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令和３年４月２６日

小委員の異動について御報告いたします。

します。

方の行政の役割分担に関する小委員会を開会いた

○小委員長（西田実仁君） ただいまから国と地

者が無利子融資などを受け、期間終了後、返済が

ョックなど過去の金融危機におきましては、事業

ると指摘がされております。実際、リーマン・シ

をしてはいるものの、過剰債務にもつながってい

しかし、こういった資金繰り支援、倒産を抑制

タートする予定でございますけれども、その計画

ネーターとして配置していく、これもうすぐにス

行っていく、具体的な支援を行っていくコーディ

の出向者、あるいは中小企業診断士などが支援を

ど地元の企業のことをよく分かっている金融機関

りまして、百五銀行でありますとか三十三銀行な

している信用保証協会、こちらが中心の窓口とな

去る二十三日までに、清水貴之君が小委員を辞

滞り、結果的に倒産や廃業に至るケースというも

を今具体的に立てているところでございます。

承知をいたしております。

任され、その補欠として音喜多駿君が選任されま

のが多く発生しているということで深刻な問題と

─────────────

した。

和三年度の新規事業といたしまして、中小企業や

こうした点を教訓に、私の地元三重県では、令

をしっかりと本当に考えながらしてもらっている

国や地方団体それぞれ各種の支援施策ということ

苦境にあえぐ中小・小規模事業者に対しまして、

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、

○小委員長（西田実仁君） 国と地方の行政の役

小規模事業者が返済に支障を来すことがないよう

というところだと思うものの、国と地方との連携

なっていることが指摘されています。

割分担に関する件を議題とし、質疑を行います。

に、事業継続をしっかりとできるような施策とい

が不十分であったり、国と地方で同じような施策

─────────────

○吉川ゆうみ君 皆様、こんにちは。自民党、吉

うことを今検討しているところでございます。無

さて、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受

うふうに思います。

役割分担について御質問させていただきたいとい

つなど、子供たちを守るための国と地方の行政の

る事業者支援について、また、教師によるわいせ

委員会ということで、私からは、コロナ禍におけ

本日は、国と地方の行政の役割分担に関する小

営ができるようにというようなところがポイント

ていって、返済が終了した後に即座に前向きな経

途中ですね、返済の途中からしっかりと支援をし

んですけれども、この三重県の仕組みは、返済の

というのは返済後からスタートするというものな

うものを今行おうとしています。通常は経営支援

援を行う中小企業支援ネットワーク推進事業とい

利子期間終了前の早い段階から経営改善などの支

ございます。

しまわないか、そこを大変危惧しているところで

ことが起きてしまわないか、そのような差が出て

もある事業者には大変手が届かないというような

うような、そういう、ある事業者にはいいけれど

事業者にとってみたらすっぽりと抜け落ちてしま

国と地方と様々な施策を活用できるものの、ある

を行うことによって、ある事業者にとってみたら、

質疑のある方は順次御発言願います。
川ゆうみでございます。

けた事業者に対しましては、国や地方自治体ある

でございます。

子無担保の融資につきましては、令和二年度末ま

っており、例えば民間金融機関における実質無利

中小企業支援に実績があり、各金融機関とも連携

ましては全国でも大変珍しいものでございまして、

この返済前に経営支援を行うという施策につき

なって支援していくということで、望ましい国と

地域の実情を知る地方自治体や金融機関が一体と

のような施策、こちら、国が行き届かない部分を

一方で、今紹介させていただいたような三重県

いは金融機関が思い切った資金繰り支援などを行

でに約二十二兆円が執行されているということで
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いて国としてはどのようなことに留意し支援策を

れども、国と地方の連携や役割分担という点にお

三度目の緊急事態宣言ということでございますけ

このコロナ禍における中小企業支援、昨日から

でございます。また、加えまして、一部の自治体

うのを実施してきた、これはもう御案内のとおり

民間金融機関における実質無利子無担保融資とい

ましては、これは昨年の五月から、国としては、

一例を挙げますと、例えば資金繰り支援におき

援、そして迅速な御支援ということをよろしくお

今おっしゃっていただいたように、寄り添った支

合った形で、今苦しみ抜いている事業者の方々に、

承知いたしております。是非とも、本当の実態に

る間も惜しんでしていただいているということは

本当に様々御検討いただき、経産省の皆様も眠

○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。

講じてきたのか、また、これまでの経験を踏まえ、

では、実質無利子無担保融資のこの上限額を超え

願いしたいと思います。そして、地方とのしっか

おります。

今後どのような取組を行っていくのか。このなか

たもの、これについて自治体が独自に支援をして

地方の連携例であるというふうに考えております。

なか終わりが見えないコロナ禍において、苦しみ

また、今年の一月にまた再度この緊急事態宣言

りとした役割と連携ということを併せてこの小委

いる中小・小規模事業者に対して、どのように考

が飲食店等に出されたわけでありますけれども、

次に、コロナ禍における中小・小規模事業者に

いる場合等もあるようでございます。

え、そして具体的に進めているのか、経済産業副

対象が今影響になっているわけでありますけれど

関連いたしまして、現在、これはコロナが起きる

ながらもしっかりと前を向いていこうと頑張って

大臣にお伺いをさせていただければと思います。

も、この時短営業や不要不急の外出、移動のこの

前からでございますけれども、特にコロナ禍にお

員会からお願いできればというふうに思っており

○副大臣（江島潔君） この新型コロナウイルス

自粛要請というものによって相当な事業者が影響

られているのではないかと思います。

小、御地元含めての業者からのいろんな声が寄せ

門としてこられた先生にも、恐らくたくさんの中

食品や農業団体へのコンサルティング業務を御専

種、業態を問わず大きな影響を受けております。

に応じた上乗せ支援、あるいは一時支援金の対象

おりますけれども、これを活用して、地域の実情

時交付金というものをこれ国から自治体に出して

ります。また、地方公共団体からも、地方創生臨

国からも一時支援金を支給をさせていただいてお

を受けております。こういう事業者に対しては、

の支援にも貢献をしていただいておりまして、地

た商工会や商工会議所の会員以外の企業や事業者

など、これまで伴走型の支援ということをしてき

金あるいは家賃支援給付金の申請手続のサポート

しております。コロナ禍においては、持続化給付

いて商工会や商工会議所の役割というのが大変増

ます。

の感染症により、まさに様々な分野で本当に、業

国といたしましても、これは様々な支援策を取

域経済の総合支援窓口として大きな期待が寄せら

創設いたしました事業再構築補助金における認定

とならない事業者への支援を、これは国の事業等
このような、国と地方自治体、連携をしながら、

経営革新等支援機関としても、思い切った事業再

っているのはもう御案内のとおりでありますが、
るいはその実態等を勘案した制度をそれぞれにま

それぞれの役割を果たしていきながら、引き続き、

構築に意欲を有する中小企業などの事業計画策定

れているところでございます。直近では、新たに

た立ち上げていく三重県のような例もあるかと思

事業者に寄り添う形での支援を行うということを

をサポートするなど、商工会、商工会議所の役割、

を補完をする形で進めております。

います。こういうことを通じて、多層的な事業者

これからの引き続きの取組にしたいと思います。

また、それに加えて、自治体が地域の特性とかあ

の支援というものを実施をしていきたいと考えて
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産業委員会における中小企業強化法、この中にお

一方で、令和元年五月二十八日、参議院の経済

されています。

でよりその重要度が増しているということが示唆

まして、コロナの影響による事業環境の変化の中

議所を利用する頻度、これは非常に高まっており

ましても、中小・小規模事業者が商工会や商工会

最近の中小企業への、中小企業庁の調査により

知をいたしております。

ますます大きなものになっているというふうに承

の会員のやはり対応を進めているということを聞

ましたが、本当に大変な忙しさの中で、それぞれ

は役員の方といろいろ意見交換をする機会があり

してから、私も多くの商工会議所の会頭やあるい

○副大臣（江島潔君） このコロナ禍に突入しま

らについてのお話をお伺いできればと思います。

つもりなのか。もう一度経済産業副大臣からこち

応、これをどのように行い、更に強化していくお

必要なところでございますけれども、積極的な対

確保の実現に向けて、これはもう本当に予算措置

の商工会議所が中小事業者に寄り添えるための施

中小事業者、これをしっかり支えるため、またこ

この件に関しましても、引き続き、この地域の

ところでございます。

ありますけれども、このような処置も含めている

れを充実していくという、いずれも資するもので

門家の派遣、このような商工会等の支援体制、こ

指導員の資質向上のための研修の実施あるいは専

規模事業者対策推進等事業、この項目では、経営

おきまして五十三・二億円を計上しております小

○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。

をしていきたいと思います。

策、しっかりと連携を取って、国としても後押し

また、委員御指摘のこの附帯決議、これも踏ま

いております。

が指摘されています。地方交付税等を通じ、必要

えまして、地方交付税の処置に関しましては、令

きまして、商工会、商工会議所のマンパワー不足
な財源措置を講ずるように努めること、また、都

先ほど申しましたように、中小企業庁の調査で

も、今、中小・小規模事業者が頼っている、そこ

和元年の小規模事業者支援法の改正の際に、商工
会等の活動を支える自治体の商工行政費の単位費

道府県による設置定数基準の見直し等を促し、抜
本的な体制整備に努めるとともに、こうした取組

は商工会であり商工会議所であるというところで

いされているかと思うんですけれども、まだまだ

用、これを増額をしております。そうすることに

また、直接的なこの商工会等に対する支援とい

予算がしっかりと職員さんのところに回っていな

が着実に継続して実施されるよう、不断の検証を

る体制を構築すること、こちらは中小企業強化法

たしましては、これは令和二年度第二次補正予算

い、あるいは運営のために使うような予算が回っ

ございます。先ほど予算のお話ございましたけれ

の附帯決議として付されているものでございます。

におきまして九十四億円、これを計上しまして、

ていないというのが現状でございまして、この業

よって、この商工会等の支援体制を整備できるよ

政府は、このコロナ禍における商工会、商工会

これは、全国におきまして、この相談員の数にお

務が増える中において彼らがしっかりと誇りを持

実施すること、さらに、支援能力向上のための研

議所の役割、これをどのように認識し、取組を行

いて一千名以上を配置をすることにつながってお

って充実した支援をできるように、更なる充実、

ども、現場をお伺いすると、恐らく副大臣もお伺

っているのか。また、先ほど御紹介申し上げまし

ります。このような形で、それぞれの商工会議所

予算の充実化を含めて支援策をお願いしたいとい

うな処置を講じているところでございます。

た附帯決議を踏まえまして、どのような協議や取

の相談体制を強化をしているところでございます。

修を実施し、小規模事業者支援を十分に実施でき

組を実施してきたのか。また、今後の支援体制強

また、加えまして、今度、令和三年度の予算に

うふうに思います。

化に資する経営指導員の充実や職員のマンパワー
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の項目は性的虐待でございます。その中で、優越

を進めてまいりました。その児童虐待の中の一つ

万女性党員、自民党女性党員の皆様とともに取組

において、児童虐待防止について、全国の約四十

ります。女性局では、平成二十二年より十年以上

育委員会が任命権者だからという理由において処

す。一方で、国においても、公立学校の教員は教

念ながら少なかったというふうにも思っておりま

処理をされ、積極的な対応が講じられることが残

が発覚しても、個別の教員の不祥事ということで

従来、各教育委員会では、教員のわいせつ行為

これは尊重しつつも、教員のわいせつ行為への対

ります。そうであると、教育委員会への任命権、

そして、子供の人権を守る最終的な責任は国にあ

る重大な人権侵害であり、魂の殺人でもあります。

の不祥事で済まされるものではなく、子供に対す

教師のわいせつ行為、これは単なる個別の教員

れているというのではないかというふうに思って

的な立場を利用し、児童生徒に対してわいせつ行

理をされまして、積極的な対策が講じられること

応はしっかりと国が責任を持って実施するんだと

ことを考えております。

為を行う教師のわいせつ行為の対応についてお伺

が少なかったのではないかというふうに思います。

いうような強い覚悟を持って原則懲戒処分、懲戒

次に、現在、私は自民党の女性局長を務めてお

いをいたします。

その結果、例えば処分歴を隠して別の地域で採

おります。

文部科学省では、昨年末の法案提出の断念を受

でも、イギリスのＤＢＳのような仕組みを早急に

免職処分とすることの徹底を始め、国がリーダー

る期間の間、ずっとそれが消えることがないとい

つくる必要があると考えまして、先般も官邸にそ

用されるのを防ぐために、昨年の九月、文科省は、

りますとか、採用希望者の経歴を十分に確認して、

うか、隠すことができないような措置をとりまし

れを申入れをしたところでございます。我が党の

けまして、法改正を伴わない形で教員のわいせつ

過去のわいせつ行為の処分を隠したまま再度採用

たけれども、このわいせつ行為で懲戒免職になっ

中では、行政改革本部、そして私ども女性局の中

シップを発揮していく必要があると思いますけれ

することをしないということなどを求めておりま

た教師が別の県でまた同じ行為を行うということ

でもそういった取組を行っております。

児童生徒に対するわいせつ行為などで懲戒免職に

す。

が、その都道府県が掲載を、自治体が掲載をしな

この日本版ＤＢＳのような仕組みの導入につい

行為への対応を進めていただいているところです。

こうした取組は、教師のわいせつ行為を防ぐと

かったがために実際に起きてしまっているという

てもどのようにお考えか、併せて御見解をお伺い

ども、この見解を伺うとともに、この子供へのわ

いう上では大変有効ではありますが、一方で、通

残念な現状がございます。子供たちにとって悲劇

いたします。

なった教員のデータ、これを検索できる期間を三

知を発出するタイミングがこれは私は遅かったの

を止めることができない、そういった教師が野放

○副大臣（丹羽秀樹君） お答えさせていただき

今月には、教育委員会に対し、ＳＮＳによる私的

ではないかというふうにも思います。この背景に

しのまま、また教師として働くという現状です。

いせつ行為に対しましては、今、我が自民党の中

は、教員のわいせつ行為の対応、これまで文部科

文科省と各教育委員会のいずれもが、教師のわ

吉川先生お察しのとおり、児童生徒を守り育て

年から四十年に長くすることによって、教員であ

学省と各教育委員会の間で、国と地方の役割分担

いせつ行為への対応についてイニシアチブをある

る立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行

なやり取りの禁止の明確化など予防的な取組であ

の中ではざまに陥ってしまっていたのではないか、

いは発揮できていない、その結果として対応が遅

ます。

はざまに落ちてしまっていたのではないかという
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また、委員のお話のございました自民党の方で

