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長時間労働や過労死を増やす「高度プロフェッショナル制度」の
問題について、岡本あき子の質疑がマスコミ報道に。

　

　岡本事務所では岡本あき子の活動にご協力いただける
皆さんを募集しています。ご協力いただける方は右の
チェック項目にマークし、お手数ではございますが事務
所までご返信ください。

立憲民主党宮城県第1区総支部（兼 宮城県連合・東北ブロック連絡所）〒980-0802  仙台市青葉区二日町2-1-4F　TEL.022-393-7761　FAX.022-393-7236
okamotoakiko.sendai@gmail.com

1964年8月生まれ。向山幼稚園卒園、青森、秋田、会津などで過ごす。
宮城県第二女子高、東北大学卒業。NTT（株）社員、仙台市議会議員（5期）を経て
第48回衆議院選挙で初当選。
現在、衆議院予算委員、東日本大震災復興特別委員、立憲民主党幹事長補佐、東
北ブロック常任幹事、子ども子育てプロジェクトチーム事務局長、立憲民主党宮
城県連合代表。

　はじめての通常国会は通常どころか「異常」の連続。
　厚労省の「働き方改革一括法案」では、●調査データがずさん●提出
資料が間違っていた●答弁が虚偽、にもかかわらず、「間違っている部
分もあるが、大方合っている」と大臣答弁。「このまま審議を。採決を。」
と進める議会運営。
　その陰で「TPPや農業をはじめ過剰な規制緩和、生活保護の引き下げ、
カジノ、国会議員の定数増」など、問題のある法案を次々強行採決。もっ
と国民の前で十分な審議をすることこそ国会の役割だと考えています。
　官邸の顔色を窺う政治から脱却し、政府の矜持、国会の誇りをもち、
国民にしっかり向き合う政治を実現します。

　衆議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣との質疑が新聞に掲載。高所得の一
部専門職を労働時間規制から完全に外す「高度プロフェッショナル制度（高プロ）は、過労
死を助長する」と法案からの削除を求めました。高プロの『ニーズ』を質した場面では…。

　この発言がきっかけで、「『労働者の生命にかかる重要法案が、たった十数人の声しか聞い
ていない』ずさんな法案だ」と終盤国会の争点になりました。

岡本あき子

岡本あき子の活動にご協力ください！岡本あき子の活動にご協力ください！
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発行元

あ き 子

RIKKEN
MINSHU

号外
立憲民主編集部

〒102-0093

東京都千代田区平河町 2-12-4

ふじビル 3F

Te l.03-6811-2301

Fax.03-6811-2302

goiken@cdp-japan.net

http://cdp-japan.jp/

2018 . 9 .1  vol.12

衆議院議員
立憲民主党宮城県第1区総支部長

□ 岡本あき子に友人を紹介できる
□ 岡本あき子のポスターを掲示できる（室内・室外）
□ 岡本あき子とお茶会をひらける
□ ボランティアでお手伝いができる
□ お住いの地域のイベント情報を提供できる
□ 岡本あき子に寄附することができる

岡本あき子事務所FAX番号

●下記内容をご記入ください。

お名前

TEL　　　　　（　　　　　　）

FAX　　　　　（　　　　　　）

E-mail

ご職業

ご住所　〒

022-393-7236

予算委員会で「働き方改悪」
について総理にせまる

５月２５日　朝日新聞

太白区 坪沼地区で田植え女子高校生未来会議に出席

保育士処遇改善法案等
3つの議員立法提出

皆様からお預かりした
「西日本豪雨災害被災地への募金」を

岡山県総社市長に届けました 本会議場初登壇

仙台では定期的
に街頭演説

党子ども子育て
ＰＴで産後ケア
センター視察

国会活動
　衆議院議員として初めての委
員会は予算委員会・復興特別委
員会に所属。これからも全力で
国民の為に尽力して
まいります。

地域活動
　多くの皆様に活動を知っ
ていただくため仙台にいる
時は極力街頭に立ち国政報
告を行っております。また、
ボランティアなどの地域活
動にも参加させていただい
ております。

