【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

でしょうか、お尋ねいたします。

ＮＴＴが国会議員と会食を行ってきたのは事実

主・社民百四十七分、公明党五十六分、日本維新

○参考人（田純君） 冒頭、お答えの前に、大

時間は、自由民主党・国民の声六十四分、立憲民
の会四十九分、国民民主党・新緑風会四十九分、

家委員の貴重なお時間をいただいてしまうんです

令和三年三月十五日（月曜日）
（未定稿）
○委員長（山本順三君） ただいまから予算委員

日本共産党四十九分とすること、質疑順位につき

が、おわびをさせていただきたいと思います。

午前九時四分開会
会を開会いたします。

ましてはお手元の質疑通告表のとおりでございま

参考人の出席要求に関する件についてお諮りい
令和三年度総予算三案審査のため、本日の委員

○委員長（山本順三君） 令和三年度一般会計予

─────────────

その上で、お答えさせていただきます。

りおわびを申し上げさせていただきます。

この度の件で関係の皆様に大きな御迷惑と御心

会に日本電信電話株式会社代表取締役社長田純

算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関

私ども、日頃より、例えばマスコミあるいは与

す。

君、株式会社東北新社代表取締役社長中島信也君、

係機関予算、以上三案を一括して議題とし、内外

野党の国会議員の議員の方々を始めといたします

たします。

総務審議官吉田眞人君、総務省大臣官房付谷脇康

の諸課題（デジタル社会・情報通信行政、ワクチ

配を掛けた、そのことに関しましてですね、心よ

彦君、総務省大臣官房付秋本芳徳君、総務省大臣

いわゆる各界の有識者の方々と懇談を行い、将来

お答えとしては、そういう場を設けておるとい

いただく、そのような場を設けております。

の社会や国際情勢全般について意見交換をさせて

ンの接種体制等）に関する集中審議を行います。

の大家敏志です。予算委員会での質疑という貴重

○大家敏志君 おはようございます。自由民主党

これより質疑を行います。大家敏志君。

官房付湯本博信君、独立行政法人地域医療機能推
進機構理事長尾身茂君及び内閣官房内閣審議官奈
良俊哉君を参考人として出席を求めたいと存じま
すが、御異議ございませんか。

テーマにのっとって内政、外交、様々な質問を

を行ってきたと、目的は何だったんでしょうか。

○大家敏志君 与野党超えて国会議員と意見交換

うことでございます。
用意してまいりましたが、本日は参考人に御出席

もう一度というか、具体的にあればお答えくださ

な機会をいただきました。感謝を申し上げます。

をいただいております。私からは、まずＮＴＴ問

い。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

─────────────

題について、ＮＴＴの田社長にお尋ねをしたい

○参考人（田純君） 基本的には、国会議員の

○委員長（山本順三君） 御異議ないと認め、さ

○委員長（山本順三君） 令和三年度総予算三案

と思います。

よう決定いたします。

に関する理事会決定事項について御報告いたしま
本日は、内外の諸課題（デジタル社会・情報通

じくであります。危機管理の要諦は情報公開だと、

かつ歴代総務大臣ら政治家への接待に関しても同

だいていると、こういうことでございまして、業

常に刺激になる良い勉強になる場を提供していた

識、幅広い方々です。私どもにとりましては、非

先生、どなたもそうなんですが、非常に見識や知

信行政、ワクチンの接種体制等）に関する集中審

これは私の尊敬する元北九州市長末吉興一さんか

務上の要請であるとか、あるいは逆に便宜を受け

ＮＴＴによる総務省幹部への接待が問題になり、

議を行うこととし、質疑は往復方式で行い、質疑

ら何度も聞いた言葉であります。

す。

割当て時間は四百十四分とし、各会派への割当て
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るとか、そういうようなお話はいたしておりませ

等に照らしてきちっとした対応を求めたいと思い

とで一致をいたしました。今回の会議は、日米豪

題について充実した議論を行い、協力を深めるこ

印、この協力を新たなステージに引き上げること

ます。
それでは、質問に、本来準備した質問に移らせ

ん。
以上、お答え申し上げました。

○参考人（田純君） 私が社長に就任いたしま

また併せて目的についてお答えください。

との会食についての事実関係、それから、これも

次にお伺いいたしますが、ＮＴＴと総務省幹部

初めてと伺っております。そして、年内にも直接

での会談ということでありました。これは歴史上

の首脳が金曜の夜中から未明にかけてオンライン

本、アメリカ、オーストラリア、インド、四か国

この週末に二つの大きな動きがありました。日

外交についてお伺いいたします。

米同盟の更なる強化につなげていきたいと思いま

をしたいと思っています。この機会を生かし、日

が許せば、来月の前半にも米国ワシントンを訪問

日米首脳会談でありますけれども、諸般の事情

続き野心的、そして具体的な成果を目指していき

脳会談を行う、このことでも一致しました。引き

になったと思っています。今年末までに対面で首

したのは二〇一八年の六月でございます。三月八

の会談もという話もお伺いしました。加えて、総

す。この訪米でも、新型コロナ、気候変動、そし

ていただきます。

日の総務省の調査では、私が総務省の幹部の方と

理が四月前半にもアメリカを訪問し、バイデン大

て中国を始めとする諸課題、北朝鮮による拉致問

○大家敏志君 まあ、国会議員の見識にも個人差

会食を持ったのは二回ということになっておった

統領と会談するとの発表もお聞きしました。バイ

題、こうした様々な課題についてしっかり議論し

はあると思いますが。

んですが、これは私のことですので調査をいたし

デン大統領就任後初めての直接会談が菅総理だと

たい、このように思います。

まして、もう一回もうお辞めになっている方と会

国際社会での、中での日本の存在感の高まりを

○大家敏志君 コロナ禍での明るいニュースであ

て、日米の連携と協力を確かなものにしていきた

ことになります。二〇一八年の秋に二回、二〇二

うれしく思います。それから、何といっても、自

ります。更なる御活躍を期待をしたいと思います。

いう話もこれまたお聞きをいたしました。

〇年の六月に一回、こういうことでございます。

由で開かれたインド太平洋という日本が提唱して

コロナとの闘いの中で、我が国のデジタル化は

食がございましたので、この三年間で三回という

お話の中身は、基本的には将来の社会、特にＡ

きた理念、このことの広がりも感じて、本当にう

い、このように考えています。

Ｉが入ってきた折の社会のプラスの面、マイナス

れしいニュースと私自身感じました。

○大家敏志君 様々な方から疑念を持たれた以上

○内閣総理大臣（菅義偉君） 先週に初めて開催

菅総理からお伺いいたします。

ら四月に臨む日米首脳会談への意気込みについて

この四か国会談の協議の結果、成果と、それか

一方で、デジタルについては苦手だと、また、

います。

ということになりました。国民の期待は高まって

令の下でいよいよ本年の九月にデジタル庁の発足

このピンチをチャンスに変えると、菅総理の大号

遅れているという事実が判明をし、しかしながら、

の面、そういうところについて広く一般的なお話

は、全てをつまびらかにして、その上でルールに

された日米豪印首脳会議では、新型コロナ対策、

デジタル化といってもそれは漠然としたものであ

を意見交換させていただいております。

のっとって判断、行動されることが求められると

気候変動、さらに、地域情勢を始めとする重要課

以上、お答え申し上げました。

思っております。公務員倫理規程、また大臣規範
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あります。

り、よく分からないという声があることも事実で
ます。

化によって大きな成果がもたらされるはずであり

う話があります。この二つは間違いなくデジタル

したときに、間違いなくデジタルによって災害か

この研究所の臼田裕一郎さんからこの話をお聞き

て指示ができることになるとも言われています。

護、防災の分野で成果を示すべきだとの中身を盛

間提言の中にも、教育の分野で、そして医療と介

示しすることではないかと思います。我が党の中

の分かりやすく国民の皆様方にメリットと姿をお

の効果を最大限に発揮する、ＳＩＰ４Ｄと名付け

ゆる防災のデータを統合して共有化し、災害対応

をお伺いしました。役所や民間が持つありとあら

災科学技術研究所のプロジェクトについてのお話

そういう中で、先週、参議院自民党として、防

いろんな課題が横たわっています。現状のままで

司令塔をどうするか、予算はどうかということで、

ためには、現時点ではルール整備、体制の整備、

を活用して、統合して、災害対応、これに生かす

ら救える命があると私は感じました。ＳＩＰ４Ｄ

デジタル庁創設の成功の鍵は、何といってもそ

り込ませていただきました。

は活用できないということであります。

又は福島の地震、ここでも活用されて大きな成果

○内閣総理大臣（菅義偉君） 近年、頻発化、そ

ＩＰ４Ｄの活用についての見解を伺います。

そこで、総理の防災のデジタル化、特にこのＳ

が報告をされました。

見事なシステムでありまして、熊本の人吉の水害

られたシステムの説明でありました。これはもう

中でも、今日お尋ねしたいのは、防災のデジタ
ル化についてであります。
未明、和歌山での地震のニュースも飛び込んで
まいりました。防災対策の強化が求められていま

挨拶をお聞かせをいただきました。かけがえのな

でしたが、追悼式典で被災者の五人の皆様方の御

電をし冷暖房が取れなくなっているか、断水によ

れるかが予測をできると。また、どの避難所が停

断をされるか、どの避難所へのアクセスが制限さ

関連情報の共有システム、ＳＩＰ４Ｄ、ここを研

政府において、今御指摘をいただきました災害

うに認識しています。

の連携促進などを図ることが重要であるというふ

して激甚化する災害により効果的、効率的に対応

い親族を亡くされたという悲しみの中にあっても、

って飲料水を必要としているか、トイレは使えて

究開発し既に活用するとともに、有識者の皆さん

例えば、台風が予想されれば、どこにどれだけ

改めて災害に携わった多くの皆様方への感謝の言

いるか、リアルな状況が把握できる仕組みであり

を交えて災害情報の共有に当たっての課題等につ

す。先週三月十一日、あの東日本大震災から十年

葉を述べられる、その姿に胸を締め付けられる思

ます。将来的には、人工知能の活用によって、持

いて今検討を進めているところです。

するためには、防災のデジタル化による関係者間

いでありました。

病を持つ方が命を守るためにどのような行動を取

の雨が降るのか、洪水が発生して、どの道路が遮

いろんな場面で、デジタル化、防災に生かすべ

るべきかということまでが予測できるようにもな

を迎えることとなりました。私はリモートの参加

きだという声を聞くときに私は感じるのは、もっ

るとの話でありました。

ります。災害が起こるたびに繰り返される議論、

前線で御苦労される市町村長の指示、判断におい

この仕組みを活用することによって、災害の最

○大家敏志君 判こがなくなって便利になった、

い、このように思います。

効率化に向けて地方自治体の関係者とも連携し、

今後とも、デジタル化による災害対応の迅速化、

と救えた命があったのではないかということであ
幾つかありますが、災害対応はもっと迅速になら

ても、具体的なエビデンス、科学的根拠に基づい

更なる研究開発、そして課題解決を進めていきた

ないのか、次なる災害へはどう対応すべきかとい
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ります。どうかデジタル化によって大いなる成果

日本列島にとって逃れることのできない敵でもあ

すい成果であります。同時に、防災、災害はこの

康保険証も使えるようになった、非常に分かりや

大臣からお話をいただければと思います。

いていると思います。この日程感についても河野

レビの向こうでそれぞれの首長さん、この話を聞

分かりやすく説明をいただくとともに、今日もテ

に対する不安があるんだと思います。このことを

もありますし、まだでき上がっていないシステム

国からの情報提供が不足をしているという指摘

ことを導入するときには苦労が伴いますが、その

今の説明で少しは安心したかと思います。新しい

な対応についての不安を持っておられますので、

○大家敏志君 それぞれの首長さん、本当に新た

っているところでございます。

で考えればつながっていくものだというふうに思

おりますし、自治体の御負担の軽減にもトータル

ので、国トータルとしても必要なことだと思って

スにそれを発行することもできるようになります

を、見える成果を早急に築いていただきたいと思

○国務大臣（河野太郎君） 三月中には全体像を

先の姿をきちっと示すことでその苦労を乗り越え

対応についてであります。

いますので、総理のリーダーシップをお願いをい

お示しして、自治体の皆様にもう少し具体的なイ

ていくということだろうと思います。しっかりこ

マイナンバーカードで便利になったし、これで健

たします。

メージを持っていただけるような感じでこの開発

れからも情報提供に徹底を期していただきたいと、

国民にとって大きな期待となるワクチン接種が

いてお伺いをしたいと思います。

次に、新型コロナウイルスのワクチン接種につ

を進めているところでございます。

始まりました。我々参議院自由民主党は、関口昌

改めてお願いを申し上げます。

種に当たっての様々な声をお聞かせいただくこと

一の市区村町の皆様からの意見聴取、ワクチン接

しい接種記録システムを使うことで、その場で記

ない、そういうことになってしまいます。この新

てきてそれを予防接種台帳に入力しなければいけ

令和三年度の介護報酬改定におきましては、総

の努力に心から敬意を表したいと思います。

の中にあっても最前線で働く全ての介護の皆様方

連盟、二つの事務局長を務めております。コロナ

このシステムがありませんと、予診票をベース

をいたしました。五千九百九十四の回答を得て、

録を入れることができます。また、この接種記録

理、財務大臣、それぞれの皆様方の御理解の下で、

一議員会長、そして世耕弘成幹事長のリーダーシ

中身はいろんなところで言われていますが、人員

システムを予防接種台帳とすることもできるわけ

今年はプラス〇・七％の改定ということになりま

私は、自由民主党の中にある介護に関する議員

をどう確保するか、費用はどうか、会場はどうな

でございますから、最終的には、トータルで考え

した。

に紙で管理をしなければいけない、予診票が戻っ

っていくのか、また、ワクチンの輸送、保管、管

れば、自治体の負担も減りますし、問合せにも効

ップの下で、所属議員百十三名総出で千二百二十

理、様々な意見をお聞かせいただく中で、特に気

率的にお答えができるようになります。

それは、ワクチン供給、在庫状況を把握するこ

接種記録システムを使うことで、対外的にワクチ

が今いろんなところで行われておりますが、この

また、国際的にワクチンパスポートという議論

も、そしてサービスを提供する側にとっても、そ

て科学的介護が進めば、受ける方も、国にとって

と思っております。科学的介護、デジタルによっ

ル化、介護の世界でもデジタル化は待ったなしだ

中身を少し見ていきたいと思いますが、デジタ

になった点について私がお伺いさせていただきま

とへの対応に加えて、一人一人のワクチン接種状

ンパスポートが必要になった場合にはこれをベー

す。

況を把握することへの新たなシステムでの新たな
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ております。

れぞれがプラスになることは間違いがないと思っ
仕組み、人員、体制をきちんと整える必要がある

しっかりと分析をし、そしてフィードバックする

めには、国がいただいた現場からの貴重な情報を

集めるだけじゃなくて、それをちゃんと分析、解

いて、今委員がおっしゃられるように、データを

うような、そういうシステムを今般つくる中にお

くしてお示ししようということで、ＬＩＦＥとい

今回の介護報酬改定で、介護現場での客観的デ
と思うんです。

身がありましたが、実は、これを喜んでいる、や

とによって報酬を加算するという今回の改定の中

行に移していく、このサイクルが徹底をされるこ

た、フィードバックされた情報で新たな計画を実

分析をして、そしてまた現場に戻す、その戻され

らお世話になっておりまして、ありがとうござい

○国務大臣（田村憲君） 委員には大変平素か

と思いますが、見解をお伺いします。

つくり上げることを田村大臣には強く要望したい

うと大げさかもしれませんが、そういう仕組みを

そのことが整った、どうですかね、研究所とい

いて評価をしよう、こういうことで介護報酬の中

クル回していただいて、御利用いただいた上にお

いこう。そして、これを介護報酬でＰＤＣＡサイ

ックしていくというようなことを、これをやって

うものが有効であるのかということもフィードバ

析した上で、有効なデータといいますか、どうい

ータをこれを国に上げる、受け取った国はこれを

る気のあるというとみんなやる気があるんですが、

に入れさせていただきました。

おっしゃられるところも、特に介護の場合は規模

ただ、言われるとおり、何かよく分からないと

ます。介護の分野ですね、大変御造詣が深いわけ
いております。

でありますし、いろんな御提案も平素よりいただ

先端を行く皆さんは大いに喜んでいる。
しかし一方で、人手不足に悩む介護施設の皆さ
んにとっては、データの入力、そして国に上げる

護のレベルは高いと言われている、それを一つの

います。そして、狙いとしてはですよ、日本の介

ルを上げていく、こういう効果が見込まれると思

ノウハウを共有することによって日本全体のレベ

例えば、効果としては、たくみの技ではなくて

する必要があると思うんですね。

っぱりこのシステムの狙い、効果を明確にお示し

があるのも事実であります。ですから、これはや

としてもそんなことまでできっこないよという声

こういうものをデータとして分析してフィードバ

Ｅは高齢者の状態でありますとかケアの内容等々、

もののデータを集めて分析する。また、ＣＨＡＳ

ＶＩＳＩＴは訪問だとか通所リハビリ、こういう

れからＣＨＡＳＥというシステムがありました。

りますが、元々、ＶＩＳＩＴというシステム、そ

これを更に強化していかなきゃならないわけであ

と重症化を予防し、自立支援していくという形、

であり、日本の冠たる介護保険、これ、しっかり

科学的根拠に基づいた介護というものは大変重要

現場の声もしっかりとお聞かせをいただいた上で、

だかなきゃなりませんし、あわせて、やはり介護

かなきゃなりませんので、有識者の御意見もいた

いずれにいたしましても、まだまだ改良してい

ただく、まあいろんなことを考えております。

こういう方々からいろんなアドバイスを受けてい

ていただけるような方、こういう方々を養成して、

うまくどう使えばいいのかというアドバイスをし

れからＬＩＦＥマスターという、このＬＩＦＥを

させていただいて、このＬＩＦＥの有効利用、そ

もあります。ガイドラインをしっかりとお作りを

もそれぞれありますので、そういうような御心配

パッケージとして海外に打って出ることができる、

ックする、こういうシステムだったんですが、二

より良いものにしていきたいというふうに思って

それぞれいろんな御意見いただく中において、

そういう情報が集まるんだということを現場の皆

つをもう統合して、もっと効率化して分かりやす

作業、これが手間だと。若干の報酬を加算された

さんにも御理解いただく必要があります。そのた
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

今スタートしたばかりでございますから、更に
総事業費は千七百五十億、そして海面からの高さ

工し、着工後三年で運転開始を目指しています。

メンテナンスでもきちんと稼ぎ道をつくっていく

構築してこの力で稼いでいく、そしてその後は、

原材料から製品までいわゆるサプライチェーンを

今手を打たなければ、北九州のこの壮大な計画、

これを強化をしろというお話でございますので、

が二百メートル、約二百メートルにも上る風車を

という本当に実のある計画でありますが、このま

私の地元北九州では、来年若しくは再来年に着

しっかりとまた委員の御意見もいただきながらこ

二十五基、そして二十二万キロワットの電力をつ

おります。

れをより良いものにさせていただいて、より質の

までいけば、その稼ぎの多くを外国に取られてし

この課題克服のために、政府の、そして菅総理

くる。これは、九十四万北九州市民の四割をカバ
二十五基の風車を造ってできた電力を売って稼

の強力な後押しが必要ですが、見解をお伺いした

高い介護、そして、これは多分アジアの国々、世

ぐと、こういうことを皮切りにして、このプロジ

いと思います。

まいかねないということであります。

超高齢化が迫っている中で、しっかりと我が国

ェクトは、北九州を風力発電の製造拠点にすると

○内閣総理大臣（菅義偉君） 国土の面積に制約

ーできる出力でもあります。

がフロントランナーとして、世界の中で介護とい

いう壮大な計画でもあります。目の前には、風車

がある我が国にとって、電源の脱炭素化を進めて

界に向かって日本が発信できる、大変大きな国際

うもの、これをしっかりと確立できるようにこれ

ができる海上、二十五基造る海上の目の前には整

貢献できる分野だと思います。

からも頑張ってまいりたいというふうに思ってお

いくには洋上風力発電を最大限導入していくこと

昨年末に取りまとめたグリーン成長戦略、ここ

備をされた港湾が既にあるんです。そして、その
そして、何といっても、我が北九州、福岡県北九

におきまして、二〇四〇年までに三千万から四千

りますので、どうか御指導、今後ともよろしくお
○大家敏志君 ＣＨＡＳＥ、ＶＩＳＩＴの仕組み

州は、百二十年という物づくりの歴史を持つ中で、

五百万キロワットという導入を目標とするととも

が必要だと思っています。

を新たにＬＩＦＥと、横文字がちょっと気になり

風車を製造するために必要な部品を供給できる技

に、立地関係者との調整、送電線や港湾の整備、

後ろにはこれまた整備をされた広大な土地がある。

ますが、ＬＩＦＥというのはいいネーミングだと、

術を持った中小企業が集積をしています。

願いいたします。

厚労省にしてはいい名前だと思っております。こ

ていただくことを改めて要望させていただきます。

なんだという発信、そして仕組みづくりを徹底し

介護現場に夢を持ってもらえる、そういう仕組み

は撤退をしてしまいました。今は欧米のメーカー

国内市場の成長が見込めないということで、現在

うことであります。かつては三社あったんですが、

それは、風力発電を造る国産メーカーがないとい

しかし、我が国の中小企業を始めとした物づくり

頼らざるを得ないというふうにも承知しています。

状は、風力発電の機械の製造は欧米のメーカーに

また一方、今御指摘いただきましたように、現

関連する規制改革、こうしたものにもしっかり取

昨年十月、就任後直ちに菅総理は、二〇五〇年

に頼らざるを得ないというのが現状なんです。三

産業の結集、力を結集することで、高品質の発電

しかし、この計画には最大の課題があるんです。

カーボンニュートラル実現、これを力強く宣言を

年後に完成するであろう北九州のこの二十五基も、

機や耐久性のある風車の羽根の素材などにより、

の仕組みに魂を入れる、そして厳しいと言われる

されました。その切り札とも言われているのが洋

実は風車は輸入品なんです。

り組んでいかなきゃならないと思っています。

上風力発電であります。
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

おります。総額これ二千億円になりますかね、支

情報通信システムや先端何たら、先端的な半導体

既に中国、韓国、欧米でこの開発競争は始まっ

援ということになるとともに、その次に来ます６

とがまた繰り返されるのではないかという危機感

産業界において成長分野である洋上風力に対し

ていますが、日本にも勝機はあると考えておりま

Ｇ、６Ｇにつきましても、企業、大学等の研究開

世界をリードする競争を有するサプライチェーン

積極果敢な投資が行われ、イノベーションがしっ

す。昨日の日本経済新聞の一面にも出ておりまし

発を支援するために、新たな競争的資金プログラ

の開発支援のために九百億円の基金を積み増して

かりと働くようにここは進めてほしいと、このよ

たが、東芝、ここでは情報漏えいを防ぐとも言わ

ムの創設と研究施設の整備に合計五百億円を措置

を強く持っています。

うに思っています。

れていますし、盗聴を不可能にする技術とも言わ

を構築する、このことを期待をしています。

○大家敏志君 総理の強力なバックアップを重ね

ということをさせていただいておりますので、こ

というものを確保していく上で、特に通信の部門

れている量子暗号通信という分野において世界ト
こうした技術に花を開かせ、日本がコロナ時代

で、いく上で、政府としてはしっかりと取り組ん

てお願いを申し上げます。よろしくお願いしたい
再生可能エネルギー、また、九州はその宝庫で

の通信インフラの旗手となる上には、国による資

でまいりたいと、さように考えております。

うした支援が有効に活用されて日本が国際競争力

もあります。要望だけにとどめますが、梶山大臣、

金面での思い切った後押しが欠かせません。麻生

○大家敏志君 よろしくお願いします。

ップクラスの技術を持っております。

更なる半導体立地に対して、世界の潮流は、物づ

大臣から予算面の支援について御所見を伺いたい

と思います。

くりの現場のエネルギーを全て再生可能エネルギ

と思います。

にも九州にも可能性があると思っていますので、

そうでありますが、こういうことを含めて北九州

〇、リニューアブルエナジー一〇〇という意味だ

極めて大事なことで、多分、ＮＴＴ等々はこの部

りまして、これで世界に先駆けていくというのは

これは極めて大きな要素を占めていると思ってお

今後確保していく上で通信インフラというものが

指摘のとおり、これは、国際競争力というものを

○国務大臣（麻生太郎君） これは、大家先生御

います。バイデン政権になって協調主義がもう一

ェクト等で国際社会の議論をリードしてきたと思

平であります。既にこの九年間、ＢＥＰＳプロジ

じ分野で競争する日本企業にとっては大変な不公

で稼いだ金を日本に払わないと。こうなれば、同

んですかね、節税、物すごい節税を行って、日本

業、ＧＡＦＡに代表される企業が、まあ何という

もう一つ大臣にお願いしたいことは、多国籍企

ーに変えていくという潮流にあります。ＲＥ一〇

更なる御指導をお願いをしておきます。

分においては極めて優れた技術を持っていると思

度戻ってくると思いますので、この議論を加速化

デジタルを進めていく上でもう一つの鍵は、情

ついてお伺いします。

次に、次世代通信インフラの国際競争力強化に

っております。

る通信インフラを整備できるかどうかであります。

面での後押しを図ってきたところでありますけれ

これまで、ポスト５Ｇの研究開発のために予算

結びに、菅総理の所信表明演説の中で、梶山元

報を、大量な情報を安全確実に届けることができ
あと数年で社会実装が見込まれるポスト５Ｇ、ま

ども、先般御可決をいただきました補正予算、三

官房長官の、国民の食いぶちをつくることがおま

させていただきたいと、そのことはもう要望で終

た６Ｇにおいて日本の関連技術が主要な位置を占

次の補正予算におきまして、この５Ｇについても、

わらせていただきます。

めなければ、５Ｇで少し遅れてしまったというこ
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

菅総理のリーダーシップの下で私も参議院議員と

これから幾多の困難が予想されますけれども、

の明るい姿が見えた気がしたからであります。

で我々は闘っております。その先、打ちかった先

きに、私は力強いものを感じました。コロナの中

頑張ってきたという話をお聞かせをいただいたと

えの仕事だと、そのことを自分自身の指針として

サービスに地位を継承しました。しかし、総務省

た。その後、子会社の株式会社東北新社メディア

しているとして総務省に申請し、認定を受けまし

件があり、株式会社東北新社は、この要件を満た

る外資比率が五分の一未満、二〇％未満という要

おうとする者は、外国人等の議決権割合、いわゆ

放送法の規定に基づき衛星基幹放送の業務を行

本件の概要を簡単に紹介いたします。

る御心配と御迷惑をお掛けしておりますことを心

資家の皆様を始め、多くの関係者の方々に多大な

しみにしていただいているお客様、お取引先、投

ことに至りましたことにつきましては、番組を楽

省関係者の不適切な会食で様々な疑念を持たれる

かかわらず誤って申請を行ったこと、また、総務

議決権が放送法に定める欠格事由に該当するにも

まず初めに、今回、当社において外国人株主の

して全力を尽くすことをお誓いをし、質問を閉じ

既に当社において社外の専門家を含む特別調査

より深くおわび申し上げます。

における外資比率が二〇％を超えていたことが判

委員会を立ち上げまして、中間報告の結果に基づ

が事実確認を行ったところ、認定申請時と認定時
明し、本来であれば認定どころか申請すらできな

いて前社長が引責辞任し、さらに関係者を処分い

させていただきます。
○委員長（山本順三君） 以上で大家敏志君の質

い状況であったことが確認されたものであります。

たしましたが、更に真相究明を進め、二度とこの

貴重な時間をありがとうございました。
疑は終了いたしました。
（拍手）

したがって、地位を継承した子会社への認定を取

ような不適切な行為が行われないよう、再発防止

─────────────

り消そうという事案でございます。
して御出席いただいておりますので、中島参考人

本日は株式会社東北新社の中島社長に参考人と

ります。

て、当社グループの信頼回復に全力で努めてまい

に努めてまいります。新たに経営を預かる者とし

○委員長（山本順三君） 次に、進藤金日子君の
○進藤金日子君 自由民主党の進藤金日子でござ

にお尋ねします。事実関係を簡潔にお答えいただ

質疑を行います。進藤金日子君。
います。

制違反の事実を認識していたのかどうか、また、

株式会社東北新社は、認定の申請段階で外資規

ども、これまでの特別調査委員会の調査に基づい

たことから現在も鋭意勉強中ではございますけれ

これまで衛星放送に関わる業務を行っていなかっ

本日は、私自身が二月末に社長に就任し、また、

皆様、委員の皆様に感謝申し上げたいというふう

外資比率を計算するためにどのようなチェックを

て、私が認識し、理解できている範囲で可能な限

ければというふうに思います。

に思います。早速質問に入りたいと思います。

行っていたのか、お聞きいたします。

りお答え申し上げたいと思っております。

質問の機会をいただきまして、委員長、理事の

ディアサービスに対する放送法第九十三条第一項

○参考人（中島信也君） 東北新社の代表取締役

総務省は、三月十二日に、株式会社東北新社メ
の認定の取消しに当たっての聴聞を三月十七日に

ていたのかどうかということなんですが、二〇一

申請段階で当社が外資規制違反の事実を認識し

その上で、御質問にお答え申し上げます。

社長の中島信也でございます。
おわびを申し上げたいと思います。

貴重なお時間をちょっといただきまして、少し

開催することを公表しました。認定基幹放送事業
者の認定取消しを行うという前代未聞の重大な事
態になっております。
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

識しておりませんでした。

のことだと思うんですが、その時点においては認

六年十月に申請したＢＳ左旋４Ｋに関する御質問
○進藤金日子君 ありがとうございます。

り確認をしております。

務に係る認定時においても、このような方法によ

が主たる原因であるとはいえ、認定当時のプロセ

ついて、株式会社東北新社の申請書におけるミス

ような重要な規律である外資規制に対する違反に

えており、こうした事態が生じたことを重く受け

スにおける総務省側の審査も十分でなかったと考

私も見ましたけれども、欠格要件があるかないか

止めております。

今お答えいただきましたように、その申請様式、

したが、別の者がチェックする体制となっていな

をレ点でチェックするのみなわけであります。こ

また、外資比率の計算は担当者が行っておりま
かったとの報告を受けております。この点は本当

のレ点を確認するだけの審査ということでありま

りたいと考えております。

における審査体制の強化についても検討してまい

こうした事態を二度と起こさないよう、総務省

に大変反省しており、体制の改善を進める所存で
す。

二〇一六年十月十七日の申請に当たりまして、

ございます。
以上、お答えいたしました。

報告書では、外国人等の株式数の割合が法定要件

株式会社東北新社としては、今、先ほどお答え

次に、中島参考人にお尋ねいたします。

○進藤金日子君 大臣、ありがとうございます。

外資規制違反の事実の認識不足ということと、

の二〇％を超える二〇・二八％となっているにも

ありましたように、自ら申請時のミスを認めてい

申請の半年前である同年三月三十一日の有価証券

外資比率を計算、そのチェックができていないま

かかわらず精査しなかった、そもそも精査する仕

○進藤金日子君 ありがとうございます。

ま申請したということであります。放送法を熟知

反していることに気付かれたのか、また、気付い

るわけでありますが、いつの時点で外資規制に違

に思います。余りにも性善説に立った申請システ

た後に総務省にはいつどのように報告したのか、

組みになっていなかったということだというふう

外資規制に対する認識が甘過ぎるということだと

ムではないか、また、総じて審査がずさんであっ

している上場企業として、申請の欠格事由である
思います。極めて遺憾であります。

お聞きいたします。
次に、武田大臣にお尋ねいたします。

を認めているということなんですが、二〇一七年

たと言わざるを得ないのではないかというふうに

総務省として、重要な外資規制に関してずさん

八月四日に、当社関連三チャンネルを当社一社に

次に、政府参考人にお尋ねいたします。

とも言える申請と審査が行われたことについて、

承継すべく申請書を作成している過程で担当者が

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

としては、外資規制についてどのような審査をし

御見解をお聞きいたします。

当社の外資比率に気付き、それに伴い、４Ｋの認

思います。

ていたのか、お聞きします。

○国務大臣（武田良太君） 放送法では、外国性

定について外資規制に違反しているおそれがある

株式会社東北新社の認定申請を受けた総務省側

査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無につ

排除の観点から、衛星基幹放送事業者について、

ことに気付いたという報告を受けております。

衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審

株式会社東北新社としては、自ら申請時のミス

いて申告をし、総務省において申告が行われたチ

外国人等が直接的に占める議決権の割合が二〇％

○政府参考人（吉田博史君） お答えいたします。

ェック欄を確認することにより行われております。

以上となることを欠格事由としております。この

また、気付いた後、八月九日頃に、いただいて

二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ４Ｋの業
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

面談し、報告したとの報告を受けております。

おりました４Ｋ認定について総務省の担当部署に
当時の文書やメモでそのような報告を受けたとい

また、総務省でこれまで確認している範囲では、

ないかという認識であるとのことでございました。

上げる予定となっております。

者の有識者で構成する検証委員会を今週中に立ち

かとの疑念に応えるべく、検事経験者を含む第三

以上、お答え申し上げました。

なお、東北新社様に対しても、総務省に口頭で

だくことになりますが、ただいまの御指摘につい

検証内容や方法については委員会で御審議をいた

客観的、公正に検証いただけるよう、具体的な

八月九日頃にこの総務省の担当部局に報告した

伝えたことについてのメモ等はあるか確認を私ど

ても、委員会に御報告の上、御審議いただくこと

う者はございませんでした。

ということでございますが、これ、外資比率がこ

も以前いたしましたが、そういうものはないとい

○進藤金日子君 ありがとうございます。

の法定の欠格事由に抵触するという重大な局面、

になると考えております。

本件は、通信行政、放送行政の信頼に関わる重

うことでございました。
総務省は、報告を受けたこの当時の担当者、覚

大な事案であります。私自身は、本件に関するポ

これ何らかの文書か何かで報告するというのが通

えがないということであります。また、関連文書

イントは二つあるというふうに捉えております。

○進藤金日子君 ありがとうございます。

政府参考人にお尋ねいたします。

もメモも残っていないということであります。ま

まず一つ目は、既に明らかになっている総務省

○進藤金日子君 ありがとうございます。

総務省としては、株式会社東北新社から外資規

さに、こうなりますと、言った言わないというこ

幹部への接待等との関連で、行政がゆがめられる

常だというふうに思いますけれども、そこを少し

制に抵触する旨の報告を受けた事実があるのかど

とになるわけでありますけれども、武田大臣にお

確認したいと思います。

うか、お聞きいたします。

当者によりますと、外資規制に抵触する可能性が

私どもも確認をいたしました。当時の総務省の担

この回答を受けまして、当時の総務省の担当に

ざいました。

たと記憶している旨の回答が私どもに対してもご

確認した後、総務省の担当にその旨を口頭で伝え

年八月に外資規制に抵触する可能性があることを

東北新社からは、私どもに対しても、二〇一七

○国務大臣（武田良太君） 国会でこれまでにも

お聞きしたいと思います。

のように本事案に対し決着を図るつもりなのか、

そごがある中にありまして、総務省として今後ど

この外資比率の報告に関する認識にこれ双方とも

アサービスの認定を取り消す方向でございますが、

な中にありまして、総務省は株式会社東北メディ

外資規制に関する認識が甘く、審査体制もずさん

株式会社東北新社とそれから総務省の双方とも

て、許認可等に関する審査の在り方についてチェ

また二つ目は、本件にかかわらず、総務省とし

検証、解明することが重要だと考えます。

な環境の中で集中して、ある意味冷徹に徹底的に

ことなく、第三者のこの検証委員会の方々が静か

うとかといった予見だとかシナリオを決め付ける

らかにしていただきたいと思います。こうであろ

検証委員会で徹底的に解明して結果を公表して明

た上で、第三者の、今大臣言われました第三者の

国民の皆様が納得できるように、透明性を確保し

ことがなかったのかという点であります。これは、

ある旨の報告を受けた、東北新社から受けた覚え

御指摘のあった衛星基幹放送の業務を行おうとす

ック体制を含め徹底的に見直すことであります。

尋ねいたします。

はない、そのような重大な話なら覚えているはず

る者の認定に関し行政がゆがめられたのではない

○政府参考人（吉田博史君） お答えいたします。

であり、また口頭で済むような話ではないのでは
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

これは、デジタル技術も活用して、本件のように
申請時のミスを未然に防止することも含めて検討
いただきたいというふうに思います。
武田大臣におかれては、徹底的な解明と再発防