おいてしっかりと役割を果たせるような、人的あ

ていただき、地方が、地方行政が役割を果たすに

らない、しかし一方で、その負荷は増えている。

文部科学省におきましては、従前から繰り返し

まとめられた日本版ＤＢＳの件につきまして、仕

るいは財政的な、あるいは仕組み的な支援という

に向けた取組を一層徹底するよう指導等をしてま

指導等をしてきましたとおり、児童生徒に対する

組みの創設につきましては、自民党行政改革推進

ことをしていただければと思いますとともに、こ

為を行うということは断じてあってはならないこ

わいせつ行為を行った教員については原則として

本部縦割り行政の打破に関するＰＴにおきまして

れからデジタル庁の議論が進める中において、結

このジレンマというものをしっかりと国の方で見

懲戒免職とするなど、厳正に処分を行う必要があ

中間提言が取りまとめられたというふうに認識い

愛ちゃんの事件もございました、自治体を超える、

いりたいというふうに思っております。

ると考えております。その指導の結果といたしま

たしております。仮にこのような仕組みが実現す

とだと認識いたしております。

して、昨年九月時点で、全ての都道府県・指定都

あるいは、自治体とあるいは民間団体との連携、

のデジタル庁の議論の中でもしっかりと進めてい

れば、子供を守る観点から大変有用であるという
文部科学省といたしましても、引き続きこうし

ただきまして、この児童虐待につきましても、地

市教育委員会の懲戒処分基準においてその旨の規
また、そのほかにも、教員によるわいせつ行為

た動向を注視しながら、この問題に対する政府全

方行政が大変な負荷を受けることなく、しかしし

あるいは国と地方自治体との連携ということをこ

の防止のために必要となる取組につきましては、

体の検討に積極的に協力していきたいと考えてお

っかりとこの虐待を防止できるような仕組み、こ

ふうに考えております。

教育委員会に委ねるのではなく、例えば、児童生

ります。

定が整備されたところでもあります。

徒とＳＮＳ等により私的なやり取りはしてはなら

ＤＢＳにつきましては、教師だけではなく、保

ちらも厚生労働省さんの方で是非ともお願いいた

る密室状態の回避等の予防的な取組等の強化、さ

育士でありますとかシッター、あるいはスポーツ

○吉川ゆうみ君 ありがとうございます。

らに、採用希望者の経歴等を十分に確認し、適切

クラブ、様々な子供に係る全ての方たち、人たち

○森屋隆君 立憲・社民共同会派の森屋隆でござ

ないことの明確化、また、執務環境の見直しによ

な採用判断を行うことなどにつきましても通知に

に対してしっかりとそこをチェックをしていく、

います。この委員会で質問は初めてということで、

したいということをお願いし、私の質問を終わり

明記いたしまして、各教育委員会に対応を求めて

その体制を一刻も早くつくっていただきたいとい

今日は、国と地方の行政の役割についてお聞き

ありがとうございました。

ます。

いるところでもございます。

よろしくお願いしたいと思います。
申し訳ございません、厚生労働省さんに児童虐

うふうに思っております。

教員のわいせつ行為につきましては、文部科学
省としても強い思いを持って対応すべきだと考え

この児童虐待につきましても、大変今地方の行

をしたいと思います。よろしくお願いをいたしま

として一番身近な路線バスについて今日はお伺い

をしたいと思いますし、また、特に地域公共交通

つ行為の被害から守るため、実効性のある対策を

政の負荷が大きくなっている中において、しっか

す。

待のお話をお伺いしたかったんですけれども。

総合的に検討し実施するとともに、あらゆる機会

りとこの虐待についても対応していかなければな

ており、今後とも、子供たちを教員によるわいせ

を捉えて、各教育委員会がわいせつ行為等の防止
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先生方も通学、通勤で一度は利用したことがある

この路線バスというのは、通学、通勤、委員の
支えるインフラとして極めて公共性の高い役割を

地域住民の日常生活や我が国の経済産業活動を

○政府参考人（金井昭彦君） お答えいたします。

次の補正で三百五億円ということで、コロナの中

六億円を計上していただき、そして補正で、第三

令和二年の予算、三年度予算ということで二百

○森屋隆君 ありがとうございます。

と思いますし、誰もが一番身近な公共交通として

担っております公共交通を取り巻く環境は、多く

っていますけれども、少しこの地域公共交通確保

乗り物だと、こういうふうに思います。この路線

こうした中、委員御指摘のように、地方公共団

維持改善事業の予算の推移を見ますと、ここ数年

で補正で三百五億円積んでいただいたということ

体におきましては、乗り合いバスを始めとする地

やっぱり二百億前後かなというふうに感じており

の地域におきまして、コロナ禍以前から人口減少

原因は、御承知のとおりでありますけれども、

域の公共交通の維持のため、財政的な支援を増加

ます。二〇一一年度には三百五億円を予算として

バスが今なくなりつつあるということで、今日は

人口減少、そして少子高齢化、社会情勢の変化、

していただいているものと承知してございます。

出しておるのが、約百億円ほど予算が実際には減

で、これ活用していきたいと、こういうふうに思

そして先ほどもありましたけれども、この一年も

国土交通省におきましても、地域公共交通確保

ってきているのかなと、こんなふうに感じている

等によりまして厳しさを増しております。

う二か月になりますかね、コロナ禍ということで、

維持改善事業としまして、幹線バス、コミュニテ

ところでございます。

委員の先生方も含めて一緒にお考えをいただけれ

これが追い打ちを掛けまして、この長期化、コロ

ィーバス等の地域の生活交通の運行の確保のため

この路線バスについて、基礎自治体における乗り

そこで、お伺いをしたいと思いますけれども、

止あるいは減便になっています。

スが、それぞれ全国の路線バスが全国で大幅に廃

まして、今年の春のダイヤ改正では、この路線バ

三百五億円を計上しておりまして、十五か月予算

して、令和二年度第三次補正予算におきまして約

等の運行維持や感染症防止対策の強化等につきま

る厳しい状況を踏まえまして、地域のバス、鉄道

でございます。さらに、特に現下のコロナ禍によ

おきましては約二百六億円を計上しているところ

うのはどういったことなのか、またその役割、こ

この中で、私は、この地域公共交通の公共とい

ります。

推奨しておりますから、減少傾向にあるわけであ

密にならないように、あるいはテレワークなども

ありますし、そして、このコロナ禍でなかなか、

とで社会を支える一番重要なある意味移動手段で

ばと思っています。

ナの長期化が追い打ちを掛けまして更に厳しい状

の支援を行ってございまして、令和三年度予算に

合い路線バスに対する単独補助金の負担、これが

の考え方の下、手厚い支援を行うこととしてござ

今、公共交通がエッセンシャルワークというこ

況になっています。そして、そんな状況を反映し

年々大きくなっているわけでありますけれども、

の辺について御説明、お答えをいただきたいと思
今後とも、各地域におきまして持続的な地域公

○政府参考人（金井昭彦君） お答えいたします。

います。

と、こんなふうに思います。この地域公共交通を

共交通の確保が図られるよう、引き続き地方公共

地域公共交通のいわゆる公共についてでござい

他方で国の補助金というのは少し横ばいなのかな
守るためにはこの国の補助金を更に拡充していく

団体と連携して取り組んでまいりたいと考えてご

います。

必要性があるかと思いますけれども、いかがでし

ざいます。

ますけれども、明確な定義はございませんけれど

ょうか。
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ているところでございます。

て利用できる運送サービスと、このように理解し

を支えるインフラとして誰もが一定の対価を伴っ

も、私ども、地域住民の日常生活や経済産業活動

いずれの場合も原則は独立採算ということで、各

する企業ということでございます。公営、民営、

福祉の増進を目的として条例により設置し、経営

営企業法に基づきまして、地方公共団体が住民の

委員御指摘のその公営につきましては、地方公

ことでありますけど、まずは密にならないように

このコロナでどういうふうに変わったんだという

ただいておりますけれども、お話を聞きますと、

る担い手の方からいろいろ聞いて、傍聴もしてい

そして、今日、実は地域の公共交通を支えてい

共だと思っています。そして、特に中山間地、地

れる。日本全国がそういうことですから、当然公

東京の人と同じ料金で同じサービスを当然受けら

い役割を担っていただいていると、このように認

業活動を支えるインフラとして極めて公共性の高

公共交通は地域住民の日常生活や我が国の経済産

公営、民営、いずれの企業形態を取るにせよ、

ます。独立採算制がもう特に取れない地方、中山

損失が出ているのも実際御承知のとおりだと思い

ぱり便数は出していくと。そして、やはり大きな

いうことで、乗っていないんですけれども、やっ

にあってもやはり便数は余り減らせないだろうと

るというふうに聞いています。

○森屋隆君 ありがとうございます。

事業法に基づく事業許可を受けているところでご

ということで、なかなか採算性が取れないところ

誰もが利用できるということで、確かにこの東
ざいます。

方を中心にする中山間地というのは、やっぱり先

識してございます。

京の公共交通も、北海道や九州や沖縄から来ても

ほど言ったように人口が減っていますし、その中

間地では更にそういう状況が続いています。

そして、民間の公共交通の担い手というのは、

○森屋隆君 ありがとうございます。
公営にしろ民営にしろ、基本的には独立採算制

で、そこに住んでいる人の移動の手段としてやっ
ぱり必要だということもあります。

そんな中で、公営も、実は公営の公共交通に携

てもらっています。この百貨店も、要は鉄道のグ

もやはり開けるのはよそうということで協力もし

もう先生方も御承知のとおり、鉄道関係のグルー

んだろうなと思う。大変、その板挟みというか、

わる労働者の方にお話を聞きますと、やはり公営

ループ会社が割と多い。あるいはホテルもそうで

という考え方なんだということかなと思いますし、

厳しい状況が続いていますし、地域の行政も判断

でも当然、先ほど申し上げたように、高齢化が進

ございまして、そういったグループの中で、全体

今、コロナの中で、外出ができない中で移動は

がなかなか難しい状況が続いているんだろうと思

んでいる中で様々な、民生費というんですかね、

的にホテルだとか百貨店だとかあるいはその鉄道、

プ会社が日本の場合は割と多うございまして、昨

います。

そういったものがやっぱり負担が大きくなってい

バス、これが今コロナの中で厳しい状況になって

地域の公共交通の在り方は地域が決めていくんだ

そこで、もう一つお聞きしたいのは、この公共

る中で、やっぱり公共交通に対する予算というの

います。

減っている、しかし、公共ということであります

交通も、民間の経営する公共交通と公営の公共交

がどうしてもなかなか出せない。そういった状況

これ、国交省の資料で出してもらったものであ

日から発出された緊急事態宣言でも、百貨店など

通が当然あるわけでありますけれども、この違い

の中で、公営であっても、民間へ管理の受委託な

ります。見ますと、路線バス、昨年の四月から五

ということも承知をしています。

というのはどういったところにあるんでしょうか。

どをして支えているような状況も公営の中でもあ

から、全てを止めるということには当然ならない

○政府参考人（金井昭彦君） お答えいたします。
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下がったと。そして、貸切りについては、ほぼ動

ら五月には七九・五％から八五・五％輸送人員が

ん一緒に運営していますから、高速バスが四月か

ざいます。そして、高速バス、これもバス会社さ

手の鉄道も三割ほど戻っていないということでご

ている、現在も三割ほど戻っていない。これ、大

うことでございまして、二回目でも約三割が減っ

から五〇％輸送人員が減ってしまったと、こうい

したこの中央の都心部、東京や大阪や名古屋、こ

ろが今赤字転落するわけですから、その赤字転落

し上げましたように、中央の電鉄大手というとこ

じかと思います。こういったところが、先ほど申

から、どういう地域状況かということもよく御存

もよく私の地元の方にも来ていただいております

東京でも西多摩地区、もう政務官も、大臣政務官

らよくお聞きしていただいておると思いますし、

政務官も、私はいつもこの主張をしていますか

思います。

で先生方も本当に目の当たりにしているのかなと

域の交通がどんどんなくなっている。これ、全国

ないですけれども有償旅客事業みたいな形で、地

デマンドバスになる、そして最後は、ＮＰＯでは

ミュニティーバスになる、コミュニティーバスも

ていると思うんです。路線バスが廃止をされてコ

ていく、基礎自治体任せにもうできない状況に来

国民の移動、この暮らしですよね、これを守っ

日大臣政務官に最後ここはお聞きをして、本当に

いていない状況でありますからゼロという。こう

この移動というのはなくなることはないです。ま

御出席いただいております。

いったものを、総合的な収入を赤字のところにや

あ、あり得ませんよね。ないんですけれども、こ

今の状況、そして三回目のコロナという、長期化

月、一回目の緊急事態宣言のときには四七・七％

っぱり補填をしながら運行してきたというのが路

こで大きな痛手が出た場合にその痛手をどこで回

というコロナの中で、これまで以上の国の役割、

力強い答弁をいただきたいところであります。

線バスの実態なんですけれども、それがなかなか

収するかといったら、なかなか収益率が上がらな

コロナが長期化した場合に、公共交通が崩壊して

の場所でも質問に立たせていただきました。この

昨年の四月の七日に、国土交通委員会の委員会

す。

共交通などだというふうな指摘が出されておりま

活が崩壊する場合があると、これは特に地域の公

そのことによって産業が消滅した場合、地域の生

と思いますけれども、人の移動を抑制した場合、

六日の第百六十三回の職業安定分科会での指摘か

こういった指摘もございます。これ、四月の十

化あるいは交通弱者の方は、この地域の一番身近

持が難しい。しかし、先ほど言ったように、高齢

れています。小規模自治体ほど地域公共交通の維

ていったらいいんだろうと、この状況に今立たさ

地域の事業者あるいは地域行政の方々も、どうし

とで出されました。限界がそろそろ来ていると、

うことで、東京、大阪、兵庫そして京都というこ

れ全国規模ではないですけれども、十七日間とい

いよいよ昨日、第三度目の緊急事態宣言が、こ

こういう連鎖がどうしても出てしまうと思います。

いところをやっぱり切っていくしかないという、

上げます。

めて、この場をお借りしまして心より御礼を申し

聴にいらっしゃっているということで、本当に改

うございます。また、本日はバス事業の方々も傍

交通省に御提言をいただきまして、誠にありがと

業を始め、地域公共交通の課題に対しまして国土

森屋委員におかれましては、日頃より、バス事

ます。

○大臣政務官（朝日健太郎君） お答え申し上げ

れども、朝日大臣政務官、御答弁をお願いしたい

責任を果たすことが求められていると思いますけ

国交省として、あるいは国として、政府として、

できない状況になってきています。

しまう、国土交通省の更なるバックアップをお願

な乗り合いバスが本当に必要になっています。朝

と思います。よろしくお願いします。

いするということで、今日は朝日大臣政務官にも
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を始めとする公共交通サービスの需要が減少して