岡　本

加藤大臣

加藤大臣

加藤大臣

岡　本

ニーズの把握は、何をもってしたのか？
いくつかの企業とそこで働く方から、いろんなお話を聞かせていただいている。

いくつかの企業の働く方々からお話を聞かせていただいた。

（高プロのニーズについて）十数人からヒアリングした。
あいまいな態度に終始した加藤厚労大臣が、岡本あき子の追及に重要な答弁を。

政治は国民に対して、誠実でなければならない。

どのくらいの数の方が（高プロが）必要と答えたのか？
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　現行でも長時間労働・過労死問題が依
然として深刻な状況。そこに裁量労働制
の対象拡大や高度プロフェッショナル制
度の導入の提案。
　【調査データが間違っている、根拠も不
十分のまま】審議途中で強行採決。
　そもそも裁量のある働き方ができてい
るのか？「新たに高プロじゃなきゃなら
ない」の声がほとんどない。

岡本あき子のポスターをご自宅、事業所のブロック塀にご掲示頂ける皆様、是非仙台事務所までご連絡下さい。

①内閣・政府に対する国会のチェック監視
　が機能せず、政策決定の公正性に疑義

働き方改革
（岡本あき子の質問がきっかけで裁量
 労働の対象拡大は撤回したものの）

会期末「西日本豪雨災害対応のための補正予算を」と求めたが、内閣はカジノや国会議員の定数増を
優先させて成立。8月末現在でも補正予算の見通しなし。

TPP・種子法廃止・卸売市場法改正などの農林水産業の過度な規制緩和は、食の安全保障、里山・海・
水を守る役割をないがしろにする。

議会の役割・民主主義が損なわれている。

▶官邸誘導・総理に近い方優遇で進められている

④上司・組織が責任をとらない
▶「改ざんは個人の資質による」発言＆一部の現場職員
　が勝手に行った行為として処理しようとした。

西日本豪雨災害への補正予算を速やかに！！

実収入が増えてきたが、可処分所得が十分に増えていない（賃上げ以上に社会保険料等の負担増）。今は消費税を上
げられる状況にはない。

消費税増税(2019年10月予定)は景気を沈下させる。

過度な規制緩和よりも、地域や生活を守る経済を。農業者戸別所得補償制度を再提案！

⑤海外派遣の自衛隊員の環境整備に影響
▶現場の危険な状況の報告を隠ぺい、安全対策や環境
　整備を怠ったまま、危険な任務につかせていた。
　現場の声が届いていない。

②正しい資料・情報による国会審議が不能
▶国会での答弁・提出文書が改ざん・隠ぺい・ねつ造

③後世に検証が不可能
▶特に公文書の改ざん・資料の過剰な黒塗り・議事録を
　とらない。

196回通常国会　森友・加計がなぜ看過できないのか

特に目玉法案　「働き方改革」の問題

岡本あき子が考える経済政策

岡本あき子の主張　安倍内閣に喝！

超党派・優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟
　旧優生保護法（1948 ～ 96年）の下、『障がい』などを理由に強制不
妊手術が行われてきた問題をめぐり、超党派の議員で「優生保護法下
における強制不妊手術について考える議員連盟」を立ち上げ、岡本あ
き子は事務局次長を務めています。早期に救済策としての議員立法を
つくるよう、関係者のヒアリングや被害者への謝罪と補償のあり方の
議論を進めています。

子ども子育て「重点政策」「政策集」の中間報告をとりまとめました
　立憲民主党子ども子育てプロジェクトチーム（事務局長：岡本あき子）
が、毎週ヒアリングや視察、議論を重ね、主に就学前に関する「重点政策」
「政策集」の中間報告をとりまとめました。引き続き、就学後も含めた
子ども子育て政策を検討して参ります。

労働時間等規定の適用状況比較

世帯当たりの消費税増税の負担額予想（万円） 2人以上勤労世帯の収入と支出（農林水産業を除く）

注）総務省「家計調査」を基に作成。消費税10％の予測値は2014年の数値を
　　基に試算した。なお、軽減税率は考慮していない。
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10％予測負担増額