の輸出規制が実施されたわけであります。
こうした状況を念頭に、我が国の食料自給率を
深掘りします。お手元の資料二を御覧いただきた
いと思います。

五％、生産額ベースで七五％に引き上げる目標を

設定をしております。

そのような中で、今般のコロナの状況も踏まえ

まして、輸入品からの代替が見込まれます小麦や

産業、中でも外食部門に与えている影響は大きな

さて、長引くコロナ禍が農林水産業や食品関連

一人一日当たりの総供給熱量は変わりませんけれ

四年間に約半分に減ったわけであります。日本人

和元年、二〇一九年は三八％になりました。五十

昭和四十年、一九六五年には七三％でしたが、令

止や解消による農地の確保、担い手の育成確保を

生産基盤を強化するとともに、荒廃農地の発生防

イチゴなどの果実等の増産、また、加えまして、

また、輸出にも対応した畜産物、リンゴ、ブドウ、

工食品、外食、中食向け原料の国産への切替え、

大豆等の国産農産物の増産ですとか、あるいは加

ものがあります。また、多くの食料を輸入に頼っ

ども、主な項目のシェアを見ると、米が半減し、

推進をして、さらに、食と環境を支える農業、農

カロリーベースの食料自給率の変化であります。

ている我が国にとって、今回の新型コロナウイル

畜産物が三倍、油脂類が二・五倍に増えておりま

村へのやはり国民の理解の醸成というものが必要

止策の策定に責任を持って御対応いただきますよ

スのような新たな感染症は大きなリスクでありま

す。このことで自給率半減の説明が付くわけであ

でございますので、官民共同で新たな国民運動の

うにお願い申し上げます。

す。
ります。

国土審議会におきましても検討されている国土

まいりたいと考えております。

展開などを通じて食料自給率の向上に取り組んで

では、令和十二年までにカロリーベースの食料自

○進藤金日子君 野上大臣、ありがとうございま

昨年閣議決定された食料・農業・農村基本計画

期的なリスクとして食料確保が位置付けられてお

給率を四五％に引き上げるという目標を掲げてお

す。

の長期展望中間取りまとめにおいて、我が国の長
ります。

ります。

水産大臣にお聞きいたします。

自給率を引き上げていく具体的な方策を野上農林

そこで、食料自給率目標の達成に向けて、食料

て、黄色の部分、これは国産の畜産物でも輸入飼

部分を青に変えなければならないわけです。そし

料二の図の中の白の、白いところですね、白色の

食料自給率の向上を図るためには、具体的に資

お手元の資料一を御覧いただきたいと思います。

ありますが、穀物等の国際価格を左右する要因を

○国務大臣（野上浩太郎君） お答え申し上げま

料による生産部分で、これは自給率にカウントし

（資料提示）

整理しております。基礎的な要因と近年大きな影

す。

パンデミックの発生が新たに加わりました。今回

この図の供給側に新型コロナウイルス感染症等の

面から各種ファクターを整理しております。最近、

ましては、令和十二年度にカロリーベースで四

決定されました食料・農業・農村基本計画におき

つでありまして、今お話ありましたとおり、昨年

食料の安定供給は国家の最も基本的な責務の一

であります。少なくとも、現在の食生活を大きく

もなく、何を食べるかの選択は国民の皆様の自由

いかなければならないわけであります。言うまで

ません。つまり、この黄色の部分も青色に変えて

最近、穀物の国際価格が上がりつつあるわけで

響を与えている要因とに分けて、需要と供給の両

のパンデミックでは、実際にウクライナ等で小麦
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

標は達成できないと思います。これまでと同様な

まさにバックキャスト型での政策展開でないと目

めにはどういうことをしなければならないのか、

に何をどこまで引き上げるのか、その姿にするた

に示して、青の面積が四五％になるには品目ごと

私は、目標である令和十二年の姿を資料二の絵

くには説明の仕方に工夫が必要だと今私は提案し

料安全保障政策の必要性と重要性を御理解いただ

くことが重要だと思います。広く国民の皆様に食

なられました。やはり国民の皆様に御理解いただ

考えております。これ、今、野上大臣も御指摘に

に丁寧に説明をし、理解を得ていく必要があると

ような体系で、都市の方々を始め、国民の皆様方

点から体系を見直すべきで、例えば私が今示した

私は、現在の農政を食料安全保障政策推進の観

関連の制度や予算は食料安全保障の観点から講じ

におかれましては、飼料用米を始めとした米政策

であるという意見を聞くわけでありますが、政府

格を高止まりさせ、国民に負担を強いるのは愚策

料用米として補助金を出して、結果として米の価

○進藤金日子君 よくこの人間が食べれる米に飼

えております。

思いますので、そのように努めてまいりたいと考

すい説明をしていくということ、極めて重要だと

民の皆さんが理解が得られる形で施策の分かりや

変えることなく自給率の向上を図っていくのが現

手法では、これまでと同様に目標は達成できませ

ているわけであります。
そこで、食料安全保障の観点からの農政の推進

これら制度の充実と予算の確保を強くお願いした

られているということを是非とも御理解いただき、

実的な方法だと思います。

ん。

について、野上農林水産大臣にお聞きしたいと思

いと思います。

そこで、資料三を御覧ください。
います。

白色と青色を青に変える政策を資料の右に整理
してみました。これらは全て現在実施されている

○国務大臣（野上浩太郎君） 今お話ございまし

資料四を御覧ください。令和元年、二〇一九年

少し視点を変えます。

制度であります。ここでは主に供給側の対策、い

たとおり、品目ごとの国内需要に応じて国内生産

ているトウモロコシ、大豆、小麦を見ると、どれ

わゆる自給、食料自給の力、自給力を高める政策

水田という我が国の生産資源、これを最大限に

も米国、ブラジル、カナダ、豪州といった遠い国

の我が国の農林水産物の輸入の状況であります。

活用をして、輸入の割合が高い麦、大豆あるいは

から輸入されております。重いものを遠くから運

を拡大していくということが重要だと考えており

私自身最も危惧するのが、国産の農産物の需要

飼料用作物等の生産活動拡大を図るために、現在、

んでくるわけであります。

を列記しております。需要側の政策は四の②にあ

があるのに国内の生産体制の弱体化で需要に見合

水田活用の直接支払交付金ですとか、麦・大豆収

続いて、資料五を御覧ください。この輸入され

カロリーベースの食料自給率に大きな影響を与え

う供給ができなくなることであります。これによ

益性・生産性向上プロジェクト等の支援を講じる

る大量の食料の消費により世界の環境に悪影響を

ます。

り、結果的に輸入に頼らざるを得なくなり、輸入

ところでありますが、これらの取組は食料自給率

与えているという資料であります。左がバーチャ

りますように、食育の推進、国産農産物消費拡大

の増加により更に国内の生産体制が弱体化してい

の向上あるいは食料安保の強化につながると考え

対策などです。

く、まさに負のスパイラルの中で自給力も自給率

ルウオーター、右がフードマイレージという概念

であります。右のフードマイレージは食料輸送に

ております。
そして、今後とも、今御提案あったとおり、国

も双方が落ち込むという、これは取り返しが付か
なくなるわけであります。
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

についてどのように考えるか、小泉環境大臣にお

ある中で、食料安全保障と地球環境問題との関連

ルに向けて各種取組を加速的に進めていく必要が

そこで、今後、二〇五〇年カーボンニュートラ

を掛けているという評価もあるわけであります。

ードマイレージが本当に多くて、地球環境に負担

重い穀物等を遠い国から運んでおりますので、フ

と距離を掛け合わせたものであります。我が国は

伴う二酸化炭素排出を見える化したもので、重さ

き環境政策に強力に牽引いただきたいというふう

ありがとうございました。小泉大臣には、引き続

○進藤金日子君 小泉大臣、分かりやすい御答弁

イフスタイルだと思います。

人一人ができるカーボンニュートラルに向けたラ

ロスも削減しましょうと、こういったところも一

うときに、是非地産地消をお願いしますと、食品

我々一人一人って何ができるんだろうと、そうい

トラルと宣言されて、何か方向性は出たけど、

の皆さんに、菅総理が二〇五〇年カーボンニュー

るものであると考えます。

き上げると同時に、我が国の生産余力を向上させ

さらに、農産品の輸出拡大は、農家の所得を引

きたいというふうに思います。

産へ切替えを進め、国内の生産量を増大させてい

等への転換に取り組む産地を支援し、輸入から国

が減少している米から輸入依存度の高い麦や大豆

できるようにするものであります。長期的な需要

のある農家が自らの経営判断で作物を自由に選択

これまで進めてきた農業の改革は、意欲と能力

す。

聞きいたします。
に思います。

こうした施策を着実に推進することで食料安全

○国務大臣（小泉進次郎君） おはようございま

現在、農林水産省が主体となって策定作業を進

保障の確立をしっかりと図っていきたい、このよ

す。

めている、今、小泉大臣御指摘のみどりの食料シ

○進藤金日子君 菅総理、ありがとうございます。

進藤先生御指摘のとおり、地球環境問題と食料

とも環境省始め省庁の連携を更に強化いただき、

農は国の基であります。農家の方々には国を支

うに思います。

す。特に、カロリーベースで約四割の自給率の日

オール霞が関でみどりの食料システム戦略の策定

えているという誇りと矜持があるわけであります。

ステム戦略、これは極めて重要であります。是非

本としては、今、進藤委員が御指摘のバーチャル

と実行に取り組んでいただくことを強く希望いた

安全保障は極めて密接な関係があると思っていま

ウオーターが非常に輸入が大きく、そしてまた、

こうした思いに応えるべく、今総理がおっしゃい

進、お願いしたいというふうに思います。

ましたように、しっかりと食料安全保障政策の推

します。
さて、ここまでの一連の質疑をお聞きいただき、

遠くから運んで輸入しますから、そのフードマイ
レージも長い、こういったものをやはりいかに小

食料安全保障確立に向けた政策推進について、菅
○内閣総理大臣（菅義偉君） 食料の安定供給は

農山漁村地域の振興対策に移りたいと思います。

さくしていくか、短くしていくか、この鍵は地産
今、環境省としても、地域で循環する経済圏を

国家にとって最も基本的な責務であると、このよ

昨年十二月二十一日に第二期まち・ひと・しご

少し、ちょっと時間の関係もありますので、質

つくる、地域循環共生圏という発想をやっていま

うに認識しています。この責務を果たすためには、

と創生総合戦略が閣議決定されました。資料七を

総理のお考えをお聞きしたいと思います。

すが、農水省の方では、みどりの食料システム、

まずは国内の農業を成長産業として育成し、生産

御覧ください。総合戦略の横断的な目標に掲げら

地消にあります。

こういった政策は方向性として非常に関係すると

を拡大していく、このことが必要だという考えで

問を飛ばしていきたいと思います。

ころが深くありますので、改めてこの機会に国民
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

れている、地方に人材を派遣する制度の一覧であ

を一番よく知っているのは地域の金融機関、地方

少し時間の関係ございまして、恐縮でございま

やはり農林水産業、林業政策と水産政策、これ

すが、菅総理にお尋ねしたいと思います。

になって人材を持ってきて地方の中小企業の方に

極めて重要であります。この森林・林業政策に懸

銀行でございますので、この地域金融機関が中心

私は、地方創生の取組の大きなポイントは、多

充てていく、こういう先導的人材マッチング事業

ります。
様な人材が事情の異なる全国の各地域で生き生き

ける意気込みと水産政策に懸ける意気込み、一括

さらには、ふるさと納税はこれまで納税だけで

ます。よろしくお願いいたします。

というのをつくっております。

そこで、地方への人材供給政策の現状と今後の

ありましたけれども、それに人材も充てようとい

○内閣総理大臣（菅義偉君） まず、我が国の森

と活躍できるようにすることだと思います。
見通しについて、坂本地方創生担当大臣にお聞き

うことで、納税をそのまま企業が派遣する人材に

して、総理、是非ともお答えいただければと思い

したいと思います。

林は、国内の木材需要を大幅に上回る豊富な資源

ている、十分な管理も行われず放置されている例

人件費として充てられるというような制度もつく
先生お取組の、委員お取組の農業につきまして

が目立っています。こうした状況を打破するため

○国務大臣（坂本哲志君） 委員おっしゃいます
ある、そして人材が運ぶやはり知識である、知で

も、農業の六次産業化につきまして、サポート人

に、七十年ぶりに林業改革を行いました。また、

量を有しているにもかかわらず、担い手が不足し

あるというふうに思います。ですから、地方創生

材を充てようということで、福島県の南相馬市や

漁業改革も同じく七十年ぶりであります。

っております。

のために、私たちは、この人と知の流れをどうや

あるいは鹿児島県の知覧町、こういったところで

ように、やっぱり地方を活性化させるのは人材で

って地域の方、地方の方に創出していくかと、こ

りこういった政策がそれぞれ各府省それぞれのと

そういうことをやりながら、一方の方で、やは

であっても、市町村が最長五十年権利を取得し、

ねることを可能としました。所有者が不明な森林

クを創設し、意欲と能力のある事業者に経営を委

そういう中で、特に森林については、森林バン

そのために、例えば、民間やあるいは霞が関の

ころでやられていますので、これをやはり総合的

その経営を事業者に委託できるようにしました。

は実績をつくっております。

方から地方自治体やその他の方に人材を派遣する

に政策を共有しようということで、先月、関係府

今後、これらの取組を実施をして、林業を地域

れを最も重視をして今政策を進めているところで

地方創生人材制度、それからもう一つは、中央の

省庁連絡会議というものを立ち上げたところでご

拠点、人材拠点というのを持っておりますので、

合的にこれから、地方に対する人材の派遣あるい

そういった各府省庁との連携も取りながら、総

かつては世界第一位でありました。我が国の漁

漁業で、ついてであります。

ございます。

プロフェッショナルを地方の企業に派遣しようと

ざいます。

ここを活用しながら地方の方にプロフェッショナ

は知の派遣、そういったものを進めて、地方創生

業生産量は現在は八位であります。世界の生産が

の核となる成長産業としていきたいというふうに

いうことで、それぞれの県でプロフェッショナル

ル人材を派遣するプロフェッショナル人材戦略事

を進めてまいりたいというふうに思っております。

三十年間で約二倍に拡大する一方で、我が国はピ

思います。

業というのがあります。

○進藤金日子君 大臣ありがとうございます。

それからもう一つは、地域の、地方の財務内容
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

の約五割が養殖であり、日本は現在二割にとどま

ーク時の今三分の一であります。世界では生産量
すし、いまだに四万人以上の方々が避難生活を強

れた方々に心から哀悼の誠をささげたいと思いま

ます。

の監視機能を野党がやらなければいけないと思い

しながら、与党が全く機能していないので、国会

で、責任は与党にあるという認識でよろしいです

総理、この連日の不祥事、まさに与党側の問題

いられています。当時、官房副長官として震災に
いと思います。

向き合った者として、心からおわびを申し上げた

っています。
こうしたことを打破するために、七十年ぶりの
漁業法改正を前安倍政権で行いました。養殖につ

また、コロナで今療養中の方、お亡くなりにな

ね。

いて、都道府県知事の免許により新たな民間企業

う形で罰を受けることになったことにつきまして

○内閣総理大臣（菅義偉君） まず、私自身の家

まず、総理、日々お疲れさまでございます。こ

は、大変申し訳なく、おわびを申し上げる次第で

った方の御家族にも心からお見舞いを申し上げた

を活用して漁獲報告を義務付けて資源回復をしっ

ういう危機の状況は、官邸は厳しい毎日が続いて

ございます。そしてまた、農林水産省においての

の参入をしやすくし、また、沖合での大規模養殖

かり行うことで今後の漁獲量の増加につなげてい

いると思います。是非しっかりと、総理、対応い

不祥事。

族が関係して、結果として官僚に倫理法違反とい

きたいというふうに思います。

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

こうした中で、私自身、もう一度原点に立ち返

いと思います。

こうした取組によって、水産業を若者にとって

コロナ新規の感染者は残念ながら下げ止まって

って、この全体の綱紀粛正、そうしたもののため

を導入し、生産量の拡大を図っております。ＩＴ

やりがいのある魅力的な成長産業と、育てていき

います。緊急事態宣言は二か月半に及びました。

○委員長（山本順三君） 時間が来ています。

接種は思うに任せず、オリンピックを控えても国

国民の生活は日々厳しくなっています。ワクチン

で綱紀粛正、そして、こうしたことが二度と再び

に、先般、関係閣僚に、もう一度それぞれの省庁

たい、このように思います。
○進藤金日子君 どうもありがとうございます。

発生することがないように、徹底するように指示

○福山哲郎君 まあ、政府・与党の責任だという

民の気持ちはなかなか高まっているとは言えませ
そんなコロナの不安が募る中で、ニュースを見

ことをお認めになったということだと思います。

終えさせていただきます。

れば、中央官僚が何万円もの食事の接待を受けて

実は、先週の十二日、今日ここに東北新社の社

をさせていただいたということであります。

─────────────

いた、総理の御子息が関わっている、総務省は虚

長がお越しになること、また、もう一つ新たな事

ん。

○委員長（山本順三君） 次に、福山哲郎君の質

偽の答弁ばかりで、週刊誌のたびに答弁を覆す、

実が発覚しました。

○委員長（山本順三君） 以上で進藤金日子君の

疑を行います。福山哲郎君。

調査はお手盛り。正直申し上げると、もういいか
私たちも、予算委員会というのはいろんなこと

を見る会の前夜祭について、安倍前総理が一年間

昨年十一月の予算委員会で、菅総理、私は、桜

質疑は終了いたしました。
（拍手）

○福山哲郎君 立憲民主党・社民の福山哲郎です。

げんにしてくれという気分です。

東日本大震災から先日十年がたちました。いま

を、やりたい政策課題がたくさんあります。しか

続いて伺います。

よろしくお願い申し上げます。
だに復興は終わっていません。お亡くなりになら
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

に百十八回も及ぶ虚偽答弁について、その責任は

安倍後援会は収入も支出もあり、補填もしていま

たら何でも、国会で百十八回も内閣総理大臣がう

の中にあることいっぱいありますよ。おわびをし

質問の時間全部それに取られました。なぜなら、

した。それを記載せずに選管に提出していたとい
内閣総理大臣が国会に対してこれほどまでに悪

ちゃんと事実を明らかにして、ホテルから領収書、

当時官房長官であった菅総理にもあるのではない
私に、捜査の内容に関わるから事実が明らかにな

質な虚偽答弁を一年にわたり積み重ねる、そして、

明細書出していただければ一発で済んだんです。

そをついても許されるんですか、それで。我々の

らないうちは答弁できないと答弁を拒否されてい

残念ながら菅前官房長官がその虚偽答弁を上塗り

それを、虚偽答弁を繰り返し、証拠も出さない。

うことです。

ました。ただ、一か所だけ、安倍前総理が答弁さ

してきました。一体いつから日本はこんな国にな

そのことがあって、そして結果としては有罪です。

かと問いただしたところ、菅総理は何度も何度も

れた内容について事実と違っていたとしたら当然

ったんでしょうか。当時官房長官であった菅総理

その官房長官が菅総理です。責任があるし、菅

私にも責任がある、答弁をした責任があるから、

事実が違った場合、自らにも責任がある、そこ

総理は対応するとおっしゃった。演説でおわびを

罰金百万、公民権停止、重たいですよ。

は対応するとおっしゃいました。どのように対応

したら、それが対応ですか。それは余りにも国会

にも責任があると思います。

事実が明らかになりました。昨年末の安倍前総

していただけるのか、菅総理、お答えください。

に対して、政府の一員として、国権の最高機関に

そこは対応するようにすると、そう答えられまし

理の秘書が起訴されました。罰金百万、公民権停

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私自身はこれまで、

た。

止三年の略式命令が出ました。公開された起訴状

対して、それはまずい対応ではありませんか。三

権分立ですよ、この国は。

安倍前総理が国会で答弁した内容について、必要
に応じて安倍前総理に確認しつつ国会で答弁等を

と略式命令の内容、菅総理は確認されましたか。
○内閣総理大臣（菅義偉君） 内容については確

ります。それを虚偽答弁をしてきた。そして、内

総理は行政の人間です。国会に対して責任があ
しかしながら、国会答弁は非常に重いと思って

閣総理大臣の秘書が正式に罪になった。罪の内容

行ってきました。
います。事実と異なる答弁になってしまったこと

は我々野党が主張していたとおりでした。対応す

認をしておりません。ただ、報道でよく知ってい
○福山哲郎君 是非確認をしていただきたいと思

については、国民の皆様に対し大変申し訳なく思

ると言った内閣総理大臣、どう対応されるのか。

ます。
います。

っています。

もない虚偽答弁だったということが明らかになり

しました。安倍前総理のこれまでの説明はとんで

く、改めておわび申し上げます、そのように施政

民の代表である国会議員の皆様に、大変申し訳な

そして、私自身、施政方針演説において、全国

ことを、総理、言ってください。

る会、もう一回全部資料出させる、そのぐらいの

例えば、調査チームを国会内でつくって、桜を見

公開された起訴状と略式命令の内容を私も確認

ました。

てつくから、官房長官も虚偽答弁を重ねるから、

内閣総理大臣が虚偽答弁をこんなに平気な顔し
ました。

総務省の役人だって虚偽答弁ばっかりだったじゃ

方針演説の中で皆さんにおわびをさせていただき

ない、事務所がこれを補填したという事実が全く

○福山哲郎君 いや、総理、桜を見る会はまだ闇

ずっと安倍前総理は、収入、支出は発生してい
ないと答弁されていました。公訴事実によれば、
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

いうことの中で、結果として事実と異なる答弁に

したとおり、私自身は、国会答弁は極めて重いと

○内閣総理大臣（菅義偉君） 先ほど申し上げま

関係が成り立ちませんよ、総理。いかがですか。

○参考人（田純君） 皆さん御案内のように、

あるとすれば何回ほどでしょうか。

ら、かかわらずお食事をされたことがありますか。

田社長は、菅総理が総理になる前、なってか

田社長にお聞きします。

回、二〇年に一回、一八年に二回、二〇年に一回

関しましては、私の例でいいますと、一八年に二

○参考人（田純君） まず、国家公務員の方に

んので、お答えください。

ことは常態化をしていたのか。個別ではありませ

務三役と、それから通信関係の官僚と食事をする

は個別のことを聞いているのではありません。政

なってしまったことに対して、国民の皆さんに対

ＮＴＴは三分の一の株を政府が保有しております

ということで、これは大変申し訳ございません、

います。

し大変申し訳なく思っておるし、そしてまた、全

特殊会社でございます。それと同時に、上場会社

ないですか。駄目ですよ、これは。国会と政府の

国民の代表であります国会議員の皆様に対し大変

あったということでおわびを申し上げないといけ

私がちょっとやっぱり認識が甘いというところが

上場会社の社長が個別にどなたかと会食をした

ないんですが、これ常態化しているわけではござ

でもございます。
か否か、これを公の場で公開することは、これは

いません。その方々が、その通算でいうと三年に

申し訳なく、改めておわびを申し上げさせていた

事業に影響を与えるものだと考えております。是

一回という程度の議論でございます。

だいたところです。
（発言する者あり）

非、個別の会食についてはお控えいただければと、

〔速記中止〕

○委員長（山本順三君） 速記を止めてください。
○委員長（山本順三君） 速記を起こしてくださ

私の方からは控えさせていただきたいと思います。

大臣始め政務三役の方々につきましても、常態

い。

化しているわけではございません。基本的にいろ

週刊誌に出ていたことで議員の方々が公表され

います。

○福山哲郎君 田社長、週刊誌に出ていたこと

お願いをしています。よろしくお願いいたします。

た分についてはおおむね事実でございます。それ

○福山哲郎君 政務三役は状況によっては利害関

○福山哲郎君 委員長、公正な委員会の進め方を

総理が対応するとおっしゃったから、何を対応

以外の個別の案件については控えさせていただき

係者になります。また、ＮＴＴは、僕は立派な会

んな識者の方に意見交換会をさせていただいてい

していただけるんですかと。僕は謝ってください

ます。

社だと思っております。贈賄防止ハンドブックと

は事実ですか。それはお認めいただけますか。

と申し上げたんじゃないです。責任ありませんか

○福山哲郎君 先ほども国会議員という御答弁を

いう倫理憲章があります。これは当然田社長御

お願いします。理事が集まっているので、当然私

と言ったら、総理自身が対応すると言われたんで

されたんですが、ＮＴＴは、政府の三役、政務三

存じだと思います。その中にきっちりと、国家公

ますので、これはもう適宜適宜、事業の中で考え

す。それが、今の答弁は非常に私は納得いきませ

役、大臣、副大臣、政務官、若しくは総務省の通

務員に対しての贈賄、それから政府関連機関への

○参考人（田純君） お答えいたします。

ん。

信行政の官僚の幹部と会合されることはしばしば

贈賄、このことに対して倫理憲章にＮＴＴは禁止

は質問ができませんから時間を止めてくださいと

ＮＴＴの田社長、東北新社の中島社長にお越

おありだったのか、常態化をしていたのか。これ

てやらせていただいている、そういうことでござ

しいただきました。お忙しい中、ありがとうござ
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

それぞれの会の中で私どもが業務上の何か要請を

印象を与えたことは大変申し訳ございませんが、

に、そういう疑念あるいは疑いと言われるような

○参考人（田純君） 福山委員の御指摘のよう

今どのようにお考えですか。

いというふうに思いますので、そのことについて

こそコンプライアンスを丁寧にやっていただきた

はないかと若干私心配しております。

実はＮＴＴの倫理憲章に反する可能性があるので

し、状況によってはと言うけど、このこと自身が

をしています。ですから、今個別と言われました

会食や会合などに応じることはありません。

ますが、私は国民の皆さんから疑念を招くような

にお答えするのは控えさせていただきたいと存じ

○国務大臣（武田良太君） 個別の事案一つ一つ

ございますか。

人がそこにいらっしゃいます。食事をされたこと

○福山哲郎君 武田大臣、ＮＴＴの田社長御当

えさせていただきます。

業の社長としては個別の会食の有無については控

ますが、先ほども申し上げましたように、上場企

○参考人（田純君） 繰り返しになってしまい

か。

は武田大臣とはお食事をされたことはございます

ますが、私は国民の皆様から疑念を招くような会

にお答えするのは控えさせていただきたいと思い

○国務大臣（武田良太君） 個別の事案一つ一つ

と聞いているんです。

招かれない場合は食事をされたことあるんですね

されたことがあるんですねと聞いているんです。

す。国民の疑念を招かれないような食事は、じゃ、

○福山哲郎君 その話を聞いているんじゃないで

じたことはございません。

民の皆さんから疑念を招くような会食や会合に応

るのは控えさせていただきたいと思いますが、国

げましたとおり、個別の事案一つ一つにお答えす

○国務大臣（武田良太君） 先ほども答弁差し上

ＮＴＴは、世界に誇る日本の企業です。だから

行った、あるいは便宜を図っていただいた、そう

食や会合に応じることはございません。（発言す
る者あり）

引き続き、国民の皆さんから疑念を招くことな
いよう自らを律し、職務に励んでまいりたいと考

いうことはございませんので、その今おっしゃっ
た贈賄、贈収賄ハンドブックの規定には反しない

○福山哲郎君 じゃ、武田大臣、もうこんな水掛

がありませんね。それは個別の事案じゃないです。

えております。

はされたということですね。

一度もないんだったら一度もないと言われればい

というふうに考えております。

ように、疑念を持たれる可能性があると。利害関

○国務大臣（武田良太君） 先ほど申し上げまし

いんで。

け論いつまでもしても仕方ないので、もうこれで

係者であるＮＴＴが利害関係の当事者の三役と会

たとおり、国民の皆さんから疑念を招くような会

○国務大臣（武田良太君） 私は、個別の事案一

○福山哲郎君 武田大臣、別の聞き方をします。

食をしたり、度重なれば、それは何かあると思う

食や会合、これに応じることはないということで

つ一つにお答えするのは控えさせていただきたい

○福山哲郎君 それは私は決して疑うつもりはあ

のが世の常でございますから、だからこそ疑われ

す。

と、このように考えておりますけれども、私自身、

やめますが、田社長とは一度も食事をしたこと

ないように倫理憲章ができているんだと私は思い

○福山哲郎君 ですから、国民の疑念を招かれな

国民から疑念を招くような会食や会合に応じるこ

そうすると、国民の疑念を招くことのない食事

ますので、そこはよろしくお願いしたいと思いま

いような会合、食事は、田社長とやられた可能

とはございません。

りませんが、まさに田社長が今おっしゃられた

す。

性は否定できませんねと申し上げています。

先週から話題になっているんですが、田社長
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

○福山哲郎君 こういう回答をされるから、実は
国民の不信は払拭されないんです。
実は、谷脇さんが局長になってからかな、局長

以上、お答えしました。
○福山哲郎君 いや、中島社長、違うんです。
三十九件のうち二十一件、正剛氏は同席をして、
同席をしていないのは実は放送行政で、通信行政

なぜそこに菅正剛氏は同席をした、若しくは会

社から言えばさせたのでしょうか。お答えいただ
けますか。

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

と三上が同席するよう要請したためというふうに

になられてから、菅官房長官が当時四割程度下げ

ですから、ある程度ターゲットを絞って同席を

報告を受けております。部長職に就任したことに

私が受けている報告ですと、弊社元役員の木田

役、田社長に話合いをして、その後、その翌月

されているので、総務省の接待関係では一定の役

菅総理の御子息であるということは影響いたして

のときには常に同席しているんです。

に実はモバイル市場の研究会ができてという動き

割を担っていましたかとお伺いをしています。

おりません。

ると言って、その翌月に谷脇局長がＮＴＴの相談

があります。この一連の流れがあるので、まだこ

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

○福山哲郎君 全くお答えいただいていないんで

以上、お答え申し上げます。

たというふうには考えておりませんし、そのよう

総理、別人格だとかいろいろ言われています。

すけれども。

お答え申し上げました。
（発言する者あり）

な報告は受けておりません。

接待において菅正剛君が一定の役割を担ってい

のことについては確認をしなければいけませんが、
あとは我が党の藤委員に譲りたいと思いますの
で、次に行きます。
中島社長、時間がないので単刀直入にお伺いを
します。

も、総務省との、この官僚との、総務省との接待

菅正剛君は大変優秀な若者でございますけれど

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

たということでよろしいですか。

社では総務省の接待関係の重要な役割を担ってい

中島社長、菅総理の御子息である正剛氏は、御

総理の御子息の菅正剛氏は同席をされていました。

行われました。その半数を超える二十一件で、菅

件の接待が幹部、総務省幹部四人を含む十三人で

重要な役割担っていないんだとしたら、なぜ常に

ではないかと考えざるを得ません。それから、今、

理の御子息だということが一般的には影響したの

りません。これはやっぱり早い出世も含めて菅総

の部長が総務省の官僚と会食するなど尋常ではあ

ぐらい早い出世です。しかも、途中入社。四十歳

さらには子会社の取締役とは、少し考えられない

れています。上場企業のメディア企業の部長職、

臣秘書官を経て、二〇〇八年に東北新社に入社さ

○福山哲郎君 正剛氏は四十歳そこそこ、総務大

取りがある。利害関係者としてのやり取りがあっ

通信の場面だけしか来ない。そこでいろんなやり

人間なんだから。そんたくするでしょう。それも、

食事をしていたら、当然それは気になるでしょう、

できますね。役人は、菅総理の息子さんが一緒に

を取っているのか、どう言うのか、全部チェック

東北新社の言っていることに対してどういう態度

食事をする。座っているだけで、この役人はこの

ながら、菅総理の御子息が総務省の役人と一緒に

とを明言をされています。四十歳で若いとはいい

自らの方向性に合わない役人は首を切るというこ

別人格です。しかしながら、総理は自らの著書で、

の要員のためにいたのではございませんし、その

そこに菅正剛氏が同席をしたのかが理由が分かり

たかどうかは、僕らは闇の中だから分かりません。

○委員長（山本順三君） 静粛に願います。

会食に、そのために言われた、呼ばれているので

ません。

二〇一六年七月から二〇二〇年十二月、三十九

はないというふうに考えております。
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秘書官、今、総理、せっかく目を合わせて聞い

別に家計が一緒だとか一緒に暮らしているなん

ございました。

ょっとしたらお愛想も言わなきゃいけなくなるか

人は本当のことが言えなくなるかもしれない。ひ

そういう状況で、座っているだけで総務省の役

じゃないですかと。それを総理は知りませんでは

省がどれほどそこに遠慮するかというのが世の中

座っていて、総務省がいて、利害関係者で、総務

うものじゃないですかと、総理の息子さんが横に

ております。三月期だということで聞いておりま

九月の有価証券報告書はないということで聞い

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

何％になっていますか。

○福山哲郎君

お答え申し上げます。

もしれない。そういう環境に菅総理の御子息がい

済まないですよということを申し上げています。

す。今、ちょっとそういうふうに聞きましたので。

て一言も私は申し上げていません。世の中そうい

らっしゃったこと自身が私は大きな問題で、それ

非常に残念です。ましてや家族のことでこんなこ

てくれているんだから。

は総理が幾ら自分はあずかり知らないと言っても、

とを国会でやること自身、我々自身も本当に遺憾

じゃ、九月の有価証券取引書は

そうはいかないですよ、元々総理の秘書官なんだ
です。

実は、この時期に森友学園の問題も加計学園の

ジャスダック上場企業ですからね、金融庁からち

の三十日の時点だって、東北新社はれっきとした

○福山哲郎君 三月は二〇・二八ですけど、九月

お答え申し上げました。

から。

問題も動いていました。二〇一六年から一七年。

ゃんとデータも来ているし、我々すら状況は若干

そこの政治責任はおありではないかと僕は思う
んですが、総理、いかがですか。

一体安倍政権と菅政権は何をやっていたんですか。

で、総務省はこの九月期も二〇パー超えている

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私は何回も答弁し

回は総務省。一六年から一七年、一体何をやって

というふうに言われているんですけれども、とい

把握できるんですね。

ておりますし、会社のことについて私は全く報告

いたんですか。行政を本当に国民のために使って

うことは、二〇パーを超えている状況で十月に申

片方は文科省、片方は財務省、内閣府、そして今

というか、そうした話もすることもありません。

いたのではないんじゃないでしょうか。非常に残

ていますけれども、私自身、長男と家計も別にし

それと、私自身が申し上げていますのは、長男、

請ですから、それ気が付かなかったのはなぜです

か。普通、法務部かありますよね、若しくは財務

念に思います。
じゃ、問題の放送法違反案件についてお伺いし

私の長男と家庭を別にしていますから、そういう
中で一つ一つ報告も受けていませんし、私は官僚
て違う方異動させているわけです。終わったら、

けれども、あっ、申請の直前の九月期ですが、九

中島社長、二〇一六年の十月、申請の直前です

部がありますよね。当然、株価には上場企業です

また元に戻して、出世している人もいますよ。そ

月期はもう既に外資規制二〇％超えていたという

も、外資規制比率については規制がある旨を認識

ます。

こは、ある意味でレッテルのような形は是非避け

ふうに認識されていましたか。

しておりましたが、担当者がその内容を誤って理

を辞めさせると言いましたけど、私は政策によっ

てほしいというふうに思います。

○参考人（中島信也君） 最初の申請の時期でご

解していたという報告を受けております。

から関心があるはずなんですけど、いかがですか。

○福山哲郎君 残念ながら、何も答えていただけ

ざいます。そのときは超えていないという認識で

大変お恥ずかしいことなんでございますけれど

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

ませんでした。

参議院記録部

- 20 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

り）あっ、委員長、お願いいたします。

たいと思います。それから……（発言する者あ

そんなことするとは思えない。

違います。これも、私は、優秀な総務省の官僚が

大きな規制です。加えて、上場企業の東北新社さ

な官僚が、これ確認しないまま認可通すというこ

○福山哲郎君 それから、ましてや総務省の優秀

たします。

っているんだから、総務省は株主の一覧見ている

です。ということは、どこかで、これ総務省が作

の一覧が出ているんです。これ数字書いてあるん

波監理審議会に、実はそれぞれの企業の主要株主

お答え申し上げました。
○福山哲郎君 いや、いささか分からないんです
○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

んが、これ露骨に虚偽記載になりますよ。そうで

とが、私、これも信じられない。これ、両方とも、

んですね。確認しなきゃ、これ書けないから、こ

それから、二枚目の資料を見ていただくと、電

ね。

すよね。虚偽記載をわざわざしたら、これ、もし

こんな大事な規制をミスするとは信じられない。

外資規制というのは、放送各社にとっては大変

総務省に、言葉は悪いですけど、ばれたら大問題

れ。これ総務省が作った資料ですよ、東北新社、

もちろん上位の株主だけですけれども。このこと

総務省、どうですか。
○政府参考人（吉田博史君） お答えをいたしま

になりますよね。これ、虚偽記載など本当に露骨
にするんでしょうか。私はにわかに信じられない

を総務省が確認をしているのに、資料を作ってい

すか。こんなのあり得ないですね。

るのに、何で二〇％かどうかの確認をしないんで

す。
査は、申請する者が申請書の欠格事由の有無につ

衛星基幹放送事業者の認定に係る外資規制の審

んですね。
どうですか、中島社長。
○参考人（中島信也君） お答えいたします。

だって、電波監理審議会に総務省が虚偽の資料

を提出したということになりますよ。大臣、どう

いて申告をし、総務省において申告が行われたチ
ェック欄を確認することにより行われてまいりま

当社で調査した結果、担当者の単純な認識不足
によるミスであることが分かっております。大変

思われます。

総務省令の中で定めている中に、主たる出資者及

した。二〇一七年一月の東北新社のザ・シネマ４

ただ、御指摘のとおり、大臣からも今朝答弁い

び議決権の数というのがございます。この資料に

お恥ずかしいお話でございますけれども、申請の

たしましたとおり、総務省側の審査も十分でなか

つきましては、放送法第九十三条第三項に基づき

○政府参考人（吉田博史君） 総務省では、認定

持ち株比率という基準に対する認識が大変甘く、

ったということを重く受け止めているところでご

まして、事業計画書の一部として提出を、放送法

Ｋに係る認定のときにおいても、この方法で行っ

計算を誤ったという過失を犯した結果であるとい

ざいます。

施行規則に基づき、求めているものでございます。

際、担当者が計算の基礎にした資料が一％以上議

う認識でございます。大変申し訳ありません。

○福山哲郎君 これ、紙あるんです。確かにチェ

これは、同資料は、議決権の総数に対する議決

申請の際に受け付ける資料として定められている、

○福山哲郎君 今のおっしゃった単純に間違えら

ックなんです。
（資料提示）これ、チェックした

権の比率が一％以上の者について記載することを

ております。

れたもののベースだった資料を、出せないところ

ら、それで何も確認しないんだったら、総務省要

求めており、一％未満の者については記載を求め

決権を持った株主のみの名簿であったと。さらに、

は結構ですが、黒塗りでも結構ですが、状況が分

らないですね、監督官庁要らないですね、大臣。

以上、お答え申し上げました。

かりたいので、是非この委員会に提出をお願いし
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んがいらっしゃって、これまあいいかと、余り厳

いですか。これ、もし、菅内閣総理大臣の息子さ

限らないですよね、大臣。総務省要らないじゃな

項の第七号については、チェックだけでいいとは

でも、だからといって、放送法の九十三条の第一

○福山哲郎君 確認できないのはいいんですが、

ます。

な確認を行うことができない性質のものでござい

ていないため、この資料だけで外資比率の最終的

したよね、言われましたよね。八月四日に気付い

いとか、口頭で済む話ではないと、先ほど言いま

た。これ重要な証言です。総務省は、覚えていな

かもしれないということを伝えたということでし

社が、先ほどもありました、口頭で違反している

申請時には気が付かなかったのに、八月に東北新

っています。先週の金曜日も、今度は、さっきの、

らかになりました。これが私は国会の機能だと思

員が本当に本質的な問題を指摘をして、違反が明

ます。

課長に相談に行ったという報告を私は受けており

トで当時ございました木田由紀夫が総務省の鈴木

誰ということなんですが、当社シニアマネジメン

の報告を受けております。
（発言する者あり）で、

定について総務省の担当部署に面談し報告したと

これはまずいということで、八月九日頃に４Ｋ認

違反している状態で認可を頂戴してしまっている、

やっぱりこれはまずいと、間違った、もうこれは

いたという報告を受けております。気付いた後、

誰に、誰と面談をしたのか、担当者は誰が東北

○福山哲郎君 具体的にお答えいただいて、あり

て、九日に面談して報告した。

違法に違法を重ねているんだから、結果としては。

新社は総務省に会いに行ったのか、教えていただ

がとうございました。

しく見るのやめようかと。いや、だって、現実に
森友学園だってそうだったじゃないですか、そん
けますか。

以上、お答え申し上げました。

たくしていたじゃないですか。こんなことがあっ

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

たというのも納得できない。そして、総務省もそ

私は、東北新社が自らの二〇％を分からなかっ

るということは誓ってございません。本当にその

ので、そのような形で、何かそれを隠して申請す

いうのは、これは法律としては間違っております

ざいますから、二〇％を超えた状態で申請すると

我々はやっぱり放送事業をやっておる人間でご

いですかと、二〇パー超えていました、そんなの

今まで相談してきた担当課長にこれどうしたらい

るんだから。善意で民間会社からしたら、それは

は。そうでしょう、違反でどうしようと思ってい

紙でなんか出さないですよ最初は、報告来るとき

口頭で済む話ではない。これ違反事案ですから、

総務省は、口頭で伝えられたけど覚えがない、

たらゆゆしき問題だと僕は思いますよ。接待によ

のことに対しチェックしなかったというのも納得

ときの計算が間違っていたことだけはお伝えさせ

紙でなんか出すわけないじゃないですか。

り倫理規定に反するなどという生易しいものじゃ

できない。それが、私は、菅総理の御子息の存在

てください。

は。だから、ちゃんと、そうではないという説明

ないんじゃないですかということです、この問題

ですよ。でも、そういう疑念を持たれても仕方が

に気付いて、それに伴って、４Ｋの認定について

を作成している過程で、担当者が当社の外資比率

連三チャンネルを当社一社に承継しようと申請書

で、その後、二〇一七年八月の四日に、当社関

答がありましたことを受けまして、当時の総務省

に確認をし、そのように口頭で伝えたと報告、回

○政府参考人（吉田博史君） 私ども、東北新社

って、どういうことですか、総務省。

ないと思いますよ。

があったということを決め付けることはできない

する責任は政府にありますよと申し上げている。

外資規制に違反しているおそれがあることに気付

ところが、総務省は覚えはないと。覚えはない

先週の金曜日、この問題は我が党の小西洋之議
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ずであるということでございました。