人口減少や少子高齢化の進展によりまして、バス

現在、多くの地域では、委員御指摘のとおり、

につきましても、財政面でしっかりと支援をする

また、地方自治体におけるマスタープランの策定

にも御尽力いただいているところでございます。

事例の横展開などをしまして、地方自治体の皆様

た指摘をする中で、政府もやはりそこに手を差し

がしっかりあったと、この委員会の中でそういっ

ますから、来年の一年たった中でやはり公共交通

返しになりますけれども、そういった状況があり

今後とも、各地域におきまして持続的な地域公

そして、貸切りの方も動いていない状況ですけ

おりまして、大変厳しい状況にあると我々も認識

共交通の確保が図られるよう、引き続き、国土交

れども、これも国交省の皆さんのお力で横展開を

伸べてくれたと、こういったことになっていただ

の返納が年々増加をしておりまして、その受皿と

通省はしっかりと力を挙げて地方公共団体と連携

していただいて、ワクチン接種の、車両自体を、

こととしております。

して移動手段を改めて確保することが重要な課題

をして取り組んでいく覚悟でございます。

観光バスの車両自体をワクチン接種にしてもらっ

をしております。また、高齢者の方々の運転免許

となっております。

○森屋隆君 朝日大臣政務官、ありがとうござい

たりとか、そういったこともいろいろ使い勝手と

して、地域の中で工夫しながら、地域の路線バス

きたいと私は思っているところでございます。

におきまして地域公共交通活性化再生法を改正を
ます。

そういったガイドラインを、分かりやすいガイ

こうした状況を踏まえまして、昨年の通常国会
いたしました。地域の移動ニーズを把握する立場
にある各市町村等が中心になりまして、それぞれ

を守っていくために総合的な合わせ技で行ってい

いずれにしましても、このバスの名前の由来と

ドラインを地方行政に出していただいて、あるい
ら地方臨時創生交付金、臨時交付金を、使い方を、

いうのは、もう御承知のとおりかと思いますけれ

の地域の実情を踏まえつつ、地域公共交通に関す
サービスの維持確保を図ることを促すこととして

こういった地域ではこういった使い方をしている、

ども、オムニバスというラテン語だそうでして、

ると、こういうふうに聞いています。

おります。

こういった地域ではこういった公共交通にこうい

全ての人のために、あるいは包括的なという意味

は今回、この長引くコロナ禍でも国交省の方々か

しかし、こうした取組に当たりましては、委員

った使い方をしていると、まあ横展開もしていた

るマスタープランの策定等を通じまして公共交通

が御指摘のとおり、地方公共団体における人材面

い状況にはありますけれども、ますます重要視が、

でございます。この日本の中で、地域の中で、社
しかしながら、何度も繰り返しになって大変恐

高まっていることを述べさせていただきまして、

だいていますし、そういった面では本当に有り難

て、地方公共団体へのノウハウ面での支援として、

縮ではありますけれども、やはり今回のコロナ、

私からの質問を終えたいと思います。

や、また体制面、財政面での課題があると我々も

国土交通大学校における地方公共団体職員などに

これが相当のインパクトがあり、まだ出口も見え

会そして経済を支えてきたこの路線バスを、厳し

対する研修を実施したり、地方公共交通に関する

ない、まあワクチンに期待するところではありま

○竹内真二君 公明党の竹内真二です。御質問の

く思っています。

マスタープラン作成のための分かりやすいガイド

すけれども、そして、それぞれの地域、特に中山

機会をいただきましたことに心より感謝を申し上

認識をしておりまして、その課題解決に向けまし

ラインを作成し、御提示をしております。また、

間地を含めてもう限界に来ている、先ほど、繰り

ありがとうございました。

地方運輸局が開催するセミナーでの各地での優良
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げます。

味深いものでありまして、テーマによっては大変

がら、徹底的に利用者目線でデジタル改革を進め、

国民の皆様の生の声を聞くことができ、更にユ

○竹内真二君 今、内閣官房の方から概要等につ

国民の利便性向上を実現してまいりたいと考えて

本小委員会では、国と地方の行政の役割分担を

ーザー同士で議論が深まることで、まさにアイデ

いて答弁をいただきました。このデジタル改革ア

示唆に富む内容となっております。

テーマにこれまで調査が進められ、私も、特に地

アの宝庫になるのではないかと思います。加えて、

イデアボックスなんですけれども、一部マスコミ

その上で、早速質問に入らせていただきます。

方自治体の負担軽減という切り口から計画や通知、

ここで得られたアイデアや情報を政府としてしっ

等でも話題になったこともありましたけれども、

おります。

窓口業務などについて取り上げてまいりました。

かりと生かしていくことが大変に重要であると思

ました厚生労働省と地方自治体の共同ポータルサ

また、先日の行政監視委員会でも、本小委員会と

そこで、改めまして、このデジタル改革アイデ

イト、ＯｎｅＰｕｂｌｉｃに関するものと思われ

この中には、私が先日の小委員会で紹介をいたし

アボックスの概要と、まずそこに寄せられたアイ

る投稿もありました。昨年十一月下旬頃に最初の

います。

デア、意見への対応状況について、内閣官房にお

投稿があったんですけれども。

同様のテーマで参考人質疑が行われました。三名

伺いをいたします。

の参考人の方々から様々な御意見を頂戴し、活発

おける議論なども踏まえながら、地方自治体の負

○政府参考人（冨安泰一郎君） お答えいたしま
デジタル改革アイデアボックスは、デジタル改

トです。通知や事務連絡の一斉発信や検索ができ

化や業務の効率化のために作られたポータルサイ

労働省と地方自治体のコミュニケーションの円滑

革に係るアイデアや御意見をウエブ上で広く募集

るということで、先日、この小委員会でも紹介を

本日は、これまでの質疑や先日の参考人質疑に

な議論がなされたところであります。

担軽減のためのデジタル化推進、特に地方自治体
す。

元々このＯｎｅＰｕｂｌｉｃというのは、厚生

を始めとするシステムの利用者の視点の重要性に

し、政策立案に生かすためのツールであり、昨年

させていただきました。

ついて質疑をさせていただきたいと考えておりま
初めに、政府は、昨年の十月からインターネッ

十月の設置以来、ユーザーによる積極的な意見提

意見の投稿ができ、さらには他の意見に対する賛

これは、ユーザー登録をすることでアイデアや

意見を募集していると承知をしているところです。

アの実現に向けた政策とひも付けることとし、そ

のでございますけど、アイデアを中心に、アイデ

うち特に人気が高かった、まあ賛成が多かったも

アイデアボックスでは、投稿されたアイデアの

意見の中では指摘をされています。

アカウント数の不足などといった課題もこうした

たシステムの必要性、あるいは自治体への割当て

ステムとの機能の重複、あるいは全府省を統一し

見ますと、ＯｎｅＰｕｂｌｉｃに関して、既存シ

す。
ト上にデジタル改革アイデアボックスを開設し、

出や議論を行っていただいております。

成、反対の投票やコメントなどができるというも

の政策の検討過程や進捗状況を公表しているとこ

しかし、先ほどのアイデアボックスでの投稿を

国民の皆様からデジタル改革に関するアイデア、

のです。実際にサイトを見てみますと、様々な意

のリアルな声として捉えられるのではないかと考

こうした指摘というのは、まさに自治体側から

ろでございます。
引き続き、国民の皆様の声を真摯に受け止めな

見が投稿されています。投票やコメントによって
議論が深まっていくその様子というのは非常に興
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まず、今御指摘のあった要望については見てい

○政府参考人（度山徹君） お答え申し上げます。

と思います。

見を聞く機会の有無についてもお聞かせ願いたい

Ｐｕｂｌｉｃの構築、運用において自治体側の意

いるか、お聞きしたいと思います。また、Ｏｎｅ

えますが、厚生労働省はこうした意見を認識して

ので、あれば乗っかったかもしれませんけど、な

ませんけれども、そこはそういうものがなかった

一したシステムというか、ありゃいいのかもしれ

いう次第でございます。もちろん、全政府的に統

ものはなかったので自分たちでつくったと、こう

すけれども、実際問題として政府部内でそういう

ろいろ既存システムの重複も御指摘はされていま

なという、そういうことから考えて、それで、い

せ機能のほかに、自治体との意見交換ができる掲

このＯｎｅＰｕｂｌｉｃには、通知等のお知ら

すので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ム、運用の改善に努力していただきたいと思いま

と伺っていますので、引き続き、こうしたシステ

システムを運用させて、既に改善等もされている

ただ、その中でも、こういう形でつくられて、

ましたので、それが望ましいと思います。

ます。その上で、我々、地方自治体との関係では、

示板機能と自治体に対するアンケート機能があり

鹿児島県大和村長の伊集院幼参考人から、国から

かったのでそういうことに対応したということで
あと、アカウントの数に関しては、基本的には

の自治体に対する調査やアンケートが膨大で負担

本格運用は今年からなんですけれども、その前に
けなんですが、その際に地方自治体側からもいろ

標準的なお仕事いただいている課の数に対応する

になっているとの意見も表明をされておりました。

ます。昨年の行政監視委員会の参考人質疑では、

んな改善の御要望をいただきました。全てにお応

形で割当てをしていますが、やっぱり市町村によ

国と地方の協議の場においても、地方六団体から

す。

えできたわけではありません、今いろんな制約が

っては課の数が多かったり少なかったりというこ

準備の整ったところから試行運用はしていったわ

ありますので。ただ、できるものについては、そ

っていまして、非常に、今までやっぱり連絡や通

の関係というのは多くの業務が市町村が担当にな

れども、我々としてはやっぱり、特に保健や福祉

いろいろ今御紹介いただいた点についてですけ

は続けてまいりたいと思います。

とは必要かと思っていますし、今後ともその努力

より使い勝手のいいものに改善していくというこ

ムですから、いろんな改善要望をいただきながら

そういうことも含めまして、いろいろ、システ

複というものがあるんではないかということも指

調査、照会を行う一斉調査システムとの機能の重

この自治体に対するアンケートに関して総務省が

一方で、デジタル改革アイデアボックスでは、

減を図ることがより一層期待をされています。

のこのアンケート機能を活用し、自治体の負担軽

同様の意見というのが出されています。こうした

知を行う上でも、都道府県を経由したりとか非常

○竹内真二君 今の御答弁の中でも全省庁的なこ

摘をされております。

とで足りないというお声をいただいているのも事

にタイムロスがあったということですとか、ある

ういうシステムがあった方がいいというような御

そこで、この総務省の一斉調査システムの概要

ういう御意見も踏まえるような形で開発をしてき

いはいろんな現場の方々が疑問を持たれたことに

表明もありましたけれども、私も、やはりそうし

や運用状況について、総務省からお伺いをしたい

地方の声に応えるためにも、ＯｎｅＰｕｂｌｉｃ

ついて、必ずしもコミュニケーションが円滑では

た統一的なものがあれば、やはりこのアイデアボ

と思います。

実です。

なかったというようなことで、そういう業務上の

ックスでの意見でもそのようなものも見受けられ

ました。

課題を解決できるシステムをやっぱりつくりたい
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月より運用を開始しております。

とを目的といたしておりまして、平成二十六年一

を対象とした調査・照会業務等を円滑に進めるこ

総務省の一斉調査システムは、全国の自治体等

と国の政府の職員とがデジタル改革に関する情報

ムといった取組もあります。これは、自治体職員

ては内閣官房のデジタル改革共創プラットフォー

が備わっていますが、自治体との意見交換に関し

ｃには自治体との意見交換の場として掲示板機能

次になりますけれども、このＯｎｅＰｕｂｌｉ

暗号化・自動送付機能の廃止の意見などにつきま

すけれども、いわゆるＰＰＡＰ、パスワード自動

するに賛成が多かった意見ということでございま

す。例えば、人気の高かった、人気というのは要

ども、関連する省庁と連携をさせてやっておりま

テムに関する意見につきましてでございますけれ

アイデアボックスに寄せられました各府省シス

す。

本システムは、サーバーの中に通知や調査様式

提供や意見交換を行うために設けられました。そ

しては、これは他省庁にもその廃止を呼びかけて

も強く持っております。

を登録いたしますと、あらかじめ登録をされた自

れぞれ目的や対象が違うことなどは理解ができま

いるところでございます。また、内閣府の政策で

○政府参考人（大村慎一君） お答えをいたしま

治体の担当者の皆様にメールが届きましたよとい

す。様々な取組の中でより良い手法が見出される

す。

うお知らせメールが自動配信されまして、当該自

機能などにつきまして国民のアイデア、意見を募

ございますけれども、マイナポータルのデザイン

しかし、やはり自治体の側から見ると、機能の

っております。これも、政策に反映するなどの取

ことも期待をされているところです。
重複を感じたり、それぞれのポータルサイトを確

治体担当者はサーバー内で通知のダウンロードや
調査の回答入力ができるという仕組みとなってお
ります。

組を行わせていただいているところでございます。

こうしたいただいた意見につきまして、また関

認するといった手間が発生する、そういうおそれ
もやはりあります。そうした現状を踏まえると、

運用状況についてでございますけれども、自治
体の人事担当、財政担当、地域活性化担当などを

係府省とも連携を図りながらしっかりと改革を進

前回の小委員会では、複数の委員の方々から国

今後、デジタル庁が主導して、各府省のシステム

その上で、内閣官房にお伺いいたしますが、こ

から自治体への通知の在り方について質疑をされ、

宛先として、令和二年度におきましては年間約千

のデジタル改革アイデアボックスに寄せられた他

先日の行政監視委員会の参考人質疑でも、日本大

めてまいりたいと思います。

○竹内真二君 今、年間千三百件程度という数字

の府省のシステムに関する意見について、当該府

学准教授の鈴木秀洋参考人から通知に関する課題

の間における機能の重複整理、調整というものは

もありましたけれども、大変活用されていると思

省への伝達などといった対応というのは行われて

について言及があったところです。また、先ほど

三百件程度の通知及び調査等において活用されて

うんですね。双方にとってこれ効率化という意味

いるのでしょうか。また、各府省とはどのような

紹介しましたデジタル改革アイデアボックスでは、

○竹内真二君 本当、よろしくお願いいたします。

でも大変有意な取組だと私も思いますので、ただ、

連携を取っておられるのかについてもお聞きした

県を経由した通知の伝達について、タイムロスが

やはり必要があるんではないかと考えます。

政府全体とするとやはり重複というものがあるよ

いと思います。

発生するとして、国の通知を参照できるサイトの

いるところでございます。

うにも見受けられますので、その辺はやはり少し

○政府参考人（冨安泰一郎君） お答えいたしま

以上です。

今後考えていかなくてはいけないかなという思い
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各府省のホームページに必ず掲載されるものでも