世帯実収入 可処分所得 非消費支出 総務省「家計調査」
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「強いものをより強く」よりも
「暮らしを底上げ」する社会政策で
   経済を回す

内部留保
（2017年度 法人企業統計）
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●里山・海・地域を守る持続可能な農林水
　産業として支援
●農業者戸別所得補償制度　●種子法復活

●格差を是正する経済へ
●生活・人の命を優先し、中間層を拡大する
　雇用政策
●子育て・年金・医療の安心で社会政策を経
　済政策へ
●少子化対策は未来への投資

●暮らし地域を支える中小企業を徹底応援
●事業承継支援　●地元優先発注
●社会保険等の負担減

アベノミクスの理想（トリクルダウン）

アベノミクスの実際

アベノミクスの問題点

労働時間規定の有無

休 日 規 定 の 有 無

割増賃金

休　　　　　　　憩

年 次 有 給 休 暇

独自の健康確保措置

（注）みなし労働時間を設定
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出典「立法と調査」№365を参考に加工

時間外

休　日

深　夜

●幼児教育無償化よりも保育所全入を　●児童虐待ゼロ社会へ
●子どもの貧困からの脱却　　　　　　●社会的養育環境の整備
●仕事と家庭 (子育て )を両立できる社会を

子育て重点政策5本柱

内容は立憲民主党ホームページでご覧いただけます。 ▶▶▶▶ https://cdp-japan.jp/news/20180717_0732

●可処分所得を増やし、家計負担を軽減
●保育・介護職の処遇改善法提出
●最低賃金・非正規労働の底上げ
●高等教育費の負担軽減

日銀
※異次元の金融緩和策

（アベノミクス第一の矢）
↓

世の中に出回るお金を
2年で2倍にすると発表

6年連続過去最高
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　現行でも長時間労働・過労死問題が依
然として深刻な状況。そこに裁量労働制
の対象拡大や高度プロフェッショナル制
度の導入の提案。
　【調査データが間違っている、根拠も不
十分のまま】審議途中で強行採決。
　そもそも裁量のある働き方ができてい
るのか？「新たに高プロじゃなきゃなら
ない」の声がほとんどない。

岡本あき子のポスターをご自宅、事業所のブロック塀にご掲示頂ける皆様、是非仙台事務所までご連絡下さい。

①内閣・政府に対する国会のチェック監視
　が機能せず、政策決定の公正性に疑義

働き方改革
（岡本あき子の質問がきっかけで裁量
 労働の対象拡大は撤回したものの）

会期末「西日本豪雨災害対応のための補正予算を」と求めたが、内閣はカジノや国会議員の定数増を
優先させて成立。8月末現在でも補正予算の見通しなし。

TPP・種子法廃止・卸売市場法改正などの農林水産業の過度な規制緩和は、食の安全保障、里山・海・
水を守る役割をないがしろにする。

議会の役割・民主主義が損なわれている。

▶官邸誘導・総理に近い方優遇で進められている

④上司・組織が責任をとらない
▶「改ざんは個人の資質による」発言＆一部の現場職員
　が勝手に行った行為として処理しようとした。

西日本豪雨災害への補正予算を速やかに！！

実収入が増えてきたが、可処分所得が十分に増えていない（賃上げ以上に社会保険料等の負担増）。今は消費税を上
げられる状況にはない。

消費税増税(2019年10月予定)は景気を沈下させる。

過度な規制緩和よりも、地域や生活を守る経済を。農業者戸別所得補償制度を再提案！

⑤海外派遣の自衛隊員の環境整備に影響
▶現場の危険な状況の報告を隠ぺい、安全対策や環境
　整備を怠ったまま、危険な任務につかせていた。
　現場の声が届いていない。

②正しい資料・情報による国会審議が不能
▶国会での答弁・提出文書が改ざん・隠ぺい・ねつ造

③後世に検証が不可能
▶特に公文書の改ざん・資料の過剰な黒塗り・議事録を
　とらない。

196回通常国会　森友・加計がなぜ看過できないのか

特に目玉法案　「働き方改革」の問題

岡本あき子が考える経済政策

岡本あき子の主張　安倍内閣に喝！

超党派・優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟
　旧優生保護法（1948 ～ 96年）の下、『障がい』などを理由に強制不
妊手術が行われてきた問題をめぐり、超党派の議員で「優生保護法下
における強制不妊手術について考える議員連盟」を立ち上げ、岡本あ
き子は事務局次長を務めています。早期に救済策としての議員立法を
つくるよう、関係者のヒアリングや被害者への謝罪と補償のあり方の
議論を進めています。