えはない、そのような重大な話なら覚えているは

規制に抵触する可能性がある旨の報告を受けた覚

の担当者に確認いたしました。で、そういう外資

めるという記者発表をします。これ、取締役会の

前の七月二十八日、三チャンネルを東北新社へ集

不可解な動きをします。この八月の報告をした直

○福山哲郎君 東北新社は、しかし、実はこの後、

たします。

に私は報告を受けております。

て総務省の担当部署に面談し報告したというふう

ても、三チャンネルではなくて、４Ｋ認定につい

気付いた後に、八月九日頃に、４Ｋ認定につい

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

○福山哲郎君 いや、これ問題で、面談していた
決議です。

です、この地位承継を中止すると発表しています。

しかし、一か月後の八月十六日、報告をした後

得ないですよね。ある意味でいうと、東北新社側

を取らず、覚えていないで済ますんですか。あり

○福山哲郎君 こんな大事なことを総務省はメモ

以上、お答え申し上げました。

としたら、総務省側はメモを取っていますよ。課

東北新社と三チャンネルはこれを子会社へ地位承

は非常に誠実に対応をしている。

長が一緒なら、部下がメモを取っているはずです

継すると、全く逆の発想での発表に変わりました。

総務省の担当者の鈴木課長の当時の役職を教え

よ。またこれ、改ざん若しくは廃棄ですか。
ていただけますか、社長。

僅か一月です。ちょうど報告と、方法を変えると

かったのか、お答えください。違法のまま放置し

のときに認可を取り消すという行政措置をとらな

と分かりましたね、総務省、認識しましたね、そ

総務省、なぜ、報告をいただいたとき、違反だ

○政府参考人（吉田博史君） お答えをいたしま

いうことは、まさに軌を一にしています。
中止をしたのか、お答えください。

なぜ、中島社長、このような取締役会の議決を

す。
情報流通行政局の総務課長でございます。
○福山哲郎君 もう今のは全く不可解な状況です。

ったかは、私、全く分かりません。申し訳ありま

大変申し訳ありません。私が、なぜその方に行

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

何で総務課長に行ったんですか。

基づいて正しい形をするために子会社に継承、承

取締役決議と反しましたけれども、ちゃんと法に

に承継できないということが分かりましたので、

気付きました。これは、ということは、東北新社

人持ち株比率が二〇％を超えているということで

集約しようという手続を進めているときに、外国

当該ＣＳ三チャンネルの事業認定を東北新社に

ください、全部の面談記録を。森友のときのよう

で、委員長、総務省に言ってしっかり取り寄せて

○福山哲郎君 この日の面談記録あるはずですの

しなどの手続を取ることはないと考えております。

反について認識していなければ、そのような取消

たとは認識しておりませんで、当然、外資規制違

担当者に確認いたしましたところ、報告を受け

○政府参考人（吉田博史君） お答えいたします。

たのか。

せん。

継したというふうに報告を受けております。

に一部廃棄するようなことのないように委員長か

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

○福山哲郎君 この総務課長を参考人で呼んで事

○福山哲郎君 東北新社が今承継できないという

ら注意していただいて、全部の面談記録を出して

これ、中島社長、何で総務課長のところへ行っ

実関係を確認したいと思いますので、委員長、お

のは、私は法的に正しい見解だと思いますが、そ

いただくように委員会でお取り計らいをお願いし

たんですか。普通、衛星放送課長に行くでしょう。

取り計らいよろしくお願いします。

ういう事情をちゃんと総務省側に伝えましたか。

お答え申し上げました。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい
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○福山哲郎君 いろんなことが分かってきました。

でございます。

○委員長（山本順三君） これは理事会で協議中

と思いますので、委員長、よろしくお願いします。

新社の木田由紀夫さんを参考人でお願いをしたい

○福山哲郎君 それから、報告に来たという東北

たします。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

たいと思います。

○福山哲郎君 調査は勝手に総務省でやってくだ

ます。

も報告をしておきたいと、このように考えており

というものを努めてもらえるように、私の方から

れども、この場においてしっかりとした真相究明

いては委員会で御審議いただくことになりますけ

いただけるように、具体的な検証内容や方法につ

この場においてしっかりと客観的かつ公正に検証

を今週中立ち上げる予定と、もうしております。

経験者も含む第三の有識者で構成する検証委員会

ですか。

か、自民党がやればいい、言ってください。どう

いただいて、私も証言に立ちました。

我々はそのことを受け止めて国会事故調やらせて

かったことだと言われています、東日本大震災の。

総理は著書で、国会事故調をつくったことは良

いんです。

総理がやればいいじゃないかと言えば、それでい

○福山哲郎君 そうやって逃げないでください。

○福山哲郎君 極めて残念です。

す。

是非、特別委員会の設置、総理、いいじゃない

総務省がなぜか覚えていないと言っていることは

○内閣総理大臣（菅義偉君） 今答えたとおりで

しかしながら、我々は、行政がゆがめられたこ

さい。

総務省は、元々の違反だったので、まずは認可を

とを監視しなければいけない責任が国会側に、国

非常に不可解だと言わざるを得ません。なおかつ、
取り消さなきゃいけないのに、取り消さずにその

で求めたいと思います。自民党はずうっと民間人

当然ですが、菅正剛氏の参考人招致をこの国会

ナの状況です、こんなことばっかりやってられま

だから駄目だといって拒否をしてきましたが、今

会にあります。しかし、予算委員会は、このコロ

法を重ねたことになります。これ、総務省の責任

せん。是非、この総務省の問題についての集中審

日、ＮＴＴの田社長も、そして中島社長もこう

まんま次の認可に行っていると。これ、二重に違
は大きいと思いますよ。

議をまず予算委でやって、委員会でやっていただ

やってお越しをいただきました。菅正剛氏が参考

武田大臣、今のお話を聞いたら、総務省の説明

くこと。

の方がちょっと分が悪いでしょう。そう思いませ

ながら私も感じたんですけれども、いろんなとこ

○国務大臣（武田良太君） 今の議論をお聞きし

掛けていただいて、この問題に対する特別委員会

ません。是非、自民党の総裁として自民党に声を

た問題にどの程度関わってきたか、まだ全く見え

人駄目だという理由にはなりませんので、よろし

ろで両者にそごがあるわけであって、一方的な話

の設置をお願いをしたいと思いますが、総理、い

した。どういう返事がありました。その後、総務

それから、菅総理、菅総理の御子息がこういっ

だけを一方的に信じるということはこれ非常に危

かがでしょうか。

省とどういうやり取りがありました。

ん。

険な状況になってまいりますんで、今、先ほどか

○内閣総理大臣（菅義偉君） それは国会でお決

○委員長（山本順三君） 今ほどの福山君の要請

くお願いしたいと思います。

ら委員が御指摘の、これによって行政がゆがめら

めになることだと思います。

その報告等で総務省からどういう反応がありま

す。

それから、中島社長、もう一個だけお伺いしま

れたんではないかとの疑念に答えるように、検事
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については、今現在理事会で協議中でございます。

し訳ありません。
以上、お答え申し上げました。

ございます。そして、三月五日の段階で、首都圏

についてはこの数字がぎりぎりの状況であったわ

けでありますので、これが確実にステージ３以下

中島信也参考人。
○福山哲郎君 そのことを席上で報告をしたと言

もう疑惑は更に広がりましたので、先ほど申し

数字は確かに下がってきております。全体にい

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

上げたように、特別委員会の設置、予算委員会で

い、病床も四〇、五〇％ぎりぎりだったところ、

になっていくかどうか、これを対策を講じること

告受けておりません。ただ、御相談してという、

の集中審議の即時の開会、そして菅正剛氏の参考

千葉とか埼玉が四〇％台前半まで来ておりますが、

っているのに、総務省は覚えていないって、どう

報告して御相談したということの事実を今のとこ

人、強く求めたいと思いますので、委員長、取り

ただ、足下、感染の状況が横ばいから微増になっ

私が調査委員会より報告を受けていることにつ

ろつかんでいる状態でございますので、申し訳あ
計らいをお願いします。

てきておりますので、こうしたことも含めてステ

によって見極める期間として二週間を設定したと

りません。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

ージ３であることが確実であるかどうか、このこ

いうことですか、これ。あり得ないでしょう。

○福山哲郎君 報告して相談をしたということは、
たします。

とをしっかりと見極めていきたいというふうに考

きましては、反応まではちょっと、私ちょっと報

相談のメモもあるはずですから、それも委員会に

○福山哲郎君 本当は、私、コロナのことやりた

えております。

ころであります。

提出していただくようにお願いします。

くていっぱい準備していたんです。東日本大震災、

あわせて、分科会から七つの点、この二週間の

お答えいたします。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

十年だから、エネルギーのこともやりたくてすご

ついて、国の立場ではモニタリング検査であると

たします。

コロナについてお伺いします。

か変異株に対するスクリーニングの強化であると

間に再拡大しないように準備をしっかりやるよう

総理、もうすぐ解除か延長かの選択をしなけれ

か、それから、それぞれの一都三県においては積

い準備していたんです。こんな問題が起こるから

ばいけません。総理は現状をどうか評価し、どう

極的疫学調査をしっかりやると、そのための体制

○福山哲郎君 それで、もう一つ、中島社長、こ
うにアイデア、指示をしたのは総務省側ですか、

評価し、解除するつもりなのか延長するつもりな

も強化をするということを言われておりますので、

にということを言われておりますので、この点に

それとも東北新社側ですか。

のか、お答えください。

その準備の期間としてその状況ができているかど

できないじゃないですか。

法な状態を治癒、規制違反を治癒できるというこ

○国務大臣（西村康稔君） まず、数字含めて私

うか見極めている、こういう状況であります。

の子会社に移そうと、方向性を変えようというふ

とを考えておりましたので、当方の方からこのア

の方から申し上げます。

けております。それについて何か反応があったと

これは分科会からお示しをいただいている基準で

私ども、ステージ３の段階になれば解除する、

て専門家の意見を聞いて判断をしていくというこ

今週、どこかのタイミングで諮問委員会を開い

子会社で承継していくということで、何とか違

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

イデアをその席上に出したということは報告を受
いうことは、私の方ではつかんでおりません。申

参議院記録部

- 25 -

【未定稿】
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を稼ぐのはやめていただきたい。

う数字が出ている話をべらべらとしゃべって時間

臣出てきてくださいと一言も言っていません。も

たので総理の意向を聞きたかったんです。西村大

○福山哲郎君 総理が私の判断でと前回も言われ

とになります。

ないですか。そういう使い分けをするから実は分

か。そして、私の判断でとおっしゃっているじゃ

見を聞く前に延長だと発表しているじゃないです

その時間にぶら下がりの会見をして、専門家の意

長のときだって、総理は分科会が開催されている

するのはやめた方がいいと思いますよ。前回の延

○福山哲郎君 何かあれば政府が専門家の責任に

じゃ、一体この下げ止まり、あるいは少し微増と

があったと思いますけど、ここで下がってきた。

で下がってきましたけど、これは間違いなく効果

げ止まりということが、随分緊急事態宣言の効果

それは何かというと、今委員もおっしゃった下

と思います。

と私は考慮した上で最終的な決断をした方がいい

るいは延長する際に、幾つか重要な点をしっかり

ステージの数字は、特に病床使用率の改善は僅
からないんです。

国民知っていますよ。でも、解除かどうかが分か

かし変異株の増加は各県に出てきている。みんな

いていると思いますが、尾身会長は、客観的、社

す。もう一年を過ぎました。本当に御苦労いただ

尾身会長、大変御苦労いただいていると思いま

とは避けた方がいいと思います。

ういうことを十分分析しないで判断するというこ

いうのが一体どういう原因で起きているかと、こ

かである、しかしながら、新規感染者は微増、し

らないから総理の意向が聞きたいと思って私は聞

会的に説明が付かないような仕方で解除や延長は

一つは、今、これはもう本当に我々市民の一般

ています。

その上で、私は三つの点が非常に重要だと思っ

きました。総理、いかがですか。

やるべきではないと発言をされています。
尾身会長、恐縮です、時間がないので短くて結

○内閣総理大臣（菅義偉君） 前回、二週間延長
した際には、病床が逼迫をしていると、そこをし

感情ですけど、長くこういう自粛をしたので慣れ

態宣言が発出している今最中にもかかわらず、例

構ですので、現在どのように御判断をされている

私は、解除するのか延長するのかというのは、

えばですね、例を挙げれば、高齢者での、高齢者

っかりと改善できるようにしたいと、そういうこ

今総理、それから大臣がおっしゃったように、こ

の方の昼のカラオケなんというのが増えている。

てきたという、疲れてきたということもあった、

れから諮問委員会、それから政府の対策本部で決

それから、若者のまた、ちょっと、ずっと若者の

か、お教えいただけますでしょうか。

ただ、ここに来て、その下落率というんですか

めると思いますけど、私は、前から申し上げてい

随分会食が減ってきたんですけど、ここでまた増

とを主な理由でありました。その中で、飲食店に

ね、横ばいというか、そういう状況になっていま

るとおり、そういう客観的な基準をクリアすると

えてきている、この事実があるということが一点

あってのことだと思いますが、実際にまだ緊急事

す。そうした様々な数字を判断をする中で専門家

いうことと、もう一つ、やっぱりリバウンドがす

目です。

○参考人（尾身茂君） お答えいたします。

の意見も聞きながら最終的には判断をしたい、こ

ぐに起こらないような形での解除ということが大

それから二点目は、これがまた非常に重要なこ

絞って対応したことが、約八割の発生者が減って

う思います。ただ、今、この完全に延長するとか

事だと申し上げましたけど、その上で、せっかく

となんですけれども、以前はクラスターというの

きていますから、そこは非常に効果があったとい

どうとかと言えるような状況ではないというふう

こういう機会ですので申し上げたいのは、解除あ

うふうに思っています。

に思います。
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などの特殊性のために、まあ言ってみれば見えに

し上げる首都圏の特殊性、いわゆる匿名さの、名

非常に多様化して、特に首都圏では、私が度々申

だと思いますけれども、ここに来てクラスターが

ゃいますが、最初一か月でした。何としてもやる

たとうとしています。総理は八割減ったとおっし

と思いますが、もう二か月半、緊急事態宣言から

要素があるのでまだ予断を許さないということだ

○福山哲郎君 結果としては、いろんな不確実な

ずうっと我々主張してきましたが、やはり延長し

雇用調整助成金の延長や持続化給付金の支給、

なるほどそういう声があります。

自分らはほったらかされているのか、長くなれば

ありません。何でこんな格差なのか、本当に何で

わせてお付き合いをしてくれていますが、協力金

ンス、公共交通機関、みんなこの八時の時短に合

くいクラスターというのがどうも存在していると

と会見で言われたのに、二か月半です。いまだに

ていただきたいと思うのと、特措法のときに、総

以上であります。

いうのが私ども、つまり、見えにくいクラスター

解除か延長かという議論になっていることの責任

が食を介してのが多かったというのは委員御存じ

というのは、感染源が調査してもなかなか分から

理、二階幹事長と私は、事業規模に応じた支援の

在り方について、事業者の状況、必要性等を踏ま

は私はあると思います。
長い緊急事態宣言で分断と格差が広がっていま

ないものが今存在しているのではないかと、私た
ちはそう判断しています。

組む、これを与野党の幹事長会談で約束したんで

えて検討し、支援が効果的なものとなるよう取り

例えば、もう時間ありませんけど、私がお世話

す。事業規模に応じた支援の在り方、全然そんな

す。

ては、もう間違いなくこれが既存株に取って代わ

になっているあるおそば屋さんは、家族でやって

それから三点目は、変異株、この変異株につい
る、で、必ずそれが主流になることはもう時間の

状況になっていない。こんなに緊急事態が長く続

は近所の人や外国人も含めた営業していました。

総理、ＪＲもそうなんです。ＪＲや民鉄、コロ

いますが、昼間一生懸命働いて、観光客やさらに

諸外国のように本当に感染力が強くなって、感染

おいしい丼も食べさせてくれます。ここは何と夜

ナで、動かしているけれども、過去最大の赤字。

問題だと思いますが、実際、我が国においても、
の拡大が、スピードがそれによって起きているか

は八時までの営業だったので、協力金一銭ももら

いているのに、本当にもたないですよ。

どうかは分かりませんが、その懸念はあるので、

ＪＲ、大手民鉄、大手航空会社、総理、多くの公

トランや百貨店、こういうところは、国の政策方

えません。当然お客は激減しています。お昼のお
しかし、周辺の夜九時までとか十一時まで営業

針で今こんな厳しい状況だということは、そうい

それについて準備をしておくことが必要で、その
今五％から一〇％というふうに目標にしています

やっていたところは、ふだんの売上げが六万円に

う認識は持っていただいていますか。

共交通事業者、そして先ほど言ったホテルやレス

けど、これはもうかなりの都道府県でこれクリア

ならなくても、到底及ばなくても六万円、休職さ

○内閣総理大臣（菅義偉君） この緊急事態宣言

客さんは減っています。

していますので、パーセントはどうかというのは

れて、休業しながらふだん以上の収入になってい

ためには、私は、いわゆるＰＣＲ、変異株の検査、

まだここの場ではちょっと議論がまだ煮詰まって

そうした飲食の中でも大手の飲食店、いろんな方

を発出する中で、今委員から御指摘がありました、
そして、大規模飲食店、ホテル、旅館、小売、

に御迷惑をお掛けしていることは十分承知してい

ます。非常に不公平。
百貨店、映画館、ミニシアター、劇場、フリーラ

いませんけど、この五から一〇％というのはもう
少し、どれだけかちょっと分かりませんが、これ
は増やすべきだと私は思っています。
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ます。
ＪＲを始めとする鉄道会社、さらには航空会社
もそうです、そうした方たちに、多くの方に御迷

言葉があふれています。

人親も二人親も関係ありません、苦しい、こんな

社員以外全員休職、総合支援金何回も不承認、一

私、もう一回見直すべきだと思いますよ。それに

金を使うなら国民の使い勝手のいいような制度に

いか分からないような制度ではなくて、どうせお

るということも事実だというふうに思っています。

います。ほとんど支援受けていません。しかし、

年収四百万とか八百万の層は不安な状況に陥って

実は、ワクチンのこともいっぱい聞きたいこと

ためには対応したいと思います。

議に応じます。幾らでも政府と新たな制度つくる

対しては与野党関係ないから、我々、幾らでも協

まさに感染拡大を阻止をして、そうして、そうし

じっと耐えながら、企業の売上げが落ちたり、経

ありましたが、残念ながら総務省の問題があった

そして、中間層は、頑張ってくれていますけど、

た事業者の皆さんの営業に影響を与えないように

済環境が厳しくなっていることをどうなるのかと

惑をお掛けする中で今緊急事態宣言が行われてい

する。とにかく、まさにこのコロナ対策で緊急事

さんにおかれましては、この予算委員会、十分な

ので聞けませんでした。どうか、与党の理事の皆

まだ党の政策ではありませんが、私は、バイデ

審議ができるようにお願いをして、私の質問を終

見詰めています。
ン大統領がやられたように、例えば年収一千万円

わります。

態宣言を発出する発しないは大きな問題がありま

以下の方々に、例えば一人十万円で中間層にしっ

す。そういう中で、今、ホテルとか映画館とか
政府としては、挙げて対策を取るようにしたい

かり元気を付ける、こういう政策必要だと思いま
庭への給付金の支給、そして雇用の延長等を、も

様々なこと、ＪＲとかにありました。
と思いますし、そうした今、手が届かなかったと

すし、我々は、一人親、二人親のとにかく貧困家

検討しています。

う具体的に法案とかを出しています。

─────────────

疑は終了いたしました。
（拍手）

○委員長（山本順三君） 以上で福山哲郎君の質

ありがとうございました。

ころにそうした対応をすることができるように今
○福山哲郎君 具体的なことはまだ何も見えてい

○委員長（山本順三君） 次に、藤嘉隆君の質

疑を行います。藤嘉隆君。

どうか、総理、こんなの与野党関係ないですよ。
国民の生活、今本当ひどいですよ。総理のお話聞

ません。小口資金の貸付けはもう十か月、最長で
来て、そろそろ切れます。住居確保給付金も十三

冒頭、今日は東北新社中島社長にもお越しをい

○藤嘉隆君 立憲民主・社民、藤嘉隆です。
りました。政府が機能しなければ国民は浮かばれ

ただいております。先ほど我が党の福山幹事長と

いてもなかなか危機感が伝わってこない。いつ何

一昨日、都庁前で食料品を配付するもやいの事

ません、このコロナの中で。これ、延長されたら

のやり取りの中でいろいろ丁寧にお答えをいただ

万人超えましたけど、最長十二か月なので昨年開

業を見てきました。雨の中、三百人が食料を欲し

本当に国民の生活厳しくなります。一旦、補償と、

きまして感謝をしておりますが、若干追加で御質

今日はどうぞよろしくお願いをいたします。

いと並んでいました。毎週増えているそうです。

十分な補償と、この営業自粛や休業要請に対して

問させていただきたいというふうに思います。

をやるのか全く分からない。先ほど総務省の話あ

子育て困窮世帯を支援されている、コロナで困

制度を見直すべきじゃないですか。こんな継ぎは

始した人はもう給付が切れます。

窮する子供たちを救おうプロジェクトの皆さんか

ぎだらけの使い勝手の悪い、国民が何を使ってい

社長、そもそもですね、三十七回にわたって課

らは、フルタイムのアルバイトが減り、収入減、
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に関わるお願い事をしていたのではないか、これ

お聞きをしたいのは、その際に総務省の許認可等

ます。これはなぜなんでしょうか。つまり、私が

していらっしゃった、こういうことが分かってい

長補佐から次官級まで言わば違法な接待を繰り返

か。

の顔つなぎ、顔つなぎをするための目的は何です

待をしているということですけれども、本当にそ

わたって巨額の会社の費用を掛けてこのような接

これが一点です。ただの顔つなぎで三十数回にも

ことは現在調査委員会からは報告受けてございま

その、この件についてほかの方に相談したという

告をしたという事実のみ伝えられておりまして、

私の方には、もうとにかくこの鈴木課長に御報

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

いかがですか。

せん。

○参考人（中島信也君） お答えいたします。
一つ目が……（発言する者あり）木田由紀夫と

がまさに行政がゆがめられたと、この本質なんで
すけれども、この点いかがですか。
私が受けております調査の中間報告によるもの

的まではちょっと追及いたしませんでした。顔つ

顔つなぎの目的については、私、顔つなぎの目

省にアイデアを出したと、先ほど、会社の方から

資規制違反を治癒するために子会社づくりを総務

○藤嘉隆君 二〇一七年の八月九日に、この外

以上、お伝え申し上げます。

でございますけれども、指摘されている会食に関

なぎかと思いました。済みません。顔つなぎの目

ですね、このように答弁をされました。結果的に、

三上でございます。

して、具体的な目的というものはなく、懇親を図

的は顔つなぎかなと。といいますのは、たくさん

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

るためであり、具体的な働きかけなどの目的まで

訳ありません、はい、それだけしか聞いておりま

その子会社への放送事業者の地位承継が十月だっ

ん会食しているんだと。で、とにかく本人が言っ

せん。

規制違反を総務省は承知の上で、当然そのこと話

の事業においていろいろ関係が深いということだ

ていたのは、顔つなぎだと言っていました。顔つ

○藤嘉隆君 先ほどのやり取りを聞いていまし

されているわけですから、承知の上で認可が下り

は確認されていないということでございました。

なぎだと。ここに、報告、調査委員会からのあれ

て、二〇一七年の八月四日に外資規制違反を認識

たと、このような認識をしているということでよ

たと思います、にこれはもう大臣認可をされてい

ではないんですが、本人は、そういった具体的な

をされて、八月九日に総務省の鈴木総務課長にこ

ろしいですね。

というふうに私今考えておりますけれども、申し

目的ではなく、いつもお世話になっているからと

のことを口頭で木田さんから伝えた、こういうこ

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

で、私も直接聞きました。何でそんなにたくさ

いうことで新年会、忘年会にお誘いしていたとい

とですね。非常に中島社長の話は具体的であって、

るということですね。

うようなことしか私には伝えられておりません。

私は信憑性があるというように思っています。
長以外にこの話、総務課長から、あるいは東北新

社長に追加でお伺いをしますけれども、総務課

したら、この子会社への承継というものが、申請

で子会社へ承継いたしましたので、この、もしか

これはやっぱり正さなければならないという認識

外資規制違反というものを認識いたしました。

これは、もう東北新社さんの認識として、外資

申し訳ありません。
○藤嘉隆君 社長、ちょっと何点か確認させて

社側からほかに相談をした方はいらっしゃいませ

して、それで取り消し、られるかもしれないとい

以上、お答え申し上げます。
くださいね。

んか。例えば当時の山田真貴子局長などですね、

今おっしゃった本人というのは誰のことですか。
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これ総務省にお聞きをします。

るんですか。

ね。これは一体どちらが真実を語っていらっしゃ

事実はないと、こういうことを言っているんです

ですよ。総務省はそのようなことを相談を受けた

○藤嘉隆君 全く総務省の言い分と食い違うん

ます。

いということで提案したというふうに聞いており

そのやり方をすることで何とか認可をいただきた

うに、危機意識は持っていたと思います。ただ、

うようなことは、危機意識は持っていたというふ

○政府参考人（吉田博史君） 総務省でこれまで

いますよ。いかがですか。

すよ。第二のほかの省庁の事件につながってしま

どこかで聞いたいつかのあの話になってしまいま

きっちり調べていただけませんか。そうでないと、

も、この点、総務省さん、もう一度文書の有無を

かなというふうにも感触としては思いますけれど

さんの側が真実を言って、語っているのではない

私は、事の信憑性、具体性からいって、東北新社

一体どちらが事実をおっしゃっているんですか。

北新社さんはその相談をしたとおっしゃっている。

いて、片やそれがないとおっしゃっているし、東

るはずだと思います。それがないとおっしゃって

との会食に出席をされたという話がありました。

先ほど田社長から三年間で三回、役人、官僚

たいと思います。

ＮＴＴの問題についてもお伺いをさせていただき

ただいております。ありがとうございます。この

次に、今日はＮＴＴの田社長にもお越しをい

思っております。

ついても引き続き問うてまいりたいというふうに

○藤嘉隆君 明日以降の衆議院でもこの問題に

たします。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

ただきたいと思います。

きちんと事の次第を聞く、このことを検討してい

総務省でこれまで確認している範囲では、当時

○政府参考人（吉田博史君） お答えいたします。

よろしいですか。

した上でなかった、その上での答弁ということで

の文書の存在も含めて、全くそういうものを調査

されましたが、このことについて報告を受けた旨

り聞くしかない、当時の。鈴木課長に聞くしかな

いたのかどうか、こういうのは当の課長にやっぱ

て、その課長が上司に対してその事実を報告して

対してそのような説明があったのかどうか、そし

○藤嘉隆君 この問題について、本当に課長に

したが、引き続き確認してまいります。

ような報告を受けたというものはございませんで

よろしいでしょうか。確認をお願いします。

月八日に社長が会食をされたと、こういうことで

本さんのことですか。秋本さんと二〇一八年十一

でありますが、これは辞められた方というのは秋

ていて、あとの一回が新たに分かったということ

に山田真貴子前内閣広報官と、この二回は分かっ

当時の谷脇審議官、総務審議官と、二〇年の六月

これは分かっているだけで、一八年の九月に谷脇、

委員長、よろしくお願いします。

これ文書は、あっ、済みません、この相談を受

確認している範囲では、当時の文書やメモでその

の文書やメモでそのような報告を受けたというこ

いと思います。これが一点。

以上、お答えいたします。

けたことはないと、そういうことを先ほど答弁を

とはございません。

事実を知っていたのかどうか、この場でやっぱり

務審議官でございます。私が二〇一八年六月に社

辞められた方と回答いたしましたのは、鈴木総

○参考人（田純君） お答えいたします。

ような重大な報告を受ければ、課長が報告を受け

明らかにする必要があると思います。国会に招致

長になった年でございますので、是非意見交換を

それから、当時の局長であった山田真貴子さん、

れば、当然、上司に対してこういう報告が事業者

をする、可能であれば証人喚問という形でですね、

○藤嘉隆君 通常考えればですね、役所がその

からあったということを事細やかに当然報告をす
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したいということで、九月に谷脇さん、十一月に
料を作成しておりますので、で、民間、既に鈴木

あくまでも倫理規程違反ということで私ども資

○藤嘉隆君 それではお聞きします。

ことはございません。

は国民の皆様から疑念を招くような会食に応じる

鈴木さんと意見交換会をさせていただきました。
は民間に行っていらっしゃる方で、名前を出して

以上でございます。

○政府参考人（原邦彰君） お答えいたします。

か。もう調査結果で出ているんですか。

寧に、これ当時の総務審議官ですよね、そういっ

○藤嘉隆君 もしそれが事実であるならば、丁

ます。

いうことで御報告させていただいたわけでござい

したがいまして、短い時間の中で秋本の事案と

す。
（発言する者あり）

とし、国民の疑念を招くことのない会食でありま

○国務大臣（武田良太君） まさに読んで字のご

会食ですか。

民の疑念を招くような会食というのはどのような

（発言する者あり）疑惑、疑念、疑念ですか、国

大臣の言われる国民の疑惑を招くような……

秋本、鈴木前総務審議官、この事案についても今

た方がこの会に参加をしていたということは、国

○委員長（山本順三君） 止めてください。

もいいかと確認して出しております。

朝、予算委員会の理事懇談会で御報告させていた

会に対して丁寧に説明をしてください。でないと、

○藤嘉隆君 今、田社長がお答えいただいた

だきました。

こんな、欄の中に外一名、鈴木と書いてあっても、

○委員長（山本順三君） 速記を起こしてくださ

件は、これは総務省はもう認識をしているんです

○藤嘉隆君 いや、今朝は秋本さんについては

その鈴木さんが誰を指すのかというのがやはりに

い。

と、こういうことですか。報告をされたんですか、

とを一つ一つ丁寧にやっていただかないと、この

会の中で分かりますか、そんなこと。そういうこ

○藤嘉隆君 今おっしゃった法令というのは大

るような会食だと私は考えています。

○国務大臣（武田良太君） まあ、法令に違反す

谷脇については既に先週御報告をいたしまして、

お聞きをしましたけれども、鈴木さんについては、

わかには分かりませんよ。そんな短い時間の理事

理事会に。

ことの真相の究明にはつながらない、そのように

臣規範等も含む、こういう考えでいいですか。い

〔速記中止〕

これはもう退官をしているから報告しなくていい

○政府参考人（原邦彰君） お答え申し上げます。

思っています。

木というところに書いてある鈴木さんのこと。も

○藤嘉隆君 ああ、この田さんと外一名、鈴

提出させていただいております。

思います。

御自身も出られるということで御説明があったと

先ほど田社長からは、政治家の会食にも社長

さらに、ちょっとお聞きをしたいと思います。

かなか難しいものがあると思いますけれども、大

ありませんのでね、これ一緒にするというのはな

○国務大臣（武田良太君） 大臣規範は法令じゃ

いですね、それで。

今朝お渡しした資料に鈴木という名前を記して

う役職も示さずにですね、総務省の当時の審議官

長と会食をしたことはありますか。

のですから、しっかりとそれぞれの立場で遵守し

してしっかり襟を正して臨むべき指針を示したも

臣規範はそれぞれの政治家がしっかりと自らを律

されるんですか。分かりませんよ、こんな、鈴木

○国務大臣（武田良太君） 個別の事案一つ一つ

てもらっているものと考えております。

もう一度お聞きします。武田総務大臣、田社

さんがどの鈴木さんを指すのか。いかがですか。

にお答えするのは控えさせていただきますが、私

が参加をしていたというのがこういう形で報告を

○政府参考人（原邦彰君） お答え申し上げます。
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いをしますが、武田大臣は、大臣規範では関連業

○藤嘉隆君 じゃ、この大臣規範についてお伺
すことと、こういうことであります。

う意味においては、供応とは酒食を供してもてな

いと思いますが、ここに書いてあるのは、供応接

は、それぞれの事例を踏まえてお話をいただかな

りますから、まさに先ほど武田大臣が答弁したよ

待を受けること、ちょっとはしょりますが、であ

官房長官、これは、大臣、政務三役は、関係業

うに、国民の疑惑を招くような供応接待、これに

○藤嘉隆君 じゃ、この大臣規範の解釈につい

者との接触に当たって、供応接待を受けること、

ついてはしてはならない、こういうことになるわ

者から供応を受けることは国民の疑惑を招く行為

○国務大臣（武田良太君） 大臣規範にのっとっ

国民の疑念を招くような行為をしてはならないと、

けであります。

って国民の疑惑を招くような行為ということであ

た形で私も政治活動をやっております。

明確にこう規定をされていますね。大臣側の費用

○藤嘉隆君 じゃ、供応接待はいいんですか、

て少しお伺いをします。

○藤嘉隆君 何かもう擦れ違い答弁というか、

負担がなくて、関係業者から食事をごちそうにな

これ、大臣は、関連業者から。国民の疑惑を招か

とされていて禁止をされている、このことは御存

擦れ違ってもいないような気がするんですけれど。

ったり職務に関連して贈物をもらうということは、

じですか。

それでは、大臣は、大臣になられてから大臣規

待であっても、国民の疑惑を招くようなものでな

ないような供応接待であったらいいんですね。

○国務大臣（加藤勝信君） これ、まさに、であ

ければ認められるんですか。これはっきりしない

この規範に反する行為、要するに、食事をして、

にお答えするのは控えさせていただきたいと思い

って国民の疑惑を招くような行為をしてはならな

と、与党の、自民党の大臣経験者も含め、訳の分

範にあるような国民の疑惑を招くような供応や接

ますが、私は国民の皆様から疑念を招くような会

いということですから、まさにしてはならないの

からないことばっかり言っているんですよ。供応

供応接待というのは、食事をごちそうになって

食に応じたことはございません。

は国民の疑惑を招くような行為であります。

接待、供応は受けたけれども、そこで、例えば、

会食をして費用負担をしない、こういったことは

○藤嘉隆君 大臣規範の一部を抜粋したものを

○藤嘉隆君 いや、そういう御答弁だと、いろ

職務に関連する話をしていないから、接待じゃな

待を受けたことはない、こういうことですね、さ

持ってまいりました。
（資料提示）

いろ細かいことをもう聞かざるを得ないんですね。

いからいいんだとか、ただ飯は食べたけれども全

お金を払わないことをいうんですよ。食事をごち

これは官房長官にお聞きをすればいいんでしょ

これ、じゃ、逆に、供応接待を関連業者から受

くそのときにそんなこと話題にもならなかったの

この大臣規範で言う供応に当たる、こういうこと

うか。大臣規範で言うところの供応というのはど

けて国民の疑惑を招かないような、そんなケース

で問題ないんだみたいな話になっている。はっき

んざん答弁をされている内容は。

のような行為をいうものですか。

ってあるんですか。あるんだったら例示してくだ

りしないと、こんな大臣規範あってもしようがな

そうになって費用負担もしない、こういう供応接

○国務大臣（加藤勝信君） いや、まさに下に書

さい。

いですよ。解釈を明確にしてください。

でよろしいですね。

いていただいていますが、これは別に法令的に定

○国務大臣（加藤勝信君） いや、どういう場合

○国務大臣（武田良太君） 個別の事案一つ一つ

義されたわけではなくて、これは一般的な、これ

があるかないかと一つ一つちょっと申し上げるの

先ほど私が申し上げたみたいに、供応接待の中

広辞苑の、日本語としてどう使われているかとい

参議院記録部

- 32 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

のっとって対応していく。そういう中にあって、

ることとされているわけでありますから、それに

職務に関して潔癖性、レンペキ性かな、を保持す

共の利益のためにその職務を行い、公私、を断ち、

中で、国務大臣等は、国民全体の奉仕者として公

ただ、ここにおいては、まず服務の根本基準の

だろうと思います。

れはまたそれぞれが判断する部分って当然あるん

いという以外のものはしてはいいかどうかと、こ

ならないという、これ禁止、まあ、してはならな

○国務大臣（加藤勝信君） まず、ここはしては

をするんですか。

用負担もしない、ただでごちそうになったら、そ

○藤嘉隆君 私は、関連の業者と食事をして費

主意書でも明らかにしている考え方であります。

えて適切に判断すべきもの、これは従前から質問

臣が具体の事案に即し、大臣等規範の趣旨を踏ま

具体的にそれに当たるのかについては、各国務大

行為をしてはならない。そして、どういう行為が

箇所、先ほど申し上げた国民の疑惑を招くような

って恐縮でありますけれども、まさに大臣規範の

○国務大臣（加藤勝信君） これ、同じ答弁にな

か。そこの本質的な問題を聞いています。

規定をしたのがこの大臣規範なのではないんです

ので、それは駄目なんだと、そういう規定を自ら

供応接待を受けること自体が国民の疑惑を招く

ことは深く反省するべきであり、国民の信頼を回

に対する国民の信頼を大きく損なう事態になった

○内閣総理大臣（菅義偉君） 政府として、行政

私が今申し上げたようなこと。

のやり取り聞かれていて、総理、いかがですか、

大臣。こんなことが許されていいんですか。一連

りですよ。この国会で真実も語ろうとしない総務

役人に責任を押し付けて、自らは責任逃ればか

の甘さにあるんじゃないですか。

ですよ。次々と起こる不祥事の大本は、その認識

題になったモリカケの問題も銀座三兄弟の問題も

違反も元農水大臣の政治と金の問題も、先ほど話

ですか。広島の選挙違反もそうです。東京の選挙

ルール破りのようなことばかり起きるんじゃない

で国民の疑惑を招くような行為でないものが存在

倫理の保持に万全を期すため、関係業者との接触

はならないということはここで明確に書いている

あって国民の疑惑を招くような行為、これはして

まさにこれ、少なくとも供応接待を受けることで

こういうように書いてあるわけでありますから、

とを確認をし合ってくださいよ。ルールを守るこ

なんだということを閣内で、是非皆さん、そのこ

ける、接待を受けるということはもう明確に駄目

はしていただいても構わないけれども、供応を受

やはり関連業者と、会食はいいんですよ、会食

てしっかり対応することが大事だというふうに思

の指導も受けるなどしながら、ルールにのっとっ

いたメンバーで構成される国家公務員倫理審査会

事実関係の確認を徹底して、国会の同意をいただ

げるなど、第三者を交えて客観性も担保した上で

関係省庁においても、これ検証委員会を立ち上

復し、期待に応えられるよう努力していかなきゃ

ところであります。

とにもっと敏感でないと駄目になってしまいます。

います。

れは今日テレビを見ていらっしゃる多くの国民の

○藤嘉隆君 いや、本当に、官房長官、そのよ

もっと真っ当にやってください。是非お願いです。

いずれにしろ、倫理法に対する関係職員の認識

に当たっては、供応接待等を受けることであって

うな答弁されていいんですか。じゃ、供応接待を

政務三役が関連業者と食事をしてお金も払わな

の甘さ、こうしたものがあったというふうに承知

ならないというふうに思います。

受けていいことになりますよ、ケースによっては。

い、一円も払わない、そんなことがあっていいわ

しますし、全閣僚に対しても、各省において倫理

方は疑惑を持つと思います。

そういう解釈が成り立ってしまうんですよ。そん

けがない。言い訳ばかりするものだから、次々と

国民の疑惑を招くような行為をしてはならないと、

なことあり得ないですよね、大臣規範で。
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○藤嘉隆君 総理、最後に総理にもう一つだけ