現在、通知や事務連絡は、官報に掲載されず、
の視点の重要性が挙げられます。

通する考え方として、自治体を始めとする利用者

いりました政府のシステムや通知の伝達方法に共

りたいと思いますけれども、これまで話をしてま

きる政府のポータルサイトということになってお

それからパブリックコメントなどを行うことがで

ざいます。これは、利用者がいつでも電子申請、

これは総務省が整備、運用を行っているものでご

構築を求めるといった意見も見られました。

ないため、網羅的に調べることや検索をすること

その重要性や情報共有、周知の必要性を十分に踏

はなっておりません。通知や事務連絡については、

ブページが存在をしていますが、網羅的なものに

ば総務省では、主な通知、通達が検索できるウエ

合窓口、ｅガバメントという意味でｅ―Ｇｏｖと

が想定されておりまして、総務省の電子政府の総

す。特に内閣官房や総務省がその中心になること

ビスデザイン思考の導入、展開をうたっておりま

利用者の視点や継続的な改善などを重視するサー

把握し、機能の拡充を図ったところでございます。

階から利用者に参画いただくことによりニーズを

リニューアルに際しまして、企画や設計開発の段

ユーザーエクスペリエンスを提供するため、昨年、

思考に基づきまして、利用者に便利で使いやすい

ｅ―Ｇｏｖにおきましては、サービスデザイン

ります。

まえて、やはり誰でもアクセスができるように、

通称で呼ばれておりますけれども、その刷新にお

具体的には、多数の申請を行った際の進捗管理

政府は、デジタルガバメントの推進に当たって、

各府省のウエブサイトなどにおいてできれば網羅

いてはこのサービスデザインを重視した取組がな

はできません。各府省の取組も様々であり、例え

的に公表をして透明性や実効性の確保を図るべき

されたと、このように承知しております。

が難しいという意見を踏まえまして、申請の処理

と考えます。

やはり更なる公表によって行政活動の透明性や実

これはどうしてかといいますと、通知、通達の

の点についてもよろしくお願い申し上げます。

ないでしょうか。これは要望にとどめますが、こ

数というのをもっともっと増やしていくべきでは

したいのですが、この通知、通達コーナーの掲載

中心の考え方とそれからデジタル技術の活用を組

サービスデザイン思考につきましては、利用者

○政府参考人（横田信孝君） お答えいたします。

す。

ける具体的な取組についてお伺いしたいと思いま

と、電子政府の総合窓口、ｅ―Ｇｏｖの刷新にお

バメント推進におけるサービスデザインの考え方

高い行政サービスの提供を進めていくということ

今後も、このｅ―Ｇｏｖを通じたより利便性の

様の整備、公開を行ったというような取組を行っ

というような要望を踏まえまして、新たな連携仕

用されている技術標準に沿った仕様にしてほしい

連携するソフトウエアを開発する際、より広く利

の整備、それからまた、民間企業がｅ―Ｇｏｖと

状況を確認できる機能を有する専用のマイページ

効性の向上を図るだけではなくて、それによって

み合わせるということによりまして、利用者と提

に合わせまして、こういったサービスデザイン思

そこで、総務省にお聞きしますが、デジタルガ

情報が蓄積されていけば、やはり記録や研究など

供者双方のコストを低減しながら、利用者にとっ

考の先行的な取組を行った経験を基にしまして、

これ、是非とも総務省にそこで率先してお願い

のための公共財的価値というものも見出されてい

ての価値を最大化するものというように理解して

サービスデザイン思考の普及促進に貢献してまい

りたいというように考えているところでございま

てきたところでございます。

くのではないかと、そういう期待も込めて、こう

おるところでございます。
御質問ございましたｅ―Ｇｏｖにつきましては、

した取組を行っていただきたいと思います。
続いて、もう一つのサービスデザインの方に移
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達のコーナーにはコロナ関連は載っていないんで

けて掲載をしているんですね。しかし、通知、通

コロナウイルス関連の通知などは特設ページを設

なんですけれども、ウエブサイト上、現在、新型

ーナー、先ほど紹介しましたけれども、その改善

て、総務省のウエブサイト上にある通知、通達コ

い点なんですけれども、もう一つ要望がありまし

○竹内真二君 とともに、総務省には、少し細か

す。

○政府参考人（冨安泰一郎君） お答えいたしま

ます。

今後の取組方針について、最後、お伺いをいたし

いくべきと考えますけれども、内閣官房の認識と

とした利用者の視点を重視し、今後も取り組んで

ステムの構築や改善について、地方自治体を始め

もございました。デジタルガバメント推進や各シ

の声をしっかりと反映することが重要という発言

之参考人から、デジタル化推進においては自治体

す。ありがとうございました。

○竹内真二君 時間が参りましたので、終わりま

でまいりたいと考えております。

手も考えながら、行政サービスの刷新に取り組ん

引き続き、委員御指摘のような職員側の使い勝

ところでございます。

ましてこうした方針を明記させていただいている

ましては、デジタル・ガバメント実行計画におき

することが重要と考えております。政府といたし

面原則などの制度そのものも見直しを併せて実施

デジタル化につきましては、デジタル化自体を

初めに、国と地方のコミュニケーションを考え

す。

設ページに飛べるようにリンクを貼るといった利

目的とするのではなく、先生おっしゃいましたよ

る上で非常に重要な行政のテレワークの現状につ

す。そこで、このコーナーからもコロナ関連の特
用者目線での改善を是非ともお願いしたいと思い

うに利用者目線が大事だと思っております。まず、

いて幾つか伺いたいと思います。

○音喜多駿君 日本維新の会の音喜多駿です。

ます。

その利用者と申しましたときに、実際の申請者も

テレワークを導入する企業が増え、離れていて

こうした地道ではありますけれども利用者目線

ございますけれども、業務を実際に処理する者も

できる可能性が出てきました。限界を迎えたと言

での改善の取組を、少しでも改善していく中でサ

具体的には、システムを整備するに当たりまし

われながらも打破できなかった中央集権体制を、

も働くことができる、すなわち地方などに分散し

て、事前に申請者と行政機関の間の例えばフロン

テレワーク、デジタル化というコロナによる強制

含めたそういう利用者の利便性向上が必要と考え

トの部分だけではなくて、業務を処理する方がお

的な変化によって打破できるかもしれないと、こ

ービスデザイン思考というものを実践していただ

使いになるバックオフィスも含めたエンド・ツ

れはコロナが我が国にもたらした一つの機会とし

ていてもつながりが保てる自立分散型社会が構築

マイナンバーカードを利用した手続や給付金の

ー・エンドで、地方自治体が絡む場合には、地方

て評価することは可能ではないでしょうか。

ております。

申請など国民が直接利用するシステムでは、より

自治体での事務処理も含めて業務フロー全体を整

そして、いまだ感染拡大局面であることを踏ま

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

一層利用者の視点が重要になります。一方で、地

理して、デジタルを前提とした業務プロセスを再

えれば、感染症拡大防止の手段としても、テレワ

たします。

方自治体もシステムの重要な利用者の一人である

構築する業務改革、ＢＰＲの実施を徹底すること

ークについてしっかりとその比率の向上を進めて

房にお伺いをいたします。

最後の質問になりますけれども、これは内閣官

と考えられます。

が重要と考えております。その際、対面原則や書

先日の参考人質疑でも、東京大学教授の金井利
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で河野大臣からも言及があったように、霞が関、

〇％を要請した一方で、先週の衆議院内閣委員会

しかしながら、昨年七月に企業にテレワーク七

場の雰囲気を挙げるものは少ない状況でございま

れからハード面での不備を挙げるものが多く、職

クが進まない理由としては、突発業務の存在、そ

新の内閣人事局の調査によりましたら、テレワー

ーク促進を目標としたこともございましたが、最

も一つの策と考えます。

と調査、測定をし、この点を向上させていくこと

オンラインの会議比率、こうしたものをしっかり

ン会議に慣れていただくためにも、会議に占める

いるということも仄聞をしております。オンライ

いく必要があります。

この中央省庁のテレワーク率はその目標比率を全
す。

そこで、中央省庁における各種会議のオンライ

く達成をしていない状況です。

をせず、テレワークは楽だという風潮がいまだに

大規模な民間調査によっても、幹部がテレワーク

ける生産性の向上に取り組んでまいりたいと考え

つつ、テレワークの実施の拡大やテレワークにお

ークの実施状況やその阻害要因等の課題を把握し

くことにもつながっていくと考えますが、見解を

上がテレワーク率、これをそのまま向上させてい

また、このオンライン、ウエブ会議の比率の向

ン会議比率、これを把握しているかどうか、伺い

ある、管理職の中にはテレワークは仕事をしてい
ております。

お伺いいたします。

内閣人事局といたしましては、引き続きテレワ

ないのと同じだと声を大にして言う者もおり、テ

○音喜多駿君 いろいろ要因はあると思うんです

○政府参考人（江口純一君） お答えいたします。

また、先週発表された官僚を対象にした大型な、

レワークが全く進んでいない、こういった回答も

が、まず管理職がテレワークを行わずに通常の個

ます。

あり、霞が関、特に管理職のテレワークに対する

オンライン会議、ウエブ会議の利用率でござい

ますけれども、実施されている会議、各種の会議

室の勤務を行い、部下の職員を呼び出して対応を
指示する、こういう従来の勤務体系をしてしまう

意識が非常に低い実態が分かってきました。
そこで、まず霞が関の官僚における管理職とそ

その上で、昨年、新型コロナウイルス感染症対

を網羅的に調査し把握するということはなかなか
そもそも、テレワーク率の最新の調査が一月の

策を進める中で、ウエブ会議システムが各府省ご

と、結局、多くの職員が登庁せざるを得ないとい

と、この管理職というところにまずは絞ってこれ

十五日、年明けということですから、これもっと

とに縦割りでＬＡＮ環境が構築されていることか

の部署のテレワークの比率の相関関係を把握して

を上げていくことが急務であると考えますが、政

もっと頻度を上げていくこと、そして管理職以上

ら、府省庁間や外部機関との間で円滑につながら

難しいという状況にございます。

府の見解を伺います。

のテレワーク、ここに絞ってしっかり呼びかけて

ないなどの課題が顕在化したため、民間が提供す

うことになるわけです。

○政府参考人（松本敦司君） お答え申し上げま

比率を調べていかないと、これなかなか進まない

るウエブ会議システムのライセンス等を内閣官房

いるのか、また管理職のテレワーク率を上げるこ

す。

と思いますので、これはしっかりとやっていただ

御指摘の管理職と部署のテレワーク率の相関関

情報通信技術総合戦略室が一括して調達をし、昨
そして、オンライン会議に慣れない、だから出

ざいます。

年六月から希望に基づいて配付をしたところでご

きたいと思います。

以前は、テレワークを推進するためにはまず管

勤するんだと、そういったベテランの官僚の方も

係については、直接把握したものはございません。
理職が率先すべきということで、管理職のテレワ
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せに利用されてきているというところでございま

ものから、直近では月に約七千回強の会議、打合

各府省全体で配付当初は月に七百回程度であった

ども、ウエブ会議を主催した回数といたしまして、

しまして利用されてきたところでございますけれ

令和二年六月から各府省へ順次配付を開始をいた

全体で統一してシンプルに効率よく運用していた

設なども、そういった動きもありますから、政府

テム面、やり方の規格についても、デジタル庁創

取るということも発生しています。こうしたシス

テムがばらばらで、複数省庁を呼ぶときには手間

ウェベックス、ズームなどなど対応しているシス

いておりますけれども、省庁によってスカイプ、

の方も全て私はオンライン会議でやらせていただ

業の拡充を行い、取組を促してきたところでござ

に関して相談に応じるテレワークマネージャー事

ともに、専門家が導入方法やセキュリティー対策

係る経費につきまして特別交付税措置を講ずると

また、この取組に際しては、昨年度より導入に

働きかけを行ってきたところでございます。

な導入を要請するなど、継続的に地方公共団体に

といった効果を強調した上でテレワークの積極的

ましては、感染拡大の未然防止、行政機能の維持

このウエブ会議システムでございますけれども、

す。

だきたいというふうに思います。
加えて、テレワーク率のこの向上というのは、

テレワークの導入状況につきましては、令和二

また、ウエブ会議システムの利用率とテレワー
クの実施率の関係でございますけれども、様々な

地方自治体の職員も取り組む必要があると思いま

います。

要因が考えられることから、一概に評価をすると

に行った時点の前回の調査と比べて相当増えては

年十月一日時点で、都道府県、政令市では九五・

におけるテレワーク率、この向上や実態というの

いるものの、特に市区町村の導入が課題となって

す、これがここの質問の根幹なんですが。企業に

を実施する際の阻害要因の一つにはなるというこ

をどのように促しているか、また政府として何か

いるところでございます。

いうのはなかなか難しいというふうに考えるとこ

とになると考えられるため、関係省庁とも協力を

把握していることがあるのか、この現状を総務省

五％が導入している一方で、市区町村においては

し、ウエブ会議の利用が図られるよう取り組んで

にお伺いいたします。

ていただけるよう、地方公共団体におけるテレワ

のみ七割のテレワークを要請しても、国民は付い

まいりたいというふうに考えております。

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

ーク推進のための手引を作成し、今月二十三日に

ろでございますけれども、ウエブ会議が利用され

○音喜多駿君 ありがとうございます。

地方公共団体におけるテレワークにつきまして

送付したところでございます。その中で、導入ス

一九・九％となっておりまして、令和二年三月末

まあ最新の調査は先ほど申し上げたように一月

は、民間企業と同様、多様な働き方の実現、業務

テップごとの検討のポイント、労務管理に関する

てきません。この地方自治体の職員、地方自治体

ということですから、また次回調査するときは、

の効率化を通じた生産性向上に加えまして、今次

具体的な取組の工夫なども紹介しております。

ないということになりますと、やはりテレワーク

こうした観点からもしっかり現状を把握していた

のような重大な感染症や災害の発生時における業
務継続などに資するものと考えておりまして、総

今後とも引き続き、総務省として地方公共団体

このため、テレワークの導入を積極的に検討し

だきたいというふうに思います。
今御答弁にもあったように、オンライン会議の

のテレワークを推進してまいりたいと考えており
ます。

務省として推進しているところでございます。
今般の新型コロナウイルス感染症の流行に際し

実態として、私も各省庁の方と頻繁に、もうほぼ
全て、この質疑のいわゆる質問取り、レクチャー
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が納得できるはずがありません。