子ども子育て「重点政策」「政策集」の中間報告をとりまとめました
　立憲民主党子ども子育てプロジェクトチーム（事務局長：岡本あき子）
が、毎週ヒアリングや視察、議論を重ね、主に就学前に関する「重点政策」
「政策集」の中間報告をとりまとめました。引き続き、就学後も含めた
子ども子育て政策を検討して参ります。

労働時間等規定の適用状況比較

世帯当たりの消費税増税の負担額予想（万円） 2人以上勤労世帯の収入と支出（農林水産業を除く）

注）総務省「家計調査」を基に作成。消費税10％の予測値は2014年の数値を
　　基に試算した。なお、軽減税率は考慮していない。
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10％予測負担増額

世帯実収入 可処分所得 非消費支出 総務省「家計調査」
を基に作成
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「強いものをより強く」よりも
「暮らしを底上げ」する社会政策で
   経済を回す

内部留保
（2017年度 法人企業統計）

446兆円

人件費に回らず

大企業→
・投資家 

中小企業→

庶民→

大企業→
・投資家 大企業・投資家→ 

中小企業→

庶民→

中小企業→

庶民→

←大企業・投資家

←中小企業

←庶民

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
よ
り
も
中
間
層
の
生
活
底
上
げ

●里山・海・地域を守る持続可能な農林水
　産業として支援
●農業者戸別所得補償制度　●種子法復活

●格差を是正する経済へ
●生活・人の命を優先し、中間層を拡大する
　雇用政策
●子育て・年金・医療の安心で社会政策を経
　済政策へ
●少子化対策は未来への投資

●暮らし地域を支える中小企業を徹底応援
●事業承継支援　●地元優先発注
●社会保険等の負担減

アベノミクスの理想（トリクルダウン）

アベノミクスの実際

アベノミクスの問題点

労働時間規定の有無

休 日 規 定 の 有 無

割増賃金

休　　　　　　　憩

年 次 有 給 休 暇

独自の健康確保措置

（注）みなし労働時間を設定

一般労働者

○

○

○

○

○

○

○

―

管理監督者

×

×

×

×

○

×

○

―

裁量労働者

△（注）

○

△（注）

○

○

自己責任

○

○

高度プロフェッショナル労働者

×自己責任

×（別途104日以上付与）

×

×

×

×

○

○

出典「立法と調査」№365を参考に加工

時間外

休　日

深　夜

●幼児教育無償化よりも保育所全入を　●児童虐待ゼロ社会へ
●子どもの貧困からの脱却　　　　　　●社会的養育環境の整備
●仕事と家庭 (子育て )を両立できる社会を

子育て重点政策5本柱

内容は立憲民主党ホームページでご覧いただけます。 ▶▶▶▶ https://cdp-japan.jp/news/20180717_0732

●可処分所得を増やし、家計負担を軽減
●保育・介護職の処遇改善法提出
●最低賃金・非正規労働の底上げ
●高等教育費の負担軽減

日銀
※異次元の金融緩和策
（アベノミクス第一の矢）

↓
世の中に出回るお金を
2年で2倍にすると発表

6年連続過去最高
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写真でみる2018年前半

長時間労働や過労死を増やす「高度プロフェッショナル制度」の
問題について、岡本あき子の質疑がマスコミ報道に。

　

　岡本事務所では岡本あき子の活動にご協力いただける
皆さんを募集しています。ご協力いただける方は右の
チェック項目にマークし、お手数ではございますが事務
所までご返信ください。

立憲民主党宮城県第1区総支部（兼 宮城県連合・東北ブロック連絡所）〒980-0802  仙台市青葉区二日町2-1-4F　TEL.022-393-7761　FAX.022-393-7236
okamotoakiko.sendai@gmail.com