事だというふうに思います。

うですけれども、そこを徹底するということが大

法などのルールの遵守、これは大臣ももちろんそ

はＮＴＴ御社の側から提示をされたんですか。

たと、こうやっておっしゃっています。この金額

て、山田氏らは応分の負担として一万円を負担し

務、さんと一人当たり五万円近い会食をされてい

四日でありますけれども、当時の山田真貴子、総

います。

○藤嘉隆君 じゃ、残りは午後に譲りたいと思

いうふうには考えております。

んな意見をいただけましたので、有用であったと

ころをお話をさせていただきました。非常にいろ

以上でございます。

お伺いをします。

○参考人（田純君） お答えいたします。

間違っても総理は、関係業者とお金を払わずに

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私自身、政治活動

はありませんね。

てはあり得ることだというように思っています。

これは一般的にはですよ、一般的には相手によっ

○藤嘉隆君 企業が接待をするということは、

○委員長（山本順三君） 残余の質疑は午後に譲

として様々な方とお会いをして意見交換というの

企業が目的なく接待をすることは私はあり得な

ＮＴＴの側から提示いたしました。

は行ってきています。ただ、その一つ一つにおい

いと思います。当然、ＮＴＴ事業の伸展のために

○委員長（山本順三君） ただいまから予算委員

会食をする、供応を受ける、こういうようなこと

て答えるべきものではないというふうに思います。

接待を行ったものと考えていますけれども、この

会を再開いたします。

ることといたします。

いずれにしろ、私自身、国民の皆さんからまさ

親睦や懇親を深めることによってＮＴＴの事業に
どのような影響があった、このように認識をされ

憩前に引き続き、内外の諸課題（デジタル社会・

午後一時開会

─────・─────

午前十一時五十三分休憩

午後一時に再開することとし、休憩いたします。

に疑念を抱かれるような会食や会合に応じたこと
はありません。

ているか、お伺いをします。

令和三年度総予算三案を一括して議題とし、休

○藤嘉隆君 もうとにかく、これは役人の皆さ

情報通信行政、ワクチンの接種体制等）に関する
意見交換をしないかというのは実は投げかけら

○藤嘉隆君 午前中に引き続いて、よろしくお

○参考人（田純君） お答えいたします。

れど、是非きちんとルールにのっとって、襟を正

れまして、それに対して私の認識が甘いものです

願いをいたします。

んもそうですし、政務三役の皆さんもそうですけ
して日常を送っていただきたい。でないと、もう

から、では会食をというふうにお話をさせていた

集中審議を行います。藤嘉隆君。

こんなことばかりに予算委員会で終始をせざるを

だいた流れがございます。
意見交換をしたい、私もしたい、その一番の内

Ｔに関わる諸問題について、少し時系列でまとめ

御覧をいただきたいというふうに思います。ＮＴ

一八年の八月に、菅官房長官、当時、四割の携

容は、やはり将来のＡＩが入った折のマイナス面
デジタルツインという世界がこれから参りますが、

帯料金値下げを講演で明言をされた。直後に、総

をさせていただきました。
その折に社会学的にどうかと、こういうようなと

です、特に。あるいは、私どもが考えております

パネルの方を御覧をいただきたい、資料の方を

得ない。もう正直申し上げて、私、これはもう勘
弁をしていただきたい、そのように思っておりま
す。
田社長にもう少しお伺いをさせていただきた
いと思います。
ちょっと具体的なことになります。昨年の六月
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ドコモの完全子会社化の議論が始まって、六月、

合通信基盤局長も兼務をされると。二〇年からは

な事情の中で総務審議官に昇進をされ、しかも総

会が立ち上がって、十二月には谷脇さんがいろん

けている。その十月です、総務省にモバイル研究

の相談役、そして社長が相次いで会食、接待を受

九月ですね、担当局長であった谷脇さんとＮＴＴ

務省内の審議会で値下げ議論が開始。九月、すぐ

が、料金の話を出すことはありません。

事業者の戦略、私の方から、どなたに限らずです

のように考えております。いわゆる料金値下げは

まないような形でやっていくことが肝要だと、こ

争に勝つと、そういうことがセットで、利益を痛

すので、その競争に勝ちながら安く、安くして競

くことが大事だと、ただし、上場企業でございま

しては、料金を自分の戦略として捉え安くしてい

くするべきだということ以前に、私たち事業者と

務省の幹部の方と行っておりました会食ではまだ

ます。つまり、一八、二〇一八年の秋の段階で総

二〇二〇年の四月頃でございます、四月でござい

施したわけですが、これを検討を始めましたのは

まず、ドコモの完全子会社化、まあＴＯＢを実

○参考人（田純君） お答えいたします。

だきたいと思います。

ついて相談をしたことがあるか、お聞かせをいた

それから、社長は菅総理とこの子会社化の問題に

もし谷脇さんがそういう話が出たかもしれない

七月と立て続けに山田審議官、谷脇審議官を交え
ての会食があると。節目節目でこのような会食が

とおっしゃったとすれば出たかもしれませんが、

その後、六月に、私の例で言いますと山田さん

考えておりませんので、これは話としては出てお

目立つ、まあこういうことだろうというふうに思

それは私は多分そこでもう止めたと思います。止

と会食、二〇二〇年六月ですね、会食をしており

で、二〇二〇年七月に谷脇さんとＮＴＴデータ

りません。

っています。

めるといいますか、次の話題に変えたと思います。

そこで、田社長にお伺いをします。携帯電話

ます。

していくものだというふうに考えております。

それぐらい私は、料金は事業者がやるべき、判断

料金値下げに関連してお伺いをします。
谷脇審議官は、御社との会食の場で携帯電話料

思います。

やり取りであったか、お聞かせをいただきたいと

を認めていらっしゃいますが、どのような内容の

ように答弁をされていて、やり取りがあったこと

同じくしてというか、その若干後になりますけれ

中でいかに勝つかということですけれども、時期

今言われた。料金が下がる、収益が厳しい、その

ちながら、いかにして勝つかと、こういうことを

○藤嘉隆君 今まさに、料金値下げ、競争に勝

がございます。これは二〇二〇年の七月でござい

ただし、事務的に確認をした、総務省に、時期

のものですので、どなたにもお話をしていない。

といいますのは、まさしくインサイダー情報のそ

ん全員、関係者全員ですが、徹底しております。

以降は徹底的に守秘を、もう自分を含めてもちろ

の幹部が会食をしておると見ておりますが、四月

○参考人（田純君） お答えいたします。

ども、ＮＴＴドコモの完全子会社化が進展をし、

ます。

以上でございます。

まず、一八年六月に社長になって以来、記者会

今実現をしていると、こういう状況があります。

金の引下げの話が出ることは自然なことだという

見で度々料金値下げについて質問を受けておりま

りましたが、競争に勝ちながらこの携帯料金の値

○藤嘉隆君 先ほどの田社長のお言葉にもあ
総務省、この会食の場でですね、この総務官僚の

下げに対応していくという非常に難しいミッショ

このＮＴＴドコモの子会社化について、御社は、

まず、料金、安い料金というのは、これは普遍的

皆さんとまあ何らかのやり取りをしたのかが一点。

す。そのたびに、常に私が回答しておりますのは、
なお客様のニーズであります。どなたが料金を安
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られた。

うな状況と前後してドコモの完全子会社化が認め

言い難い、携帯料金の値下げですからね。このよ

ます。これ、事業者のやっぱり自発的な取組とは

ていらっしゃったということだというふうに思い

て、その対応についていろいろ苦慮をされてやっ

ンをまあ言ってみれば政府から投げかけられてい

それから携帯料金値下げの問題がセットで進捗を

行う時期と前後して、このドコモの完全子会社化、

たちはこだわっているかというと、緊密に接待を

○藤嘉隆君 緊密にですね、なぜこのことに私

るものではございません。

てはおりますが、基本的にまず入口で連携してい

の値下げの余力はあると、こういうふうには考え

分で値下げを、関連するじゃないかというと、そ

をしていただきたい。このことを改めてお願いを

の後も続くと思いますが、是非必要な情報は開示

是非、明日以降も衆議院でも議論が続くと、こ

つものだというふうに思っています。

の事業は国会とか国民の理解があって私は成り立

ＮＴＴは国が三分の一の株式を持つ企業です。こ

ないと、こういうこともおっしゃっていますが、

例えば政治家との会食については話すことができ

これ、値下げとドコモの完全子会社化の関連は

○委員長（山本順三君） 以上で藤嘉隆君の質

して、質問を終わりたいと思います。

これらの会食は、私たち、うがった見方をすれ

していく。

どのように認識をされていらっしゃるのか、その
御認識をお伺いします。

疑は終了いたしました。
（拍手）

○青木愛君 立憲民主党・社民の青木愛です。今

ば、そのための準備とか意思疎通、あるいは意思

ます。

日は質問の時間をいただきまして、誠にありがと

○参考人（田純君） まず、値下げの方は、こ

実質的な値下げはドコモがやるという構造になり

○参考人（田純君） 午前中の答弁でもお話し

うございます。

─────────────

ます。

しましたように、いろんな有識者の方と議論をす

私は新型コロナウイルス感染対策についてお伺

確認を総務省とＮＴＴ側がするための一つの場で

ドコモの完全子会社化を、これは全体、グルー

るのは、これは意見交換であり、これは適宜やっ

いをさせていただきたいと思っておりますが、ま

れ携帯電話の値下げでございまして、弊社グルー

プ全体、特に持ち株会社の戦略として実施をして

ているものでございます。確かに、結果的に、

ず冒頭、全日本私立幼稚園連合会を始めといたし

○委員長（山本順三君） 次に、青木愛さんの質

おる構造でございますので、基本的に完全子会社

藤委員おっしゃるように、そういうふうに見える

ます三団体で多額の使途不明金があることが発覚

あったのではないか、こういう指摘なんです。こ

化と値下げは関係しておりません。これは独立事

というこの御意見も分かりますが、私たちとして

いたしました。そして、これを伏せるかのように

プ内の規定でも、私ども持ち株会社は事業をやっ

象です。

は、それは全くそういうお話も出しておりません

複数の銀行口座が偽造されたということで、大変

疑を行います。青木愛さん。

ただ、結果として、なぜじゃ子会社化をするの

し、別物として御説明をしたいと思っております。

悪質な事案であります。また、関連団体の会長に

ういう指摘に対してお答えをいただきたいと思い

かというと、ドコモを強くして、ＮＴＴグループ

○藤嘉隆君 時間がありませんので、最後に

ておらずに、言ってみれば管理監督側ですので、

全体を強くして、それで研究開発を強め、世界で

は政治家がお就きになり、そして定期大会には多

くの国会議員が御出席をされているということで

田社長にお願いです。
先ほど、上場企業の経営に影響を与えるので、

伍していける構造にしたいというところにござい
ますので、それは余力ができてきますから、その
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○国務大臣（萩生田光一君） 先生、今所管をす

思います。

査に向けた御決意を是非伺わせていただきたいと

ています。感染状況や医療提供体制、公衆衛生体

除については、これ基本対処方針、ここに書かれ

○内閣総理大臣（菅義偉君） 緊急事態宣言の解

ことでよろしいでしょうか。

お尋ねいたしますが、解除ありきではないという

ているのではないかとありますけれども、改めて

この変異株が出てきたところで、ここで一気に

ここで、尾身会長にもお尋ねしたいと思います。

思います。

うところはあります。慎重な判断をというふうに

ので、今この状態が果たして下向きなのかなとい

ルが下向き、下向きということを強調されていた

○青木愛君 菅総理は会見等でこの感染のベクト

あります。政治不信を強める事案であります。

る文部科学大臣とおっしゃったんですけど、この

制の逼迫状況を踏まえて総合的に判断をする、こ

所管をする文科大臣としての御所見と今後の調

団体を所管はしていません。

は極めて残念なことであります。先週末に既に告

ているこういう団体で使途不明金が発生したこと

全国の私立幼稚園の多くが、圧倒的多くが加盟し

きりした成果が出ていると思います。病床の逼迫

して、新規感染者が八割以上減少するなど、はっ

験を踏まえてめり張りのある対策を行った結果と

今回の緊急事態宣言については、これまでの経

今何が求められるかというのは、幾つか、まず

○参考人（尾身茂君） お答えいたします。

長の中で今御所見おありでしょうか。

か踏み込んだ具体的な有効な対策、これ、尾身会

と思うんですが、これ、一気に抑え込むための何

抑え込む、そうした対策が必要なのではないかな

発がされて、警察の場に捜査は移っているという

状況などいまだ厳しい指標も一部あって、専門家

は国や自治体の役割と、それからそれに対応する

のようになっています。

ふうに思いますので、一日も早い真相究明を求め

の御意見も伺った上で二週間の延長判断を行って

幼児教育を所管をするという立場からすれば、

てまいりたいと思っております。
幼児教育を担当する文部科学省でございますし、

染者数については横ばい、やや微増という状況で

これまでのところでありますけれども、新規感

多分、早晩決定されると思うんですけれども、い

それで、これ解除するか延長するかというのは

我々一般市民の協力という、両方が必要だと思い

およそ七千五百の私立の幼稚園、あるいは保護者

ありますが、一都三県においてもほぼステージ２

ずれにしても、今までの延長ではなかなか難しい

きました。

からのお金、納めたお金が含まれているというこ

の水準であるということも承知しています。また、

と私は思います、同じようなやり方で。

○青木愛君 任意団体とはいえ、やはり我が国の

とでありますので、これは文科省としても看過で

病床使用率については徐々に改善しており、ステ

ます。

きない不祥事だというふうに思いますので、是非、

ージ３の水準になっているというふうに思います。

く、その思いです。

伺いながら、最終的には私が判断をさせていただ

な数値、これに基づいて、やはり専門家の意見も

時に、この新規感染者数や病症者数などの客観的

いずれにしろ、これまでの対策を徹底すると同

ルで、こう上にリバウンドさせないか、なぜして

有して、どうしたらこれが、まあ最低ここのレベ

因についてしっかりと我が国の社会が、全体が共

る、これには必ず原因があるんですよね。その原

まあ下げ止まりというところで、少し微増してい

なぜかというと、ここまでかなり下がってきて、

全容解明に向けて積極的な率先した調査をお願い
をしておきたいと思います。
それでは、ワクチン接種対策についてお伺いを
してまいります。
午前中にも菅総理から御答弁があったところで
はございますが、一部報道では解除の方向で動い
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外の、これは職場、いろんな職場、あるいはいろ

店等が中心でしたけれども、今はそれが、それ以

判断です。以前は食を介しての、接待を伴う飲食

と比べてかなり多様化しているというのが我々の

っかり、なぜかというと、クラスターが今、以前

見えないものがありますから、そうしたものをし

というか、拡大した検査をして、今の感染の実態、

それについて、今までよりもかなりしっかりした

るんではないかというのが私たちの判断ですけど、

その上で、一体、見えない感染源というのがあ

常に必要だと思います。

いるのかというような共通の理解をすることが非

回仮に延長あるいは解除するにしても、これから

ようなことも含めて、そういうようなことを、今

既存の病床をどうやって有効に活用するかという

これは単に病床を増やすということじゃなくて、

もう少しキャパシティー、全体のキャパシティー、

きましたけど、これにはもう一、私は踏ん張って、

療界、医師会とかなんかで一生懸命やっていただ

では、医療の供給体制も、これ厚生省を中心に医

定してやらなくちゃいけないので、そういう意味

速するという可能性も、それを、最悪の状態を想

った、変異株がこれから感染拡大のスピードを加

なくちゃいけませんけど、先ほど委員がおっしゃ

すよね。それが年末、二万七千床ぐらいだったん

去年の五月、大体一万六千床ぐらいだったんで

が重要だというふうに言われております。

をしっかりと体制整備していくというようなこと

医療提供体制と公衆衛生の体制、こういうもの

ろいろとお話ありました。

○国務大臣（田村憲君） 今、尾身会長からい

か。

等どのようなお考えでいらっしゃいますでしょう

なという思いがありますけれども、今後の見通し

ことを厚労省から聞きまして、まだまだ足りない

八％にしかまだコロナ病床になっていないという

にコロナ病床が日本全国にある病床の僅か一・

増えてきております。これを有効に使うこと、こ

は、解除した後の方が長いですから、何が一番肝
ッセージを極めてはっきり国と自治体が出すこと

れは非常に重要でありまして、例えば、もうコロ

んな見えないところで起きている可能性が極めて
いは解除したとしても、私は本質的な解決になら

が私は必要で、そうしたはっきりしたメッセージ

ナ自体は軽くなっている、若しくは軽快している

ですが、今三万床という形で増えてきているのは

ないと思うので、一つ重要なことは、しっかりと

があって初めて一般市民は協力を今まで以上にし

んですけれども、他に移る病院がない。すぐには

で、どこに一番今までよりも集中するかというメ

した現状の把握ですよね、検査、調査、これが非

てくれるということで、そういうことが今私は求

戻れませんから、高齢者の場合。そういう場合に

高い、そのことを放置したままに、ただ延長ある

常に重要だと思います。

められていると思います。

は、一般の病院等々に移っていただく、そしてコ

それからもう一つは、一番我々がなぜここまで

○青木愛君 ありがとうございます。

心配、みんなこの一年間苦労して、心配、国民全

この病床数というところで田村大臣にお聞かせい

ロナの病床を空けていただく、こういうこともや

重症者が出るということですね。この重症者、死

ただきたいと思いますが、逼迫しているというこ

療養の施設、まあホテルなどですね、が場合によ

今、更なる変異株の拡大も懸念されるところで、

亡者に今までよりも更に特化したという対策が私

とでずっとこの間ありました。かなり一病床に対

っては、本当に最悪の場合、感染が拡大していっ

員ですよね、してきたのは、やはりこれ死亡者、

は必要だと思います。

する手当てだとか、重症者病床に対してもかなり

た場合にはまた御自宅ということもあり得ます。

らなきゃなりません。

それから、これでうまく抑えられればいいです

の手当てが行われてきたと思うんですが、いまだ

それから、そもそも、もう病床だけじゃなくて、

けど、危機管理の提要は最悪のことも考えておか
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ただく、いろんなパターンあると思います。

挙げてやっていただく、若しくはどこかに委託い

の調整を保健所だけではなくて、例えば都道府県

みたいな方が増えたわけですよね。ですから、こ

調整するのに結構手間が掛かって、そして待機者

更に申し上げれば、調整、つまりどこに行くか

ております。

ういうこともやってみていかなきゃならぬと思っ

師会やいろんなところにこれを委託していく、こ

っているということではもう回りませんので、医

そうなんですが、健康観察を保健所がもう全部や

そうすると、御自宅等々の場合、まあ療養施設も

ワクチンということであります。今、この現状だ

体の抵抗力の増強というのは、今始まったばかり、

があったとやはり思います。そして、三点目の抗

これはやはり事業者任せ、また国民任せのところ

ういうことを要請させていただきましたけれども、

何ていうか、こういう、立てたりとかという、こ

これはマスク、消毒、あるいは時短、それから、

というふうに思います。二点目の感染経路対策は、

なかなか進んでこなかったというのが今の現状だ

ＣＲ検査、抗原検査、これがやはり掛け声だけで

査、一点目がですね、感染源対策というのは、Ｐ

せるということで、それぞれ、いわゆるＰＣＲ検

して三点目が、これは個体のその抵抗力を増強さ

○国務大臣（西村康稔君） お答え申し上げます。

でしょうか。

ング調査というのはどのように進めていかれるの

ふうに考えているんですけれども、このモニタリ

共有しながら共に歩みを進めていくべきだという

たり、こういう協力要請をして、様々なデータ、

民間の検査機関であったり大学の検査機関であっ

じられてきたんですけれども、これからはやはり、

でこの国立感染研の中の独占的な取組のように感

に対する検査が始まるわけですが、どうもこれま

そして、これからモニタリング調査、無症状者

たわけであります。

と、国だけでは駄目だということを明確に示され

ついては、これは民間の力を借りなければ駄目だ

こういうことをやりながら、それこそ最悪の場

と思います。

一つ目がこの感染源への対策です。病原体の除去。

この感染症対策には三原則あると聞いています。

お考えだというふうに思います。

○青木愛君 病床の回転を良くするということの

いうふうに考えております。

ら、体制を整備すべく協力し合ってまいりたいと

道府県としっかりと話合いをさせていただきなが

よって事情が違いますので、それはそれぞれの都

確保していかなきゃならぬと思いますが、地域に

ゃならないと思っております。病床数もまだまだ

場合にも対応できるようなことを考えていかなき

こういう個人の行動の安心感あるいは経済活動に

例えば個人が帰省をする、サッカー観戦をする、

は政府がやることだと。もう一つのカテゴリーは、

的にやる、一例も出なくても徹底的にやる、これ

華街とか、こういうところは一例でもあれば徹底

感染率の高い高齢者施設だとか、あるいは夜の繁

る検査には二つのカテゴリーがあって、一つは、

答弁いただきましたときに、この無症状者に対す

年の末に国交委員会で尾身会長に閉会中審査で御

行われようと今しているところだと思います。昨

で、無症状者に対するこの感染源、ＰＣＲ検査が

そして、ようやくモニタリング調査ということ

そしてスポット的に無症状の方に受けてもらう、

うした繁華街とか駅などで容器をお配りをして、

としておりまして、大きく分けまして、まさにこ

学とかこういったところも含めて検査を行うこと

駅とか活発に人が動く場所、そして事業所とか大

街ですね、こういったところ、それから空港とか

それぞれの都道府県と調整をして、繁華街、歓楽

具体的には、専門家の御意見も踏まえながら、

のであります。

兆をつかむ、兆しをつかむと、そのために行うも

方々に対して調査を行って、その感染再拡大の予

まさに感染再拡大させないために、無症状の

合を想定して、つまりヨーロッパ並みに広がった

そして二点目が感染経路対策ということです。そ
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ころであります。

得て、民間の検査機関の協力も得て進めていると

りますし、御指摘のように民間の事業者の協力も

これ徐々に調整付き次第広げていくことにしてお

おります。先週は五千件ほど行ってきていますが、

やる、両方想定をして、今既に二府五県で始めて

い、こういったところも含めて団体にお願いして

ける大学や事業所など、特に若い人の無症状が多

そういうタイプのものと、それから、協力いただ

タに対して厚生労働省はもう無関心だったと本当

の段階では、全くこの民間の自主的な検査のデー

かというところなんですけれども、昨年の十二月

間の機関との協力体制が構築できているのかどう

○青木愛君 ここでお伺いしたいのは、やはり民

考えているところであります。

ったことで再拡大を防いでいければというふうに

対策を行ってその範囲で封じ込めるとか、そうい

積極的疫学調査をやっていただいて、クラスター

の人たちの関与というか参加ができて強化される

そうすれば、私は今まで以上に民間あるいは大学

指示といいますか、お願いというか指針を出す、

いついつまでにやってくださいというような指示、

割は変異株の検査もしてくれということを明確に

こういう方針で、民間の検査には検体は例えば何

するためには、国がしっかりとしたメッセージで、

方向に来ているので、そのいい方向を更に確実に

ていただいているので、せっかくだんだんといい

ば、私は、民間の検査あるいは大学も協力してき

施をし、少なくとも一日一万件程度は行っていけ

も含めて順次調整を行って、整ったところから実

のこの協力体制というのは進んでいるというふう

その御答弁からこの民間検査機関あるいは大学へ

尾身会長にお伺いしたいと思いますが、昨年の

示されました。今のところ一週間で二千件、三千

先ほど西村大臣から、一日一万件という目標値

○青木愛君 ありがとうございます。

のではないかと思います。

に言わざるを得ない状況だったんです。

ればと考えておりますし、このモニタリング検査

に思ってよろしいんでしょうか。

今後さらに、一都三県、それから沖縄や北海道

のデータと併せて、行政検査で症状ある方の検査

っとカラオケに行くというつぶやきが増えている

は、ＳＮＳ上のいろんなつぶやき、最近ではちょ

データもできる限り共有しながら、そしてさらに

駅の駅前とかでやっておりますので、こういった

さらには、御指摘のように民間が独自に大きな

とオールジャパンでやる必要がありますから、国

ことだけでなくて、これは国が、ここまで来ます

るいは大学の方の自主的なイニシアティブという

時期に差しかかっているので、民間の検査機関あ

ると思いますけど、ここに来て非常にまた重要な

前に比べて私は改善、まあ改善というか増えてい

少しずつ民間あるいは大学の協力というのは以

いと思います。

集団免疫の考え方についてお聞かせをいただきた

ちょっと気になる点から伺っていきます。この

うふうに思っております。

はなくて実態を伴った形にしていただきたいとい

りないと思いますので、これ本当に掛け声だけで

件というふうに聞いておりますので、まだまだ足

んですけれども、こういったことと感染との関係

がやっぱりリーダーシップを、ただ民間機関の善

今回、ワクチン接種は努力義務ということにな

○参考人（尾身茂君） お答えします。

なども分析をしながら、こういったデータを全て

意に頼るんじゃなくて、国がしっかりとした大き

っておりますが、私は、やはりもう本当に本人の

を行っております。それぞれの自治体で行ってい

分析をして予兆をつかみ、何かある地域で感染拡

な方針をやって、こういうこととこういうことを

自由意思に任せるべきだというふうに思っていま

ます。

大が見られるようであれば、例えばまん延防止等

やってくださいとしたしっかりメッセージを出せ

いただきます。

三点目のワクチン接種についてお伺いをさせて

重点措置を機動的に使うとか、あるいは機動的に
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の意思で打ちたくない人もいます、打たない人も

たり病歴であったり、打てない人もいれば、自分

に思うんですけれども、やはり個人の体質であっ

す。集団免疫の考え方があったのかなというふう

したらこの後エビデンスが出てくるかも分からな

もまだ分からない状況でございますので、もしか

ような効果が認められていないかというと、これ

しくは感染予防ですね、感染させない、そういう

ないということでありましたので、良かったと思

お話でしたので、集団免疫を目指していることは

趣旨のことをおっしゃったので、厚労大臣からの

厚生労働省の方が集団免疫を目指しているという

そして、なぜ私がここにこだわるかといいます

います。

いずれにいたしましても、今現時点で、例えば

と、この本人の自由意思で接種は決めるべきだと

いという状況であります。

そして、この集団免疫というのは、国の人口の

今言われたような集団免疫のようなこと、これは

いる。
六割から七割が接種をしてこの集団免疫の状態に

も、このワクチンパスポートなる考え方があるた

こだわるのは、午前中にも質疑ありましたけれど

ただ、なぜこういう形で接種勧奨でありますと

めなんですね。私はこれは否定していただきたい

我々も考えておりません。

えられていますけれども、このワクチンの場合は

か努力義務を掛けさせていただいているかといい

なり、流行が収束するというふうに一般的には考
感染を予防する効果はないというふうに聞いてい

館に入れたりとかレストランやホテルの利用だと

というふうに思っておりますけれども、イスラエ

力義務というものと基本的な考え方は対になって

か、あるいは飛行機にもあるのでしょうかね、そ

ますと、これ、蔓延の急激な、蔓延予防の緊急な

に接種する効果はあると思うんですが、この集団

おるということでございますので、その特例とい

ういうワクチンパスポートの発行を行っていると

ます。だから、ワクチンを打っても感染するし、

免疫、インフルエンザとは異なり、感染に対する

う形でございますからそのような形にさせていた

いうことで、ＥＵでもこの導入の動きがあるとい

ルでは、このワクチンパスポート、ワクチン接種

予防効果が乏しいので、これ集団免疫にならない

だいておりますが、これ訓示規定でございますの

うことなんですが、やはりフランスですとかドイ

対応、対策を組まなきゃいけないということで、

のではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

で、言われるとおり、我々としてはお願いはして

ツですとかベルギーですとか、こういったところ

人にもうつすしということなんですね。

○国務大臣（田村憲君） 今、ワクチン、まだ

まいりますけれども、御本人の判断で、打つか打

はやはり慎重な姿勢でいるということであります。

をしたという証明になるワクチンパスポートです

開発されてそれほど時間がたっておりません。そ

たないか、これはお決めをいただくということで

この日本において、これは日曜日のある民放の

これ臨時接種の特例とさせていただいております。

んな中で、言われますとおり、その発症予防、重

ありますので、そこは我々もしっかりとそのよう

番組だったんですけれども、自民党の幹部の先生

ただ、打つことによって、感染しても発症はし

症化予防、こういうもの、まあ発症予防が主であ

な形で国民の皆様方にお示し、お知らせをさせて

が、いずれ日本もそうなると、ワクチンパスポー

けれども、これを持っていることによって、映画

りますけれども、こういうものが認められている

いただきたいというふうに考えております。

トを推奨するような御発言があったものですから、

基本的に、臨時接種というものは接種勧奨、努

ということであります。重症化予防は期待されて

○青木愛君 田村大臣の明快な御答弁があったの

ちょっとこの間気になっておりました。この接種

ない、重症化は防げる。だから、ワクチンは確か

おります。

で、本当に良かったなと思います。レクのときに、

そんな中で、じゃ、しからば、感染しない、若
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んし、また、差別的な空気が生まれても困るわけ

ます。そういう方々に不利益があってはいけませ

ん意思で、自分の自由意思ですからしない人もい

できない人もいますし、接種しない人も、もちろ

えていないということを申し上げました。

○国務大臣（河野太郎君） 国内で使うことは考

とは絶対によくないというふうに思います。

たり入れなかったり、こういう差別が生まれるこ

れなかったり、あるいは何かイベント会場に入れ

し上げます。

いというふうに思いますので、よろしくお願い申

限するような、そういう空気もつくってはいけな

○青木愛君 その差別するような、その行動を制

が進んでいくということになれば日本も検討せざ

ただ、国際的にこのワクチンパスポートの議論

使うということは今のところ考えておりません。

○国務大臣（河野太郎君） 国内で接種証明書を

願い申し上げます。

国際的にこの議論が進んでいくようなことになっ

証明書を使うようなことは考えておりませんが、

も申し上げておりますが、国内でワクチンの接種

○国務大臣（河野太郎君） この委員会でも何回

ことでよろしいでしょうか。

明によって人々の行動に差別は生まれないという

○青木愛君 国内では、ワクチンパスポート、証

○国務大臣（河野太郎君） 高齢者に関しまして

きたいと思います。

通しでお考えになっているか、この点も聞いてお

望者に対するこの接種完了、これ、どのような見

るということは間違いないわけでありまして、希

す。

つやっぱり聞いておかなければならないと思いま

それでは、あと残りの時間で、これも一応ひと

です。

るを得ないかなと思っておりますが、国内でこう

ていけば日本も検討せざるを得ないということは

は、六月いっぱいで高齢者三千六百万人に二回接

ないと思います。

というような状況になれば日本も検討せざるを得

たとおり、国際的にワクチンパスポートが必要だ

○国務大臣（河野太郎君） 先ほど申し上げまし

する方向で考えておられるのでしょうか。

は、河野大臣の中ではワクチンパスポートは推奨

っしゃいましたし、日本も連動せねばということ

はないのですね。国内についても今のところとお

○青木愛君 河野大臣の御発言、いま一つ明快で

れによって利益が阻害される、不利益な取扱いが

国としてはワクチンを打つ打たないによって、そ

細かく今国が指導しているわけではありませんが、

治体がやられておられることでありますので、事

り出されておられます。これ自体は、それぞれ自

でいろんなメリットがあるというようなことをや

な自治体が、例えばワクチンを打ったから商店街

○国務大臣（田村憲君） 国内でもう今いろん

たいと思いますが、田村大臣、お願いいたします。

○青木愛君 そこは是非日本が指導していただき

うところだと思います。

○青木愛君 まあ、まだはっきり分からないとい

います。

スケジュールが決まってくることになろうかと思

以後は、自治体の接種のスピードに応じて様々な

給をしてまいりたいというふうに思っております。

なれば、自治体が接種するスピードに合わせて供

ってくる、そういう状況になっております。そう

これＥＵの承認が前提でございますが、供給が入

種していただくのに十分な量のワクチンの供給が、

この点を明快に、今度は河野大臣に御答弁をお

したものを使用するということはないのではない

あり得ると思います。

○青木愛君 もう大変ショックですね、これ。日

されるというようなことはあってはならないとい

やはりこのワクチン、収束の決め手の一つであ

かと思っております。

本においても、このワクチンの証明、パスポート

うことで考えております。

ず、大学の授業の在り方についてであります。

残りの時間でお伺いをさせていただきます。ま

を持っていることによって、飛行機に乗れたり乗
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オンライン授業が主流を占めていると、ハイブリ

われておりますが、大学に関しましては、かなり

まして、小中高は対面式の授業が今工夫をして行

この間、学生の皆さんとお話をする機会があり

一年間、累次にわたって各大学にもお願いをして

ことは言うまでもありません。このことは、この

明し、理解を得る必要があるのではないかという

ば、その必要性や合理性について学生に丁寧に説

いただいたんですけど、私は、高等教育は、オン

したがって、今先生はハイブリッド型と言って

心配して様々な声を寄せていらっしゃいます。

業をしているということ、本当に真面目に皆さん

んですけれど、やっぱりそれ一辺倒で全てを代替

ライン有効に活用することも大いに結構だと思う

中には、学生本人だけじゃなくて、授業料を負

するものではないと思いますので、そこは丁寧に

きました。

もあるということで聞いています。一年生の方は、

担している保護者の皆さんへの説明会を開催して

ッド型で対面とオンラインと合わせているところ
入学式も行われていなくて、いろいろな施設、そ

やってほしいということを各学校現場にもお願い

したがって、学生の期待に応える質の高い授業

皆さんの納得を得ている学校もある一方で、全く
なった授業料のみならず施設利用料というのが引

が行われなかったり、学生が納得できる十分な説

の使い方も分からないと、図書館も使えないとい
そうした中で、授業料が変わらない、同じ授業

き落としされているけれど、うちの娘は施設に一

明が行われていないような大学であれば、授業料

をしております。

料でこうした今のこの授業形態ではちょっと割に

度も行ったことがないし、行きたくても図書館も

等について学生や保護者の理解が得られにくくな

説明がなくて、親の口座からは今先生が御指摘に

合わないのではないかという、そういう率直な御

行けないということを学校にクレームをして、学

うような声がございます。

意見がございます。親御さんも、教育、大変日本

ることも懸念され、実際、今年度からは、授業料

等の支払について学生などから疑問が寄せられる

校と様々なやり取りをしているなどの生の声も数
多く聞いています。

の場合はまだまだお金掛かりますから、一生懸命
ためた授業料だと思います。施設費なんかも掛か

る対応をしっかり講じていただくことが重要だと

の使命であり、各大学等において学生が納得でき

っても質の高い学修機会を確保することは大学等

○国務大臣（萩生田光一君） コロナ禍の中にあ

聞かせいただきたいと思います。

方までオンラインの授業を受け続けていると。シ

局それを一度引き払って親元へ戻って、朝から夕

そして夏休み過ぎても学校が始まらないので、結

学生さんは、一度マンションやアパートを借りて、

学生さんたちは、地方から例えば都心に出てきた

という学生さんは数多くおりまして、そしてその

健康診断以外全くキャンパスに行ったことがない

にコロナで大変だけれども、いいこともあったと

○青木愛君 せっかくの大学生活ですから、本当

す。

り添った対応を促してまいりたいと考えておりま

請したところであり、引き続き各大学の学生に寄

て学生等に対して丁寧な説明を行うよう改めて要

が自ら徴収する授業料等の必要性や合理性につい

このため、文科省としては、今月上旬、各大学

例が数多く見られたと認識しております。

考えております。

ラバスで自分が取った授業なんだけれども、一度

いう思い出をたくさんつくって、つくれるように、

また、もっと深刻なのは、新入生でこの一年間

授業料等の学納金は各大学の判断において設定

も会ったことがない教授が、この人が本当に教授

ここは文科大臣の手腕に期待しておりますので、

るんだと思います。

されるものですが、例年と異なる授業形態を採用

なのかどうかも分からないという不安の中での授

今後、この大学の授業の在り方について是非お

したり施設の利用に制限を設けたりするのであれ
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いかなというふうに思うんですが、この点につい

ここにまだなかなか光が当たっていないのではな

の中で、最前線、まさに最前線ですね、救急隊員、

て、うつしてしまうのではないか、そういう状況

外で着替え、そして家に帰れば小さいお子様もい

す。常に防護服を着ながら、そして庁舎に帰れば

いうことで、本当に大変だなというふうに思いま

院よりも未知の現場に入っていくのが救急隊員と

れる中で伺った話なんですけれども、ある意味病

私の知人が救急隊員でコロナ対応を行っておら

次に、救急隊員についてお伺いをいたします。

うことで救急隊員が安心して活動できる環境を整

の趣旨を説明するなど、必要な支援を継続的に行

討中であることから、引き続き機会を捉え、手当

七割が手当を創設済みであり、約二割が創設を検

その結果、現在、全国七百二十六消防本部の約

を活用できる旨も併せて周知をいたしております。

する場合は、その財源として地方創生臨時交付金

まいりました。また、新たにこうした手当を支給

と趣旨を踏まえ適切に対応することを助言をして

は各消防本部に対し、救急隊員についてその内容

して新たな手当が設けられたことを受け、消防庁

ス感染症対策に従事する国家公務員に対し特例と

と考えております。昨年三月、新型コロナウイル

とであります。

ろんな掛かり増し経費に使っていただくというこ

ら対応をさせていただくと、これも人件費等々い

来年度に関しましてもこれは総合確保基金の中か

れに関してはしっかりと対応してきておりまして、

件費だったり消毒剤であったりいろんなもの、こ

す。こういう掛かり増しの経費、これは例えば人

うことで、いろんな掛かり増しの経費が掛かりま

した。それから、感染が防がなきゃいけないとい

二十万の慰労金という形は対応させていただきま

○国務大臣（田村憲君） 二次補正で最大一人

が、厚労大臣のお考えをお聞かせください。

○青木愛君 救急隊員の方々にも御奮闘いただい

いけないのかも分かりませんが、そのために診療

は感染防護、状況を見てその後はまた考えなきゃ

はまずは半年間なんですけれども、これに関して

常日頃から規律正しく命を守る現場に臨み、懸命

ていることに感謝の気持ちを忘れてはならないと

報酬で対応を特別に加算をさせていただいており

今後ともよろしくお願いいたします。

て大臣の御認識をお伺いします。

備してまいりたいと考えております。

それから、令和三年度の介護報酬改定で、これ

○国務大臣（武田良太君） 全国の救急隊員は、
な活動をしていると承知をいたしております。

思いますし、もう一つは介護士の方々も最前線で

まして、あっ、ごめんなさい、介護報酬で、こう

このコロナ禍では、感染防止等で全身を覆った

働いていただいています。

御指摘のとおり、救急隊員が安心して活動でき

であります。

借りして心からの敬意と深甚なる感謝を表すもの

護に奮闘される救急隊員の皆さんに、この場をお

日々最前線で立ち向かい、国民の生命、身体の保

心身共に過酷な環境に置かれても使命感を持って

など、細心の注意を払っております。このように、

が、危険手当をするべきだというふうに思います

に危険手当、お金の問題ではないかもしれません

ても、その発生者がいるいないにかかわらず全員

場に出向くわけですから、この介護士に対しまし

らっしゃる可能性もあるわけで、本当に未知の現

が出ないという話も聞いています。無症状者がい

んだけれども、そうではないところには危険手当

コロナ患者が発生した施設には危険手当が出る

だと思うんですよね、国民の皆様の安心は。午前

たり十五万の現金給付が始まります。やはり現金

目の現金給付を決めました。この三月から一人当

アメリカのバイデン大統領は、現金給付、三度

○青木愛君 菅総理にお伺いをいたします。

対応いただければというふうに思っております。

ういう感染防護のために掛かった人件費等々にも

いうものを使っていただきながら、しっかりとそ

まま出動することも多く、その着脱や全身の洗浄

るよう適切に処遇していくことは大変重要である
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

どんどん申請できる方もいる。本当に実態は公平

えなかったとか、こういう制度に慣れている方は

と条件が狭められて、結局、申請試みたけどもら

る人たちもいますし、フリーランスの方々は何か

なかなか難しくて諦めている、諦めてしまってい

中の質疑にもありましたけれども、やはり申請が

にしています。

住居確保給付金について、再度の支給をすること

にしています。また、家賃にお困りの方に対する

が減っている方々に対しては返済を免除すること

いて限度額を二百万円に拡大しております。所得

いる方々に対しては、先般は緊急小口資金等につ

○内閣総理大臣（菅義偉君） 生活に困窮されて

疑は終了いたしました。
（拍手）

○委員長（山本順三君） 以上で青木愛さんの質

きます。

とをお願い申し上げて、質問を終わらせていただ

三原則をしっかりと進めていただきたいというこ

る第四波も懸念される中でやはり心の準備という

う現金給付についても、またこれから変異株によ

ですので、持続化給付金もそうですし、こうい

方々しっかり支援をしていく、このことは大事だ

ませんが、新型コロナによって生活に困窮した

あるいは地域振興券の配付については考えており

御指摘のような全員一律の給付金の支給だとか

本日、まずは私からも総務省の接待問題につい

○平木大作君 公明党の平木大作でございます。

疑を行います。平木大作君。

─────────────

ありがとうございました。

な支援にはなっていないというふうに思うんです。

意味でも、またこれまでの慰労という意味でも、

ということで私ども対応していきたいと思います。

○委員長（山本順三君） 次に、平木大作君の質

国民の税金であることも事実でありますから、こ

○青木愛君 時間となります。

今日は、参考人としてＮＴＴの田社長、そし

てお伺いをしたいと思います。

ういうときに国民の心に潤いを与えていただきた

て、東北新社からは中島社長にお越しをいただい

く左右するというふうに思っています。今回のこ

この接待ということ、民間の企業であれば、こ

この三月二十一日の判断はその後の状況を大き

あと、あわせて、地元から地域振興券的なアイ

の議論で伺っていて、尾身会長からのお話も伺う

れ、会食ですとか接待自体は、ビジネスを円滑に

いというふうに思いますけれども。
デアもいただきました。かつてお魚券とかお肉券

と、やはりこのモニタリング調査なのかなという

行うという意味では日常的に行われているわけで

ております。後ほどお伺いしますが。

とかありましたんで、そうなってしまってはちょ

ふうに思います。検査、検査をして感染源をそれ

る、特に対象が総務省の幹部であったりあるいは

っと困る部分もありますけれども、地域を限定し

このＰＣＲ検査、やはり早期発見、重症化を防

時に政治家であったりということ、そして二つ目

あります。しかし、今問題となっている件は、二

ーとか公共交通でも何でも構わないと思うんです

ぐという意味では国民の利益にも資するところあ

に、金額などの面において明らかに過剰な接待が

以上拡大させないように抑え込むということなの

が、そうした形で国民に公平に地域振興券を配っ

りますので、もっと気軽にこういう検査を受けら

行われてきたという、この二点なわけであります。

て、また期間を限定をして、地域振興券五万円で

ていただくことによって様々な事業所を支えてい

れる体制をつくっていただいて、そして、国民に

そこでまず、二社に、これ時間の関係でまとめ

つの点で大きく違う。一つ目は、所管を持ってい

くという、そういう方向性も一つあるのではない

更に要請するときには一歩踏み込んだ更なる十分

てちょっと三点ずつお伺いしたいんですが、まず

かなと思います。

かなというふうに思うんですけれども、いかがで

な補償を併せていただきまして、この感染症対策、

も十万円でも、日常生活に使えるような、スーパ

しょうか。
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接待、社内のルールに照らしたときにはこれ適切