合せもできないということでは、これは多くの方

くテレワーク進んでいないと、オンラインでの打

求めながら、地方公共団体、身近なところでは全

いうことであります。国民に、やはり民間企業に

けれども、ほとんど地方公共団体進んでいないと

○音喜多駿君 今御答弁いろいろいただきました

ているという事態も発生しております。

くの関係団体、関係者が困惑し、大きな損失が出

事実上中止にせよという通達が出まして、大変多

の夜に、その週末のイベント全てを中止にせよと、

東京ビッグサイト、このイベント会場では、金曜

上管理をしている、外郭団体に管理をさせている

が通達されて、東京都においては、東京都が事実

問しませんけれども、先週金曜日に緊急事態宣言

を政府が示しているものとなっております。

上の要請、命令の判断をする際に考慮すべき要素

務連絡を出されています。これは、知事が特措法

際しての適切な判断の在り方について」という事

京都、京都府、沖縄県に対して、「要請・命令に

こうした流れの中で、政府は、今月の九日、東

おります。

っては指導していただきたいというふうに考えて

関、中央省庁自体もこのオンライン会議とかやれ

ということと、国と地方の、地方自治体と政府機

れしっかりとフォローアップをしていただきたい

その手引が送られたということですけれども、こ

ということをわざわざ通達していたにもかかわら

ては二十五日から必ずしも適用するものではない

大きな混乱が生じる場合は、この施設制限につい

知事には留意事項という通達が出されていまして、

この前段に当たっては、政府の方から都道府県

ですが、その影響が実際にあったのかどうか、見

起きたことを受けてではないかとも読み取れるん

令を出したこと、また、それに対して既に訴訟が

企業を狙い撃ちにしたとも言われている要請、命

この事務連絡なんですが、東京都が先月、特定

今月の二十三日ということは、先週ですかね、

ると思うんですよね。電話等々の問合せが来てい

○政府参考人（奈尾基弘君） お答え申し上げま

解を伺います。

限掛けたと。しかも、土曜、日曜に入るので、金

す。

ず、東京都はその週末からしゃくし定規に使用制

たものをまず積極的にオンラインに切り替えて、

曜日の夜に中止が決定したときにはもう東京都庁

特措法第三十一条の六第三項等で命令というの

るもの、あるいは対面でやっていること、こうし
それをしっかり周知徹底していただく、こうした

には電話がつながらないという、とんでもないて

命令を発出するか否かの判断につきましては、当

こともやっていただきたいと思いますので、よろ

この点については、私も都議会議員通じてしっ

該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これ

がございますけれども、これは行政手続法上の不

で、ちょっと時間の関係上割愛させていただきま

かり問題提起、東京都にしていきますけれども、

を十分考慮することが必要と考えてございます。

いたらくになっていたということが判明しており

すので、では、こちらの方は要望としたいと思い

政府もしっかりこれを補償していくように東京都

適切な要請、命令の在り方につきましては、二

しくお願い申し上げます。もう一回聞こうと思い

ますので、よろしくお願いを申し上げます。

に促していただきたいですし、その留意事項、通

月十二日に自治体宛てに改正インフルエンザ特措

利益処分に該当するものでございますので、要請、

次に、緊急事態宣言の関係から、都道府県にお

達したのは政府ですから、なぜこの通達どおりに

法の施行通知においてお示ししたところでござい

ます。

ける特措法上の要請、命令について、幾つかの確

東京都は柔軟な対応をしなかったのか、こうした

ますけれども、四月五日以降、改正法で新設いた

ましたけど、似たような答弁になると思いますの

認、質問をさせていただきたいと思います。

点もしっかりと国の方から監督をして、場合によ

冒頭、これは質問通告間に合っていないので質
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○音喜多駿君 今、東京都で実績ができたことも

ったものでございます。

適切な判断の在り方ということで改めて周知を行

たところでございますので、二回目の指定の際に、

ところ、この要請、命令についてお問合せもあっ

しましたまん延防止等重点措置の実施を開始した

いるところでございます。

ていること等が考えられるというふうに記載して

都道府県において感染が拡大するおそれが高まっ

域において、引き続き感染が継続しており、当該

いると確認できること、それから、対象となる区

においてクラスターが発生するリスクが高まって

染防止対策が極めて不十分であるなど、当該施設

れは公正であると言えるのかどうか、政府の見解

わらず一者のみに対して命令を発出すること、こ

すが、一般論として、違反者が多数いるにもかか

要としていると、公正性を必要とするとしていま

本事務連絡において、命令について公正性を必

では、もう一点。

は非常に強く疑問を持っております。

影響は一定程度あったというふうに理解をしまし

を防止するため特に必要があると認められるとの

しては、必要性の判断について、個別施設に対し

○政府参考人（奈尾基弘君） 事務連絡におきま

をお伺いいたします。

では、一般論として伺いますけれども、本事務

評価について合理的説明が可能であるかといった

て要請や命令を行う判断の考え方や基準について

今回の四月の事務連絡におきましては、まん延

連絡における命令について、まん延防止をするた

観点からも検討を行うことということを改めて入

た。

め特に必要があると認められる、この評価を必要

合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説

明ができるものとなっているかといった観点から

念に周知したものでございます。
一般論といたしましては、特措法に基づく命令

としていますけれども、事業者が要請に従わない
ことをウエブ上で発信していること、これが命令

委員御指摘の場合について、合理的な説明が可

検討を行うことをお示ししております。

断をするという必要はございますけれども、いず

能であるかどうか、これは個別具体的に判断され

の必要性については、感染拡大防止の観点から判

を伺います。

れにいたしましても、個別具体的に判断されると

の発出の根拠となり得るのかどうか、政府の見解
○政府参考人（奈尾基弘君） 特措法第三十一条

るものでございますため、一概に申し上げること

なければならず、条件が全く同じ二者がいる場合

いうものでございます。

要請に従わないことを対外的に意見表明する、

に、一方に適用して他方に適用しないといったこ

の六第三項におきまして、命令の発出には、まん

この運用につきまして、二月十二日の事務連絡

これのみでは根拠にならないというふうに今私は

とは適切ではないと考えてございます。

はできないわけでございますけれども、原則とい

におきましては、必ずしも現に対象となる個別の

理解をしているところなんですが、東京都は今回、

○音喜多駿君 もうすぐ時間が参りますけれども、

○音喜多駿君 御丁寧なんですけど、内容はちょ

施設においてクラスターが発生している必要はな

要請に従わないことをウエブで発信した、意見表

今あったように平等にしっかりやらなければいけ

延を防止するため特に必要があると認められるこ

いが、例えば、例示三つ挙げてございますけれど

明した、このことを命令発出の根拠の一要素とし

ないというところで、ある種見せしめのように一

たしましては、行政庁は法を平等に適用、執行し

も、既に同種の業態においてクラスターが多数発

ているため、この点ですね、本来考慮すべきでな

者のみを命令を下すというところについては、や

っとよく分からない御答弁なんですけれども。

生していること、それから、対象となる施設にお

い要素を考慮して命令しているのではないかと私

ととされてございます。

いて、三つの密に当たる環境が発生し、又は、感
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後も緊急事態進んでいきますから、こうした執行

っかり検討しなければいけないと思いますし、今
六兆円という数字は入っておりませんでした。そ

いただいた部分では、実はこの七・九兆円と五・

副大臣には恐縮ですが、資源エネルギー庁から

であれば、参考人で結構でございます、賠償機構

御存じでしょうか。そこまで知らぬよということ

賠機構の方から資金がどういう形で流れているか

いるわけじゃありませんね。例えば、原子力、原

そこで、副大臣、このお金は東電が全部出して

が合理的に、そして公正性を持って行われるよう

れから、すぐ下の廃炉に八兆円、これを新しく付

から東電に幾ら出資し、幾ら資金交付をなさって

ます。

に政府もしっかりと監督はしていただきたいとい

け加えました。この廃炉の部分がこのスキーム図

いるか、まず伺いたいと思います。

はり今回、適切であったのかどうかというのはし

うことを申し上げまして、質問を終わります。

の中に入っていなかったので、あえて入れさせて

ありがとうございました。

機構とのこの資金の流れ等を簡単に説明を申し上

○副大臣（江島潔君） そうしますと、国と原賠

これは、東電を通じて様々な支援をすると、失

いただきました。

○上田清司君 国民民主党・新緑風会、新緑風会
の上田清司です。

礼しました、何らかの形で原子力災害をカバーし

げればいいかと思います。

国と地方との関係は基本的には補完関係である

ております。ただし、千二百億円以下の損害に対

まず、その前に、この原賠機構でありますけれ

実はこのスキームができた当時は、御承知かと思

する賠償が確実に行えるようにということで、民

ていく、被災者をカバーしていくという仕組みで

っておりますが、事故直後は賠償金が五兆円、廃

間責任保険契約、それから政府補償契約を結ぶと

と思っておりますが、今回の福島県のように東日

そこで、今日は、その原子力災害の部分をどう

炉の費用一兆円で、合わせて六兆円でスタートし

いう形になっております。

ども、基となります原賠法でありますけれども、

カバーするかということで、原子力賠償支援機構

ております。六兆円だったものがもう既に、これ

実際に、この福島原発事故では、残念ながら千

すが、これに七・九兆円、これ一六年のベースの

という仕組みの中で、東電を中心にして被災者の

ざっと足しても十三・五兆円、二十一兆円、二十

二百億以上の賠償等が生じましたので、そのため

本大震災並びに原子力災害を受けたところでは、

賠償、あるいは除染、中間貯蔵地、あるいは廃炉

一兆五千億になっております。よく得意な小さく

のいろいろどうするかということを検討した中に

これはまず、この事故が発生した場合の賠償責任、

作業という仕組みをつくっているんですが、これ

産んで大きく育てるという、最初は小さなお金じ

は、東電の破綻という方法も一つ検討をされたわ

金額です、一六年ベースの金額ですが、もう既に

に欠けているのが、国民負担がどうなっているか

ゃないと皆さんが納得しないので、小さなお金を

けでありますが、もしこの東電を破綻をさせると

まさに国の責任でしっかりと支援をしていくとい

というのが見えない。これ、常にそうなんですが、

出しながら、じわりじわりと知らないうちに大き

いうような処置をとりますと、これは賠償という

これを全ての責任を無限に負うということになっ

国と国民との関係、あるいは地方と地方住民との

な負担が増えていくというスキームでありますが、

のは国が自ら行う、あるいは廃炉も行うことにな

このように大変大きな数字になっておりますが、

関係も、どんなイベントであれ、どんな事業であ

この六兆円からスタートしたものが現在、二〇一

りまして、この東電の責任が消滅をしてしまうと

うことであるというふうに私は理解をしておりま

れ、国民との関係が見えるようにすれば大変中身

六年ベースで二十一兆五千億になっていると。

す。

がしっかりしてくるというふうに私は思っており
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兆円の支出をしているところでございます。この

そのうち、既に昨年の十二月時点までにはもう七

総額を約七・九兆円というふうにしております。

然性を有する試算としてでありますが、この補償

した福島復興指針におきまして、これは一定の蓋

では、この二〇一六年の十二月に閣議決定されま

ほど二十一兆円というお話がありましたが、現在

この流れでありますけれども、まず、総額、先

ます。

援助を国が行うということになったわけでござい

この原賠機構法というものを設けて、必要な資金

いう、そういうもろもろのこともありましたので、

出してこの四兆円を回収をするということになり

で、これを売却をすることによって売却益を生み

た上で、現在機構はこの株式を持っておりますの

本的な経営改革等を通じて企業価値を向上をさせ

経営をしているわけでありますけれども、この抜

電力が、今、ずっとこの特別事業計画に基づいて

染費用の四兆円でありますけれども、これは東京

よってその費用を出すことになっております。除

一・六兆円でありますが、これは国の予算処置に

になっております。それから、中間貯蔵費用の

せてこの七・九兆円の賠償費用は返済をすること

した東電が納付をする特別負担金、これらを合わ

業者が納付する一般負担金、それから事故を起こ

わけがないと、一兆円も払えないと、そういう状

で、もうはるかに四兆円なんというお金が払える

たときの四兆円ですが、今は三百円ぐらいですの

これは、一千五十円の株式、一株がですね、なっ

の原賠機構が五〇・一％東電株を持っていますが、

株式の売却益を四兆円予定しているんですが、こ

今、副大臣が申されたように、機構保有の東電

五千百億円。

吸い上げです、平成二十五年から令和二年までに

東電のみが負担する部分ですが、電力料金からの

しております。それから、特別負担金、これが、

から令和二年までに一兆五千百六十八億既に負担

ですね、東電以外の原子力事業者が平成二十三年

企業的価値を高めるどころか、先般の新潟の危

残りのほかの金額でありますけれども、除染費用

これを全部足しますと、国が予算処置として負

機管理、あるいは通常でいうところの安全管理が

態になっているわけです。

して一・六兆円、これが合計で五・六兆円という

担する額というのはこれは一・六兆円ということ

まるっきりできていないような、そういう状況で

ます。

上田委員の御指摘の金額と合致するかというふう

になります。

企業価値が上がるわけはありませんので、株価が

としては四兆円、それから中間貯蔵施設の費用と

に思います。

○上田清司君 委員の皆様方には、なかなかこの

会計の方からも、原子力損害賠償支援勘定の方か

また、国から原賠機構へでありますが、これは

要するに、国が交付国債を通じて、十三・五兆

らも、平成二十六年から令和二年までに二千九百

上がる可能性というのは今のところ非常に薄いわ

をこの原賠機構に出しております。これは、最終

円上限ですが、ここからお金を出していくと。原

三十億円出ているわけでありますが、この原資も、

スキーム、ずっと、それぞれのお金の流れが見え

的には再び国に戻ってくるということであります

賠機構を通じながら東電に出して、東電は東電の

石油税だとかそういうエネルギー関係の税金がこ

お示しのとおり、これも一定の蓋然性を有する試

が、その内訳をちょっと簡単に申し上げますと、

部分だけ返すんですが、ここに回収の方法という

こに投入されているわけでありまして、国民が負

けでありますが、その上に、エネルギー対策特別

まず賠償費用の七・九兆円であります。こちらは、

ことで青い四角い枠で囲っております。これ、一

担している分、御案内のとおり、復興特別所得税、

ないと思っております。

この賠償機構法に基づいてそのスキームができ上

般負担金、原子力事業者、まあ電力事業者のこと

算ということでありますけれども、十三・五兆円

がっておりますけれども、これは全ての原子力事
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かにこの原子力賠償支援機構を通じながらの東京