1964年8月生まれ。向山幼稚園卒園、青森、秋田、会津などで過ごす。
宮城県第二女子高、東北大学卒業。NTT（株）社員、仙台市議会議員（5期）を経て
第48回衆議院選挙で初当選。
現在、衆議院予算委員、東日本大震災復興特別委員、立憲民主党幹事長補佐、東
北ブロック常任幹事、子ども子育てプロジェクトチーム事務局長、立憲民主党宮
城県連合代表。

　はじめての通常国会は通常どころか「異常」の連続。
　厚労省の「働き方改革一括法案」では、●調査データがずさん●提出
資料が間違っていた●答弁が虚偽、にもかかわらず、「間違っている部
分もあるが、大方合っている」と大臣答弁。「このまま審議を。採決を。」
と進める議会運営。
　その陰で「TPPや農業をはじめ過剰な規制緩和、生活保護の引き下げ、
カジノ、国会議員の定数増」など、問題のある法案を次々強行採決。もっ
と国民の前で十分な審議をすることこそ国会の役割だと考えています。
　官邸の顔色を窺う政治から脱却し、政府の矜持、国会の誇りをもち、
国民にしっかり向き合う政治を実現します。

　衆議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣との質疑が新聞に掲載。高所得の一
部専門職を労働時間規制から完全に外す「高度プロフェッショナル制度（高プロ）は、過労
死を助長する」と法案からの削除を求めました。高プロの『ニーズ』を質した場面では…。

　この発言がきっかけで、「『労働者の生命にかかる重要法案が、たった十数人の声しか聞い
ていない』ずさんな法案だ」と終盤国会の争点になりました。

岡本あき子

岡本あき子の活動にご協力ください！岡本あき子の活動にご協力ください！

は、上からの押しつけではなく、
市民の力による
民主主義を実現します。

発行元

あ き 子

RIKKEN
MINSHU

号外
立憲民主編集部

〒102-0093

東京都千代田区平河町 2-12-4

ふじビル 3F

Te l.03-6811-2301

Fax.03-6811-2302

goiken@cdp-japan.net

http://cdp-japan.jp/

2018 . 9 .1  vol.12

衆議院議員
立憲民主党宮城県第1区総支部長

□ 岡本あき子に友人を紹介できる
□ 岡本あき子のポスターを掲示できる（室内・室外）
□ 岡本あき子とお茶会をひらける
□ ボランティアでお手伝いができる
□ お住いの地域のイベント情報を提供できる
□ 岡本あき子に寄附することができる

岡本あき子事務所FAX番号

●下記内容をご記入ください。

お名前

TEL　　　　　（　　　　　　）

FAX　　　　　（　　　　　　）

E-mail

ご職業

ご住所　〒

022-393-7236

予算委員会で「働き方改悪」
について総理にせまる

５月２５日　朝日新聞

太白区 坪沼地区で田植え女子高校生未来会議に出席

保育士処遇改善法案等
3つの議員立法提出

皆様からお預かりした
「西日本豪雨災害被災地への募金」を

岡山県総社市長に届けました 本会議場初登壇

仙台では定期的
に街頭演説

党子ども子育て
ＰＴで産後ケア
センター視察

国会活動
　衆議院議員として初めての委
員会は予算委員会・復興特別委
員会に所属。これからも全力で
国民の為に尽力して
まいります。

地域活動
　多くの皆様に活動を知っ
ていただくため仙台にいる
時は極力街頭に立ち国政報
告を行っております。また、
ボランティアなどの地域活
動にも参加させていただい
ております。

岡　本

加藤大臣

加藤大臣

加藤大臣

岡　本

ニーズの把握は、何をもってしたのか？
いくつかの企業とそこで働く方から、いろんなお話を聞かせていただいている。

いくつかの企業の働く方々からお話を聞かせていただいた。

（高プロのニーズについて）十数人からヒアリングした。
あいまいな態度に終始した加藤厚労大臣が、岡本あき子の追及に重要な答弁を。

政治は国民に対して、誠実でなければならない。

どのくらいの数の方が（高プロが）必要と答えたのか？
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