一点目は、この現在問題視をされております会食、
れど、基本的には一般的な話題が多く、その所管

しては、これも回答させていただいておりますけ

それから、話題でございますが、話題に関しま

であります。改めて確認させていただくと、利害

基本的には会食に対してルールを設けているわけ

これ、総務省に限った話ではなくて、全省庁が

省の方ですね。

なものであったのかどうか、この御判断、これが

に関係するようなことはもうほとんどお話がない

ころが、これも報道等にも出ておりますけれども、

一点目です。二点目は、こういった会食の頻度が

まず、社内ルールでございますけれども、会社

飲食の事前届出件数ですね、総務省は突出して低

関係者との一万円を超える飲食については全て事

の方で行動規範であるとか法令遵守といった漠然

いということが分かっておりまして、過去三年ぐ

という状況でございます。

とした一つのルールはございましたけれども、実

らい見てみても、経産省二百九十六件、農水省二

どのくらいであったか。三点目は、この会食の場
のはもとより、そもそもこの所管の事業に関する

際、非常に曖昧な内容でございまして、で、公務

百五十四件、国交省八十四件、対して総務省は一

前届出ということでルールが徹底されている。と

具体的な言及がこれまでの調査の中で分かってい

員の方との会食についてのルールは存在しており

件ということで、ほとんどこの報告がなされてい

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

るようでしたらば、これも併せてお示しいただき

ませんでした。この点については、業務の中身で

ないという状況があったわけであります。

での話題ですね。これ、当然、許認可に関するも

たいと思います。

お役所とお付き合いをしていくという会社として

○参考人（田純君） お答えいたします。

田社長の方からよろしくお願いいたします。
まず、社内のルールでございますが、ＮＴＴの

も、まずそこがないがしろになっている。加えて、

にチェックするための制度だと思うんですけれど

そもそも、こういう記録を残す、あるいは事前

実に不備であり、現在急いでルールの見直しを行
頻度につきましては、これは総務省の方に御報

っておるところでございます。

持ち株会社の中にはグループを全部見ての倫理憲
章というのがございます。それを受けてマニュア
ルがございますが、大変残念ながら、会食に関す

した。これは、事業会社の方はそこは書き込んで

が具体的に書かれていないという問題がございま

界の一般的な話題はあったという、私はそういう

やその他事業に関する要望はなく、社会情勢や業

会食の場での話題についてなんですが、許認可

うと思っております。特に、これまでの経緯を振

的な検証が非常に難しい私はこれケースなんだろ

あるいは経費の精算していなかったりする、事後

あ実際にはなかなか、領収書切っていたりですね、

総務省側はこれ接待受ける側でありますから、ま

おるわけですが、事業がない持ち株会社でござい

報告を受けておりまして、現場に居合わせており

り返りますと、これ、自己申告に委ねていてはな

告したとおりになっております。

ますので、そこについては不十分な部分があり、

ませんで、特別調査委員会からの報告で報告させ

かなか真相がやっぱり明らかにならないところも

る項目、特に公務員倫理法に関する項目のルール

大反省しているところでございます。

ていただきたいと思います。

それから、二点目が頻度ということでございま

そうした中で、武田大臣、事実解明を、確認を

ある。
○平木大作君 今、会食のルールという観点から

徹底的に行うということをおっしゃっていますが、

以上、お答え申し上げました。

したが、年に一回ぐらいという、平均でございま

一つ確認させていただいたんですが、では、総務

すが、私のケースの場合は、今朝御報告いたしま
すが、ということでございます。
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案の端緒をつかむため、倫理法令違反の会食に限

百四十四名を対象とするほか、可能な限り広く事

は、情報通信担当部署の本省課長級相当職以上等

法違反の疑いのある事案についての調査において

○国務大臣（武田良太君） 現在行っている倫理

す。

具体的にどうされるのか、お伺いしたいと思いま

た段階で退職金から処分相当分を控除して支給し

て退職金の支払を留保した上で、調査報告書が出

査中に職員が退職し、その時点で本人の同意を得

○国務大臣（武田良太君） 過去の事例では、審

ょうか。

分も辞さないということで、大臣、よろしいでし

調査結果を受けて、これ、必要とあらば厳正な処

において予断を持って考えることはできませんが、

内容を誤って理解していたという、大変みっとも

しておったということなんですが、担当者がその

外資規制比率については、規制がある旨を認識

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

点をお伺いしたいと思います。

味虚偽の申請を行ったという御認識なのか、この

されているのか、そして、申請のときからある意

○平木大作君 中島社長は今回の件を受けて急遽

以上、お答えいたしました。

を現在受けております。

ない話なんでございますけれども、そういう報告

た。

虚偽の申請をするとの認識はございませんでし

定せず、全ての事業者等との会食について報告を

た例もあると承知をいたしております。
仮に、谷脇大臣官房付が調査の途中で退職した

求めることとしており、さらに、ヒアリングを行
うに当たっては、宣誓書の提出、そしてメール調

場合、退職時に本人の同意を得て退職金を留保す
ないかと考えております。

ることで同様の取扱いを行うことができるのでは

査といった措置を講ずることとしております。
引き続き、国家公務員倫理審査会の御指導をい
ただくとともに、検事経験のある弁護士の方にも

同席をいただくなど、常に第三者のチェックをい

て御指導いただくとともに、ヒアリングにも必ず

結果を踏まえ適切に対処をしてまいりたいと考え

ら、関係法令にのっとり、検討を進めつつ、調査

ことを前提に、このような事例も念頭に置きなが

違えたというのは、私、回答になっていないとい

すけれども、担当者がミスをしたとか計算式を間

だ、先ほどからこれ答弁繰り返しお伺いしていま

れを直に申し上げるのは酷な話でありますが、た

今経営者として働かれているわけで、なかなかこ

ただきながら正確かつ徹底的に真相究明をしてま

ております。

うふうに思っております。

今回の事案におきましても、本人の同意がある

いりたいと考えております。

○平木大作君 この放送法の出資規制違反につい

参加していただき、調査対象、調査手法等につい

○平木大作君 今月末には渦中の谷脇前総務審議

ても少しお伺いしていきたいと思います。

されるのかということに対して、大変今国民から

査結果がいつ明らかになってどのような処分が下

中で、申請時からそもそも違反していたというこ

具体的に指摘をされて、かつ、これまでの議論の

東北新社、放送法のこの出資規制違反ですね、

経営そのものなわけです。ここに取り組まないで、

維持するとか、その要件を満たすことというのは

ある事業体にとっては、ある意味この出資比率を

制があるわけでありまして、そういう規制の下に

結局、これ、許認可の前提として出資比率の規

官が退職をされる、こんなこともあって、この調

の関心が高くなっているわけであります。

とまで明らかになったわけであります。

っても在任中の行為に対して厳しいペナルティー

よる出資比率規制ってどのように認識をそもそも

改めて中島社長にお伺いしますが、この外資に

のは、やっぱりこれは言い訳として通らない話だ

担当者が申請のときに計算ミスをしましたという

制度の上からいえば、国家公務員は退職後であ
というのを課すことができます。調査中の現段階
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というふうに思っております。
改めて、私、当初この出資規律違反の話を聞い
たときに、これ、もしかすると、いわゆる資本構
成にすごく複雑なスキームを絡ませて分かりづら

もう一点、議決権の変動を把握する仕組みとい

うのも現在のところございません。

出資比率規制違反を見逃すような総務省に対して
の働きかけ、これは働きかけたことはございませ

○平木大作君 これ、ある意味、申請をする事業

者においてはマネジメントの巧拙という問題はあ

ん。
以上、お伝え申し上げます。

クオータリーのものも全部見させていただきまし

てもう一点は、認定から更新までって五年間ぐら

この認定時に違反を見抜けなかった理由、そし

人等の持ち株比率って書いてありませんが、少な

すよ。クオータリーのところにはいわゆる外国法

これ、有価証券報告書を見れば書いてあるんで

ると思うんですけれども、より罪が深いのは、私、

たけれども、これ見て分かったのは、これ、むし

いのちょっと長いスパンがあるんですが、この議

くとも、年次ので見ても、申請をする直前、二〇

○平木大作君 審査を行った総務省にもお伺いし

ろ逆というか、はっきり言って東北新社さんとし

決権のその期間中の変動、省内でどのような形で

一六年三月末の外国法人等の所有割合、これ議決

くしている案件なんじゃないかなというふうに疑

て資本政策に取り組んだ跡が一切ないんですよ。

把握することになっていたのか、どういう体制を

権の割合ではないですけれども、所有割合は二

審査する側だと思っています。

何にもしていないんです。ある意味、これ、マネ

取っていたのか、御説明いただきたいと思います。

〇％を超えています、二〇・二八。今度、申請終

たいと思います。端的に二点。

ジメントがやるべきことを全くやってこなかった

○政府参考人（吉田博史君） お答えいたします。

わった後の二〇一七年三月末のこの所有割合、二

いました。有価証券報告書、これ、年次のものも

というのが本質なんだろうというふうに思ってい

一点目の認定時に違反を見抜けなかった理由で

まず、その前に、本当に平木委員のおっしゃる

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

はあるんでしょうか。

率規制違反見逃すように総務省に働きかけたこと

の接待の場以外も含めて、企業としてこの出資比

改めて、じゃ、中島社長、お伺いしますが、こ

として申請がありましたため、違反を見逃したと

新社側の申告、申請内容ということで二〇％未満

て行われております。本件につきましても、東北

申告が行われたチェック欄を確認することによっ

由の有無について申告いただき、総務省において

外資規制の審査は、申請する者が申請書の欠格事

ございますが、衛星基幹放送事業者の認定に係る

います。

これ総務省の罪は本当に重いというふうに思って

これもう審査になっていない。そういう意味でも、

入っていなかったかだけ見ていましたというのは、

いるのに、その申請のとおりレ点が入っていたか

のところで超えているところが申請を出してきて

一・二三ですから、そもそも、もうこのぎりぎり

ます。

とおり、私らの会社の不備な部分、本当にどうし

いうことでございます。

りかかっておりますけれども、改善をしたいとい

指摘について、深く重く受け取って、もう今も取

きたことを重く受け止め、審査体制の強化につい

であったと考えておりまして、こうした事態が起

この点につきましては総務省側の審査が不十分

だけでありますし、議決権行使の制約が付いてい

発行しているのは極めて普通のいわゆる普通株式

しているわけじゃないんですよ、東北新社さんが。

んですけど、先ほど言ったように、何か小細工を

加えて、この数字、もう数字だけでもおかしい

ようもない、経営が成立していなかったという御

うふうに思っております。

て検討をしてまいりたいと考えております。

御指摘の、接待の場以外も含めて、企業として
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という話があるんですけれども、これ、そもそも

したから云々と、それを聞いていた聞いていない

加えますと、先ほどから、子会社に事業を譲渡

い。

るとか、複雑なスキームが絡んでいるわけでもな

省しなきゃならないというふうに考えています。

きく損なう、そういう事態になったことは深く反

て、政府としては、行政に対する国民の信頼を大

○内閣総理大臣（菅義偉君） 一連の事案につい

と思いますが、いかがでしょうか。

アメリカの新政権と確認をする重要な機会になる

閣における日米同盟の在り方について、ある意味

そういう意味では、今回の２プラス２では、尖

いているわけであります。

発的な衝突を招きかねない極めて危険な状況が続

せん。中国による海警法の施行とも相まって、偶

その上で、茂木大臣に是非お願いしたいんです

国民の信頼を回復し期待に応えられるよう、しっ
また、総務省においては、検証委員会を立ち上

が、このあした会談されるブリンケン国務長官、

余り関係がなくて、一〇〇％子会社に事業を譲渡
全くないわけですね。そもそも、これ採用するに

げるなど、これ第三者も入れて客観性も担保した

日本に来る前には、アラスカで中国の外交の首脳

んだろうというふうに思っております。

値しないスキームなわけでして、一つ一つがある

上で事実関係の確認を徹底し、国会の同意いただ

の方々、楊潔チ政治局員ですとか王毅外相と実際

かり努力をしていきたいと思います。

意味何も見ていない、何もやっていないようにし

いたメンバーで構成される国家公務員倫理審査会

に会談をされております。この米中対立、大変厳

したからって資本構成見なくていいという話では

か映らないわけであります。

の指導も受けながら、ルールに基づいてしっかり

しい今局面でありますけれども、そしてお互いに

もう、ちょっと時間の関係でこの問題はここま

対応をしていく方針です。

でにしたいと思いますが、菅総理、今回のこの一

も、こういう状況だからこそ外交の首脳同士でい

主張をぶつけ合っている状況ではありますけれど

倫理法などのルールの遵守を徹底するように指示

つでも会って、いつでも腹を割って話す、そうい

また、私からも全閣僚に対し、全省庁において

おけるこの事前届出の例えばルールが形骸化して

しました。

連の問題、接待、特に接待問題を通じて、省庁に
いることですとか、あるいは公務員の倫理規程が

う関係がやはり大事なんだろうというふうに思っ
ています。

○平木大作君 よろしくお願いいたします。
外交問題についても少しお伺いしていきたいと

軽視されていることですとか、様々なことが今明
るみに出てきております。

明日、米国から来日中のブリンケン国務長官、

したならば、速やかに茂木大臣にも王毅外相を始

面だとは思いますけれども、是非とも、環境が許

コロナ禍でなかなか移動の制限もある難しい場

ら厳しい目が注がれている中で、ある意味、一部

そしてオースティン国防長官と外務・防衛担当閣

め中国の外交の首脳部と直接会って、この問題の

思います。

の皆さんは、何かこう皆さんが忘れた頃になって

僚会議、いわゆる２プラス２が二年ぶりに開催を

本当に、今、政治、行政に対して国民の皆様か

ある意味お手盛りの調査結果が出てきて形式的に

是正に取り組んでいただきたいと思いますが、い
まず、申し上げておかなくてはいけないのは、

○国務大臣（茂木敏充君） まず、ちょっと私聞

される予定でございます。

鬼まであるわけでありまして、今回のこの事件を

現在の尖閣諸島周辺で中国の公船が日常的に領海

き間違えてしまったのかもしれないんですが、米

処分して幕を引くんじゃないかと、こんな疑心暗
機にしてしっかりとこの不透明な行政の根を断つ、

侵入を繰り返す状況というのはやはり看過できま

かがでしょうか。

このくらいの覚悟で是非取り組んでいただきたい
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を内外に明確に示すいい機会だと、このように考

すし、また、日米同盟の揺るぎない結束と、これ

の表れでありまして、歓迎したいと思っておりま

は、米国が日米同盟を極めて重視をしている、こ

最初の外国訪問地として日本を訪れるということ

タイミングで米国の国務長官、そして国防長官が

の訪日でありますが、バイデン政権発足後の早い

ケン国務長官、そしてまたオースティン国防長官

と、このように考えておりまして、まず、ブリン

チさん、そして王毅さんと、こういう順番になる

後、帰りにアラスカに立ち寄り、そこでと、楊潔

してオースティン国防長官ですね、日本を訪れた

中の外交当局の首脳の会談、ブリンケン長官、そ

○平木大作君 そして、先ほど午前中の質疑でも

す。

委員御指摘のように極めて重要だと考えておりま

して安定的な関係をつくっていくと、このことは

ルな多様な機会を生かして、課題を一つ一つ解決

けでありますが、首脳間、また外相間とハイレベ

思っておりまして、日中間様々な懸案事項あるわ

ういった働きかけ、日本としても極めて重要だと

際ルールにのっとった役割を果たしていくと、こ

国にふさわしい役割を果たしていく、しっかり国

経済大国であります。その中国という大国が、大

っておりますが、また、中国、今、世界第二位の

毅然たる対応で臨んでいきたいと、このように思

現状変更の試み、これについては日米で一致して

ころから検証結果というのが出てきて、検証が出

てこれまでの政策対応についても、実は様々なと

てお伺いしていきたいと思います。

○平木大作君 新型コロナ感染症との闘いについ

していきたい、このように思います。

じっくりと話し合い、日米同盟を強化する機会に

デン大統領との間でこれらの課題について対面で

国ワシントンを訪問したいと思っています。バイ

そして、諸般の事情が許せば、来月前半には米

います。

とにしっかり連携をしていきたいというふうに思

コロナ、気候変動問題への対応など、こうしたこ

ポストコロナのルール作りを共に主導して、新型

その一番時間を割くブリンケン長官との対面での

すり合わせを行いたいと思っております。恐らく

いて対面でじっくりと意見交換を行い、日米間で

抑止力、対処力の強化に向けた今後の協力等につ

て重要かつタイムリーでありまして、日米同盟の

抱えている国際情勢について議論することは極め

しております地域の安全保障環境や様々な課題を

この機会に、中国の問題含め、一層厳しさを増

ありません。インド太平洋地域と国際社会の平和

交安全保障の基軸であることは申し上げるまでも

○内閣総理大臣（菅義偉君） 日米同盟は日本外

伺いしたいと思います。

らの日米関係どのように築いていかれるのか、お

義に回帰をしたと言われる米国の新政権とこれか

われているとお伺いしています。この国際協調主

デン大統領との首脳会談を行う方向で調整が今行

ありましたが、菅総理も来月の訪米、そしてバイ

善が見られてきたところであります。

ありますが、一方で、検査能力については大分改

などについて依然厳しい状況も続いているわけで

して検疫所という、この四つですね。当然、病床

は何かというと、ＰＣＲ検査、病床、保健所、そ

けたという指摘でありまして、この四つというの

応が四つのキャパシティー制約に大きく影響を受

てきております。よく出てくるのが、実は政策対

一年余りこのコロナとの闘いが続く中で、改め

えております。

対話の中で、これはオン・チャイナという問題に

と繁栄の基盤となるものであると考えます。

もちろん、そこの中で、日本として主張すべき

についても重要な責任を有していると思います。

また、日米は、地域を越えてグローバルな課題

繁華街でのモニタリング調査、また変異株に対応

検査が始まっておりますし、今月に入ってからは、

入所者あるいは職員の皆さんに対する一斉ＰＣＲ

こうした状況を受けて、これまで高齢者施設の

なってくるんだろうと思っております。
はしっかりと主張して、やっぱり中国の一方的な
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ております。

的活用ということが始まったなというふうに思っ

した調査等、ある意味拡充された検査能力の積極

グの検査を実施し、監視体制を強化しています。

機感を持ち、今月から全都道府県でスクリーニン

います。さらに、変異株、これについても強い危

所でのモニタリング、この検査を実施したいと思

ろ、十七例中アナフィラキシーと思われるものは

ライトン分類ですね、これで見ていただいたとこ

いまして、これアナフィラキシーの判断基準、ブ

すが、このうち、ブライトン基準というのがござ

無症状者に対する検査というのはある意味慎重

向けたお取組について、是非総理からお伺いした

されているこの意義と、そして感染再拡大抑止に

思いますが、同時に、今こういった新たな取組を

○平木大作君 田村厚生労働大臣にアナフィラキ

いきたいというふうに思います。

大防止に向けた対策というものを徹底して行って

こうした必要な検査の着実に実施をし、感染の拡

ろと御評価いただく中において、海外の事例、こ

すね、これ計算すると。これが、審議会でいろい

ですと大体十万回当たり二十件ぐらいになるんで

告されてきているわけでありますけれども、これ

れたように三十六件、これは三月十一日までに報

七例ということでございました。その後、今言わ

いと思います。

シー報告の評価についてちょっとお伺いしたいと

れはアメリカの事例なんですけれども、医療グル

引き続き地方自治体としっかり連携をしながら、

○内閣総理大臣（菅義偉君） 重症化リスクの高
思います。

にということは政府としても一貫した方針かとは

い方々の施設に対して重点的に検査を実施して、

ラキシー報告が上がっているということでござい

く出てきた報告によりますと、変わらないという

ういう意味では、それほど、このアメリカ、新し

ープの方々がやっておられる、そういう調査で、

ます。これ、先行してきた欧米と比べても、桁が

数字が出てきております。

私、ちょっと手元にあるのが先週末の数字なん

施設の従業者等に対して実質的に国の負担で検査

一つとか下手すると二つ違うんじゃないかという、

ちなみに、先ほど言いました十八万回中三十六

重症者の発生を可能な限り食い止め、国民の命と

を実施できるようにしていました。一方で、今回

ちょっと多いなという印象を持っているんですが、

件というのは、これはブライトン分類しておりま

二万五千九百人に打って七件、十万人当たり二十

の緊急事態宣言においてめり張りある対策を行っ

現時点でどのように御評価をされているのか。先

せんので、もしかしたらこれからまだ減るかも分

ですが、これまで十八万回ぐらいのワクチン接種

た結果、はっきりとした成果を出すことができた

週末、専門家の皆様にも検証いただいたと聞いて

かりません。

暮らしを守る、極めて重要だと思っています。こ

と思っています。

いますが、よろしくお願いいたします。

そういうことで、審議会の方では、一つは、先

七件というような数字が出てきておりまして、そ

し、感染の再拡大を阻止するために、更なる強力

○国務大臣（田村憲君） この十二日でありま

ほど言いましたように、報告と実際問題分類して

に対して三十七件の副反応の疑いがあるアナフィ

な対策を講じたいと思います。具体的には、高齢

すけれども、厚生科学審議会と薬食審の両審議会

みた場合のアナフィラキシーとでは当然違うので、

のため、従来から感染拡大地域においては高齢者

者施設における感染を早期に発見してクラスター

合同で開催をいただきました。

します。また、市中感染を早期に探知するために、

う数字が、アナフィラキシーの報告があったんで

この中で、これ三月の九日まででまず十七とい

ら、今言ったアメリカの医療従事者の方々の報告

多く報告されているであろうということ。それか

こうした中で、これまでの成果を確実なものと

の発生を防ぐために、集中的な検査、これを実施
歓楽街などのこの感染拡大の起点になりやすい場
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その中で軽症例でありまして、すぐに処置して改

アナフィラキシー自身は重いという話なんですが、

こと。さらには、いずれも軽症例でございまして、

と比べてみても、それほど大きな差はないという

それぞれ御退席いただいて結構でございます。

○委員長（山本順三君） 田社長、中島社長、

御退席いただいて結構です。

長、東北新社中島社長、もし委員長よろしければ、

をされているのか、また、これ当然、導入するこ

について、自治体の皆さんの意見どの程度今把握

これ、政府としても、接種記録システムの導入

す。

り後ろ向きな実は意向が示されたところでありま

思ったら、ちゃんとその必要性も含めて理解いた

○平木大作君 資料一を御覧いただきたいと思い
公明党は、先月二十八日から今月七日までにか

だくのとともに、これ、財政面にとどまらないき

善をしているということ。さらには、そういうよ
ろんな報告をちゃんと集めているということで、

けまして、ワクチン接種体制に係る自治体意向調

め細かな支援というのが必要じゃないかというふ

とによって期待される効果を十全に発揮しようと

これは評価をするということでありまして、これ

査を実施をさせていただきました。土日除きます

うに思っておりますが、この点いかがでしょうか。

ます。
（資料提示）

からも対応を徹底してもらいたいというような、

と実質五日間でしたけれども、全基礎自治体の七

○国務大臣（河野太郎君） この接種記録システ

うな報告が多めに来ていること自体も、これはい

そういうようなお話をいただいております。

四％に当たる千二百八十七の自治体から御回答い

ムのスタートが遅れたものですから、いろいろ自

いずれにいたしましても、ワクチン打つときに

ただくことができました。

どうか等々を確認をいただいて、既往歴があろう

させていただき始めていますが、自治体からの困

もう結果等については様々なところで今御紹介

中心に、この接種記録システムについて説明会並

治体に御迷惑を掛けておりますが、小林補佐官を

は必ず既往歴、今までアレルギー反応があったか
がなかろうが、アレルギー反応が、アレルギーを

びにＱアンドＡ、度々やっております。
円グラフ見ていただいて分かるように、各自治

を財政面に限らずやってまいりたいと思っており

全自治体しっかりスタートできるようなサポート

惑の声が大きかったものの一つに、ワクチン接種

きには対応する。さらには、アナフィラキシーが

体でこの新しいシステム対応可能と答えていただ

ます。できれば、ダミー情報を使って自治体に実

起こそうが起こすまいが、十五分以上はしっかり

起こったときのために、すぐに治療できるような

いたところは三割にとどまっておりまして、残り

際に触っていただけるようなこともやってまいり

四月十二日の高齢者接種のスタートに向けて、

例えばアドレナリン製剤、エピペンなんかありま

の三分の二ぐらいは環境が整えばという回答であ

たいと思っておりますので、これからしっかり対

記録システムについての調査がございます。

すが、ああいうものを用意しておくでありますと

りました。

と打った後安静にしていただいて、何かあったと

か、そういう対応をしっかりとやっていこうとい
願いをさせていただいております。

いただきましたらば、全体の一三％ぐらいの自治

すが、自由記述のところにいろいろ思いを書いて

の来月から始まる高齢者接種の開始とともに運用

これ、接種記録システムですね、今のところ、こ

○平木大作君 一応、河野大臣に確認なんですが、

応してまいりたいと思います。

○平木大作君 よく分かりました。

体は、そもそも必要性を感じないですとか、ある

もスタートするというふうにお伺いしていますが、

ただ、これ実は、円グラフに入っていないんで

済みません、一点失念しておりまして、御参考

いはできれば導入したくないというような、かな

うことで、それぞれのワクチンの接種会場ではお

人として今日出席をいただきましたＮＴＴ田社
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は可能なんでしょうか。

後からいわゆる整備をして接続をするということ

仮に間に合わなかった場合に、当該システムに

復興支援道路が被災地の復興ですとかあるいは地

て、改めて、今回この完成をいたします復興道路、

われて、これまで復興を支えられてくる中にあっ

発災当初から赤羽大臣も被災地にもう足しげく通

大変うれしいなと感じているんですが、これ、

う成果がございます。

また大きな雇用を生み出してくるという、そうい

すごく増加いたしまして、新たな物流拠点として

ンテナの取扱いですとか利用される企業の数も物

でのガントリークレーンの整備によりまして、コ

今お話しのように、この道路ができて、釜石港

界の皆さんの本当に不眠不休の御尽力で完成させ

○国務大臣（河野太郎君） 接種回数について対

域経済に与える影響、さらには事前防災の観点か

る企業の数も含めて伸びているという状況であり

外的に発表するのはこのシステムで行おうと思っ

ら期待される効果についてお伺いをしたいと思い

地域づくり、町づくり、にぎわいを取り戻すため

自治体の方でもういろいろ手いっぱいで、なかな

ておりますので、四月十二日に全ての市区町村が
ます。

に人間の復興への継続的な取組が必要と考えてお

ていただきました。

間に合うようにしっかりサポートしてまいる所存

○国務大臣（赤羽一嘉君） 道路の役割というの

りますが、東北の復興なくして日本の再生なしを

ます。

でございます。

は、経済のみならず、やっぱり防災・減災につい

旨に国土交通省挙げて全力で取り組んでいきたい

かそこには間に合わないんじゃないかという声も

○平木大作君 よろしくお願いいたします。

ても大変重要な役割だったというのは東日本大震

と、こう考えております。

興支援道路と一体となってこのいわゆる新しい道

れども、これに合わせて、内陸と沿岸部を結ぶ復

復興道路はいわゆる南北を貫く道路なわけですけ

復興道路が全線開通の見込みでございます。これ、

うれしいことに、本年中に三陸沿岸道、いわゆる

た三陸沿岸道三百六十キロメートルを始め、内陸

域を回避する構造、また回避するルートを採用し

のリーディングプロジェクトとして、津波浸水区

願となって、国土交通省といたしましても、復興

津波に強い高速道路を造ろうと、これが全国の悲

東北の復興に当たりまして、まず、三陸沿岸に

○委員長（山本順三君） 次に、下野六太君の質

─────────────

疑は終了いたしました。
（拍手）

○委員長（山本順三君） 以上で平木大作君の質

だきます。ありがとうございました。

あるわけであります。

次の資料二を御覧いただきたいと思います。

災の大きな教訓だと思います。

路ネットワークが東北地方各地の今港湾とつなが

から沿岸に向かう東北横断道の花巻から釜石間、

疑を行います。下野六太君。

引き続き東日本大震災からの復興には、今後も

東日本大震災から十年が経過をいたしました。

り始めておりまして、このことが、これも産業の

また、東北中央道の相馬から福島間を復興支援道

○下野六太君 公明党の下野六太でございます。

○平木大作君 ありがとうございました。

集積とあるいは人や物の動きの活発化ということ

路として全線で事業に着手いたしました。

釜石港のコンテナ取扱量ですけれども、二〇一一

今日この図でお示しをさせていただきましたのは

うかつてないスピード、これはもう地元の建築業

たところですが、平均八年、短いもので六年とい

これ、平均大体十四年ぐらい掛かるかなといっ

私は、教育者として三十年間、学校、教育現場

より感謝申し上げます。ありがとうございます。

本日は質問の機会を与えていただきまして、心

時間が参りましたので、以上で終わらせていた

に如実に今現れているというように思っています。

年のときと比べてみても、大幅にこれ参入してい

参議院記録部

- 53 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

し主張をされて、させてきました。最も今日は大

ら、国は人がつくる、人は教育がつくると繰り返

に勤めてきた経験を持っております。候補時代か
供の人数に応じた特別給付金を支給することを提

ひとり親世帯臨時特別給付金の水準を参考に、子

庭並びに住民税非課税世帯の子育て家庭に対し、

童虐待、性暴力や予期せぬ妊娠、自殺、孤立死等

新型コロナウイルス感染症拡大の中、ＤＶや児

続いて、社会的孤立について伺います。

ます。こうした社会的孤立は個人の問題ではなく、

が増え、社会的孤立状況がより一層深刻化してい

是非とも我が党の提案を受け止め、速やかに実

社会全体で取り組むべき重要な課題であります。

案をしています。
現をしていただきたいと思います。総理、いかが

切な人に焦点を当てて、教育、子育てを中心に質
問をさせていただきたいと思います。
まず、菅総理に低所得者の子育て家庭に対する

○内閣総理大臣（菅義偉君） コロナ禍で困窮す

んでまいりました。また、先月二月十六日、党内

から地方議員とともに社会的孤立の問題に取り組

我が党は、こうした認識に立って、コロナ以前

コロナの影響が長引く中、生活が厳しい低所得

る子育て家庭に対する経済支援については、これ

に社会的孤立防止対策本部を立ち上げ、昨日から

でしょうか。

の子育て世帯が増えています。政府においてはこ

までも一人親世帯に対して昨年夏から秋にかけて

全都道府県の地方議員とともに、様々な民間団体

給付金の支給について伺います。

れまで二度にわたり一人親家庭に対する給付金を

の臨時給付金の支給、さらに年末の再支給を実施

一方で、新型コロナの影響が長期にわたり、国

支給してきましたが、子供の貧困対策に取り組む

また、貯蓄額が十万円未満と回答したのは二人親

民の雇用や生活に広く影響が及ぶ中にあって、低

そこで、菅総理に伺います。

や有識者の方々に対し、孤立の現状や防止するた

で五一％、一人親家庭四一％と約九割と、コロナ

所得の子育て世帯など依然として生活が厳しい家

今般、孤独・孤立対策室が設置をされ、担当大

したほか、先般、総合支援資金の再貸付けや住居

禍において生活に困窮している子育て家庭が増え

庭もあるということは認識をいたしております。

臣が任命をされましたが、まずは既存の事業や制

民間団体の調査によると、家賃や水道代などが払

ている実態が明らかになりました。

こうした状況を踏まえ、特に影響の大きい女性

度をフル活用することが大事だと思います。二〇

めの取組や課題についてヒアリング調査を開始し

こうした実態を伺い、公明党として、これまで

の非正規や一人親の方々を始め、就業に困難を抱

一八年にイギリスで孤独担当相が任命をされたと

確保給付金の再支給などの支援を行ってきたとこ

も生活に困窮している子育て家庭への給付金の支

えている方々、望まない孤独や孤立で不安を抱え

き、当時のメイ首相は、担当相の役割は省庁と制

えなかったことがあったと回答をした二人親家庭

給など緊急提言するとともに、竹内政調会長を始

る方々について、明日、関係閣僚会議を開いて支

度の間の連携、役所とＮＰＯ、民間団体をつなぐ

たところであります。調査結果は五月に取りまと

め、国会論戦の中で提案をしてまいりました。そ

援策をしっかりと検討していきたい、このように

こととしました。行政の縦割りで孤立問題を解消

ろであります。

して、本日夕刻、追加の生活支援、雇用対策につ

思っています。

するための制度や仕組みが孤立してしまっている

は三七％、一人親家庭は二一％、合わせて約六割。

いての緊急提言を公明党として提出する予定です

○下野六太君 ありがとうございます。是非よろ

ためであります。

め、公明党としての提言に盛り込んでいく予定で

が、その最重要項目として、低所得の子育て家庭、

しくお願い申し上げます。

す。

すなわち児童扶養手当等を受給している一人親家
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

その連携確保は行政には難しく、政治にしかで

しくお願い申し上げます。

関するつぶやきをしている者に対しては相談先の

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私は、きずなのあ

の御答弁をお願いします。

そこで、ＳＮＳを活用し、自殺予防や生活困窮

っても届かなければ、ないのと同じだと思います。

いという実態が明らかになりました。支援策があ

いる人にはなかなか届きにくい、また届いていな

ィアをいかに活用していくかというようなことで、

開きました。そして、その中で、ソーシャルメデ

っていただきまして、連絡調整会議というものを

いたしまして全省庁から成ります、副大臣に集ま

そこで、私たちも先週の金曜日に、私を議長と

情報をプッシュ型で届けるというようなことをさ

る社会の実現を目指しております。多様なつなが

者支援、雇用施策等の生活支援策について必要と

ソーシャルメディア、さらには行政、こういった

次に、坂本担当大臣にお伺いをします。

りの中でお互い支え合いながら生きていくことが

する対象者に確実に届けられるよう、プッシュ型

ものが一体となって今後の取組に対してその方法

きません。是非、菅内閣の最重要課題として腰を

できる社会を構築していく、ここが極めて重要だ

の支援策や相談窓口に関する情報提供や利用相談

を探っていくソーシャルメディアの活用に関する

れております。

と考えています。

の呼びかけ等に活用することによって政策の実効

タスクフォースというものを立ち上げることにい

コロナ禍で様々な支援策があっても、孤立して

社会的に孤立をし不安を感じる方々に、官民や民

性を高めるべきではないでしょうか。あわせて、

たしました。

据えて取り組んでいただきたいと思います。総理

間同士がそれぞれの縦割りを超えてつながりを深

ＳＮＳを活用し、コロナによる雇用、就労、生活

ーラムを開催をし、私自身、関係閣僚と一緒に相

当するように指名をしました。先月には緊急フォ

その思いの中で、坂本大臣に孤独・孤立対策を担

超えて政府全体として総合的な対策を進めていく、

に届かなければ何にもならないわけでございます。

が孤独、孤立で悩む人あるいは生活困窮で悩む人

ように、どんなに立派な政策をつくっても、それ

○国務大臣（坂本哲志君） 委員おっしゃいます

いかがでしょうか。

速やかに検討をしていただきたいと思いますが、

しくお願い申し上げます。

○下野六太君 ありがとうございます。是非よろ

に思っております。

りと考え、そして実行してまいりたいというふう

ルメディアの効果的な活用方法というのをしっか

ＮＳを通じた調査、取組を含めて、今後ソーシャ

御指摘のありましたプッシュ型の支援、そしてＳ

特にコロナ禍で厳しい状況にある今だからこそ、

め、社会全体で手を差し伸べていくことが必要だ

への影響を把握、調査する取組の実態についても

談支援を行っている民間団体の方々から、最前線

そういう点では、このＳＮＳの活用というのは本

こういったタスクフォースにおきまして、委員

というふうに私自身考えています。

で対応されている中での様々なお話を伺いました。

当にこれから重要になってくるというふうに思い
既に厚生労働省さんの方では、自殺防止対策あ

孤立を防ぐための様々な活動を行っている民間支

にありましたけれども、総理は直接声を聞かれ、

ている民間団体の方々から、先ほども総理の答弁
るいは生活困窮者への支援、まあこういったもの

援団体の重要性を強く認識されたと思います。し

こうした考え方の下に、まずは役所の縦割りを

引き続き、きずなを感じながら生活できる社会の

ます。

先日のフォーラムで、孤立を防ぐために活動し

実現に向け、自治体や民間団体ともしっかり連携
で取り組んでおります。

でＳＮＳを活用しておられまして、例えば自殺に

をしてこの問題を取り組んでいきたい、その覚悟
○下野六太君 ありがとうございます。是非よろ
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