こういう国民負担という部分を見せないで、い

の部分で国民が一部負担しているわけであります。

ー対策特別特会の方から、いわゆる石油税なんか

国民が負担しているわけです。加えて、エネルギ

加えて、電気料金というところに賦課されながら

計で五兆円、企業並びに個人が負担しております。

二兆七千億円、復興特別法人税二兆三千億円、合

る一般負担金額、標準家庭というもので計算をし

電力でこの小売規制料金というのに計上されてい

というのは変わってきますんですけれども、関西

ますけれども、発電所の能力に応じてこの負担金

れは比較的原子力発電所の割合が多い電力であり

ことになりますが、一例で、例えば関西電力、こ

ぞれの、最終的には各家庭、利用者が払うという

この一般負担金でありますけれども、これはそれ

例えば、先ほどの一般電力事業者が出している

こともございますし、いろんな意味でこの原子力

るにしても、金利等々を負担しなければならない

け一定程度この資金枠で交付国債を発行したりす

あるいはまた、全体として様々な形で、とりわ

かと、こういうことになるかと思います。

って起こした損害の負担をしなければならないの

州電力の利用者が、国民が、東京電力が中心にな

も、どうして北海道電力の利用者が、どうして九

今もそうかもしれませんが、ある程度いいとして

恩恵を受けている立場でございましたので、まあ

京電力の電気を使用させていただいていました。

電力の資金援助スキーム、これは資金援助スキー

ますと月額七十八円というような金額、これが充

賠償支援機構を中心にしたこの仕組みというのは、

かというふうに思います。

ムという形になっているんですが、国民負担スキ

てられているわけであります。ですから、多分七

もう既に平成二十四年度から令和元年までの間に

ームという仕組みをつくらないと、本当にきちっ

そもそもからして国民の目線というのが全くない、

の東電を使いながら、支援をしながら、廃炉ある

十八億円というのは全国平均よりか幾らか高めの
それぐらいの負担をこの被害者賠償に充当する金

いは除染、中間貯蔵、被災者賠償という形になっ

と国民が負担した部分に合うだけの被災者の賠償
り、まだ廃炉も何一つできているわけではありま

額に充てているというようなことが一つ、この国

ております。しかも、この金額で済むわけじゃな

国民負担が全く見えない。いつの間にか誰かがこ

せんし、もちろんじわじわと進んでいるんですが、

民の側から見た金額ということになるかと思いま

いわけでありまして、それぞれ、まだ令和二年、

方になるかと思いますけれども、大体各御家庭が

どうかするとあと四十年後の世界になっていたり、

す。

支援ができているのか。あるいは、御案内のとお

大変な状態であります。

いでしょうか。

庁の仕組みの中に入れていただくわけにはいかな

かということに書き直すことを、副大臣、この官

の目から見たときにどういうスキーム図ができる

これだけでももう既に二兆円を超える金額が何ら

という中に入っております回収の方法の見通し、

関係で五兆円と、既にこちらの資金援助スキーム

○上田清司君 今申し上げましたように、復興税

た検討していきたいと思います。

というものをしっかり打ち込むような仕掛けをし

こういったことも含めて、やっぱり国民の負担

○上田清司君 はい。

で、おまとめください。

○小委員長（西田実仁君） そろそろ時間ですの

だ続くわけです。

令和元年だとかそういうものですので、今後もま

○副大臣（江島潔君） 委員御指摘のとおり、こ

かの形で国民の負担になっているわけです。ある

ていただかないとますます見えなくなるというこ

委員御指摘の点は、しっかり経産省としてもま

の国民負担というものはもう少し分かりよくした

意味では、この関東地方、私は埼玉県ですが、東

そういう意味で、この資金援助スキームを国民

方がいいというのはごもっともな御意見ではない
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○政府参考人（榎本健太郎君） 傷病手当金につ

か、理由を簡潔にお示しください。

給始めたと、これはきっかけとなったのは何なの

年三月に国が財政支援をしてこの傷病手当金の支

これ、大事な取組だと思うんですが、今回、昨

やすくするための措置だということです。これ、

感染防止の観点で、コロナにかかった場合に休み

○吉良よし子君 つまり、新型コロナ対策として、

うこととしたものでございます。

費用につきまして国が全額の財政支援を行うとい

緊急的、特例的な措置として、当該支給に要した

とを申し上げて、質問を終わらせていただきます。

ます。宣言に伴う様々な業種への休業要請に対す
いて今御指摘がございました。

いただきたいと思うんですが、そして、忘れては

の減少を来した場合に、これをある程度補填して

これは、療養のため労務不能となりまして収入

まったということで、本当に画期的だと思うわけ

れによって八割の自治体で傷病手当金の支給が始

国が財政支援をしたというのは本当に大事で、こ

昨日から三回目の緊急事態宣言が出されており

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。

ありがとうございました。

る補償というのは待ったなしです。しっかりして
ならないのが感染者に対する所得保障、傷病手当

生活保障を行うものというものでございますが、

先ほども言ったように、今回また三度目の緊急

についてです。今日は、この傷病手当について伺

も、委員今御紹介いただいたように、国民健康保

事態宣言に入っているわけですが、この財政支援、

です。

公的医療保険の加入者が仕事中の事故以外での

険においては任意給付というふうになっていると

延長もされましたけれども、今年六月までが期限

健康保険法においては法定給付でありますけれど

理由で病気やけがの療養のために仕事を休んだ場

ころでございます。

いたいと思います。

合に、所得保障を行う傷病手当金が支給されます。

態の方が加入しているということを踏まえまして、

はあり得るということでよろしいか、その点、お

拡大するその状況を見て財政支援の期限の再延長

とされているわけですが、これは感染状況がまた

の支給は市町村に任せられていて、しかし、長年、

傷病手当金の支給については、市町村などが条例

願いします。

国民健康保険においては、様々な就業、生活形

実際に支給している市町村はありませんでした。

などを定めて行うことができるということにして

○政府参考人（榎本健太郎君） 今御指摘のとお

しかし、国民健康保険については、その傷病手当

国保に加入している非正規や自営業、フリーラ

いるところでございます。

場合に国が財政支援を行うことになったと聞いて

年の三月で、国保において傷病手当金を支給する

給を求めてきたわけですが、それが動いたのが昨

ことができないと。この間ずっと傷病手当金の支

無理をしてでも仕事をしているし、安心して休む

わけで、なのに、何の保障もない状態と。だから、

気やけがをして休業すれば途端に収入がなくなる

どに傷病手当金の支給を促すこととするとともに、

ということが重要でありますことから、市町村な

方々が感染した場合に休みやすい環境を整備する

の更なる感染拡大防止の観点として、労働者の

今般の新型コロナウイルス感染症における国内で

しているところでございますけれども、これは、

この傷病手当金の支給につきまして事務連絡を出

先ほど御指摘ございましたように、昨年三月に

ございますけれども、やはりこの新型コロナウイ

今後の財政支援の期間延長についてのお尋ねで

ございます。

限として市町村などにお示しをしているところで

時点では、御指摘のとおり、令和三年六月末を期

を踏まえまして期間を延長してきております。現

これまでも新型コロナウイルス感染症の感染状況

り、この特例的な財政支援の期間につきましては、

ンスの皆さんは、コロナはもちろん、その他の病

おります。
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なのが、国保加入者のうち被用者、つまり雇われ

申し上げたんですが、今回の国の財政支援で残念

ただ、これ、本当に大事な取組だということは

いうお話だったと思うわけです。

○吉良よし子君 要するに、再延長もあり得ると

ます。

切に判断してまいりたいというふうに考えており

ルス感染症の感染状況などをよく踏まえまして適

特例的に財政支援を実施してきたということでご

て疾病手当金を支給をした市町村等に対して国が

保、ごめんなさい、国保に加入する被用者につい

の観点から、国民に加入する被用者に、あっ、国

ましたように、新型コロナウイルス感染症の対策

○副大臣（三原じゅん子君） 先ほど答弁いたし

ですが、副大臣、いかがでしょうか。

事業主も対象にして国が財政支援すべきと思うの

に関しては、この国保の傷病手当金の支給、個人

う一度お願いします。

んですけれども、いかがでしょうか。副大臣、も

の取組、参考にすればできるんじゃないかと思う

うした実際に個人事業主に支給をしている市町村

で算定して取り組んでいるわけですけれども、こ

んだ日数で掛け算して手当てするなどということ

ろの三分の二を基本の額として、掛ける傷病で休

の事業所得を三百六十五日で割って、掛けるとこ

して、一九年中の事業所得、その個人の、事業主

二十日時点で私どもが把握しているのは、二件の

て働いている人だけが対象になってしまっていて、

ただし、個人事業主は、被用者と異なり、療養

支給実績があったというふうにも承知をしている

○副大臣（三原じゅん子君） 今、令和三年四月

などは対象外になってしまっているということで

の際の収入減少の状況が多様で、そしてまた、所

ところでありますが、いずれにいたしましても、

ざいます。

す。しかし、コロナに感染する方は被用者だけで

得の補填として妥当な支給額の算出というのが大

同じく国保に入っている自営業者、フリーランス

はなくて、休業すれば収入が減るというのは個人

定額に療養日数を乗じることで算出するパターン

であるとか、いろいろなやり方があるかとは思い

変難しいことなどから、支給対象とすることにつ
いては様々な課題が大きいものというふうに認識

ますが、全部一体でというふうに考えますとなか

事業主、フリーランスでも同じわけです。

しております。

昨年十一月には、日本俳優連合、落語芸術協会、
日本マスコミ文化情報労組会議フリーランス連絡

なか難しいことがありますので、その算出の仕方

○吉良よし子君 なかなか難しいと言いますけれ

○吉良よし子君 要するに、算定が困難だから難

全国商工団体連合会、全商連がこの間調べたと

ども、これ超党派でも申入れしていることですし、

会、ユニオン出版ネットワークが、この傷病手当

議員同席の下、厚労省に要請して、山本副大臣が

ころでは、実際にもう個人事業主に対しても傷病

是非前向きにとお願いしたいんです。

についてもいろいろとまだ考えていくことがある

対応して、皆さんの思いを重く受け止めさせてい

手当を支給している地方自治体が出てきていると、

例えば、長野県伊那市では、昨年十月の臨時議

しいよというお話だったと思うんですね。しかし、

ただくと答えたと伺っているわけですけれども。

現時点で九自治体。さらには、一時見舞金を支給

会でこの傷病手当、個人事業主も含めた事業主ま

金の支給対象をフリーランスにも拡大するようと

さらに、全国市長会も昨年十一月に、この財政

している自治体も十一自治体あるというわけです。

で広げることを全会一致で決めているわけです。

のが課題なのかなというふうに思っております。

支援があれば取り組むことができるよということ

この傷病手当金の方でいえば、例えば岐阜県の

こちらの場合は先ほど御紹介したような定額制で、

私、やってできないわけはないと思うんです。

もいって、支援対象拡大等を求めているわけです

飛騨市でいえば、一九年中の事業所得を基に計算

いうことで、自民、立憲、公明、共産、超党派の

けれども、やはり少なくともこのコロナの感染症
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ト調査では、フリーランスに傷病手当金が支給さ

かけて行われた俳優や声優を対象にしたアンケー

日本俳優連合会が行った、昨年八月から九月に

うわけです。

ではなく、やっぱり全国に広げる必要があると思

これをやっぱり一部の自治体の取組にしておくの

れども助かったという声も出されているわけです。

で非常に助かったと、決して十分な額ではないけ

いと思っていたところ、こういう制度ができたの

なるわけで、そうした事業者からは、補償何もな

濃厚接触者になっても休業せざるを得ない状況に

これで実際に休業、コロナに感染した、若しくは

日額五千円掛ける日数で支給するというやり方で、

要な財源をどのように確保するか、あるいは、国

して妥当な支給額の算出が難しいこと、あとは必

や収入減少の状況が多様である、また所得補填と

また自営業者等では被用者とは異なり、休業期間

全国統一の制度として恒久化することについては、

○副大臣（三原じゅん子君） この疾病手当金を

副大臣、どうぞよろしくお願いします。

是非急いで検討していただきたいと思うんですが、

当金をフリーランスにも支給する、これ前向きに

から、国保において他の医療保険と同様に傷病手

はりこのフリーランスの保護を進めるという観点

定して取組進めていると聞いているわけです。や

護というのは課題となって、国もガイドライン策

それはもう全国どこに住んでいても同じ状況なわ

事態になるというのはもう本当に明らかなわけで、

週間という長期にわたって収入が途絶えるような

と思いますし、濃厚接触者になっても、一週間二

いうわけで、本当にそれ生活するだけでも大変だ

合は一か月とかそれ以上療養するしかなくなると

それこそ、コロナにかかった場合には、長い場

です。

に不公平としか言いようがない事態だと思うわけ

護されないという状況が生まれているのは、本当

よね。そのために、こうして保護すべきときに保

働者という枠から外されてしまっているわけです

でしたけど、フリーランス、個人事業主はその労

○吉良よし子君 労働者の保障の充実ということ

けで、自治体、住んでいる自治体によって待遇が

保制度内の被用者のみに給付するとすれば、その
他の被保険者からも保険料を徴収することに理解

れないことは不公平だと八割以上の方たちが答え
ているわけです。傷病手当欲しいです、国保高い

違うということはやはりあってはならないと、国

傷病手当の対象に位置付けて、コロナのためには、

が得られるのかとか、もう様々な課題が多くて、
しかしながら、いずれにいたしましても、医療

少なくともコロナにかかった場合は国がちゃんと

です、本当に高くなりました、収入は高くないの
ゃないと、俳優になったらたまたまもうフリーラ

保険制度において被用者が被用者にふさわしい各

支援するということを強く求めて質問を終わりま

の責任で個人事業主も保護すると、その対象に、

ンスになるしかなかったと、なので自己責任で突

種のセーフティーネットを享受するためには、短

すが、最後にもう一度、大臣、一言、このフリー

慎重な検討が必要かと考えてはおります。

き放されるのはつらいですと、元々の雇用形態が

時間労働者への被用者保険の適用拡大、こういう

ランスの保護ということで一言お願いします。前

にとか、フリーランスになりたくてなったわけじ

あやふやなだけに、こういうときにやられてしま

ものも着実に進めていくということも重要なのか

○副大臣（三原じゅん子君） 今委員がおっしゃ

いがちと、芸術は日常役立っているはずなのにと

これ通じて、労働者の保障の充実ということに

ったことは大変重要なことだと思っておりますの

向きに。

副大臣も芸能出身ということで、そういう実情

ついて、しっかりと図ってまいりたいというふう

で、しっかりと図ってまいりたいと思っておりま

というふうにも思っています。

はよく御存じだと思うんですけれども、現在こう

に思っております。

いった声が次々と上がっているわけです。

した多様な働き方広がる下で、フリーランスの保
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○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一で

