働局で、この規模この業種のこ
のカテゴリーに相当する事業場を幾つ選べという
ような指示をしておりまして、その指示に基づい
て、各監督署が台帳を持っておりますので、その
台帳から無作為抽出をする、そういうやり方をし
ております。ですから、本省で事業場まで指定し
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ているものではない。数は当然管理をしていると
いうものですので、数の管理は、先ほどの返って
きた返送票などによって管理をする、そういうこ
とになります。
○尾 委員 ですから、事業場がふえてもわから
ないシステムになっているのが一つ。
あと、無作為抽出は、どのような無作為抽出を
されているのかお答えください。
○山越政府参考人 この調査でございますけれど
も、業種別、規模別に調査対象を各労働局に割り
当てておりまして、各労働局で定められた規模別、
地域別の事業場の中から無作為で抽出している、
選定しているところでございます。これは、各労
働局で無作為に選定しているということだと思い
ます。（発言する者あり）
○髙鳥委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○髙鳥委員長 速記を起こしてください。
山越労働基準局長。
○山越政府参考人 私どもの調査についての指示
におきましては、各労働局で無作為で選定すると
いうことを指示しているところでございまして、
各労働局で今申しましたように無作為でやってい
ただくということで、その方法については特に指
示をしていないところでございます。
○尾 委員 無作為抽出というのはいろんな種類
があるんですよ。単純無作為、系統抽出、層化抽
出、多段抽出、確率比例抽出、集落抽出、いろい
ろあるんですけれども、無作為抽出ということで
精度があるということは、何らかの抽出の方法を、

あるということなんですよ。
○酒光政府参考人 今委員がおっしゃったのでい
えば、調査設計の段階で規模別あるいは業種別の
抽出率を決めておりますので、層化抽出の方法を
とっておるわけです。
層化抽出の中で、そのセルに決められた事業場
数をどうとるかというのは、無作為抽出をやって
おりますけれども、通常のやり方ですと、番号を
振っているものを何番置きにとるという、今委員
がおっしゃった系統抽出の方法をとる場合と、あ
とは本当にガラガラポンとやって、乱数か何かを
使って無作為にとる場合、両方あるというふうに
思っておりまして、それは労働局によって多分違
っていたんだろうと思います。
○尾 委員 そういうのを調査要領に何も書いて
いないですよ、無作為選定としか書いていないん
ですが、本当にやったんですか。
○酒光政府参考人 局もこの仕事を初めてやって
いるわけではないので、本省においては局を信用
して作業をやらせているというふうに認識してお
りますし、特にそれで問題があるというふうには
聞いていないというふうに、こちらの方では聞い
ております。
○尾 委員 いや、答えになっていないですよ。
無作為抽出、やはりできていないということで、
これはもう統計の精度がないということです。
あと一つ聞きたいんですけれども、今回の調査
的監督のやつ、平成十七年度は情報公開で全部出
ているんですね、マスキングなしで。なのに、な
ぜ平成二十五年だけはこんなに真っ黒になってい

るのか、その理由を教えてください。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘をいただきました平成十七年度の調査
の際の文書でございますけれども、これがどのよ
うな経緯で開示を行ったかということにつきまし
ては、記録を確認することができない、そういう
状況でございまして、その中身については承知を
していないところでございます。
いずれにいたしましても、この調査的監督でご
ざいますけれども、監督指導に付随して行うもの
でございます。これを公にいたしますことは、監
督指導事務の手法等が明らかになるおそれがある
ものでございまして、こうしたことからこれにつ
いては不開示とさせていただいているところでご
ざいます。
○尾 委員 いや、それは理由になっていないで
すよ。では、何で十七年はこんなに全部真っ白で
出ていて、二十五年の、私たちにはこんな真っ黒
で出てくるんですか。野党にだけ情報を出さない
ということにもなりますよ。ということがまず。
あと最後、一件だけ。七ページをごらんくださ
い。
十七年、これはあいたから記入要領がわかった
んですけれども、事業者が、一名の事業所の場合
は、最長の者と平均的な者、いずれにも重複して
記入することというふうになっているんですが、
ここに挙げた七つは同じ数字が入っておりません。
これは誤記入じゃないんですか。
○山越政府参考人 御指摘のケースでございます
けれども、先般御答弁申し上げましたように、事
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業場規模の調査時点は、四月一日であるわけでご
ざいますけれども、労働時間については原則四月
ということになっておりまして、例えば事業場規
模が四月一日時点で一人でありましてその後労働
者がふえたような場合というのは複数記入される
可能性があるわけでございます。
そしてまた、その中で、最長の者、平均的な者、
そういった者について把握できないというケース
につきましては空欄とすることも可としておりま
すので、こういったことはあり得るものというふ
うに考えているところでございます。
○尾 委員 いや、私、この記入要領からいくと、
これは間違いだと思いますよ。原本を当たってい
ただけませんか。
これはちょっと、理事会で協議いただきたいと
思います。
○髙鳥委員長 後刻、理事会で協議いたします。
○尾 委員 時間が参りましたので、以上で終わ
りたいと思います。
ありがとうございました。
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