かし、コロナで寄附集めもままならない、活動費
○下野六太君 ありがとうございます。是非よろ

かりまとめたいと思います。

口の明確化や居場所づくりなどの環境整備を進め

の設置を進めてきたほか、市町村における相談窓

支援プログラムによりまして、自立相談支援機関

に御苦労されている民間団体も多いと伺っており
次に、引きこもりに関して伺います。

へのアウトリーチ支援員の配置や、支援員の核と

ております。これに加えまして、就職氷河期世代

引きこもり状態のお子さんを抱え、誰にも相談

なる市町村プラットフォームの設置など、取組を

しくお願いします。

支援団体の活動はますます重要となっており、こ

ができず、家族ごと社会から孤立している御家族

加速化しています。

ます。

うした活動を国が直接支援してもらえないかなと

もたくさんおられます。私は教師時代、不登校の

コロナ禍で孤立を防ぎ、つながりを支える民間

いうふうに思っておりますが、総理、いかがでし

子供たちに寄り添わせていただき、不登校解消に

また、八〇五〇問題など地域住民の複雑化、複

ょうか。

行される改正社会福祉法に基づき、新たに重層的

合化した支援ニーズに対応するため、来月から施

内閣府の調査によると、十五歳から三十九歳ま

支援体制整備事業を創設し、市町村における包括

至った経験を持っています。

○内閣総理大臣（菅義偉君） 先ほど来お話の中

での不登校を含む引きこもりをされている方々は

〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕
にありますように、先月二十五日に開催をした緊

的な支援体制の構築を進めていきます。

きこもり当事者によるカウンセリングの実施など

約五十四万人、四十歳から六十五歳までの大人の

でおられます。これは、日本の全人口の約一％に

を盛り込み、コロナ禍においてもつながりを持ち

急フォーラムでは、私自身が自殺相談や生活困窮

孤独を感じ社会的に孤立にある方々に、決して一

相当する人数であります。また、八十代の親御さ

続けるために必要な予算を確保しております。

さらに、令和二年度第三次補正予算では、ＳＮ

人ではない、そういう思いで手を差し伸べる皆さ

んが五十代の引きこもり状態にある子の生活を支

引きこもり支援につきましては、個々の状況に

引きこもりの方々は約六十一万人。少なく見積も

んの気迫と信念に大変感銘をいたしました。同時

える八〇五〇問題も喫緊に取り組むべき課題であ

応じて丁寧に寄り添うことが何より重要であると

者に対する相談事業の最前線で活躍されておられ

に、このコロナ禍で皆さんの取組に大きな影響が

り、昨年の本会議では、我が党の山口代表が、包

考えておりますので、様々な支援の選択肢を用意

Ｓ等を活用したオンラインでの居場所づくりや引

出ている、こうしたこともお聞きをしました。国

括的支援体制の整備が急務であると総理に質問を

しつつ、また当事者や御家族の声も聞きながら、

っても計百十五万人の方々が引きこもりに苦しん

としてしっかり支えていかなきゃならない、そう

されました。

る民間支援団体の方々から直接お話を伺いました。

いう思いであります。
孤立・孤独対策の活動を行っている民間支援団体

○副大臣（山本博司君） 引きこもり状態にある

をお伺いします。

いますので、引き続きどうかよろしくお願い申し

家族の方には何よりもやっぱり希望が必要だと思

○下野六太君 引きこもりの当事者の方やその御

引き続き精力的に取り組んでまいります。

を国として強力に支援をするよう指示をしました。

方の支援につきましては、厚労省では従前から都

上げます。

引きこもり支援の状況について、厚労省の見解

明日の関係閣僚会議において、望まない孤独や孤

道府県、指定都市にひきこもり地域支援センター

このため、私として、直ちに坂本大臣に対して、

立で不安を抱えている方々も含めた支援策をしっ
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

公立夜間中学校についてお伺いをします。

ちょっと順番を入れ替えさせていただきます。
が予定されるなど、各地で夜間中学新設に向けた

市に、また令和五年四月には静岡県に新たに開校

実現に向けて取り組んでいきたいというふうに思

○下野六太君 もうしっかり一緒に汗をかいて、

もう端的にお答えいただければと思います。

それでは、時間が少なくなってきましたので、

います。頑張ります。

先生からお話がありましたように、法律はでき

動きが増加しているところです。

間中学校を設置することを目標とした教育機会確

上がって、まあ最低でも一県に一校つくっていこ

公明党が推進をし、各都道府県に最低一校は夜
保法は、成立はしましたが、なかなか進んでいな

次に、最後に、コロナの治療薬についてお伺い

がレムデシビルの活用を提案し実現するなど、既

うということは決まったわけですけれど、これ国

それから、地域のニーズが様々ですから、必ず

存薬の転用を推進してきました。コロナはＳＡＲ

い状況にあると思います。いまだに地元の福岡を

します。

夜間中学校が自主運営をされていますが、設置に

しも同じ規模のものをぽんぽんぽんとつくってい

Ｓ２との異名を持つぐらいですから、ＳＡＲＳに

立でつくるわけじゃありません。やっぱり設置者

までは至っていません。また、大牟田市でも統廃

くというわけにもいかないと思います。例えば、

効果があるとされたネルフィナビルの治験も厚生

始め九州には一校も公立の夜間中学校は設置をさ

合の危機にある学校を地元の要望で夜間中学校の

一番手っ取り早いのは既存の中学校に夜間部を併

労働科学研究にて行うよう推進し、長崎大学が実

公明党は、昨年三月九日に同僚の秋野公造議員

機能を併設することで存続を願っていますが、こ

設するのが一番いいんですけど、そうしますと、

施しています。

は都道府県なり市町村ということになります。

こもなかなか正式な形での設置にはなっていませ

例えば部活動で体育館が使えないなどの支障が出

れておりません。福岡市ではボランティアによる

ん。

○国務大臣（萩生田光一君） 夜間中学は、不登

見解をお伺いします。

今のところ一校もないということでございますか

いただいて、今お話のあった福岡大牟田、九州は

こういう学校が必要なんだという認識を共にして

その中で、やっぱり県の皆さん、市の皆さんが

いかと考えます。

政府としてしっかりと支援をしていくべきではな

療薬の開発は国民の大きな希望につながります。

ノ酸を特定したと報道をされましたが、新たな治

先日、長崎大学がコロナの増殖を抑制するアミ

校など様々な事情により十分な教育を受けられな

ら、それを私に相談するんじゃなくて、福岡から、

び政府の認識を端的にお伺いします。

るので、事情はもう百通りあると思います。

いまま中学校を卒業した方、あるいは我が国又は

教育現場から出てきた先生がもう自ら福岡の皆さ

○国務大臣（田村憲君） ＡＭＥＤでいろんな

できるだけ早期に夜間中学校設置に向けて取り

本国において義務教育を修了できなかった方など

んとしっかり調整をしていただいて、何が課題な

支援をいたしております。

現時点では、全国十都府県二十八市区、三十四

ていきたいと思いますので、一緒に汗をかいてい

国としてできる支援は伴走しながらしっかりやっ

さらには全く新しい治療のための有効な物質、化

ら抗体医薬でありますとか抗体を使った治療法、

もう御承知のとおり、既存の薬を使う、それか

組まねばならないと思いますが、文部科学大臣の

に対して教育を受ける機会を保障する重要な役割

のか、メニューはもうでき上がっていますから、

校が設置されていますが、令和三年には徳島県、

ただければ有り難いなと思っています。

コロナ治療薬の開発状況と、今後の支援計画及

を果たしているものと考えております。

高知県、令和四年には北海道札幌市、香川県三豊
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これは血管が、血栓ができるようなものを、これ

ありますとかデキサメタゾン、それからヘパリン、

治療薬としては今言われたようなレムデシビルで

引き、診療の手引き等々で載せられておるような、

していただいておりますが、今現状では、一応手

学物質等々を探る、こういうようないろんな研究

政治の責任だというふうに思います。

をしっかりと作っていくということは、これまた

ないかな、二度と起こさせないように再発防止策

後こうした事件、疑惑を、まあ事件まで行ってい

真相究明は必要ですけれども、それと同時に、今

いての各方面からの質問がございました。確かに

これまで同僚委員から、総務省の接待疑惑につ

大臣、副大臣、政務官がずっと逃げ続けて、下で

これ、平等にやらないと不公平ですよ。上に立つ

役も組み入れて、そして何らかの罰則を設けるか。

は国家公務員倫理法の中に特別職公務員、政務三

大臣規範の中にきちっと罰則を設けるか、あるい

さあ、そこで、総理、改革の提案ですが、この

ちゃうわけですね。

を防ぐというような、こういうのも使われており
言われたように、新たな治療薬も含めて、いろ

ね。同じ職務権限を持ちながら、高級官僚の皆さ

て、私は非常に腑に落ちないところがあるんです

○内閣総理大臣（菅義偉君） 各府省の政務三役

さあ、大臣、この改革やりませんか。どうぞ。

頑張っている職員がみんな懲戒処分で、これもう

んなところでいろんな研究されておりますので、

んは倫理法に違反した、倫理規程に違反したから

を含め、我々政治家は、その見識を深めるため、

さあ、一連のこのいろんな疑惑の報道を見てい

しっかりと支援をしてまいりたいというふうに考

ということで懲戒処分。もう総務省だけでも十数

様々な方との意見交換を始め、政治家として良識

ます。

えております。

名出ていますね。ところが、同じ職務権限を持ち

出世も断たれるわけです。

○下野六太君 時間が来ましたので、終わらせて

その上で、特別職である政務三役については、

と判断に基づき政治活動を行っています。

規範ですか、ありますから、それにのっとってや

公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行

ながら、政務三役、これ、大臣や政務三役のこの
っていると言いながら、これ何にも罰則がないで

政への国民の信頼を確保する観点から、自ら律す

いただきます。
○理事（滝波宏文君） 以上で下野六太君の質疑

すからね、これで全く、ずうっと弁解して逃げ続

べき規範として大臣等規範が定められており、そ

ありがとうございました。
は終了いたしました。
（拍手）

けているわけですよ。

─────────────

ます。

○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でござい

を行います。松沢成文君。

国家公務員の上に政務三役はリーダーとして入る

民から見ていてもおかしいなと。むしろ、むしろ

いたならば同じように処罰を受けないと、これ国

ですね。ですから、この公務員として脱法行為働

りたいと思います。

により、厳正な職務規律の確保に取り組んでまい

き大臣規範等の遵守を徹底し、自らを律すること

いずれにしても、政務三役については、引き続

の趣旨を踏まえて自ら適切に判断をして対処すべ

総理、御無沙汰しております。お元気ですか。

わけですから、普通、部下が不祥事を起こしたら

○松沢成文君 何か全く改革やる気なしですね。

総理、やっぱり政務三役も特別職の公務員なん

審議時間が大分長くなってきてお疲れに見えます

リーダーが責任を取るのに、そのリーダーはずう

大臣等の規範がありますよね。これ、ほとんど

○理事（滝波宏文君） 次に、松沢成文君の質疑

けれども、今日は幾つか改革案を提示したいと思

っと弁解して逃げ続けて、逃げ続ける、こうなっ

きものと考えています。

いますので、前向きな御答弁お願いします。
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何人もパーティーをやって、おかしいんじゃない

臣は自粛するとなっているんです。でも、何人も

金規制じゃない、政治資金集めのパーティーも大

守られていないような形ですよ。例えば、政治資

ふうに思います。

改革志向が全くないなとお感じになられたという

○松沢成文君 いや、国民の皆さんも、まあ総理、

たとおりです。

○内閣総理大臣（菅義偉君） 先ほども申し上げ

さあ、そこで提案しますが、今総務省で、大臣

ういう疑惑はたくさんあるんじゃないでしょうか。

けの問題じゃないと思います。ほかの省庁にもこ

ていた、これ有罪ですよね。総理、これ総務省だ

これ選挙もありますし、あるいは総理がおまえは

確かに特別職の公務員、これ政治家ですから、

一緒に出ていって、それで事務次官は辞めました

省だって、養鶏会社の御接待で大臣と事務次官が

キャンダルになっているわけですね。ただ、農水

次に、今回の疑惑というのは総務省で大きなス

後申告でもいいから、国家公務員倫理法、倫理規

なのは、まず、三年なら三年、五年なら五年、事

をつくってきちっと調査をする。そのときに大事

関大掃除しましょうよ。全ての省庁で第三者機関

徹底して調べるといいます。さあ、この際、霞が

が検証委員会をつくって、第三者機関をつくって

ですかと言ったら、また逃げているんですね。今

駄目だ、替われと言ったら替わるから、こういう

ね、大臣も、事務次官は処分を受けて、大臣は辞

程に違反した人はちゃんと今からでもいいから報

回もそうですよ。

立場であります、政治家の立場。しかし、国家公

めましたよ。ほかの省だってあるわけですね。

て、一九九八年、旧大蔵省の幹部が金融機関から

して疑惑を洗い出した上で、国家公務員倫理法を

全部疑惑を洗い出しましょうよ。そうやって調査

告しなさい、そして、ほかの関係者からの告発制

職公務員でも、いろんな法律によって普通の国家

接待漬け、これは大スキャンダルになりました。

もう一歩きちっと前に進めて改革をしていくべき

これ、ちょっと調べてみると、いろんなのが出

公務員とは違う形になっている。例えば、自衛隊

それで、大臣が辞めて、日銀総裁も辞任しました。

ですよ、ここまで大きなスキャンダルだったんだ

度も設けて、うそをついて逃げようとしたら告発

職員の倫理法とかあるんですね、特別な立場です

職員百十二人が処分されたんですね。これはまず

から。それもやらないでこれで終わりだったら、

てきます。例えば、一九九六年、厚労省の事務次

務員は民主的統制利きませんから、だから懲戒処
分というのがあるわけですね、脱法行為に対して。
立場の違いは分かる。

から。政務三役の倫理法を作って、そして違反し

いということで国家公務員倫理法ができて、倫理

トカゲの尻尾切りじゃないですか。また何年かし

も来ますよと、これぐらいプレッシャーを掛けて

たらきちっと罰せられる。それは、大臣の報酬を

規程ができて、じゃ、その後良くなるかと思った

たら同じようなスキャンダルが出て、国民は行政

官が福祉法人からの収賄を受けて実刑判決。そし

減給するとかでもいい。あるいは、二度三度と違

ら、まだまだ続きます。

そうしたら、総理、新法を作るんですよ。特別

反が重なったら辞職を求めると、これでもいいで

専門商社から防衛装備品で便宜を受けた謝礼で接

きちっとやって、国家公務員倫理法をその上で見

さあ、全省庁調査、これやりませんか。これ、

に対して絶望していくわけです。
待漬けだった、実刑判決です。二〇一八年、文科

直しましょう、二度と起きないように。いかがで

例えば、二〇〇七年、防衛省の事務次官が防衛

さあ、新法を作って、政務三役にもしっかりと

省からＪＡＸＡに出向した職員が、これ、やっぱ

しょうか。

すよ。それぐらいきっちりやらないと、大臣の大

倫理法に違反したら罰則を設ける、それぐらいの

り関連業者から見返りでいろんなものを受け取っ

臣規範違反が永遠に続いていきますよ。

改革をやりましょうよ、総理。どうですか。
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のっとって適正に業務を行っていくことは当然の

そもそも、国家公務員が国家公務員倫理法等に

おります。

いう事態となり、政府として深く反省をいたして

ては、行政に対する国民の信頼を大きく損なうと

○内閣総理大臣（菅義偉君） 一連の事案につい

を行う上で必要なものと考えており、その際は相

見交換することは社会の実態を踏まえた行政運営

○内閣総理大臣（菅義偉君） 広く様々な方と意

そういう意思はないんでしょうか。

信に陥れた総理の私は責任だと思いますよ。総理、

身内も絡んで、ここまで国民を政治不信、行政不

これが、ここまで大きなスキャンダル、総理の

ように、全ての事業者との連絡、これ電話やメー

から。そこで、二度とこうした疑惑を持たれない

き合いあります、装備品買わなきゃいけないです

の疑惑以降、防衛省は、防衛関連の企業と様々付

〇七年の防衛省の事務次官が実刑判決を受けたあ

ですよ。なぜだと思います、総理。それは、二〇

もう一つ驚くべきことは、防衛省がゼロ件なん

ほとんどが隠していたわけです。

ことであって、私からも改めて全閣僚に対し、各

手方の都合等も考慮しながら行わざるを得ないと

をも禁止しているんですね。これ防衛省が独自に

省庁において倫理法などのルールの遵守を徹底す

他方、それが国民の疑念を招くようなものであ

やっているんです。だから、もうこういうその接

ルまでも報告制にして、そして食事を、食事まで

ってはならないことは当然であり、倫理法や倫理

待疑惑が起きようがないんですね。

思います。

規程など、これまでの反省を踏まえて定められた

さあ、そこで総理、これも大胆な提案ですけれ

るよう指示しました。その上で、ほとんどの公務

いずれにせよ、今後も倫理法の遵守を徹底し、

ルールの遵守を徹底することが重要であると考え、

ども、今回のスキャンダルを機に、二度とこうい

員というのは法令を遵守して実直に職務に当たっ

このようなことが再び起こることがないように、

私からもその旨を先般全閣僚に指示したというこ

務省でやっているような調査を徹底してやらせる。

こにも大臣ずらっと並んでいます。各省庁に今総

にそういう調査機関を設けてやる。三つ目が、こ

です。二つ目が、倫理審査会があるから、その下

省だけじゃないです、霞が関全体を対象にするん

底した調査を行うための検証機関を設ける。総務

自身が、内閣総理大臣の下に第三者機関による徹

私は三つ提案したいと思います。一つは、総理

○松沢成文君 調査しないで実態分かりませんよ。

思います。

るので事前報告しますとあった。ところが、総務

経産省とか農水省とかはたくさん、一応食事をす

告をさせたところ、やはり関係企業、団体が多い

この三年間の利害関係者との飲食を各省庁に報

もう一つ提案します。

は本当に残念でなりません。

対する改革の意識というのが全く感じられないの

になっているんだと思いますが、そうした問題に

公務員や大臣が多いからこれだけのスキャンダル

○松沢成文君 定められたルールに従わない国家

とであります。

いいです。お茶ぐらいはいいでしょう。

たいときは正々堂々とオフィスの事務所でやれば

きは、これは絶対に食事もしないと。情報交換し

ない。でも、職務権限を持っている地位にあると

の人と付き合っちゃいけないと言っているんじゃ

上で政策立案するのは大切です。ですから、民間

意見交換、情報交換をした上で、それを把握した

私も政治家ですから、多くの関係者の皆さんと

しないと情報交換できない、それおかしいですよ。

たらどうですか、接待供応だけじゃなくて。食事

う疑惑を国民に持たれないように、食事も禁止し

ていると思っています。

国民の行政に対する信頼回復に努めていきたいと

そこで霞が関の大掃除をやって、二度と起こらな

省は一件でしたね、先ほどもありましたように。

やはり、ここまでのスキャンダルを起こしたか

いようにする。
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と思いますが、総理、その意思ありますか。

あるいは全省庁の調査をやって霞が関の大掃除を

よ。食事を禁止するまで厳しい措置をとるのか、

総理、何にもやらないんじゃ何も変わりません

ーサルサービスの提供、津々浦々にこの電話サー

Ｔ法で規定をしていただいている。特に、ユニバ

ですが、この公共性の部分をＮＴＴの場合はＮＴ

業もそういう傾向はかなり最近出てきているわけ

共性と事業性を両方実現するべきだと。一般の企

○内閣総理大臣（菅義偉君） 今でもルールはし

した上で政治の倫理法をもう一回改正するのか、

ビスを出していく、災害時にも途切れたらすぐま

なきゃ。

っかりあります。ですから、そのルールを徹底し

あるいは大臣始め政務三役にもきちっと罰則付き

た直す、こういうような部分と研究開発の推進、

らには、防衛省がやっているように、食事も利害

て遵守する、そのことが大事なのではないでしょ

の倫理法を作るのか。こういう改革をしなければ、

これが基本的な法で規定している部分でございま

関係者とはしない、こういうルールを作るべきだ

うか。総務省は一件ということでした。ほかの役

この実態変わるわけないじゃないですか。また二、

メリットは外資規制です。三分の一という外資

所は百何件とか二百件、二百数十件と言っていま

総理、いつも既得権の打破とか前例踏襲はしな

規制がございまして、この規制により、敵対的買

す。

いと言いながら、こういうスキャンダルに対して

収を含む外国企業の買収を防止していただいてい

三年たったらどこかの省庁で出てきますよ。

そうしたことを閣僚が、やはりそれぞれの省庁

何の改革の意思もない。これじゃ、国民が菅政権

る、これが一番大きなメリットかと思います。

した。ですから、そのルールが徹底しているんだ

をしっかり指導していく、このことが大事だと思

に期待しないんじゃないでしょうか。そのことを

ろうというふうに思います。

います。

ですが、禁止条項もありますので、グローバルで

どうしても、それは公正競争条件の観点もあるん

デメリットは市場における競争力の制限です。

申し上げたいと思います。
います。

さあ、次に、今日は田社長に来ていただいて

○松沢成文君 防衛省はゼロ件だったのは、防衛
省は、接待供応だけじゃなくて、食事もやりませ
んと、利害関係者とは。それ宣言しているから、
今、政治倫理の規程のルールを皆さんが遵守す

し、国に監督命令の指導を受ける。それから、人

場です。国が三分の一を株を持ってもらう。しか

○松沢成文君 社長は、今のに関係して、政府と

以上でございます。

と、このように考えます。

競争する場合にもこの制限がされる可能性がある

るのが重要だと。でも、みんな遵守しないから問

事、役員の昇任、解任についてもこうやって指導

身近な関係にありますから、人事交流も盛んです

田社長、今、ＮＴＴは国の特殊会社という立

題になっているんじゃないですか。みんな接待を

を受ける。

そこまで行っているんですね。

受けて自分でお金も払っていないんですよ、食事

よね。総務省の幹部職員からＮＴＴの役員への天

下り、ＮＴＴグループへの、何人ぐらいいるか御

さあ、この特殊会社のメリット、デメリット、
ＮＴＴはどう考えていますか。

をして。後で指摘されると、いやいや、そんな利
益誘導の話はしていませんと、半分のお金今から

正確な数字は私自身は今把握をしておりません。

○参考人（田純君） お答えします。

存じですか、社長。
松沢委員御指摘のように、ＮＴＴは特殊会社で

○参考人（田純君） お答えします。

げているじゃないですか。皆さん、こんな能のな

あり、かつ上場企業ですので、言ってみれば、公

払いますからそれで勘弁してくださいとみんな逃
いことないですよ。きちっと規制をするときはし
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

中途採用を進めていることもありますので、公務

○松沢成文君 ソフトバンクはゼロ、ＫＤＤＩは

三つの特殊会社を完全民営化していきましょうよ。

小泉元総理でもなかなかできなかった郵政改革、

それぐらい大きな改革に挑戦したらどうですか。

さあ、総理、やはり特殊会社という形で国と密

まだ全然完結していません。この三つの会社の民

一名ですね。
接な関係にある会社は、こういう人事でもかなり

営化について、総理は、改革を標榜するならそれ

員の方を採用することは各社であるというのが今
○松沢成文君 田社長、把握されていないとい

交流が盛んというか、もう天下りを送ってお互い

をしっかりやっていくという方向があるのかどう

の考え方でございます。
うので、私がお教えいたします。

に政策情報を交換してうまくやっていきましょう

か、お聞かせください。

まず、五人いますね。山根さんという総務省の

よという形になっているんですね。

ケーションズの常務取締役。それで、井筒さんと

て、安藤さんという内閣審議官がＮＴＴコミュニ

官だった方がＮＴＴドコモの常務執行役員。そし

今ＮＴＴ西日本の監査役。南さんという内閣審議

役。岡崎さんという関東総合通信局長だった方が

です。政府からしっかりと距離を置いて、民間企

んですね。本当の民営化というのは独立すること

民営化した。でも、そのときは株式会社化だった

もちろん国鉄もそうですけど、郵政も含めてこれ

元総理が今からもう四十年近く前に、電電公社、

総理も規制改革と言っています。総理、中曽根

は、官から民へという基本的な考え方とともに、

れぞれの法人の出資、政府出資の在り方について

いずれにしろ、今委員から提案のありましたそ

をしました。

しについて、私は、党から懲罰を受ける中で反対

私たち、小泉内閣のときにやった、そのまた見直

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私も、郵政民営化、

大臣官房付の方がＮＴＴ都市開発株式会社の監査

いう東海総合通信局長さんがＮＴＴコミュニケー

業として市場の中で競争しながらその産業の発展

ＪＰ、日本郵政もそうです。ＮＴＴも、分割民

各会社の公益性や事業の性格を踏まえてここは考

ＴＴグループに天下りをしてまた次も、まあ、退

営化だという方針持っていたのに、何と今はＮＴ

〔理事滝波宏文君退席、委員長着席〕

を目指していくというのが本物の民営化ですよね。

ションズの監査役ですね。
こうやって多くの方がＮＴＴグループに天下っ

職金も二回もらえるので、いいでしょうね。ここ

Ｔドコモを統合化したい。全く方向が変わってき

現に日本郵政でもいろんな改革を今進めていま

えていく必要があるのではないでしょうか。いず

まで人事的にもすごく深いつながりになっている

ましたよね。それから、財務大臣いますが、たば

すけれども、そういう中で、やはり全国一律のこ

でも、その後全然進んでいない。

んですよ。

こという健康に害のある製品を扱う、そして本社

の郵便行政というものの必要性も国会でうたわれ

ていて、この中にはわたりもいますから、一回Ｎ

総務大臣、ちょっと突然で、分からなければい

をスイスに移しちゃうような企業も、いまだに三

ていますから、そういう中でできる限りの改革を

れにしろ、そうした中でどうするかということだ

いんですが、総務省の幹部役員、ソフトバンクや

分の一国が株式を抱えて、特殊会社にしてたばこ

まず進めていくことが大事なんじゃないかと思い

○松沢成文君 しっかりと方針を打ち出していた

ます。

というふうに私は思っています。

ＫＤＤＩに天下っていますか。分からなければい

利権を守っているわけです。
そして既得権を打破するというのであれば、この

さあ、菅総理、規制改革、前例踏襲をやらない、

いです、分からないで。
○国務大臣（武田良太君） 恐縮ですけど、存じ
上げません。
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

総理、四月にバイデン大統領と面対でお会いで

うであれば行動してください。

ることなく、確実に享受されなければならない、

きそうだと言っていました。いいことだと思いま

身分などの理由によるいかなる種類の差別も受け

最後に、中国の人権問題についてお尋ねします。
オリンピックの基本原則の第四項であります。今、

だきたいと思います。
中国の新疆ウイグルで中国政府というか共産党

す。そのときに、バイデン大統領も大変憂慮して

リンピック憲章に違反している可能性があるから

中国で起こっていることは、これは言語にも宗教

さあ、政治家として、総理、この状況をどう認

北京オリンピックやるのは難しいですよ、それぐ

はウイグル人百万人以上を強制収容し、強制労働、

をしています。民族虐殺ですね。さらに、チベッ

識されておりますか。このまま放置していいんで

らいの打ち出しをしたらどうですか。中国もオリ

いますから、国際調査団をこのウイグルの調査に、

トでは宗教弾圧、多くの若いチベット仏教の僧侶
しょうか。

ンピックやりたいわけですから、そうであれば、

にも、政治的意見、社会的出身、これを理由に徹

がそれに抗議して、これまで百五十人以上焼身自

○内閣総理大臣（菅義偉君） 我が国としては、

この疑念を晴らすために国際調査団を受け入れる、

思想洗脳、拷問や不妊手術を強いるという人権弾

殺をしています。さらには、内モンゴル、南モン

国際社会における普遍的価値である自由、基本的

そういう選択も出てくると思います。それぐらい

中国は受け入れろと、それを受け入れない限りオ

ゴル地域では言語弾圧、母語であるモンゴル語を

人権の尊重、法の支配、中国でも保障されること

のことをバイデン大統領としっかりと議論して、

底して弾圧をしているわけですね。

教えさせない、全員に中国語を強制する、こうい

が重要だと思っています。

圧を行い、アメリカはこれをジェノサイドと認定

う弾圧を行っているんですね。香港はもう御承知

て、民主派を徹底して排除している。

法だとか、あるいは今回は選挙制度の改悪も含め

るにもかかわらず、それをほごにして、国家安全

ついては、今般の選挙制度の変更を含む一連の動

ついては深刻に懸念をしています。また、香港に

ており、我が国としても、同自治区の人権状況に

害が行われている、そうした報告が数多く出され

ありますが、いずれにしろ、北京冬季大会がオリ

ック競技大会の開催地はＩＯＣが決定するもので

○内閣総理大臣（菅義偉君） 御指摘のオリンピ

で、簡潔にお願いいたします。

○委員長（山本順三君） 時間が来ておりますの

行う覚悟はありますか。

さあ、森元会長は、組織委員会の会長は、女性

向について重大な懸念を、懸念をいたしておりま

ンピックの理念に沿って平和の祭典として開催さ

新疆ウイグル自治区に関しては、重大な人権侵

蔑視発言、この問題発言があって、これはオリン

す。

のとおりであります。一国二制度、この約束があ

ピック規約に、オリンピック憲章に違反すると、

り、引き続き国際社会とともに連携して中国側の

○委員長（山本順三君） 以上で松沢成文君の質

○松沢成文君 時間ですので終わります。

れることを期待したいと思います。
具体的な対応を強く求めていきたい、このように

疑は終了いたしました。
（拍手）

こうした我が国の考え方は中国側に伝達してお

思います。

─────────────

違反するというか、ふさわしくない、そういうこ

モンゴル、香港の状況は、五輪憲章こう書いてあ

○松沢成文君 総理、日本政府、外務省もこの中

○委員長（山本順三君） 次に、梅村みずほさん

とで退任をされました。

りますよ。肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、

国の問題は看過できないとか懸念していると。そ

さあ、総理、このウイグルやあるいはチベット、

政治的意見、あるいは社会的出身、財産、出自や
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

よろしくお願いいたします。

○梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほです。

の質疑を行います。梅村みずほさん。

きます。

なと思いまして、まず最初の質問をさせていただ

ので、総理の一言があれば何か動くのではないか

がぴいぴい言っていても全然進まないんです。な

派、皆さんでしっかり議論していただければと思

切なことだというふうに思います。是非、各党各

り国会における議論が活発化する、そのことが大

レス化、デジタル化についても、大切なのはやは

てメーンでお伺いしたいと思っておりますが、そ

舞いを申し上げます。

でこられました全ての被災者の皆様に心よりお見

す。また、向き合い難い苦難とともに十年を歩ん

れた全ての皆様に衷心よりお悔やみを申し上げま

○内閣総理大臣（菅義偉君） 委員から指摘いた

いですか。

五・〇の国会はどのような景色が好ましいとお思

禁も検討すべきと。菅総理大臣、ソサエティー

内へのｉＰａｄなどのタブレット端末の持込み解

委員会でこうおっしゃっていました、国会の議場

七年前、安倍元総理大臣は三月三十一日の決算

この紙の整理であるとかホチキス留め、この時代

います。この委員部の皆さんや秘書の皆さんは、

早速喜んで我が党の議院運営委員に伝えたいと思

ているお言葉なのではないかと受け取りました。

本日、朝からの予算委員会の中で一番心がこもっ

○梅村みずほ君 総理、ありがとうございます。

思います。

まずは冒頭、東日本大震災において犠牲となら

の前に、要旨三番目にございます永田町のアナロ

だきましたように、国会のことは総理大臣でもほ

に不毛な苦労を強いられています。是非参議院で

います。政府としては協力させていただきたいと

グ文化について菅総理大臣にお伺いしたく存じま

とんど口出すことができません。そういう中で私

動かしてまいりたいと存じます。

さて、本日、私は福島のＡＬＰＳ処理水につい

す。

の答弁をさせていただくことを前提として聞いて

国民にリモートワークを推奨し、子供たちに一
フォーメーション、ソサエティー五・〇、シンギ

町はもとより、行政サービス、これは民間におけ

例えば、今回の感染症では、この霞が関や永田

福島原発処理水の海洋放出に反対しているお隣韓

リチウム水は全世界に海洋放出されております。

パネルにございますように、国内外問わず、ト

それでは、処理水の問題です。
（資料提示）

ュラリティーなど、デジタル庁もできますし、最

るデジタル化の遅れなど、様々な課題が浮き彫り

国もです。特にパネルには記載ございませんが、

いただければというふうに思います。

先端の議論が行われております。翻って、この予

になりました。私は、思い切ってデジタル化を進

人一台端末を配り、国会内ではデジタルトランス

算委員会の景色はいかがでしょうか。紙の山です。

もトリチウム水は既に海洋放出されております。

二〇一八年には年間およそ三百六十兆ベクレルも
国会においても、各省庁から国会議員への説明

ＩＡＥＡのグロッシ事務局長も海洋放出への支援

めなければ日本を変えることができない、そうい

もちろん、このデバイスを持ち込めばスワイプ

をオンライン、ここでも行わせていただくことが

を何度も表明なさっており、科学的には問題ない

百部用意しなくてはいけないんですね、配付資料。

で資料を見ることができるわけなんですけれども、

今増え始めてきています。また、業務の効率化が

にもかかわらず経産省が海洋放出を最終決定でき

のトリチウムを排出しております。また、国内で

総理はきっとこうおっしゃいます、それは国会で

それによって進んでいくというふうに思います。

ないのは、福島の皆さんとの話合いが折り合い付

う思いを強くしています。

お決めいただくことだ。そうなんです。私たち参

今御指摘いただきました国会におけるペーパー

世間と乖離してはいないでしょうか。

議院が決めることなんですが、実は野党の一期生
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

膠着状態の問題を前進させるべく、あえて小泉環

昨年の復興特別委員会において、私は、そんな
いりました。これは大阪府知事や大阪市長から大

災瓦れきだって、そうやって大阪は受け入れてま

という大変日本人らしい道徳心でもあります。震

いる重荷が重過ぎるのならば分かち合いましょう

決定しているわけではありませんので、私の立場

から申し上げれば、処理水は今、政府として方針

福島のことを共有をする、分担をする。その観点

の、吉村知事とお話しされてはどうかと、全国で

の下で小委員会で議論がされている中で、私、今

かないからです。

境大臣にも質問をさせていただきました。大阪の

臣にお願いすることではなく、むしろ、本来、処

年間の約束で県外処分を、最終処分をするには、

吉村知事、松井市長は二〇一九年から処理水を大

お手元には、小泉大臣宛てに三月十日に出され

この一度剥いだものを今中間貯蔵に運び込みはや

で是非一緒になって協力できればと思っているこ

話をしてみませんかと。そうすると、大臣おっし

た松井一郎代表以下日本維新の会の提言書がござ

っていますが、これをどうやって県外での再生利

理水問題を解決したいはずの政権側から提案され

ゃいました。まだ正式にそういったお話はありま

います。処理水について、電力の大消費地である

用を御理解をいただけるか。これ、梅村先生のお

阪湾で流すことも可能性としてあり得るとおっし

せん、松井市長が是非ウエブでやろうじゃないか

大都市沿岸など全国が分担すべきと書かれていま

話もありますから、まさに大阪の吉村知事含めて、

とは再生利用です。この除去土壌を最終的に三十

ということでしたら、それは私は歓迎であります

す。また、大阪の吉村知事は、同じ三月十日にツ

どこか御理解をいただけるところがないか、私に

るべきです。

と。

イッターで、小泉大臣のように選挙に強く将来の

ゃっています、一度大臣のお得意なリモートでお

この答弁を聞いた私は、大臣、申し訳ございま

何とか案件作れないか、真剣に考えていますので、

よろしくお願いします。

そういったお話もさせていただければと思います。

日本をしょって立つ有望な政治家ほど嫌われる勇
は僕もそうだし、日本維新の会も一緒に嫌われる

気を持って行動してほしい、処理水問題について

せん、少し上から目線だなと思ったのです。それ
はなぜか。
御存じのとおり、大阪は福島の電力をいただい

ぜ大阪がこのようなことを言ったか。それは、こ

政治家ですから票だって危ないんです。でも、な

地元の漁業関係者を始め、市民は猛反発します。

か。

知事に話合いを持ちかけてみてはいかがでしょう

口が見出せるかもしれません。小泉大臣自ら吉村

若い政治家同士が話合いをして、難題解決の糸

ゃった言葉、私、信じております。ですので、梶

は復興大臣との思いも持ってやっていくとおっし

ているのは処理水でございます。大臣が環境大臣

除去土壌も含めて、差し迫りリミットが近づい

○梅村みずほ君 大臣、誠意ある御答弁ありがと

の処理水の問題は福島の問題だけではなくて、日

○国務大臣（小泉進次郎君） まず、先日、維新

山大臣に陰で、あの問題、一緒にいかがですかと

勇気を持って行動すると発信しています。

本全体の問題だと認識しているからです。

の皆さんからは、遠藤先生、そして足立先生、そ

共に話し合っていただきたいなと思っております。

ておりません。大阪湾に流すようなことを言えば、

科学が風評に負けてはなりませんが、福島の漁

して浦野先生含めて、御提言をリモートでいただ

うございます。

業関係者の皆さんがつらいとおっしゃっています。

ましょう。

それでは、所管の梶山経産大臣にお伺いいたし

きました。ありがとうございます。
その上で、今、処理水については梶山経産大臣

そして、何より、原発事故は福島県民の皆さんの
せいではございません。であるならば、背負って
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

