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◎十一月一〇日 木( 、)国会で全労連、建交労軽貨物ユニオン共催「軽貨物シンポジウム」を開催します。リアルでもオンラインでも参 加 者募集中です。組合事務所まで☎を。
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◎世界的なエネルギー危機に便乗して、岸田首相は原発の増設に言及しています。背景には国民の福島原発事故への関心の低下があると思います。
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関東ダンプ協議会

私たちはダンプカーなどを⾃⼰所有し、建設会社などに⾞両持ち込みで働く労働者を組織する労働組
合です。
ダンプ業界ではこのような就労形態が建設業界の合理化によって普及しましたが、その結果労働者と
しての法的保護を受けられないため、⼀⽅的な単価の引き下げや契約解除などが横⾏しています。書⾯
による契約などは極めて少なく、ほとんどが⼝頭契約です。なかには単価さえ不明のまま就労するケー
スもあります。
新法の対象範囲が不明ではありますが、いわゆる⼀⼈親⽅と呼ばれてきた私たちのような者も対象と
するのであれば、慎重に検討していただきたい点があります。
ひとつは、⻑年このような就労が常態化してきた業界にどう新法を浸透させるか、そこを具体的に⽰し
ていただきたいのです。
新法ができても「フリーランス新法なんて建設(ダンプ)業界は関係ない」といった反応が多数を占める
と思われます。
国⼟交通省は下請取引のガイドラインを作成し、書⾯による契約の普及などに取り組んでいます。しか
し、ダンプは建設業法上の建設業者の扱いを受けず法令遵守を推進する「駆け込みホットライン」などの
セイフティネットにもかかりません。
ダンプが取引先にたいして積極的に新法の適⽤を求められるかと⾔えば、そのような⼒関係にはあり
ません。
契約当事者間での⾃発的な法律の運⽤に期待するのではなく、新法を遵守せざるを得ない具体的な仕
組みを作っていただきたいのです。それがなければ、建設業界においては「絵に描いた餅」になる可能性
が⾼いと思います。
ふたつ⽬に、労働者性があるのに⾃営業者・フリーランスとして分類される所謂「誤分類」をどう規制
するのかという点です。
ダンプも就労形態によっては労働者性を主張できる場合があります。労働者性を主張できる者にまで
フリーランス新法を適⽤することは労働者としての権利を侵害するリスクが⽣まれます。新法は独禁法、
下請法といった経済法をベースに構成されているかと思います。新法に基づく書⾯契約＝労働者性の放
棄、となった場合様々な問題が考えられます。
労働者として権利が主張できる場合であっても、就労するために「誤分類」に応じざるを得ないケース
が発⽣すると思います。
「誤分類」問題を考えた場合、経済法をベースとした保護ルールだけでは限界があり、労働者性の拡⼤
など、労働法をベースとした保護ルールが必要だと考えます。
⽇本政府も採択に賛成したＩＬＯの「雇⽤関係に関する勧告(198 号)」(2006 年)に基づく⽴法措置こ
そ求められていると思います。

以上

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の⽅向性」に対する意⾒
2022 年 9 ⽉ ⽇
建交労

軽貨物ユニオン

私たちは軽貨物⾃動⾞を⾃⼰所有し、個⼈事業主として働く軽貨物ドライバーを組織する労働組合で
す。
増え続ける宅配便需要に対応するため、この数年都市部を中⼼に新規参⼊する⼈が増えています。しか
しその⼀⽅で、廃業、転職する⼈も増えています。配達荷物数が増えているにもかかわらず、⽇給など設
定単価が改定されないなど、労働条件が悪化しているからです。
軽貨物ドライバーの多くが「フリーランス」という⾔葉に幻滅しています。
「⾃由」や「やりがい」と
いった⾔葉とはかけ離れた実態が横⾏しているのです。
私たちは今回提案される「フリーランス新法」に期待しつつも、次のような不安を感じています。
ひとつは、(1)フリーランスに業務委託を⾏う事業者の遵守事項(エ)フリーランスと取引を⾏う事業者
の禁⽌事項で⽰されている「フリーランスの責めに帰すべき理由なく」という事実をどう認定するのか
という点です。多くの事業者が AI などを導⼊し、コンピューターが配達率やクレーム数などによりドラ
イバーを評価するシステムを導⼊しています。その評価に基づき報酬の減額や契約の解除が⾏われます。
多くの場合評価の基準が明らかでなく、透明性、客観性に乏しいケースが少なくありません。
その評価に異議などがある場合、公正な⽴場で対応する専⾨⾏政機関の設置などが不可⽋だと考えま
す。フリーランスに司法判断を求める余裕はありません。
ふたつ⽬に、労働者性があるのに、⾃営業者・フリーランスとして分類される所謂「誤分類」をどう規
制するのかという点です。
軽貨物ドライバーも就労形態によっては労働者性を主張できる場合があります。労働者性を主張でき
る者にまでフリーランス新法を適⽤することは労働者としての権利を侵害するリスクが⽣まれます。新
法は独禁法、下請法といった経済法をベースに構成されているかと思います。新法に基づく書⾯契約＝
労働者性の放棄、となった場合様々な問題が考えられます。
労働者として権利が主張できる場合であっても、就労するために「誤分類」に応じざるを得ないケース
が発⽣すると思います。
「誤分類」問題を考えた場合、経済法をベースとした保護ルールだけでは限界があり、労働者性の拡⼤
など、労働法をベースとした保護ルールが必要だと考えます。
⽇本政府も採択に賛成したＩＬＯの「雇⽤関係に関する勧告(198 号)」(2006 年)に基づく⽴法措置こ
そ求められていると思います。
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