○吉良よし子君 終わります。

す。

ヤングケアラーの問題が取り上げられることも増

ています。沖縄でも、子供の貧困問題をめぐって、

社会に助けを求める意欲も失ってしまうと言われ

諦めたり、孤立感を内に抱え込んだりし、大人や

と丹羽文部科学副大臣を共同議長とするプロジェ

を進めるために、本年三月、山本厚生労働副大臣

ングケアラーの支援につながる方策について検討

そこで、関係機関の連携をより一層推進し、ヤ

ー支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プ

本来の役割です。まずもって、ヤングケアラーと

こうした子供たちに手を差し伸べるのが政府の

ってはその実態を把握することが重要であります

また、ヤングケアラーの支援を検討するに当た

分野が連携することが大変重要であります。

す。
えてきました。

ロジェクトチームが実態調査結果を公表し、報道

いう制度のはざまで困難を抱えてきた子供たちに、

ことから、全国規模の実態調査を実施しましたと

四月十二日に、厚労省、文科省のヤングケアラ

でもヤングケアラーの問題が大きな話題となって

役所の垣根を越えて支援の第一歩を踏み出した厚

ころ、本調査では、世話をしている家族がいると

クトチームを設置したところでございます。

います。

労省、文科省の政務、官僚の皆さんには、この場

回答した者は、中学二年生では五・七％、全日制

学業や仕事をしながら家族を介護する若年世代

を借りて敬意を表したいと思います。

は増加の傾向にあり、二〇一七年、就業構造基本

高校二年生では四・一％などの実態が明らかにな

だけでなく、兄弟の世話、金銭管理など、様々な

家族のことは家族でという圧力の下、家事、介護

いないと思われる子供はヤングケアラーと呼ばれ、

ことができないなど、子供自身の権利が守られて

的に行っていることにより、子供自身がやりたい

ますが、家庭内のデリケートな問題であることや、

の育ちや教育に影響があるといった課題がござい

いに見合わない重い責任や負担を負うことで本人

ングケアラーにつきましては、年齢や成長の度合

○副大臣（三原じゅん子君） 委員今お尋ねのヤ

要はどのようなものだったでしょうか。

って地域ごとに特性があるのではないかと思われ

環境、地域の福祉制度や文化、家族形態などに伴

ヤングケアラーの状況は、子供たちを取り巻く

○伊波洋一君 ありがとうございました。

ます。

いてしっかりと検討してまいりたいと思っており

ェクトチームにおいてヤングケアラーの支援につ

ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医

役割を引き受けているケースがあります。

本人や家族に支援が必要である認識がないなどと

ます。

調査では、家族の介護を担う十五歳から二十九歳

ったと承知しております。

ヤングケアラーたちは、勉強の時間が十分取れ

いった理由から、支援が必要であってもなかなか

四月十二日公表の国によるヤングケアラー実態

療・教育の連携プロジェクトチームの発足の経緯

ない、自分の時間が取れないと感じ、睡眠不足を

表面化しにくい構造となっているのかなというふ

調査結果と昨年十一月公表の埼玉県調査結果には

は全国で約二十一万人に上ります。本来大人が担

抱え、遅刻することも多くなり、友人と遊ぶこと

うに思っております。ヤングケアラーを早期に発

どのような差異があったでしょうか。また、ヤン

今回のこの実態調査の結果も踏まえ、本プロジ

や部活、アルバイトなどもできないというストレ

見し、支援を行うためには、今委員おっしゃった

グケアラーの地域特性を把握するためにも、政府

と、四月十二日に公表された実態調査の結果、概

スにさらされています。こうした状態で適切なサ

ように、福祉、介護、医療、教育といった様々な

うと想定されている家事や家族の世話などを日常

ポートがないと、同世代と同じ生活をすることを
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○政府参考人（岸本武史君） お答えいたします。

ますが、いかがでしょうか。

る地域における実態調査が必要ではないかと思い

による全国的な実態調査あるいは地方自治体によ

しておきたいと思います。

にもやはり調査する必要があるということを指摘

○伊波洋一君 やはり、ですから、その地域ごと

効であると考えております。

調査もその地域における支援策を考える上では有

男性の場合に比べて、食事の準備や掃除、洗濯な

女性では男性に比べて、そのケアラーが女性では

話を必要としている家族が父母、兄弟の場合に、

回答した中高生のうち、世話の内容について、世

りますと、例えば、世話をしている家族がいると

の調査ではこれを除いているといった相違がござ

もヤングケアラーに含めてございますが、埼玉県

例えば、国の調査では幼い兄弟の世話をする子供

すことから、単純に比較できない面がございます。

ングケアラーの定義ですとか質問項目が異なりま

た調査とを比較いたしますと、両調査におけるヤ

に公表されました埼玉県の高校二年生を対象とし

らかの傾向は見られますか。また、埼玉県など他

女子の割合、女子に偏る傾向など、性別による何

国のヤングケアラー調査結果において、男子と

のような傾向があるのではないかと危惧されます。

女性が多いのが現状です。ヤングケアラーでもこ

働や家事、育児など、男女比はいずれも圧倒的に

が向いていると考える傾向が強く存在し、介護労

大人に関して、日本社会にはケア労働には女性

てございました。世話について誰かに相談したこ

すとか精神的にきついと回答する割合も高くなっ

して、女性は男性に比べて、時間的余裕がないで

す。世話をすることで感じているきつさにつきま

時間以上などと回答する割合も高くなっておりま

ほぼ毎日ですとか週に三から五日、一日当たり三

費やす時間についてですが、女性は男性に比べて、

高くなっております。また、世話の頻度や世話に

どの家事をしているというふうに回答する割合が

今般のヤングケアラーの全国調査と昨年十一月

います。

の調査結果ではそのような傾向はありますか。

四・六％であるのに対しまして、埼玉県の調査で

分がヤングケアラーに当てはまるという回答が

例えば全国調査では、全日制高校二年生のうち自

女性が五・二％でございまして、性別によって大

いると答えた中高生の割合は、男性が四・六％、

実態調査においてですが、世話をしている家族が

○政府参考人（岸本武史君） まず、今般の国の

○伊波洋一君 今報告ありましたこうした調査結

向が見られたところでございます。

する割合が高いといったことが男女の差として傾

の方が男性に比べて、相談したことがあると回答

とがあるかどうか、その経験の有無ですが、女性

その上で、あえてこの二つを比較いたしますと、

は、自身がヤングケアラーである又は過去にそう

きな差があるということではなかったというふう

ュールで取組を進めるのでしょうか。また、ヤン

であったとの回答は、ケアの相手が幼いという理

また、埼玉県の調査の結果の方ですが、埼玉県

グケアラーの支援の方向性はどのようなものでし

果を受けて、今後、国としてはどのようなスケジ
の高校二年生を対象とした調査に対しまして、自

ょうか。

に思っております。

今般の国による子供に対する初の全国調査によ

分がヤングケアラーに該当すると回答された方の

○政府参考人（岸本武史君） 現在、ヤングケア

由のみでケアしている人を除いて四・一％という

りましてヤングケアラーの実態についての傾向が

性別の割合は、男性が三九・〇％、女性が五八・

ふうになっております。

明らかになったのではないかと認識しております

ラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連

携プロジェクトチームにおきまして、関係団体や

九％であったと承知しております。
国の実態調査の方で更に男女の違いを見てまい

が、御指摘のとおり、ヤングケアラーについては
地域差がある可能性もございますので、埼玉県の
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早期発見、把握、それから支援策の充実、社会的

な論点、課題といたしまして、ヤングケアラーの

先日のプロジェクトチームにおきましては、主

ころでございます。

有識者の方々等からのヒアリングを行っていると

影響があるというふうにされております。これは、

い重い責任や負担を負うことで本人の教育などに

ございましたが、年齢や成長の度合いに見合わな

ヤングケアラーにつきましては、先ほども答弁

○政府参考人（伊藤信君） お答え申し上げます。

と考えますが、いかがでしょうか。

ヤングケアラーに対する具体的な支援策につき

うことが必要と考えております。

状態になることがないように支援をしっかりと行

とにより子供らしい暮らしをすることができない

ず、ヤングケアラーが家族の介護や世話をするこ

政府といたしましても、性別の違いにかかわら

認知度の向上をお示ししたところでございます。

ましては、先ほど申し上げましたプロジェクトチ

本調査結果を踏まえ、性別の違いにより必要な支

女性の教育や健康の観点からも重要な課題である
昨年末に閣議決定いたしました第五次男女共同

援が行き届かないことのないよう、しっかり取り

今後、こうした点につきましてプロジェクトチー

参画基本計画におきましては、ヤングケアラーの

組んでまいりたいと思っております。

ームにおきまして議論がされておりますけれども、

問題に対応するため、厚生労働省において家族の

○伊波洋一君 日本では、ケアを必要とする人を

というふうに認識してございます。

かり取り組んでまいりたいと考えております。

介護等を行っている子供の実態を調査し、課題に

中心に制度がつくられており、医療や福祉の専門

ムで議論を重ねて、五月中に報告書を取りまとめ

○伊波洋一君 国の調査では、先ほど答弁ありま

ついて検討を進めるとされているところでござい

職からは、同居する子供は中学生、中高生であっ

たいという予定でおります。

したけれども、男子四・六％、女子五・二％、大

ます。この計画に基づいて、女性が直面している

そこで、内閣府男女共同参画局に伺いますけれ

言えます。

の健全な育成にとって非常に深刻な事態であると

しかし、女子が、女性が教育を受ける権利、女子

ケアラーの問題は性別を問わず深刻な問題です。

はですね。やりたいことができないというヤング

育ちにとって重要な時期である、貴重な子供時代

ということであります。

また、埼玉でも女性が六割という結果が出ている

の頻度や感じている困難などに男女の違いがある

が、家族の世話をしている中高生について、世話

の割合は性別による大きな違いは見られなかった

は、世話をしている家族がいると回答した中高生

○副大臣（三原じゅん子君） 政府の実態調査で

かと考えますが、厚労副大臣、いかがでしょうか。

討に際しても、ジェンダーの視点は重要ではない

○伊波洋一君 今後のヤングケアラー支援策の検

りたいと考えてございます。

く令和の社会の実現に向けた取組を推進してまい

具体的な課題を一つ一つ解決し、全ての女性が輝

ラーに介護などの依存をせざるを得ないという構

軟性に欠けていたりして、家族であるヤングケア

なサポートや公共サービスが不十分であったり柔

景としては、ケアを必要とする人に対して社会的

その一方で、ヤングケアラーが困難を抱える背

であり、政府の取組は重要だと思います。

その意味で、ヤングケアラーに対する支援は急務

に心身に負担を抱え込んでしまうことになります。

こともあって、ケアをする人、ケアラーが個人的

人たちへのケアという考え方が理解されていない

られがちであるとの指摘があります。ケアをする

てもインフォーマルな社会資源や介護力として見

当事者に寄り添った支援につながるよう、しっ

きな数値ではないが女子への偏りが見られると。

ども、ヤングケアラーの支援については男女共同

ことが明らかになりました。

もちろん、男子だろうと女子だろうと、学び、

参画局としてもジェンダーの視点で取り組むべき
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と同時並行に、家族の中の社会的サービス、サポ

けて通れないと思います。ヤングケアラーの発見

ヤングケアラーのケア負担の軽減を図ることは避

ヤングケアラーに対するサポートだけでなく、

になっていなかったかと述べています。

当然と考えていたが、今考えてみると過度な負担

労働副大臣の発言でも、兄が妹の面倒を見るのは

向けた連携ＰＴ第一回会議での冒頭での山本厚生

図があることも事実です。ヤングケアラー支援に

おります。

○伊波洋一君 今日、資料を皆さんにお渡しして

と思っています。

ロジェクトチームでしっかり検討してまいりたい

ざいます。今後、こうした点につきましても、プ

一つとして設定して議論を進めているところでご

ービス等の柔軟な運用の検討を主な論点、課題の

ングケアラーが子供であることを踏まえた福祉サ

ビスへのつなぎなど相談支援の推進、あるいはヤ

プロジェクトチームにおきましても、福祉サー

供たちの。そういうことを考えますと、私たちの

ケアの時間の部分がですね、実際にやっている子

すが、絶対的な量が少ないんですね、日本のその

す。

ケアラーとなるべきかどうか判断するのも大切で

判断するのは大切です。また、そもそもあなたが

るいはしてあげられると思うケアのタイプと量を

ことがあるからです。あなたがしたいと思う、あ

者と同じようなことをしたりするのを妨げになる

ていく、必要なサービスを柔軟に提供していくと

する人を行政が把握して適切なサービスにつなげ

たちに、こういうことをやっているのはヤングケ

いうものかというのを、アンケートをもらう子供

一番最初のページは、ヤングケアラーとはどう

ングケアラー支援を実現していただくようお願い、

出ていく若者たちにとって希望の持てるようなヤ

現代の少子高齢化の日本社会において、社会に

イギリスにおいてもアンケートをされておりま

ートや公共サービスが不足しているケアを必要と

いう視点が重要ではないかと考えます。副大臣、

アラーなんだよという、そういう資料ですね。そ

国がそれを放置してきたということですね。

どのようにお考えでしょうか。

介護、障害福祉などの公的サービスによるケア

ております。

軽減すること、これは重要な課題であると認識し

スを届けることによってヤングケアラーの負担を

対して介護や障害福祉といった必要な公的サービ

支援を考えるに当たり、ケアを必要とする家族に

もしれません。でも、あなたはヤングケアラーと

を必要としていたら、あなたは助けたいと思うか

に対するホームページですが、家族の誰かが世話

れども、ケアに関するあなたの選択肢、子供たち

イギリスの保健省のホームページにあるんですけ

ではかなり前から取り組んでいるということで、

それから、このヤングケアラーはイギリスの方

症対策に関する質問させていただきます。内閣官

出となりました。今回、新型コロナウイルス感染

症対策として四都府県で三度目の緊急事態宣言発

昨日、二十五日より、新型コロナウイルス感染

会いただきまして、ありがとうございます。

参議院での所属会派はみんなの党です。質問の機

○浜田聡君 浜田聡です。所属政党はＮＨＫ党、

要望いたしまして、この質問を終わります。

が必要な家族がいる場合であっても、ヤングケア

して、大人のケアラーと同じことをすべきではあ

房、厚労省の皆様、副大臣、よろしくお願いいた

れから最新の結果でございます。

ラーが家族のケアを行うことにより、かえってケ

りません。また、誰かのケアをするためにあなた

します。

○副大臣（三原じゅん子君） ヤングケアラーの

アのニーズが表面化しにくくなり、適切な利用に

の時間を多く使うべきでもありません。それは、

ありがとうございました。

つながっていないケースも一定数あるものと考え

あなたが学校でしっかり勉強したり他の子供や若

緊急事態宣言が出ている中で、もうすぐ連休が

ております。
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ことについて頭を悩ませていると思います。多く