要がある、膨大な時間が掛かる可能性がある、現

体、隣接自治体、通過する自治体の了解を得る必

で処分してはどうかという話もあるが、地元自治

ます。そして、落胆しましたのが、大阪や南鳥島

とおっしゃっています。福島ありきのように見え

すことは現実的な選択肢になるとは考えていない

いがと前置きしながら、後半、福島県外に持ち出

臣は、福島一県に犠牲を強いるということではな

難」
」の見出し記事を私も拝見いたしました。大

民報、三月五日の一面、
「処理水の県外処分「困

資料にお載せしております福島の地方紙、福島

ちに実施可能な案にはならないと考えております。

を別の地域に持ち出した上で放出することは、直

点を踏まえれば、御提案のようなＡＬＰＳ処理水

がなされているところであります。こうした留意

可手続が必要であり、相当な時間を要すると指摘

となどの相応の設備や多岐にわたる事前調整、認

たなルール作り、そしてその許可が必要になるこ

の漏えい対策等について、原子力規制委員会の新

得ることや、放出計画、放出・保管施設、輸送時

体のみならず、その輸送ルートの自治体の理解を

ております。保管施設や放出施設を設置する自治

もあろうかと思います。是非御検討いただきたく

なのか、どこで折り合いが付くのか、そういう話

基だったらどうなのか、タンク二基だったらどう

らどうなのか、タンカーだったらどうなのか、一

ないのだと思うんです。それがポリタンクだった

例えば、このペットボトル一本だったら問題は

と思います。

ます。決定権者同士で是非話をしていただきたい

実務者レベルでは解決しない問題もあると思い

うございます。

○梅村みずほ君 大臣、丁寧な御答弁をありがと

いと思っております。

思います。

また、風評対策の一つとして福島県外の大都市
等から放出すべきなどの意見があることは承知を

実的ではないと。
大阪は二〇一九年の九月から手を差し伸べてお

ベトナムの新聞記事を御紹介したく思います。配

ここで、私は、震災発災から程なくしたときの

という考えもあることから、風評対策としての有

付資料にもございます。日本に帰化したベトナム

しておりますけれども、かえって風評を助長する

とおっしゃられたことはありますか。

効性については慎重に判断するべきだと考えてい

ります。大臣、一度でも大阪に話を聞いてみたい
○国務大臣（梶山弘志君） 喫緊の課題でありま

の人が情報提供されたそうなんですけれども、こ
その上で、具体的な風評対策の検討を深めるに

寒い避難所の中、薄着でたたずむ九歳の男の子

るところであります。

対策が最大の課題であると考えております。その

当たっては、国内外の幅広い英知を結集して、ど

に話しかけたところ、学校まで急いで迎えに来た

すＡＬＰＳ処理水の取扱いに関しましては、風評
解決に向けて様々な御提案をいただくことについ

のような対策が有効なのかについて検討を進める

お父さんの車が津波に流されるのを見た、海のそ

にてお話をしたことがあると聞いております。

ことはありませんけれども、事務レベルでは電話

身は本件について直接お話を伺わせていただいた

だける方がいらっしゃれば、大阪府も大阪市も含

れども、そうした意見交換に御関心を持っていた

いては多くの人と意見交換を継続していきますけ

今後、方針決定の前後を問わず、風評対策につ

おなかがすいている人がいるからと、少年は食料

け取り、すぐ食べると思いきや、僕よりももっと

掛けてあげ、自分の食料を少年に渡すと、快く受

年は泣きながら話したそうです。そっとコートを

ばの家にいたお母さんと妹も多分駄目だろうと少

んな記事です。

ては大変感謝をしているところであります。

ことは大切であると思っております。

ＡＬＰＳ処理水を敷地外に持ち出すことについ

めて、私の方からも御意見を確認をしてまいりた

大阪府や大阪市との関係につきましては、私自

ては、ＡＬＰＳ小委員会において検証をいただい
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

持たざる者がより持たざる者へ手を差し伸べら

に強く復活するでしょう。

大人まで思いやりを持った市民のおかげで、確か

この国は最も危機的な状況ではあるが、子供から

人々は間違いなくすばらしい人々だと思います。

に耐え、他人のために思いやる九歳の子供を持つ

犠牲の精神について学びました。辛抱強く、苦難

配給箱に入れに行ったそうです。その子から自己

○梅村みずほ君 御静粛に願います。やじは子供

○委員長（山本順三君） 御静粛に願います。

（発言する者あり）

のように染めていってほしくないと思います。

しくなりました。染まっていない一期生議員をそ

んな音声を聞いたんです、私も、ウエブ上で。悲

員から、うそでもいいから口頭で通告したと、そ

告があったかなかったかというところで、先輩議

ックなことがありました。一期生議員の御質問通

でも、福島のために、復興のために何とか力と知

せんでしたと謝る、これは格好悪いと思います。

例えば、利害関係者と飲食をして申し訳ございま

げ方と格好悪い下げ方があると思っているんです。

決定のタイミングだと思っています。

処理水の処分には二年掛かります。昨年の秋頃が

いうのはもう過ぎていると私は考えております。

復興特でも申しましたけれども、適切な時期と

○梅村みずほ君 ありがとうございます。

れる、これは日本の道徳やマナーだと思います。

に聞かれて恥ずかしいと思います。
さあ、それでは処理水の問題に戻らせていただ

恵を貸してやってもらえませんかと首長に頭を下

東京は福島の電力、たくさん享受しています。

げる姿というのは、大変私は美しいと思います。

います。

きますけれども、今度は総理にお伺いしたいと思

そして、総理、頭の下げ方は、私、格好いい下

そして、こういった道徳やマナーが度々世界を驚
かせてきました。震災から十年、少年から大切な
ものを私たちは学ばなくてはなりません。
私は、国会にやってきて一年半を過ぎました。

今日はＮＴＴの田社長、東北新社の中島社長

思うことがあります。

権利や利益に向いてしまっている、そのようにも

じています。しかし、一部の方々は興味、関心が

が真に国家国民のためを思って働いているのを感

ており、適切な時期に政府として責任を持って対

りませんが、現在、関係省庁において検討を進め

知事などの自治体関係者と会うことは予定してお

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私が現時点で吉村

ってみられませんか。

なりません。膠着状態です。是非、大阪と話し合

た義援金で、ベトナムは、大変多くの額をいただ

とつかめておりませんが、各国から寄せられまし

御説明いたしますけれども、事実関係はしっかり

義援金が集まったという話もあります。パネルで

トナムでは、裕福ではない人々からもたくさんの

小池都知事や大阪の吉村知事と一緒に話をしてい

も御出席で、総務省にも聞きたいことがいろいろ

応しなきゃならないという覚悟はしております。

いていることが分かります。また、先進国のほか、

この問題は、もう総理が決着してくれなくては

とあるのですが、ただ一言申し上げておきたいの

いずれにしろ、このＡＬＰＳ処理水にいろんな

台湾やタイ、アルジェリアといった災害時に日本

そして、たくさんの議員や官僚やマスコミの方々

は、おてんとうさまが見ていますということです。

提案をいただいたことには感謝を申し上げたいと

が手を差し伸べた国は、ちゃんとその友情を覚え

ただきたいなと心から思います。

おてんとうさまと子供に見せて恥ずかしくない自

いうふうに思います。いずれにしろ、梶山大臣の

てくださっているのが分かります。人と人、国と

ところで、先ほどの少年の話は広く伝わり、ベ

分でありたいですねということです。

下で今取り組んでいますので、私も政府の責任者

国のきずなこそ危機を乗り越える鍵となることを、

これは私自身も、そして野党側も心しなければ

として、そこはしっかり対応していきます。

いけないことで、数日前の予算委員会、私、ショ

参議院記録部

- 67 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

コロナ禍で改めてリマインドしたく思います。

種を受けられるようにやはり努力をしなければい

本日は、まず総務省の接待問題からお聞きをし

んと自治体に届けられて皆様に接種していただけ

私としては、日本に供給されるワクチンがきち

考えられません。どこの国の企業、個人なのか、

あったというお話、先ほどありましたが、やはり

まず、中島社長、外資規制について計算ミスが

ていきたいと思います。

現在、日本国内においてもワクチンが不足して

るように、これからも最大限努力をしてまいりた

主な国を教えていただけますか。

かぬというふうに思っております。

おりますが、世界のワクチン格差はより深刻で、
いと思います。

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

そんな観点から、コロナワクチンについて河野

開発途上国では医療従事者でさえ打てないという

○梅村みずほ君 所管外の御答弁ありがとうござ

外資がどこの国の企業かということでございま

大臣にお伺いしたく思います。

国があります。

いました。国内のワクチン、是非よろしくお願い

そこで、Ｇａｖｉワクチンアライアンス、ＣＥ
ＷＨＯが主導する途上国のためのワクチンの共同

も言及されています。崇高な理念だと思います。

河野大臣は、外務省時代に国際連帯税について

ちょっとここでお答えできないのは申し訳ありま

かということの資料を持ってきておりませんので、

すけれども、済みません、私、本日、そのどの国

購入システム、ＣＯＶＡＸファシリティーに各国

さあ、本日は様々生意気を申しましたが、君は

いたします。

が拠出をしております。ＧＤＰ一位のアメリカが

舟なり、人は水なり。水はよく舟を載せ、またよ

ＰＩ、感染症流行対策イノベーション連合、また

二十五億ドル、四位のドイツが十億ドルです。日

く舟を覆すという言葉があります。

いますが、ワクチンの担当大臣として、河野大臣

これ以上の支援はできないという方もいらっしゃ

徳に基づいた政治をよろしくお願い申し上げ、質

○梅村みずほ君 どうか生活者を子供として、道

おります。

○委員長（山本順三君） 梅村さん、時間が来て

思います。

提出を、委員長、理事会に報告をお願いしたいと

是非、後ほどでも結構ですのでペーパーでの御

大な問題だと私は思っております。

ということは、この国の安全保障にもまつわる重

○矢田わか子君 どこの国の出資が多かったのか

以上、お答え申し上げます。

せん。

本は五分の一、ドイツの五分の一の二億ドルです。

はどのように思われますでしょうか。

疑を終了いたします。

日本の国内のワクチンがなかなか足りない中、

○国務大臣（河野太郎君） 申し訳ございません

○委員長（山本順三君） 以上で梅村みずほさん

○矢田わか子君 総務省に対してもです。外資規

たします。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい
の質疑は終了いたしました。
（拍手）

制の誤りを見抜けなかったということですが、や

ありがとうございました。

─────────────

はり国の安全保障の観点からも重大な問題である

が、所管外でございます。

日本もＥＵからワクチンを輸入しているわけでご

○委員長（山本順三君） 次に、矢田わか子さん

と思います。

ただ、ワクチンナショナリズムのようなものが

ざいますが、透明化メカニズムの中で一便ずつ承

の質疑を行います。矢田わか子さん。

広がりつつあるということは懸念をしております。

認を取らなければいけないという状況の中にある

○矢田わか子君 国民民主党の矢田わか子です。

再発防止に向けてどのような取組を考えておら

中で、なるべく世界的にも多くの人がワクチン接
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

○国務大臣（武田良太君） 二月二十四日に公表

れるのか、お話しください。
ばと思います。

とだったんですが、後ほどまた御答弁いただけれ

なので是非再発防止をしていただきたいというこ

は事実であります。

を、今現在広がっているというか招いていること

が、この報道した、この一連の報道によって疑惑

多分、次の問題を先読みいただいて、是非、お

いう強い御決意をお願いしたいと思います。

した報告書では、関係職員が倫理法に対する認識
の甘さを口にしていることを受け、幹部職員、管

答えいただいたんだと思いますが。
（発言する者

是非、不正を一掃して省内の改革を断行すると

理職員への研修の実施による意識付けの徹底、総

○国務大臣（武田良太君） 客観性、中立性を持

究明を徹底させ、再発防止に努め、一日も早く国

あり）いえ、後からで結構です、済みません、大
多分、大臣、先読みして、国家公務員の倫理規

民の信頼回復につなげるように努力してまいりた

務省独自ルールによる厳格な事前・事後チェック

程に違反した場合のこの再発防止についてお答え

いと、このように考えています。

ったしっかりとした調査委員会の下で、この真相

その後、報道を機にまた新たに倫理法令違反の

いただいたんだと思います。一万円を超える場合

○矢田わか子君 総理、この問題は、この倫理法

臣。
（資料提示）

疑いのある会食が明らかになったことから、現在

は会食の届出必要なわけですけれども、総務省は

ができた背景、平成十年にですね、財務省の当時

体制の整備等の再発防止策を盛り込ませていただ

行っている調査においては、検事経験のある弁護

三年間の中で一件しかなかったと。経産省は二百

きました。

士の方にも参加をいただき、常に第三者のチェッ

国家公務員による不祥事の再発防止に関する決議

接待汚職事件が発覚し、こういう規程が作られた。

私は、一番この先週からのやり取りを聞いてい

というものであります。各省庁に専任の服務管理

九十六件、農水省でも二百五十四件の届出があり

限り広く事案の端緒をつかむため、倫理法令違反

て課題だなと思っているのは、やっぱりその届出

責任者を配置するとか外部監視制度を整備する

クをいただきながら、情報通信担当部署の本省課

の会食に限定せず、全ての事業者との会食につい

を出すような意識もなかったのかということ。こ

等々が連ねられておりますが、この二十年間進ん

その年に、六月、参議院の決議文が出ております。

て報告を求めることとするとの、正確に、徹底的

うした職員の意識の改革がやっぱり何よりも重要

だんだろうかという疑問を持たざるを得ません。

ます。

に真相究明を行っていきたいと、このように考え、

なんじゃないか。省内の風土、意識の改革、必須

長級相当職以上等百四十四名を対象とし、可能な

こうしたことが二度と起こらないよう、今後の調

だというふうに思っています。

○矢田わか子君 武田大臣、私が質問しましたの

信頼回復に努めてまいりたいと考えております。

頭に立ってコンプライアンスを徹底的に確保し、

発防止策についても必要性を含めて検討の上、先

会食しましたということが出てきていて、その実

ているんですが、残念ながら、過去の大臣含めて

はしていないよと武田大臣何度もお答えいただい

ね、記載のとおり、国民の疑念を招くような会食

国務大臣の、それからその規範についてもです

化が求められていると思います。

て、人事院やいわゆる倫理審査委員会、機能の強

ること、今必要じゃないかと思っています。そし

のみならず、やはり全省庁に対して総点検を掛け

省だけの問題では私ないと思いますので、総務省

今回これを反省して、やはり全省庁、もう総務

査結果を踏まえる、新たなる、踏まえた更なる再

は、外資規制、これ違反が発覚したわけなので、

態が、その実態そのものが問題でなくても、それ

これから総理が、やはりオリパラはもとより、

それを防止するために、安全保障にも関わる問題
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

コロナの感染、きちっと封じ込めをするためにも
ゃることと思います。いましばらくは続くであろ

り戻せるのかと、そういう思いも持っていらっし

業も含めて店舗ごとに出しております。あわせて、

は今、月額最大百八十万円の協力金、これ、大企

全額、私どもから大企業に対して雇用調整助成金

国民の皆さんの協力必要です。そのためにも、や

まず一つ目は、徹底した感染の拡充とワクチン

の形で休業手当を支援するという形にしておりま

大企業も含めて、月額、パート、アルバイトの方

○内閣総理大臣（菅義偉君） まず、政府として、

の接種による感染の防止であります。二つ目は、

すので、この両方によって、固定費、人件費のか

うこのコロナとともに生きる社会、三つの策を講

行政に対する国民の信頼を大きく損なうことにな

陽性者に対しては、当然、医療機関の拡充による

なりの部分はカバーできるというふうに考えてお

はり総理、ここで一掃するということの御決意を

ったことについては深く反省をいたしております。

安全、安心の確保であります。このベースがあれ

ります。

含めて、上限三十三万円、一人ずつですね、これ

国民の信頼を回復し、期待に応えられるようし

ば、過度な行動抑制を緩和し、感染対策をしつつ

じてほしいというふうに思っております。

っかり努力をしていきたい。その前提として、今、

も、日常生活を徐々に回復し経済を動かすことが

お願いしたいと思います。

農水省、総務省でそれぞれ審査をしっかり第三者
できる。

円、九十万円、月額の平均ですね、そういったこ

都内の家賃なども調べて、新宿や渋谷でも八十万

私ども、この百八十万円設定するに当たって、

を入れてやっています。そうした結果を受けた後

ただし、生活困窮者、たくさんいられます。税

にもう一度検証する必要がある、このように思い

とも踏まえて、あるいは固定費の平均なども算定

カバーしているというふうに認識をしております。

金の還付を含めた、もう一度、いま一度の一律十
す。そして、感染状況によっては飲食店始め事業

その上で、附帯決議もございましたし、様々な

ます。
炭素社会、実現していくためにも、国民の信頼な

者の皆さんに要請が続くわけでありますので、そ

御提案をいただいておりますので、今般、緊急事

をしながら計算をしておりまして、かなりの部分

くては前に進めることはできないというふうに思

うであるなら、国民民主党が求めている、以前よ

態宣言の地域から除外した地域においては、二十

万円の再給付、私たち国民民主党は求めておりま

いますので、改めて御要請を申し上げておきたい

り提案させていただいている三つ目の策、事業規

一時までの時短の場合、一日当たり四万円、月額

○矢田わか子君 総理が掲げるデジタル社会、脱

と思います。

模に応じた支援は必須であるというふうに思って

換算百二十万円を基本としつつ、その総額の範囲

続いて、感染対策、コロナの話に移っていきた

おります。

か、そのことも示されます。国民の皆さんは、コ

ります。今週末には、再延長なのか解除されるの

す。首都圏では二度目の緊急事態宣言が続いてお

一度目の緊急事態宣言が発令されてから一年で

○国務大臣（西村康稔君） お答え申し上げます。

がでしょうか。

政府で再考していただきたいと思いますが、いか

従業員の規模に応じた支援、是非とも、もう一度

法案も提出させていただいております。家賃、

務手続の簡素化の観点から、一律四万円の支給、

においては二十一時までの時短の中で、やはり事

仕組みを導入したところであります。

にできるようにもいたしました。柔軟な対応を、

内で、事業規模に応じて上限を六万円とか七万円

いと思います。

ロナの中で少しコロナ疲れも見え始めているとい

もう委員よく御存じのとおり、飲食店に対して

しかしながら、各、二府三県ですね、解除した、

うふうに思いますし、一体いつになれば日常が取
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

二百十万円までの対応、支給というふうに承知を

家賃に応じて最大二十一時までの時短で月額換算

ただ、大阪市だけは独自の上乗せ措置として、

○委員長（山本順三君） 田参考人、中島参考

ください。

ありませんので、よろしければ、委員長、促して

済みませんが、田社長と中島社長、もう質問

を拡充させていくことが、私は無症状者、感染者

より簡単、そして安価にできるこの検査の体制

なります。

せん。これでは感染への警戒心を緩ませることに

をしているかということの推計値出されておりま

感染者が、自分が知らなくて、どの程度日常活動

しております。

人、どうぞ退席いただいて結構でございます。

の行動を抑え込むことにつながると思っています。

きたい、御要請をしておきたいと思います。

いずれにしましても、様々御議論、御提案もい

○矢田わか子君 続いて、無症状者の感染対策に

月額換算百二十万円としているところであります。

ただいておりますので、私ども、経営への影響の

ついてお願いをしたいと思います。

予備費八十億活用し、モニタリング検査の拡充

度合いなども勘案しながら、引き続き海外の事例

見ますと、日本医師会の会長も第四波が懸念され

○国務大臣（田村憲君） 幅広に検査をやって

します。

も今計画されていると思いますが、御見解お願い

ているというような発言をされております。私た

いくということ、これは必要だと考えておりまし

東京を始めとする首都圏の新規感染者の状況を

ただ、首都圏については、緊急事態宣言の下で

ちも大変懸念をしております。経済活動を取り戻

て、ＰＣＲ検査の方も四月、一日一万件だった検

なども参考にして検討を進めているところであり

もありますので、途中で変更することは混乱があ

していくためには、特に無症状者という方々を減

査能力が今十七万件、一日当たりできるほど、ま

ます。

るというふうに考えております。急ぎ検討を進め

らしていくこと、そして濃厚接触者の定義を見直

あいろんな補助金使っていただきながら整備いた

ていきたいというふうに考えております。

して検査の対象を広げていくことが大事だと思い

それで、蓋然性が高いとよく言っているんです

○矢田わか子君 西村大臣、もう何回も私、お願

二月二日の参議院内閣委員会で、脇田国立感染

けれども、例えばやらないと重症化してしまうよ

だいてきております。

化という言葉が出てきます。でも、税金は売上規

症研究所所長も私の質問に対し、濃厚接触者の定

うな高齢者施設、こういうところに関しては特に

ます。

模に応じてきちっと納めているんですよ。じゃ、

義、認定は現場でかなり差がある、感染研もしっ

いしているんですけど、やっぱり事務手続の簡素

税金も一律にしてくださいと言われると思うんで

この三月には検査をしっかりとやって、まずはや

に関してはこれ緊急事態宣言出ておりましたので、

かりとした定義を打ち出していきたいと答えられ
アメリカの疾病予防センター、ＣＤＣの研究で

こういうところはその後も定期的にやっていただ

すね。しっかりやっぱり検討を前に少しでも進め
今この状態が続いていて、すぐにはということ

は、感染の半分以上は無症状者の感染者からの感

きたいというようなお願いをさせていただいてお

っていただき、その後も定期的に、特に十都府県

はずっとお聞きしておりますけれども、これ、ず

染と分析をされています。我が国では、感染が判

ります。

ています。

っとウイズコロナの時代、これからもまだ続くこ

明したその後に無症状だったねということの数値、

ていただきたい。

とが予測されるわけです。第四波に対する懸念も

データは確かに報告されておりますが、無症状の

ＰＣＲ検査、プール検査、場合によっては抗原

あります。是非御検討を少しでも加速していただ
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

感度が若干それぞれ落ちるということはこれは御

いうものもうまく使っていただきながら、ただ、

定量検査、あっ、定性検査、キットですね、こう
要なんじゃないかというふうに思っています。

そやっぱり本当の意味で経済を回していくには必

思ったらぱっと受けれるような、そういう体制こ

お願いをしております。それより更に増やしてい

ら一〇％は少なくともやっていただきたいという

これが体制整いましたが、これを何とか今、五か

繁華街とか駅前とか空港とか、ありとあらゆる場

にこれを増やしていきたいという思いがあります。

等の体制もありますが、我々としてはできれば更

くということは、これはちょっとそれぞれの地域

所でやっぱりきちんとやっていくということで予

一方で、言われるようなものもあれば、ＰＣＲ

このモニタリング検査、私は一万件では少ない、

算の拡充等もお願いをしたいと思いますし、場合

のみならずゲノム解析、これで確定しなきゃいけ

覚悟をいただかなきゃならぬのですが、いろんな

こういう高齢者施設以外にも不特定多数が出入り

によっては、予備費まだ残っています、拡充して

ないという部分もございまして、これも国立感染

ことを対応していただきたいと。

して感染が拡大するような場所、これに関しては

いただきたいということを要請としてお伝えしま

それから、感染拡大しているところに関しては、

やっていただきたいということを以前から申し上

症研究所でやっているんですけど、これは今キャ

パ増やしておりますが、あわせて、地衛研でもや

す。
それから二つ目、変異株の感染の懸念が広がっ

げておりました。
あわせて、これは西村大臣のところの所管なん

って、やれるところがありますし、大学なんかで

もやれるところがありますので、文科省と協力し

ております。
今のこのゲノム解析による変異株の検査では二

ですが、要はそういう駅だとか、それから歓楽街、
こういうところを定期的に、一日一万件と言われ

まして、各自治体と協力してそういう大学等々で

もしっかりとやっていく。場合によっては民間で

度手間となります。大体五％から一〇％程度しか
今検査できていないし、しないという方針とお聞

ていますけど、やることによって感染の拡大の端
緒をつかんで早めに対応するというようなことも

やれるところがあればそういうところにもお願い

を、これ分かってまいりますので、そういう調査

きしています。ただ、これだけの広がりを見せて

試薬と機器さえそろえば同時に判定することが

も非常に意味がある、これ必要だというふうに考

現在準備して、それぞれの地域で、もう始めてい

こういう無症状者に対する検査も計画的にやっ

可能だという、そういう専門家のお話も出てきて

えております。

をしていくということでありまして、それをやる

ていく必要はあろうというふうに思っております

おります。検査体制を強化し、予算拡大すべきと

いる中で、今後はやはり陽性者全て一緒に検査す

ので、これからもしっかりと進めてまいりたいと

思いますが、いかがでしょうか。

ている意味、これに関しては我々も問題意識持っ

る都道府県もありますが、対応いただいておりま

いうふうに考えております。

○国務大臣（田村憲君） 国立感染症研究所の

ておりますので、しっかりと検討を進めてまいり

ことによってどういう広がりがあるかということ

○矢田わか子君 私たちの党のやっぱり対策とし

専門家の方々のアドバイスもいただきながら今や

たいというふうに考えております。

るという体制が必要じゃないかと思います。

て、頻回抗原検査、頻回な抗原検査と言っていま

っておるわけでありまして、全都道府県でこのＰ

○矢田わか子君 これからやっぱり変異株にどの

す。

すが、気付いたときに本当だったら、例えばコン

ＣＲのスクリーニング検査、変異株に対しての、

いずれにいたしましても、委員がおっしゃられ

ビニ等でワンコインででも、ちょっと不安だなと
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

ワクチン接種については、今やはり一番の国民

続いて、ワクチン接種の問題であります。

改めてお願いしておきたいと思います。

ているのか、是非分析を進めるためにも体制強化、

います。どこでどのぐらいの感染が変異株広がっ

で、自治体のとおりにやっていただく、そして柔

システム、体制を今組んでいただいておりますの

の皆様を始め、皆様がいろいろとその地で最適な

ういうふうにやるかは、これはもう自治体の職員

いをしているところでございますが、その中をど

国として、六十五歳以上の高齢者の優先、お願

れはやはり患者の可能性の高い方と接している、

対応させていただくわけでありますけれども、そ

る方、こういう方々は医療職扱いという形の中で

と分かった場合に搬送、まあ付き添って搬送され

て、例えば検体を扱われておられる方、また陽性

空港職員に関しては、検疫等々で対応されてい

これは自治体のそれぞれの御判断で優先的に打っ

の方々の関心事でもあります。特に関心の高いの

軟性を持ってやっていただきたいと思っておりま

そういうものがちゃんと認められないと空港職員

だくのがいいかと思っております。

がこのワクチン接種の優先順位の問題であります。
す。

だからといって優先というわけにはいきませんの

ように対応するのか、大変重要な問題であると思

今自治体にお渡ししてお任せしますということに

○矢田わか子君 先日の予算委員会で我が党の足

ていただくということにいたしております。

なっていますけれども、高齢者のこのワクチンに

で、そこはそれぞれのところで適切に御判断をい

けないような方々、ビジネス上でもうどうしても

アナフィラキシーの問題ですね、先ほどほかの

立委員からも指摘しましたけれども、介護施設の

したがって、やっぱり国としても、高齢者、ど

海外に向かわなければいけない、そういう方々の

党の方も取り上げられていましたけれども、多く

ついて優先順位が地域によってばらつけば、隣の

っと渡すけれども、数が少ないわけですから、ま

優先順位を上げるというような体制も必要と考え

の報告がされていて、政府の方針として、多くの

ただく、こういうことになろうというふうに考え

ずは年齢からですよとか、そういう施設優先です

ますけれども、こちらについてはいかがでしょう

方々に希望者を募り、ワクチンを多くに受けてほ

職員、訪問介護士など業務の関係でやはり先に打

よとか地域優先ですよというような、やはりちゃ

か。

しいというふうに思われているのであれば、しっ

町は受けれるのにうちはまだですかということで、

んとしたこのガイドラインを示すべきだと思いま

○国務大臣（田村憲君） 介護職員に関しては、

かりこのアナフィラキシーについてもどういう症

ております。

すが、いかがでしょうか。

もう御承知のとおりでありますが、施設等々で対

状が出ればそれなんだというこの基準を明確にし

った方がいい方、ほかにも空港で検疫検査に関わ

○国務大臣（河野太郎君） 自治体といいまして

応される方々はクラスターの対応がありますので、

ていくべきではないかというふうに思います。報

やはり行政に対する不信にも私はつながるのでは

も、横浜市のような三百万人もいる自治体から青

これは優先的に打っていただくと。それから、在

道では、やっぱりアメリカの二十倍出ているとい

○矢田わか子君 続いて、副反応についてもお伺

ケ島村のような数百人という自治体もあります。

宅対応の方々も、そういうような、要するに患者

うふうな報道もあって、やっぱり不安が高まって

る職員ですとか公務で海外出張に行かなければい

都会から中山間地、北海道から沖縄まで、地理的

の方々、要するに利用者が新型コロナウイルスに

いるのではないかということであります。

ないかというふうに思います。

条件も人口も様々でございますので、それぞれの

感染した場合に対応するということであるならば、

いしていきます。

自治体で最も適した方法でこの接種を進めていた

参議院記録部

- 73 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

という成分が過剰にこのアナフィラキシーを引き

社のワクチンに含まれるポリエチレングリコール

の足立委員が指摘されたとおり、このファイザー

また、先ほどの回答では、私どもの国民民主党

ます。

だとか、そういうことは御評価をいただいており

たのでそれほど重症化せずに皆さん回復している

がというような話でありますとか、適切に対応し

はり基準ちょっと広めに出ているようでと、報告

意見はあったようでございます。

ておりますので、そこは審議会でもいろいろと御

ども、女性だけじゃなくて男性もいろいろ使われ

ふうな御要請をして、今日、しますよと、問診し

とあるのかという問診を是非やってほしいという

で、昔これについてアレルギー反応を起こしたこ

分というのは化粧品とか下剤にも入っていますの

いただくという話になると思います。

フィラキシーかということを審議会等々で御判断

ので、いただいた上で、評価をして、どれがアナ

広に報告いただくことはこれは結構でございます

更に申し上げれば、今までのようにいろんな幅

るということで、各接種会場の方には、接種場所

出るかどうかをしっかり見ていただく等々対応す

療養、療養というか、要請いただいた上で反応が

りと十五分間か、いや、三十分間ぐらい、接種後、

ィラキシーの反応がある方々に関しては、しっか

等々を見て、重いアレルギー反応がある、アナフ

いずれにいたしましても、しっかりと既往歴

起こすのではないかという指摘に対して、この成

ますというふうな御回答があったと思いますが、

の方にはお願いをさせていただいております。

こしている、アナフィラキシーを起こしていると

続いて、少し経済対策の方に移っていきたいと

あわせて、今おっしゃられたのは、何でしたっ

な数字だったんですが、実際見てみると七件、ア

いうことは確定的ではありませんけれども、しか

思います。深刻な影響を受けている産業、業種へ

これは進めていただいているわけですね。

ナフィラキシー。これはブライトン分類という副

し要注意ということで、こういうもので、ＰＥＧ

の対応であります。

○矢田わか子君 副反応についても、やっぱり過

反応の判断基準、診断基準といいますか、そうい

等々で言うなれば重い副反応の症状、アナフィラ

鉄道や航空など旅客運送業においては、パネル

け、もう一つ何かありました。（発言する者あ

うものを使うとそういう話であったということで

キシー疾患のような、そういうような症状が出た

三をお配りしていますとおり、大きな経常損失を

○国務大臣（田村憲君） 十二日に審議会開催

あります。

ならば、それに関してはなるべく使わない方がい

出しています。現時点でも人々の移動に関する構

度にワクチンに対する警戒心を持たぬように、正

ちなみに、その後、十八万例ぐらいやって三十

いであろうというふうになっておりますが、ただ、

造的な変化が起きている中、その回復は大幅に遅

り）あっ、ＰＥＧに関しては、これ、確かにＣＤ

六件が出ていると思うんですが、この発生率と、

このポリエチレングリコールというものは、言わ

れることが予測されています。従業員の雇用を維

して、このアナフィラキシー含む副反応の御評価

アメリカ、先ほど申し上げましたが、アメリカの

れるとおり、いろんな化粧品にも使われておりま

持するために、雇用調整助成金、産業雇用安定助

しい情報を流していただきたいということであり

医療機関、医療グループでやったものの副反応、

すが、一方でシャンプーや歯磨き粉にも使われて

成金などを活用しながら、懸命な努力行われてお

Ｃの方からも、これが副反応、重度の副反応を起

アナフィラキシーの発生率とほぼ変わらないとい

いるというような話もありまして、女性が比較的

ります。

をいただきました。九日時点で十七件というよう

う数字でございますので、いろんな出し方がある

多いものですから化粧という話になるんですけれ

ます。

んだと思います。評価の方も、審議会の方で、や
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しい大企業向けにも特例措置の予定をしていただ

厚労省も、雇用調整助成金については現況が厳
ネットワークの構築などによりまして、在籍出向、

援協議会の開催による労使団体や関係省庁等との

制の強化、全国及び地域における在籍型出向等支

ーンの安定化を図ることも一因として、工場、事

れがありました。コロナ感染を機にサプライチェ

近年、海外に移転した製造拠点、日本に戻す流

出について伺います。

いておりますが、五月以降は不透明であります。

在籍型出向を活用した雇用維持を支援していくこ

本年度の補正予算、財源として募集されたこの

こういった厳しい産業に特化した中長期的なやは

なお、現行の緊急事態宣言を前提としますと、

国内投資促進事業費補助金、千七百件の応募があ

業所の国内回帰の動き、加速しております。

で働く方々、キーワーカーと呼ばれております。

雇用調整助成金につきましては、日額上限一万五

ったと言われていますが、選ばれたのは二百三社

ととしております。

懸命に誇り持って働いている方々です。是非、今

千円、助成率最大十分の十等の特例措置を四月末

しかありません。圧倒的に私は予算不足であった

り延長措置、必要ではないでしょうか。この産業

後の対策についてお考えをお聞かせください。

まで継続した上で、五月以降は、雇用情勢が大き

この国内回帰の流れを、特に物づくり産業にお

○政府参考人（田中誠二君） お答え申し上げま

いたしますが、感染が拡大している地域の企業や

ける国内投資の拡大、そして地域における雇用の

というふうに思います。

雇用調整助成金につきましては、新型コロナウ

特に業況が厳しい企業については二か月間、引き

拡大につなげること、大事だと思います。また、

く悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減

イルス感染症の感染が拡大する中で、前例のない

続き特例措置を講じることとしております。また、

我が国の物づくり産業、脱炭素社会の実現のため

す。

特例措置を講じることにより、事業主の皆さんの

七月以降は、原則的な措置を地域や業況に係る特

の人材の移動を阻害する等の懸念も指摘されてい

く方々のモチベーションの問題や新しい産業等へ

す。

をしっかり見極めながら適切に対応してまいりま

いずれにしましても、感染状況や雇用情勢など

○国務大臣（梶山弘志君） 新型コロナウイルス

か。

確保、図るべきだと思いますが、いかがでしょう

ーズ酌み取りながら、補正予算などで更なる予算

に必要とされる様々な新技術を提供する産業でも

るところでございます。

○矢田わか子君 政府から、感染対策の上しっか

感染症の影響が拡大する中で海外における生産拠

例措置をそれぞれ、原則的な措置と地域や業況に

このため、雇用調整助成金の特例措置に加えま

りとダイヤどおり動かせと言われている業界であ

点の集中度が高い製品等の供給が途絶するなど、

あります。科学技術開発への積極的な支援も必要

して、労働者のモチベーションを維持しつつ雇用

ります。インフラの維持の責任を負っている、ほ

サプライチェーンに大きな影響が生じました。

係る特例措置をそれぞれ更に縮減することとして

雇用の維持の取組を強力に支援してきたところで
す。
一方で、雇用調整助成金で長期間にわたり休業

を守るという観点から、第三次補正予算において、

かの業種や産業と同じではないという取扱いを是

このため、令和二年度第一次補正予算及び予備

です。国内回帰への支援策と併せて、産業界のニ

出向元と出向先の双方に対して助成を行う産業雇

非もう一度求めておきたいというふうに思います。

費において、生産拠点の集中度が高い製品、部素

おります。

用安定助成金の創設、出向、移籍のあっせんを行

続いて、物づくり産業の支援強化による雇用創

による雇用維持を図り続けることについては、働

う産業雇用安定センターによるマッチング支援体
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で重要な製品、部素材の国内拠点の整備を促進す

生活を営む上で重要な製品、健康な生活を営む上

材や、そしてさらに部素材、そして国民が健康な

策だけではなくて、日本政府として国際的なサプ

の可能性もあります。コロナ対策名目の国内回帰

米中のデカップリングに巻き込まれるという、そ

ンを囲い込む構えを見せております。日本企業が

とから、今回の児童手当の改正についてお伺いを

担の大きさなどによって家計が圧迫されているこ

その中で、特に子育て世帯における教育費の負

状況であります。

るためにサプライチェーン補助金三千六十億円を

したいと思います。

児童手当の所得制限の見直し検討されています。

ライチェーン再編の動きをどう捉え、企業に何を
支援していくのか、是非明確なメッセージを出し

措置をしたところであります。
これまで、生産拠点の集中度が高い製品、部素

二百三件を採択し、事業計画上五千八百五十億円

て消毒用アルコール、マスク、医療用ガウンなど、

連、国民が健康な生活を営む上で重要な製品とし

す。中小とか中堅企業向けには事業再構築の促進

業や業種の転換を図る、そういう企業も出てきま

ですが、産業力の強化の中で生き残りを懸けて事

あわせて、先ほどの鉄道、航空業界もそうなん

支援と少子化対策の中核的な政策であります。少

さて、そもそも児童手当ですけれども、子育て

届いております。

私の方に四万八千百九十八人の方から反対署名が

うことになっていますが、これに反対する署名が、

一定所得以上の世帯には特例給付支給しないとい

以上の設備投資が行われる予定であり、サプライ

事業費ですか、一・一兆円組まれているんですが、

子化が進む中で、本来なら手当額を引き上げてい

ていただきたいと思います。

チェーン強靱化の取組を着実に進めているところ

大企業向けには何もないんです。大企業の中でも、

くべきと思いますが、パネル四にあるように、実

材として半導体関連、航空機関連、車載用電池関

であります。

事業立地を変えて、新規を含めた新しいこの事業

千百八億円を追加を措置をいたしました。引き続

くと思いますので、是非大企業に対しても投資を

再編とか業種転換を図る、そういうことやってい

制度でもあります。その中で、民主党政権下では、

際にはこれまで環境変化に沿って揺れ動いてきた

さらに、令和二年度第三次補正予算において二
き、支援が必要なデジタル、グリーン、感染症対

義務教育終了まで全ての子供に公平に支給する、

しかし、東日本大震災の財源確保の必要性など

替として年少扶養控除は廃止されました。

な増額を図る子ども手当制度が設けられ、その代

した。それまでの所得制限を外し、手当額の大幅

社会全体で子育てを支援するという理念がありま

お願い申し上げておきたいと思います。
続いて、児童手当の見直しについてお伺いをし

応などといった分野について、三月十二日に公募
を開始をしたところであります。

今週は、実は春闘としてまさに労働者の生活を

ていきたいと思います。

内の生産拠点の整備を支援することは地域の雇用

守るために、主要産業別の労使で交渉が行われて

サプライチェーンの多元化、強靱化に向けた国
の創出にもつながっていくものと考えており、引

おり、今まさに山場を迎えているところでありま

されたまま、所得制限のみが復活しています。そ

き続き着実に事業を実施し、また更に検討も深め

労働者を取り巻く環境は大変厳しく、この十年

して、今回、所得制限によって特別給付、特例給

から金額の上積みができず、年少扶養控除は廃止

○矢田わか子君 米中対立を軸とするサプライチ

間、実質賃金は上がっておらず、公租公課のみが

付も打ち切るということになっています。

す。

ェーンの見直しの動きが加速しています。中国は

上がる、手取りである可処分所得上がっていない

てまいりたいと思っております。

輸出管理法を施行し、中国としてサプライチェー
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りました。

