加藤内閣府 特命 担当 大臣 閣議 後記 者会 見要 旨（ 確定 版）
（ 平 成 2 9 年 2 月 17 日 （ 金 ） 8 : 38 ～ 8: 4 1
於）官邸３ 階エ ント ラン スホ ール
１．発言要 旨
閣議での発言 、ま た、 冒頭 で申 し上 げる こと は特 にあ りま せん 。
２．質疑応 答
（問 ）Ｎ ＨＫ の伏 見と 申し ます が、 時間 外労 働の 上限 規制 につ いて お
聞かせいた だけ れば と思 いま す。
働 き方 改革 の実 現会 議で は、 労使 双方 の主 張に 隔た りが ある こと が
前回 あっ たか と思 うの です けれ ども 、連 合の 神津 会長 が改 めて 月１ ０
０時 間と いう のは 到底 あり 得な いと いう よう な原 則を 昨日 、記 者会 見
でも 述べ られ まし て、 政府 とし て、 労使 の今 の溝 とい いま すか 、主 張
の隔 たり をど うい うふ うに 埋め てい こう とお 考え にな って いる かと い
うのをお聞 かせ くだ さい 。
（答 ）主 張の 隔た りと いっ ても 、例 えば 連合 から 具体 的な 数字 が出 て
きて いる わけ では ない ので 、そ れを もっ て隔 たり があ るか ない かと い
うの は、 ちょ っと 判断 しに くい と思 いま すけ れど も、 ただ 、い ずれ に
して も、 事務 局案 にお いて も、 単月 とか 複数 月に おけ る上 限、 これ は
設定 して いく 必要 があ ると は思 いま すけ れど も、 それ につ いて はま だ
議論 が収 束し てい ない とい うこ とで 、そ こに 明示 をし てい ない わけ で
あり ます けれ ども 、こ れに つい ても 総理 から 実現 会議 であ った よう に、
労使 が胸 襟を 開い て議 論し てほ しい とい うこ とで あり ます し、 また 、
我々 もそ れぞ れ、 労働 側あ るい は使 用者 側と よく 連携 をと りな がら 実
効性のある 規制 にな るよ うに 努力 をし てい きた いと 思い ます 。
（問 ）も う一 点は 、一 部報 道で 長時 間労 働の 是正 を含 む働 き方 改革 を
巡っ て、 労使 双方 のト ップ が直 接会 談を して 話を する とい うよ うな 報
道が あり まし たけ れど も、 そう いっ た動 きに 関し て大 臣と して はど う
受け止めて いら っし ゃい ます でし ょう か。
（答 ）直 接そ のこ と自 体は 承知 して いる わけ では あり ませ ん。 また 、
それ ぞれ 労使 の方 は、 この 案件 だけ では なく てい ろい ろな 形で お会 い
にな るの だろ うと 思い ます から 、そ うい った こと も含 めて 、我 々が 間
に入 る場 合も ある かも しれ ませ んし 、直 接議 論さ れる こと があ るで し
ょう し、 いず れに して も、 労使 それ ぞれ 胸襟 を開 いて いた だい て、 労
使の 間に おい て合 意が 成立 し、 そし て実 行計 画と して きち んと した 具
体的 な中 身が 盛り 込め るよ うに 努力 をし てい ただ きた いと 思い ます し、
我々もしっ かり 対応 をし てい きた いと 思い ます 。
（問）産経 新聞 の桑 原で す。
ボ ンで 開か れて いた 日米 韓外 相会 談で 、拉 致問 題に つい て早 期解 決
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の重 要性 に一 致し たと いう こと です けれ ども 、そ れに つい ての 受け 止
めは。
（答 ）早 期解 決の 重要 性に つい ては 完全 に一 致し たと いう のは 、日 米
の首 脳会 談の 中の 共同 声明 、そ こに も盛 り込 まれ 、ま た、 終わ った 後
の記 者会 見で も言 って おら れま した し、 日米 の外 相の 間で もそ うい う
認識 を持 って おら れる 。今 回、 韓国 も含 めて 、改 めて そう いう 認識 が
表明 され たと いう のは 解決 に向 けて は資 する こと だと 思い ます が、 た
だ、 いず れに して も、 日本 人の 拉致 問題 につ いて は日 本政 府自 体が 解
決に 向け て努 力を して いく とい うこ とが 必要 であ りま すか ら、 こう し
た関 係国 との 連携 、あ るい は国 連に おけ るそ うい った 連携 、こ うい っ
たこ とを 背景 にし なが ら、 一日 も早 い、 拉致 され てい る全 ての 方の 帰
国に向けて 努力 をし てい きた いと 思い ます 。
（以
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