府の立場としては感染拡大いかに抑えるかという

の方が楽しみにされていると思うとともに、行政

始まります。この連休を迎えるに当たって、多く

がありました。一方で、日本に目を向けますと、

リスとかアメリカを見ますと六十五回という数字

上接種が進んでいる計算になります。また、イギ

国は百回を超えておりまして、一人当たり一回以

それ見てみますと、イスラエルやＵＡＥといった

況については参考になるところが多いのではない

が、イギリスの医療にまつわるオンライン化の状

されるとのことです。他国のことではございます

四日後に接種の予約が取れて、場所と時間が指定

要事項を入力して二、三分程度で作業が完了して、

翻って日本の状況を見てみます。このワクチン

の意見がある中で、それら吟味して調整しながら

政府として懸命に取り組んでおられるとは思い

接種の案内なんですが、調べたところ、国内でも

かと思って紹介させてもらいました。

残業を強いられている官僚の方々も多数いると思

ますが、まだまだ時間が掛かるのではないかと思

地域によってはオンラインでの案内がなされてい

日本はまだ二回という結果が出ております。

います。日夜懸命に取り組んでおられる皆様に敬

います。多くの人が待ち望んでいるワクチン接種、

るところもあるようです。例えば、東京都の羽村

日夜御尽力されていることと思います。長時間の

意を表します。

少しでも早く進めていただきたい、そう思ってお

今回、新型コロナウイルス感染症対策について

が少ないからこそできる施策なのかもしれません

東京都で最も人口の少ない市でございます。人口

市が挙げられます。羽村市といいますと、東京で、

について取り上げたいと思います。

今回ワクチン接種をする際に、その通知、案内

ります。

お話しさせていただきたいんですが、私は、目先
の対策というよりは長期的な視点に立った上でお
話しさせていただきたいと思います。目の前の感

が、それでも、こういう自治体の姿勢というもの

がスマートフォンに来ると、届くというＦＮＮの

このように、羽村市のような取組もありながら

イギリスにおいては、このワクチン接種の案内

様にとってはもしかすると違和感あるかもしれま

記事が先日ありました。この記事によりますと、

も、ただ、多くの場合はこの接種の案内というの

染について必死になって対策されている立場の皆
せんが、その辺りは立場の違いとして御考慮いた

イギリスでは全ての市民に原則無料で医療サービ

が紙でなされているのではないかと思います。

チン接種したくて心待ちにしておられる方も多い

しずつ増えていると承知しております。早くワク

始まっており、医療従事者を始め接種完了者が少

ようやく国内でも新型コロナのワクチン接種が

よりますと、スマートフォンを通じてワクチン接

ざいまして、ロンドン市内に暮らす日本人の方に

イギリスに在住資格のある外国人も加入可能でご

チン接種まで一元管理しているとのことでした。

の新型コロナウイルスの検査や治療、そしてワク

れておりまして、このサービスによって、全国で

す。これをオンライン化してしまえば業務効率大

封筒に詰める作業など手作業も多く必要となりま

用紙、封筒など、紙を使います。また、それらを

紙で案内となりますと、案内用紙であったり記入

るんですが、各種の案内を国民の皆様にする際に、

んですけど、ワクチン接種に限らないことではあ

今回、副大臣に御提案させていただこうと思う

は見習うべきではないかと思いました。

だければと思います。

スを提供する国民保険サービスという制度が取ら

のではないかと思います。

種にあなたは招待されましたというメッセージが

幅にアップしますし、また、最近、環境問題でも

まず、ワクチン接種について質問、提案させて

日経新聞のウエブサイトに、世界各国で百人当

届いて、指定のサイトにアクセスをしますと、必

いただきます。

たりの接種回数の一覧表というのがありました。
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か。ワクチン接種、各地方で頑張っておりまして、

サービスの導入も検討してみてはいかがでしょう

うにスマートフォンでワクチン接種の案内をする

そこで、副大臣に提案です。例えば、英国のよ

ます。

ついては省略、将来的になくしていくべきと考え

例のように、デジタル化すれば省略できる作業に

に減らすことができます。イギリスや羽村市の事

問題となっておりますように、紙の消費量も大幅

通の番号を付与した上でシステム構築するという

ずに予防接種の管理を行うためには、これ国民共

が付与されております。日本でも接種券を送付せ

いうのも配付されておりまして、個人単位の番号

ギリスではこのＮＨＳを利用するための資格証と

ルで送付されることになっております。また、イ

通常の予防接種とか健診等、そういう案内もメー

これは新型コロナワクチン接種だけではなくて、

Ｓに個人のメールアドレスを登録しておりまして、

店といいましても、小さな店も大きな店も同様の

飲食店の一律の営業制限と申しましても、飲食

が問題として挙げられるのではないかと思います。

りますように、一律の営業制限がなされている点

えば飲食店を例に取りますと、以前から指摘のあ

れております。この営業制限なんですけれど、例

時間短縮など、営業を制限するような施策がなさ

宣言、まん延防止重点措置などで、各施設の営業

新型インフルエンザ特別措置法に伴う緊急事態

という状況ではないかと思います。この新型コロ

制限されておりまして、自粛した店の補償も一律

コロナワクチン接種を効率的に実施するために

ナウイルス感染症が問題となり出した当初は致し

ような、そういう必要がございます。

すが、政府としてＤＸ化を進めていくんだと、国

は、厚労省におきましては、新型コロナワクチン

方ない面もあろうとは思いますが、現在、新型コ

オンラインでの案内も進めている自治体もありま
が方針を打ち出していくことも重要と思いますの

接種総合案内サイト、コロナワクチンナビを開設

ます。飲食店にも様々な営業形態、規模がござい

で、提案させていただきます。御見解をお願いし

予約の受付状況等をオンラインで案内しているほ

まして、それらに合わせて対策を取っていくこと

ロナについてたくさんのことが分かってきており

○副大臣（三原じゅん子君） 政府全体でデジタ

か、一部の自治体におきましても、オンラインで

が大事ではないかと思います。

して、ワクチン接種を受けられる医療機関やその

ル化改革を推進する中、行政分野におきましても、

接種の予約ができるシステムを導入しているとい

ます。

予防接種に限らず、行政手続のオンライン化とい

うふうに承知しております。
の効率的な実施に向けて取り組んでまいりたいと

厚労省としても、引き続き、このワクチン接種

それは、各店舗一つ一つチェックして、感染対策

その内容に感心したので紹介させてもらいますと、

当選されました。早速仕事をされておりまして、

先日、千葉県知事選挙があり、熊谷俊人さんが

うのは、委員と同じようにとても重要な課題だと

思っております。

がしっかりしている店については自粛しなくても

認識しているところでございます。
は、高齢者を含む全ての接種対象者に迅速に接種

○浜田聡君 ありがとうございます。今後の進展

今回の新型コロナワクチンの接種におきまして
を実施するために、予防接種法に基づく実施主体

いいような許可を出すというものでございます。

最近はやりの単身者用の飲食店です。一人焼き

で、ここで一つだけ提案させていただきます。

様々なアイデア挙げ出すと切りがありませんの

に期待をしております。

話しさせていただきます。

に伴い、各施設の営業制限、自粛などについてお

次に、緊急事態宣言やまん延防止重点措置など

である自治体が、これ既に保有する住民基本台帳
の情報を利用し、住民に対して接種券を送付する
こととしたところでございます。
今委員御指摘のイギリスにおきましては、ＮＨ
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肉という言葉がありますけど、町を歩いています

コロナの分科会でも指摘されており、これまでも

ています。

あと、済みません、協力金の関係、事業規模に

ただ、その上で、基本的対処方針におきまして

ます。

あらゆる場面で周知を行っているというところで

リーレストランなんですけど、まあファミリーと

感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避

○浜田聡君 ありがとうございます。

と、その一人焼き肉ができる焼き肉チェーン店も

いう名前は付いておりながらも、単身用の席を充

けるという観点から、緊急事態措置区域やまん延

緊急事態宣言が出されて、これまで多くの国民

応じた形で支援できるような形で最近見直してお

実しているところもあります。このような場合、

防止等重点措置の区域では営業時間短縮の要請を

が外出自粛など我慢してきた中で、再度、緊急事

ございます。

お客さん、基本的に会話しませんし、他人との距

行っておるわけですけれども、これらの地域は感

態宣言なんですね。またかという失望の声は多い

増えているように感じます。また、多くのファミ

離も十分取れているわけでございます。感染が広

染が拡大している地域であって、併せて不要不急

りますので、そこはちょっと付言させていただき

がるクラスターとなる可能性は、そういった店で

度国民が我慢すべきところはあると思いますが、

この感染症との闘いにおいては、確かにある程

のではないかと思います。

もそも、人出を抑制して感染拡大を抑える必要が

の外出の自粛というのを要請してございます。そ

そこで、政府参考人の方に質問です。
あると。

は低いのではないかと思います。
このような店については、営業自粛、制限など

を減少させるということができるというのは分か

のような心掛けを持って対応すべきかについては

べきではないかなと思います。コロナに対してど

我慢には限界があります。先ほども申したように、

で制限行われていると承知しておりますが、政府

っておるというところでございまして、そのため、

様々な意見あると思いますが、私としてはやはり

また、これまでの経験やデータの分析から、飲

が主体となって行う必要があると考えますので、

また単身用あるいは家族用の飲食店にかかわらず、

息切れしない持続可能な対策が必要ではないかと

の対象から外してみるというのもいかがでしょう

提案させていただきます。御答弁よろしくお願い

また感染対策をしっかり講じている飲食店、これ

思います。

コロナとの闘いというのは長期的な目で見ていく

します。

も今、一店一店の見回り、働きかけも行っている

食店の営業時間短縮要請で人出を抑え、感染拡大

○政府参考人（梶尾雅宏君） 御指摘の単身用の

わけですけれども、営業時間短縮要請の対象とい

か。これ、こういったことについては地方自治体

飲食店では、アクリル板のパーテーションが設置

うふうにやっているところでございます。

の設置、座席の間隔の確保、手指の消毒の徹底、

いうのをお願いしておりまして、特にアクリル板

ーの発生を防ぐためにガイドラインの遵守徹底と

思っておりまして、政府としましても、クラスタ

染拡大を抑えるべく取り組んでまいりたいと思っ

引き続き、対策の効果も検証、研究しながら、感

実務的な論点などもあろうと思いますけれども、

る場合は、それをどう確認し運用していくのか、

仮に単身用の店舗等を短縮の要請の対象外とす

目していくべきではないかと考えます。どういっ

的低いと思われるような娯楽について今後より注

この新型コロナウイルス感染症の感染確率が比較

す。様々な息抜きの方法があろうとは思いますが、

のは皆さん納得いただけるのではないかと思いま

やはり適度な息抜きというのが必要であるという

我慢ばかりで疲れ過ぎないようにするためには、

されるなど、飛沫感染対策としても有用であると

食事中のマスク着用、換気の徹底などについては
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あるんですが、そういったものが感染確率低いの

ばゴルフであったり屋外キャンプ、思い付きでは

に応じて調べていくべきだとは思いますが、例え

たものが低いのか、ちょっと調査結果とか、必要

○浜田聡君 ありがとうございます。適宜進めて

そういう状況でございます。

だということも併せて注意喚起をしております。

感染リスクが高まる場面というのはこういう場合

いずれにしましても、厚生労働省ではそういう

今御指摘のような情報発信を今行うことについて

事態宣言が発出されたところでございますので、

っております。

できるような、気持ちは分かるというふうにも思

な、十分に留意した上では私も個人的には理解が

ます。

いかということについて御見解いただきたく思い

感染の可能性低い娯楽と位置付けられるのではな

先ほど例に挙げましたゴルフや屋外キャンプ、

ます。自粛の繰り返しだとどうしても疲れてきま

んですが、そうでない可能性も考えられると思い

新型コロナウイルス感染症、早期収束すればいい

長続きさせるのには限界があると思います。この

最後なんですけど、やはり人間、無理な我慢を

情報発信に取り組んでまいりたいと思っておりま

いずれにしても、科学的知見に基づいた適切な

うに考えております。

下の状況では正直難しいタイミングかなというふ

不要不急の外出を控えることが呼びかけている現

というのは、この人流の抑制が求められている、

しかしながら、今、二十三日に四都府県に緊急

ではないかと思うんですね。
いただければと思います。

○政府参考人（宮崎敦文君） お答え申し上げま

すし、適度な息抜きするべきではないかというの

す。

そこで、政府参考人の方にお聞きします。

す。

は、そういう考えは重要ではないかと思います。

委員御指摘のゴルフや屋外キャンプにつきまし
りますので、一概に申し上げることはなかなか難

方から今後積極的に推奨、発信してみてはどうか

コロナ禍で推奨可能な例えば娯楽について政府の

○小委員長（西田実仁君） 本日の調査はこの程

ありがとうございました。

○浜田聡君 時間になりましたので、終わります。

○小委員長（西田実仁君） 時間になりました。

しい面ございますが、一般的に、屋外での活動で

と思うのですが、いかがでしょうか。御見解お願

度にとどめ、これにて散会いたします。

最後に、副大臣に質問というか提案なのですが、

すとか人との接触が少ない活動をすることについ

いします。

て、それが行われる状況によって感染リスク異な

ては総体的に見て感染リスクが低い行動となると

午後三時二十四分散会

○副大臣（三原じゅん子君） 委員御指摘の長期
的な観点に立つと、そうしたその心身の健康に与

いうふうに考えております。
ただ、その一方、例えばゴルフをされる場合で

例えば、感染リスクに十分留意した上でであれ

える影響というのは無視できないなというのは共

か、そういったそのいろいろなシチュエーション

ば、委員御指摘のゴルフなどは、飲食をしないで、

も会食を伴う場合ですとか、キャンプ中であって

考えられますので、そういう場合ではリスクの高

そのまま車から、ゴルフを、ゴルフして、コース

通の意識でもあります。

い場面というものも想定し得るものはあろうかと

へ出て、そのまま車にお戻りになってというよう

も会食やあるいは複数の人がテント内で集まると

思います。
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