しますというような全体的な支援策を行ってまい

また、ベビーシッターに対しての支援措置を倍増

て子育て支援に積極的な中小企業に補助をします。

心プランの実施によります待機児童の解消、そし

今般の不妊治療助成の拡充、それから新子育て安

保育の無償化等を進めてまいりました。加えて、

す支援といたしましては、これまでも幼児教育、

○国務大臣（坂本哲志君） 子育て世代に対しま

ます。

得制限の方にかじを切ったのか、御回答お願いし

況の下で、この児童手当、充実ではなく、なぜ所

政府として、加速度的に少子化が進んでいる状

れば、日本でいうと一・三％相当しかなくて、こ

五・九兆というのは、全体的なＧＤＰ比で換算す

のは五・九億、五・九兆円しかないわけです。

対策として今政府として用意していただいている

やっぱりその財源論で考えると、子育て、少子化

つくるということで必要だということなんですが、

○矢田わか子君 千四百億、待機児童のその受皿

きたいというふうに思います。

での措置であるということを何とぞ御理解いただ

ての対策を充実させる中でのバランスを考えた上

のボリュームを高める中で、そして全体的な子育

ゆる廃止でございますけれども、そういった全体

の方に対する特例給付月額五千円の見直し、いわ

そういう中での今回の年収一千二百万相当以上

っていただいているんですが、三歳から五歳、こ

て幼児教育無償化やったよというふうにおっしゃ

総理、総理はいつも、少子化対策を二兆円投じ

くないということを示しております。

あります。多くの中間層は教育費負担の支援が全

高等教育の無償化においても厳しい所得制限が

加えて、パネル六です。

様にはお分かりいただきたいと思います。

やはり中間層の負担は大きいということを是非皆

得再配分機能、更に加速されるわけであります。

ら二歳児のこれ所得連動による保育料によって所

いるわけであります。さらに、児童手当とゼロか

り、税制や社会保険料で実は一定程度発揮されて

次、これは今日的に、パネル五にありますとお

に十四万人、四年間で十四万人の受皿をつくると

解消につきましては、六年度、令和六年度末まで

ら、中で付け替えをするのかということが私には

ります。なぜ、子育て対策、少子化対策の費用か

れはＯＥＣＤ加盟国の中でも実は最低レベルであ

番保育料でお金掛かるのはゼロから二歳なんです。

の三歳から五歳いる人は全員対象です。でも、一

れは確かに所得制限なく、ピンポイントで、ここ

このうち、長年の懸案でございます待機児童の

いうことで計画を立てました。そのためには、運

したがって、多くの保育料を納めなくちゃいけ

ここが所得連動なんですよ。
今回、この改正によって導き出される財源はた

ない、かつ、そこに大学生がいたら、大学生はこ

理解ができません。
った三百七十億です。三百七十億がそれでも強烈

れ三百八十万までですので、それ以上の方、これ

営費として一千四百億円必要でございます。しか
私は、経団連に三回、それから日本商工会議所

な政府としてのメッセージになります。少子化対

世帯合算ですよ、女性も働いて、世帯合算で三百

し、どうしても財源が足りません。
に二回、商工会連合会、それから中小企業団体中

策進めないのかというメッセージに受け取られな

これだけの負担を強いて、子供罰という言葉が

ています。

とで、大学もこの四十年間で授業料四倍に上がっ

央会、こういったところにも足を運んで、そして

パネルを御覧ください。格差是正の観点から、

八十万以上になると一切何の支援もないというこ

ていただくことになりました。社会全体でやはり

所得再配分機能を働かせることは重要であると思

いかという懸念であります。

この少子化を食い止める対策をするという空気が

います。

経済界の皆様方の御理解を得て一千億円拠出をし

醸成されてきたものというふうに思っております。
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可能性があると受け止めています。このため、ま

結婚行動や妊娠活動に少なからず影響を及ぼした

引く中で、多くの方が日常、将来に不安を感じ、

婚姻数の減少については、新型コロナの影響が長

○内閣総理大臣（菅義偉君） 今般の出生者数や

れている現状、総理、いかがでしょうか。

中間所得者の世代が子育ての支援策から取り残さ

今出てきているとおり、かなり子育て世代、特に

ん不安なわけです。一体幾らで切られるんだろう

のラインは下がるんです。かつ、政令なので皆さ

ればどうなるのかというと、どんどんやっぱりそ

が三人のケースが千二百万。したがって、一人減

いうことですが、これは政令によって、今扶養者

○矢田わか子君 一定所得以上、千二百万以上と

ていきたいというふうに思います。

すかね、そうしたことについてもしっかり検討し

な取組を私は進めてきたというふうに思っており

援など、中間層の、中間所得層の皆様方にも有効

教育あるいは保育の無償化や高校生等への就学支

このため、これまでも、先ほど言いました幼児

っております。

るということの隘路になっているというふうに思

ての教育に係る費用負担の重さが子供を産み育て

得というのは七百万円でありますけれども、子育

今後も、今言われました、パッケージというこ

ます。

かつ、おっしゃっていただいたとおり、次のパ

とで言われましたけれども、結婚、妊娠、出産、

かということでもあります。
ネル御覧ください、コロナ禍で妊娠、出産も大き

子育て、それぞれのライフステージに合った形で

ずは感染拡大を防ぎ、一日も早く収束に向かわせ
その上で、私の政権では、長年の課題である少

く落ち込んでいまして、昨年の妊娠の届出数、前

の支援を引き続きやってまいりたいと思いますし、

る対策をしっかり行っていきたいと思います。
子化問題を大きく前に進めるために、結婚、出産、

年に比べて五％も減っています。コロナで少子化

して進めてまいりたいというふうに思っておりま

子育ての希望を実現するための対策を重点的に実

んでいるんじゃないかというような指摘もされて

す。

安定的な財源を確保しながら少子化対策を全体と

体として支援策を拡充しており、例えば不妊治療

います。特に、少子化対策を強力に進めていくと

○矢田わか子君 是非、子育て罰、子供を産めば

が加速されて、想定よりも十年前倒しに少子化進

については所得制限を撤廃し、助成額を大幅に拡

いう方針がこれからも続けていかれるのであれば、

施しております。その中で、高所得者も含めて全

充しているところです。また、児童、待機児童問

産むほど生活が苦しくなる、そういう状況になら
是非パッケージとして、児童手当をもし廃止す

続いて、孤独化対策に移りたいと思いますが、

やはり中間層に対する支援、すごく大事になって

部分に、今委員から御質問のありました千二百万

るのであれば、じゃ、大学のところの補助は段階

時間の関係もありますので、これは内閣委員会に

題の解決に向けて、今後四年間で十四万人分の保

円を超える方の児童手当を削減を、外させていた

的に少しでも中間所得者層にまで続くだとか、そ

委ねまして、要請だけさせていただきます。

ないようにお願いを申し上げておきたいというふ

だいたということであります。

れから年少控除を再復活させるだとか、トータル

くるというふうに思います。

今後とも、結婚や出産、子育て希望する方の声

パッケージとしての政策を是非お願いしたいとい

苦しむ人、自死に追い込まれる人、孤立化して生

育の受皿を整備することといたしました。ここの

に耳を傾けながら、そこはしっかり対応していき

うふうに思います。大臣、いかがですか。

活に支障を来している人、多くなり、この問題が

うに思います。

たいと思いますし、当然、今御指摘をいただきま

○国務大臣（坂本哲志君） 子育て世代の平均所

この新型コロナウイルスでですね、この孤独で

した、ちょうどそのはざまにある部分というんで
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

大きく政策的テーマとして挙げられるようになっ
ております。
国民民主党、要求しましたこの孤独担当大臣、

孤独問題に関係しますが、コロナ禍でシングル

指摘されているところであります。

らどのように総合的な対策を取られるのか、大変

いんですね、収入も低い、元々の貧困度も五〇％

シングルマザーの場合、非正規労働者の方が多

実した調査審議がなされることを期待しておりま

況、その実態を踏まえた上でファクトベースで充

制審議会におきましては、子供の置かれている状

そこで、本年二月に、離婚及びこれに関連する

注目を集めていると思います。私たちも国民民主

を超えているわけです。それがまたコロナ禍でシ

す。

マザーなど、一人親家庭への影響が深刻化してお

党としてパブリックコメントを募集しまして、政

フトが減らされて休業、失業し、一挙に生活苦に

○矢田わか子君 是非立法化に向けた御調整もお

制度の見直しにつきまして、私から法制審議会に

策としてこんなものが考えられるということを今

陥っている方々が多くいます。ここで問題なのは、

願いしたいと思います。

ります。どのような問題、課題があるか、パネル

日はパネルで提示をさせていただいています。今

特に雇用と養育費の問題が挙げられると思います。

もう一つ、雇用の問題であります。

対しまして諮問を行ったところでございます。法

まで厚労省が取り組んできたことも含めて、この

パネルにあるように、シングルマザー家庭では七

やはり、こういうシングルマザーの方々、失業

でまとめました。

コロナ禍で更に孤独化が進んだ、例えば妊婦さん

五％、養育費をもらっていません。貧困化する大

坂本大臣、任命されたということですが、これか

だとか大学生とか、今まで普通に交流をすること

きな要因となっています。

者がたくさんいらっしゃいますので、今後の生活

が普通だった方々、普通の生活では考えられなか

ーバー活用して、孤立の人をそのピックアップし

すね、ドラッグストアだとかスーパーだとか、ウ

フランスなどでやられている、ピンポイントでで

ております。アウトリーチの活用もそうですし、

一緒にやらせていただけないかというふうに思っ

がありますので、是非それを踏まえた政策づくり、

人親世帯調査、母子世帯で二四・三％が、また父

指摘ありましたが、厚労の実施した直近の全国一

○国務大臣（上川陽子君） 先ほど委員からも御

この件について、上川大臣、見解をお願いします。

と一緒になって立法化の検討進めておりますが、

法的整備、必要であると思い、私どもの党も野党

けたり、公的機関が養育費分を立て替えるなど、

の質疑は終了いたしました。
（拍手）

○委員長（山本順三君） 以上で矢田わか子さん

も必要だというふうに思います。

貧困の連鎖を起こさないため、子供の学習支援等

キャリアアップへの支援、そして、雇用の連鎖を、

の安定、十分な収入の確保のためのスキルアップ、

ていくような政策、いろいろ諸外国でも先進事例

子世帯では三・二％、養育費の不払の問題が発生

─────────────

離婚時における公正証書の取り交わしを義務付

ありますので、是非日本としても総合的な対策を

しており、待ったなしの課題であると認識をして

○委員長（山本順三君） 次に、山添拓君の質疑

ったような方々まで孤立に陥っているという現状

一緒にやらせていただきたいというふうに御要請

おります。そして、養育費の不払問題を含めまし

を行います。山添拓君。

終わります。

質問に代えたいと思います。

是非、この件についても御要請を申し上げて、

を申し上げておきたいと思います。

て、父母の離婚等に伴う子の養育の在り方につき

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。

最後に、お待たせしまして済みません、シング

ましては、民事法の観点からも近年様々な課題が

ルマザーの問題について触れたいと思います。
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

東北新社の衛星放送事業の認定が取り消される

提示）
菅正剛氏の同席はどんな役割を持っていたんで

○参考人（中島信也君） お答えいたします。

その時点で二宮、三上は認識しておりました。

しょうか、改めて。

り）あっ、木田も認識しておりました。（発言す

見通しであります。事業認定、子会社への承継認
可、その前後を通して総務省幹部への接待が行わ

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

以上、お答えいたしました。（発言する者あ

れ、総理の御長男である菅正剛氏も度々出席して

ちょっと報告を受けておりません。

る者あり）あっ、菅、菅については、済みません、

と三上でございます。これがどんな役割を持って

○山添拓君 分からない点については改めて御報

菅正剛氏の会食への、連れていったのは、木田
いたかについては、申し訳ありませんが、私のと

告いただきたいと思います。

おりました。行政がゆがめられた可能性はいよい
東北新社の社長の中島参考人に伺います。
ころに報告ございません。

よ濃厚だと言わなければなりません。
そもそも菅正剛氏はなぜ採用されたんでしょう
○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

す。中島参考人でお答えいただけないということ

○山添拓君 誰でもよかったはずではないはずで

容などは、接待をされた御本人に聞かなければ分

うことは重大であります。接待の目的、会話、内

識していた方がこれだけの接待に及んでいたとい

木田氏を始めとして、外資規制違反について認

菅正剛ですが、既に本人と面識がございました

であれば、分かる方に御出席いただく必要がある

かりません。

お答え申し上げました。

弊社の創業者との間でお話をする中で当社に来る

と思うんです。

か。

お話が出まして、正規の手続を経て入社いたしま

に違反する状態で認定を受けたことに気付いた際、

たします。

○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい

参考人としての招致を求めます。

なぜというところでございますけれども、そこ

総務省に相談をしたのは木田氏であったと、そう

○山添拓君 こうして総務省と東北新社の間で、

午前中の質疑では、二〇一七年八月、外資規制

でなぜということは、私の方にはちょっと報告は

いう答弁がございました。

した。

入っておりません。申し訳ありません。

過もあります。

って菅総理に政治献金をしてきたと、そういう経

○山添拓君 創業者である植村氏は、二代にわた

識でございましょうか。済みません、ちょっと。

○参考人（中島信也君） どの時点での違法の認

識されていたんでしょうか。

氏、あるいは菅正剛氏も、違法である可能性を認

ありません。総務省の会議室での陳情ではなく酒

総なめにしています。単なる暑気払いなんかでは

この接待は、審議官や局長、課長など担当部署を

外資規制違反を隠す事業承継、そういう言わば秘

その菅正剛氏を接待の場に同席させた意味です

○山添拓君 ですから、二〇一七年八月に総務省

の席で、しかもこうして個別に呼び出さなければ

伺いますけれども、二宮清隆前社長、三上義之

が、先ほど中島参考人は顔つなぎの趣旨だとおっ

に相談されたと、その当時ですね、社内でも共有

聞けないような意見や情報があったということで

以上、お答え申し上げます。

しゃいました。しかし、パネルでもお示しします

されて、今挙げた方々も認識されていたのかとい

はないでしょうか。その一つが私はＢＳ４Ｋ事業

密が共有されたのではないかと思います。

が、顔がつながっているはずの相手ともかなり繰

う意味です。

その後、接待はますます常態化していきます。

り返して同席されているようなんですね。
（資料

参議院記録部

- 80 -

【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

業者、どんな番組に優先的に与えるかという審査

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

を望んではいたわけでしょう。

○山添拓君 しかし、このような内容になること

員会の中でそこはしっかり事実に基づいて対応す

○内閣総理大臣（菅義偉君） 総務省で、第三委

る、そのことをお認めになりますか。

一連の接待が放送行政にゆがみをもたらしてい

です。ハイビジョン化を促進すべきだ、４Ｋ、８

ワーキンググループは業界全体の一つの指針を

○山添拓君 お答えいただいておりませんが、否

私は受けておりません。

Ｋを増やすべきだと、その時々の政策によって基

示すものではないかと思うんですが、そこにおい

定をされなかったと。ますます、いや、笑ってお

の審査に関することではないかと考えます。

準が変わる独特のものです。ですから、事業者は

てこの状態を求めていたというふうなことは、私

られますけれども、否定できないわけでしょう。

放送法における審査は、限られた電波をどの事

必ずしも個別の認定段階で特別扱いされる必要は

には調査委員会の方からは報告されておりません。

る話だと思います。

ありません。審査基準そのものが自社にとって都

○山添拓君 では、それは改めて聞かなければな

か。二重三重にゆがみが生じているわけです。そ

はないと。今それは変わっているじゃありません

最初は否定されたんですよ、行政をゆがめたこと

りません。東北新社を有力企業とする衛星放送協

の認識は、ですから、ゆがんでないなどという言

以上、お答えを申し上げました。

総務省の衛星放送の未来像に関するワーキング

会が意見を述べる中でこのように変わったのであ

い方はできないはずです。

合のよいものとなれば、審査を通過する可能性は

グループの報告書は、その審査基準の基となるも
ります。

ぐっと高まるわけです。

のです。パネルをお示ししました。二〇一八年か
きく変わりました。ＢＳの電波に空きが生じた場

も、視聴者の多いＢＳというのはチャンネルに限

がる中で、衛星放送は順調とは言えません。しか

賄賂を受けることを収賄罪としております。実際

刑法百九十七条一項は、公務員が職務に関して

ＮＴＴの問題についても問うていきたいと思い

合、割当てをどうするのか。二年前には新規参入

りがあります。ＮＨＫなど大手が占めています。

に行政をゆがめたかどうかは問われません。これ

ネットフリックスなどの動画配信サービスが広

だとしていたのが、二〇二〇年には既存事業者が

東北新社はここに入り込みたかったのではないの

は、賄賂を受けること自体が公務員の職務の公正

ら二〇年にかけて、接待が続く中でその内容が大

４Ｋ化をして参入する、そういう場合も視野に入

か、だからこそ接待が集中したのではないかと考

性に対する国民の信頼を損なうからだということ

ワーキンググループにおける基準の変更を狙っ

○参考人（中島信也君） お答え申し上げます。

審査基準が作られようとしています。その間、接

針が改められ、東北新社を含めて事業者が望んだ

承継認可が見過ごされ、ワーキンググループの方

総理に伺います。違法な事業認定や子会社への

坂井官房副長官に聞きます。

ん。

し、何らかの依頼を受けたかどうかは問われませ

利害関係者から供応接待を受けること自体を禁止

であります。同様に、国家公務員倫理規程三条は、

ます。パネルをお示しします。

れるものとなりました。

えられるわけです。

て会食をしたというふうな報告は私は受けており

待が続けられ、菅正剛氏が重要な役割を果たして

大臣規範は、関係業者による供応接待など、国

中島参考人に伺いますが、東北新社としてもこ

ません。
（発言する者あり）そういう、審査基準

いることもうかがわれます。

うした方針転換を求めていたのですね。

を変更することを求めていたというふうな報告は
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

の依頼を受けたかどうかを問われず、問わず禁止

○山添拓君 趣旨を聞いているんですよ。何らか

と考えております。

個々の事情等も踏まえ、総合的に勘案すべきもの

旨に抵触するか否かという問題でありますが、

○内閣官房副長官（坂井学君） 大臣等規範の趣

同様の理由ですね。

頼を受けたかどうかは問われていません。これも

民の疑惑を招く行為を禁じています。何らかの依

けですよ。

の公正性に対する信頼を失わせるということなわ

ら利益を得ること自体が国民の疑念を招き、職務

○山添拓君 要するに、利害関係者や関係業者か

解をしております。

てはならないということを定めたものであると理

する観点から、国民の疑惑を招くような行為をし

廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保

りますが、国務大臣等の公職にある者としての清

指摘の箇所、御指摘の箇所というかその意味であ

ことが問題なんです。

疑念を抱かれかねないような接待かどうかという

こうしてもらったということは関係ないんですよ。

待の中で何か依頼したとか、それによって実際に

○山添拓君 先ほど御指摘をしましたように、接

おります。

ういうものには当たらないというふうに判断して

な話、そういうことを出しておりませんので、そ

看板に掲げる菅総理とＮＴＴグループの再編を狙

なぜ会食は重ねられたのか。携帯料金値下げを

をしているのは、公務員のあるいは大臣たちの職

うＮＴＴの思惑が一致したからにほかならないと

いますが、これ要するに、会食自体はあったと受

その表れが、昨年九月に発表されたＮＴＴによ

武田大臣は疑念を招く会食はないと答弁されて

いうことではありませんか。

け止めるのが自然です。大臣がそのように強弁す

るＮＴＴドコモの完全子会社化です。田社長自

務の公正性に対する信頼を損なうからだと、そう
○内閣官房副長官（坂井学君） 大臣等が自ら律

ればするほど国民の信頼は失われていくというこ

思います。

すべき規範としてのこの、あれですけれども……

身、その会見では、ドコモの完全子会社化によっ

て携帯料金値下げの原資が確保できると述べてい

とを自覚されるべきだと指摘させていただきたい。
ＮＴＴ社長の田参考人に伺います。

（発言する者あり）いやいや、いや、なので、こ
れに関してもですね、ちゃんと説明をさせていた

ます。これ、一体に進められたものですよ。

発表に先立つ昨年七月、総務省に事務的に確認

接待を受ける側で収賄に当たり得る行為は、接
待した側の贈賄に当たり得るものになります。

だいて、御理解をいただけるという内容であれば、
それは普通じゃないかと思います。
（発言する者

したと述べられました。総務省はすんなり認めた

のでしょうか。

田参考人は、午前中の質疑で、民間企業であ
り上場会社であることを強調され、個別の会食に

○参考人（田純君） お答えします。

あり）
○委員長（山本順三君） 質疑者は質問だけして

ついては明らかにしない、こう答弁されておりま

いわゆる子会社化の段取りです。この説明を行っ

まず、総務省に問い合わせましたのは、ＴＯＢ、
では済まされないのではありませんか。

いう回答をいただいております。

という問合せです。これは、後日、問題はないと

ています。もう一点は、法制度上の問題はあるか
な話、あるいは業務上で便宜を図ってもらうよう

私は、その会食の中で、業務上に関係するよう

○参考人（田純君） お答えいたします。

すが、贈賄に当たり得る行為であれば、それだけ

ください。
止めてください。
〔速記中止〕
○委員長（山本順三君） 速記を起こしてくださ
い。
○内閣官房副長官（坂井学君） 大臣等規範の御
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【未定稿】
令和３年３月１５日 予算

ますか。

○委員長（山本順三君） 総務省側、答弁ござい
これ無関係と考えられるのかと、これは疑問を抱

去にも総裁選のたびに取り沙汰されてきました。

直後のことです。携帯料金値下げというのは、過

いうふうに私は思います。

今回の案件と結び付けるのは何か飛躍し過ぎると

て、これまで改革を進めてきました。そのことは、

れが大きく懸け離れていた事実に問題意識を持っ

それでは、山添拓君。
いているわけですよ。

ドコモの完全子会社化の下で、総理が言うよう

対応されることだというふうに思います。

○山添拓君 ＮＴＴ法にはドコモに関する規定は
一つもないんです。監督官庁にも確認を求めるの

な競争が働く仕組みによる料金引下げ、本当に実

いずれにしろ、総務省においてそこはしっかり

は当然だと思いますが、これを受けた総務省には

○山添拓君 いや、飛躍だとおっしゃるんですけ

どね、与党の皆さんからもそう言われましたよ、

現するのでしょうか。
総務省、公正競争確保の在り方に関する検討会

この前も。だけど、これだけこのタイミングで接

応接記録があるはずです。提出を求めたいと思い

議では、考えられる弊害が実例として既に指摘さ

待が繰り返されていることについて納得いく説明

ます。
○委員長（山本順三君） 後刻理事会で協議をい
れております。

日本ケーブルテレビ連盟のある事業者は、ＮＴ

たします。
○山添拓君 総理は、九月二日、総裁選の出馬会

Ｔ西日本から光ファイバーを借り、自治体向けの

ＮＴＴが強いのはなぜかといえば、それは、電

をどなたもしていないじゃありませんか。だから、

見で携帯料金に言及し、事業者間で競争が働く仕

情報通信ネットワークを提供していました。しか

電公社時代、全国津々浦々に建物や電柱やケーブ

ルなどを網の目のように張り巡らせ、これを引き

こうではないかと指摘しているわけですよ。

組みを徹底したい、こう述べています。

し、昨年の入札では、この事業者がＮＴＴに払っ
ている金額より低い金額でＮＴＴ自身が落札して

ドコモの完全子会社化についての情報を知った
上での発言だったのではありませんか。

継いだからです。元々は国民の財産です。ドコモ

せん。しかし、それは、圧倒的に強いＮＴＴに更

しまったといいます。地域の通信事業者では逆立

同じことが携帯市場でも起きかねないのではあ

に利益を集中させ、将来的には利用者の選択肢を

○内閣総理大臣（菅義偉君） 私は承知していま

かない、世界で一番高い料金になっているじゃな

りませんか。そうなれば、競争どころかＮＴＴの

狭めかねないものだと考えます。

の完全子会社化によって、短期的には携帯料金が

いですか。そうしたものを競争ができるような環

独り勝ちです。競争環境をゆがめる可能性、総理、

ちしても勝負にならない、こういう訴えがありま

境にするのが、私は私の役割、政治だと思いまし

これは否定できないですね。

年の法改正で届出制となり、二〇〇四年には届出

せん。私自身は、日本の携帯電話三社で十数年に

た。

○内閣総理大臣（菅義偉君） 携帯電話料金につ

も不要とされ、事業者任せになりました。自由化

下がるかもしれません。私はそれを否定していま

○山添拓君 当時、通信行政担当の審議官だった

いては、先ほども申し上げましたけれども、世界

によって競争を促すのだとされてきたんですよね。

す。

のが谷脇氏ですから、総理に伝えられたことは十

的に見ても高い料金、不透明な料金体系となって

今総理が携帯料金を下げろと、こう躍起になって

わたって九割以上寡占状況にある、競争が全く働

分に考えられると思うんですね。しかも、ＮＴＴ

おり、国民として当たり前の感覚からすれば、そ

そもそも、携帯料金は認可制でした。一九九五

がドコモの完全子会社化を発表したのは総裁選の
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も最も高い水準で行われていることは事実じゃな

以上寡占、九割以上の寡占状況があって、世界で

ども、少なくとも、現在の携帯料金が三社で十年

いうのは私から答える立場にないと思いますけれ

○内閣総理大臣（菅義偉君） 三十年来の政策と

敗だったということなんですか。

訴えているのは、三十年来の政策が結果として失

実施になる手続でございます。

ではございません。ＮＴＴ側の経営判断によって

法令上、事前に総務省の許認可を必要とする手続

ＮＴＴドコモの完全子会社化につきましては、

○政府参考人（竹内芳明君） お答えいたします。

ことじゃないと思いますよ。

○内閣総理大臣（菅義偉君） そこは私が答える

されていないのですか。

ますので、端的にまとめてください。

○委員長（山本順三君） 山添君、時間来ており

きないことです。その構造でございます。

これはインサイダー情報で、株式、証券取引上で

年近く入っていますよ。毎年十番以内に入ってい

現に、三社の経常利益は常に十番以内にここ十

くということが大事なんじゃないでしょうか。

すから、そこは、やはり廉価で、そして競争の働

波の提供を受けてこれ運営しているわけでありま

ざいます。

について公開の場で議論を行っているところでご

えておりますので、公正競争確保に向けた在り方

正競争、そこに与える影響があるというふうに考

コモの完全子会社について、通信市場における公

ただ、総務省といたしましては、このＮＴＴド

は終了いたしました。
（拍手）

○委員長（山本順三君） 以上で山添拓君の質疑

質問を終わります。

徹底解明が引き続き求められることを指摘して、

緊張感のない癒着が影響したのではないのかと。

のではないのかと、そこに事業者や特殊会社との

いは従来の方針も十分な検証なく変えてしまった

菅政権の看板政策だからこそ、法の趣旨もある

される。答弁になかなか立たれない。

○山添拓君 伺っていないことにばかり御説明を

いでしょうか。国民の財産、貴重な財産である電

ます。それは国民の財産の電波を提供を受けて活

○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。

─────────────

もちろん、携帯料金の値下げは国民的なニーズ

初めに、コロナ禍における文化芸術の支援につ

○山添拓君 それは完全子会社化の発表の後のこ

はやはり政治の大きな役割だと私は思っています。

だと思います。しかし、それを看板政策にする裏

動しているわけですから、そこは、やはり幾ら何

○山添拓君 それは答えになっていないですよ。

で、政治家や役人への接待を重ねるＮＴＴに利益

今、ライブハウスの閉店が全国で相次いでいま

○委員長（山本順三君） 次に、吉良よし子さん

私は、携帯料金の値下げそのものを否定してい

が集中しかねないようなやり方を議論もなく認め

す。パネルを御覧いただきたいと思います。（資

とですよ。事前の検証なく行われたということに

るわけではないんですよ。しかし、その競争環境

ていく、これは露骨な利益誘導じゃないでしょう

料提示）これは、ライブハウスやクラブなどの民

でもやり過ぎじゃないでしょうか。そこについて

を整えるためには検証が必要であり、議論が必要

か。総理、いかがですか。

間の小規模文化施設をコロナ危機から守ろうと署

の質疑を行います。吉良よし子さん。

なはずです。

○参考人（田純君） 済みません、手短に一点。

名活動などに取り組んでいるセーブ・アワ・スペ

ついて私は問題を指摘しているんですね。

では、伺いますけれども、なぜＮＴＴがドコモ

今、山添委員がおっしゃった件でございますけ

ースの皆さんが昨年の夏に行ったアンケートの結

競争の働き方の仕組みをつくるというのは、これ

を完全子会社化し、そうして携帯料金値下げに進

れど、ドコモのＴＯＢを事前に言うということは、

いて伺いたいと思います。

んでいくということについて事前の検討が一度も
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果です。この半数以上が三か月とか半年もつか分
など、文化の担い手として誇りを持って営業を続

シアターなども同じで、町の音楽やダンス、映画

問題だと思うんですが、文科大臣、いかがでしょ

の谷間に落ちてしまっている事業者がいる。これ

○国務大臣（萩生田光一君） 民間の調査による

からないとこの運営状況について回答されている
しかし、このコロナ禍、大変な深刻な影響を受

と、コロナ禍においてライブハウスなどを含むラ

う。

年たっていて、再度の緊急事態宣言も続く今、多

ける。ただ、感染防止のために様々な努力も続け

イブ市場の総公演数や総動員数、売上は前年と比

けていらっしゃるわけです。

くのライブハウスやクラブが運営の危機に直面し

ている。そこに支援が行き渡っていないという問

べ激減しており、大変厳しい状況にあると認識し

と。このアンケートを取った時点からもう既に半

ているわけです。
題があるんです。

ているライブハウスが重要な文化の担い手である

いうことで支援を求めて文化庁に相談をしたら、

ライブハウスの皆さんがこの文化の担い手だと

化施設も活用可能な支援として、第三次補正予算

文化庁においては、ライブハウスなど小規模文

私、まず総理に伺いたいのは、この危機に瀕し
という認識があるかどうかということなんです。

まずは経産省の支援を受けろと言われてしまった

ております。

昨年、私、感染拡大する中、真っ先にお話伺いに

行うこととしております。また、今御指摘のあっ

において、文化芸術関係団体が感染対策を十分に

給付金の対象外だと。文化庁に支援求めたら、ラ

た経産省においても、Ｊ―ＬＯＤｌｉｖｅの補助

と。もちろん経産省の持続化給付金や持続化補助

イブハウスは持続化補助金を申請して、そこで対

金での公演の支援など対策が講じられております。

行ったライブハウスの店長さん、厳しいけれども、

望も受けたと聞いています。このライブハウスや

象外と言われたら文化庁へと言われたと。それで、

こうした事業を速やかにかつ確実に活用いただ

実施した上で行う積極的な公演等への総額約二百

クラブ、音楽文化の担い手だと、コロナ危機によ

十月に持続化補助金を申請した。ところが、二月、

けるよう、今後、文化庁としても情報提供や速や

金などの対象になって救われた店もあるわけです

り潰してはならない文化のとりでだという認識は

採択発表の際に、この方、理由も知らされずに持

かな執行に努めてまいりたいと思います。

この町の音楽文化の灯を消さないように頑張って

ありますか。

続化補助金落ちてしまったと。でも、二月はもう

今先生が御指摘になった具体的な例、ちょっと

五十億円の支援、文化施設における感染防止対策

○内閣総理大臣（菅義偉君） そこはもちろん私

既に文化庁の支援事業も申請期間終わっていて、

私存じ上げていないんですけれど、まずは経産省

けれども、一方で、私が話を聞いたライブハウス

持っていますし、官邸にもライブハウスの方を呼

結局何の支援も受けられなかったというんですね。

に言ってくれと文化庁が言ったと。もしそうだと

いきたいとおっしゃっていました。総理も、昨年

んでお話を伺ったことがあります。

こうした省庁の縦割りの弊害について、昨年、

すれば、それは非常にけしからぬ対応だと思いま

や配信等に関する整備等への約五十億円の支援を

○吉良よし子君 文化の担い手だという認識はあ

萩生田文科大臣は、各省庁間できちんと調整をし

す。しかしながら、制度については公にしており

の方は、昨年四月に開業したところなので持続化

ライブハウスというのは若手の登竜門となって

て、応援体制、努めていきたいと答弁されていた

ましたので、問合せをしていただければよかった

三月二十六日にライブハウスの皆さんから直接要

います。草の根で音楽文化を支えているわけです。

わけですが、結局こうして経産省と文化庁の支援

るというお話でした。

ライブハウスだけではなくて、クラブ、またミニ
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ん言われて、それでちゃんと経産省に言ったのに、

くれと、それで駄目だったら受けるよと、さんざ

まず言っても、まずは経産省の支援を受けてみて

アターの皆さん、みんなそうなんです。文化庁に

すからね。ライブハウスやクラブハウス、ミニシ

のに、まずは経産省と。これ、お一方じゃないで

たんです。最初に文化庁に言っているんです。な

○吉良よし子君 いや、そうじゃない、問合せし

のではないかなというふうに思いますけれど。

金による人件費の支援を行っております。

無担保融資による資金繰り支援や、雇用調整助成

ます。あわせて、活動を継続するために、無利子

の支援、感染症対策の強化などの支援を行ってい

ャンセル費用の支援やライブを行う場合の謝礼へ

支援については、コンサートなどの自粛に伴うキ

○内閣総理大臣（菅義偉君） ライブハウスへの

りませんか。

ーなど、ちゃんと政府の責任で支援すべきじゃあ

頑張っているライブハウスやクラブ、ミニシアタ

ってはならないと御答弁ありました。責任持って

○吉良よし子君 ライブハウスなくなることはあ

任持って対応したいと思います。

三次補正の使い方も含めて、私どもできちんと責

います。今御指摘のあった具体的な案も含めて、

いませんので、ここはしっかり支援をしたいと思

ってもライブハウスがなくなることを全然望んで

は事実だということです。

うアドバイスをしたことはあったそうです。それ

すけど、これ、三次補正の支援というのは一月以

いるんです。先ほど三次補正とおっしゃっていま

ましたけど、それぞれの所管大臣がそこは責任持

うに、省庁の縦割りでできないということであり

そういう中で、今委員から御指摘ありましたよ

セーブ・アワ・スペースのみならず、ウイ・ニ

文化庁の支援策についても伺いたいと思います。

ちゃんと支援をしていただきたいと思うわけです。

ただ、いずれにしても、その形態はいろいろあ

そこでも落とされて、で、文化庁の支援終わって

降の対策についての支援なんですね。だから、こ

ってこれ対応すると思います。

これ、文化庁が責任を持つべきじゃないんです

たとおっしゃいました。

れまでのその活動が否定された気持ちになりまし

の対象にしてもらえるように動いてきたけど、こ

も文化庁からも支援されなかった。文化庁の支援

象にと動いてきた方なんです。結局、経産省から

この一年ずっとライブハウス、文化庁の支援の対

うことになっているんですよ。

いるわけです。そこに対しての支援全くないとい

になり得る業者もあれば全くならない業者もある

から、例えば小規模事業者の持続化補助金の対象

うなライブハウスで、形態が様々だったものです

るいは飲食を伴う、そしてそこにショーが付くよ

てライブスタジオをやっている場合ですとか、あ

っしゃっていますけれど、例えば貸しホールとし

ったのは、要するに、一口に今ライブハウスとお

○国務大臣（萩生田光一君） 先生が御指摘にな

じゃないですか。大臣、いかがですか。

言っているんですけれど、文化庁、責任持つべき

○吉良よし子君 責任持って対応されていないと

大事だと思うんです。ただ、中には、申請しても

術に携わる人たちの支援につながっていることは

こうして、様々問題はあるものの、多くの文化芸

計件数は七万九千七百七十一件と伺っていますが、

べ九万六千三百四件、これまでに交付決定した累

昨年十二月の締切りまでの間に、申請件数は延

するというものでした。

事業を行うことを条件に、その費用の一部を助成

までに、今年の二月末までにライブや公演などの

支援事業というのがありました。これは、二月末

百億円の予算が付けられて、文化芸術活動の継続

の皆さんの努力によって、この間、文化庁で約五

ード・カルチャーなどと声を上げて、文化関係者

の方たち、もう十月の時点で感染対策などやって

か。総理、省庁の縦割りで支援が行き渡らないと

ということで、経産省に相談をしてくださいとい

この支援を受けられなかったライブハウスの方、

いうのはあってはならない。文化の担い手として
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文化芸術活動の継続支援事業を実施し、これまで

○国務大臣（萩生田光一君） 文科省としては、

えください。

そして取下げが行われた件数、両方合わせてお答

援事業に申請した人のうち不交付になった件数、

確認したいと思います。文化芸術活動の継続支

諦めてしまった方がいると聞いています。

交付を受けることができなかった、若しくはもう

方も出てきてしまった。本当に私も悔しい思いな

う持ち出すわけにもいかないしと諦めてしまった

た本番の日にもう間に合わないからと、だからも

て励まし続けてきたんですけれども、企画してい

れる方には、もうしばらく待ってくれと言い続け

とか、そんな相談が次々寄せられました。相談さ

業をすること自体も諦めようとか、取り下げよう

て、交付されるかどうか分からないので、もう事

た八千件については、継続的に交付の準備をして

○国務大臣（萩生田光一君） 先週段階まであっ

すか。どうなったんですか。

千件近く一気に、何、交付決定したということで

八千件あったのが一週間で十七件になった。七

○吉良よし子君 いや、そうじゃないです。

の報告が遅れたことが原因と承知しております。

各個人等に通知することとしましたが、文化庁へ

く、その後に不交付決定の通知準備が整ったため、

今、三月になって、まだ交付決定できていない

○吉良よし子君 八千件全部、十七件以外は全部

んです。

家や技術スタッフの方々や文化芸術団体に対し、

審査中の案件というのはあるんでしょうか、件数

交付されたと、それでよろしいですか。

四回にわたり公募を行い、活動をされている実演
その活動継続や技能向上に向けた積極的な取組へ

をお答えください。

○国務大臣（萩生田光一君） 全て交付に決定し

げたのは、制度の対象にならないからではなくて、

が支援が届いていないわけですけど、これ取り下

下げが四千六百件なんですけれども、二万件近く

○吉良よし子君 不交付が一万二千件、そして取

下げられた件数は約四千六百件となっております。

申請要件に適応しないことなどを御理解され取り

のなど不交付決定となった件数は約一万二千件、

せていただいたところ御回答が得られなかったも

ち、審査に必要な情報について数回の御連絡をさ

これまでは十四時の時点で各個人等への通知基準

ホームページを更新しています。実施事務局で、

ら交付決定の情報をメールで受けて、十七時頃に

これまで、毎週金曜日の十四時頃に実施事務局か

○国務大臣（萩生田光一君） 文化庁においては、

になった。どういうことですか。

です。それが一週間でゼロに近くなった、十七件

点では八千件、不交付、まだ審査案件があったん

です。先週の、先々週の、一週間前の三月五日時

○吉良よし子君 十七件。これ、おかしな話なん

そういうやり方が問題なんですよ。この期間内に

もうそもそも、この二月末までに何かやれと、

のに、六千件一気に不交付決定。

係者の皆さんが、心を折れながらも頑張っていた

一生懸命慣れない申請作業をしていた文化芸術関

りにひどい話だと思うんですよ。連絡待ちながら

一気に切り捨てたということですよね。これ、余

○吉良よし子君 要するに、六千件この一週間で

対象外ということになると思います。

逆。二千件が交付決定しておりまして、六千件が

定をしていて、二千件は……（発言する者あり）

いたのが整ったということでございます。

の支援を行ってまいりました。

○国務大臣（萩生田光一君） 現在十七件が審査

たんじゃなくて、八千件のうち約六千件が交付決

文化芸術活動の継続支援事業には、これまで延

中となっております。

諦めたからなんですよ。一番の問題は、交付まで

が、通知準備が整った状態であったため、十四時

新しい公演行うのがどれだけ大変か。持ち出す資

べ九万六千三百件の件数の申請があって、そのう

に時間が掛かり過ぎるからなんです。

以降の報告を受けていましたが、今回は件数が多

私のところにも、いつまでたっても連絡がなく
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象にならないんです。これじゃ現場は救われない

にかく資金を持ち出して何かをしないと助成の対

続支援事業と同じ立て付けで、新たな公演などと

事業もつくられた。けれども、これも先ほどの継

そのアーツ・フォー・フューチャーという新しい

す。

すること自体できなかったという話も聞いていま

と、そういう悪循環になっているんですよ。申請

みたけど、交付決定がなかなか来ないから諦める

ごい高いハードルで、それでも頑張って申請して

金のない若手のアーティストの皆さんは、もうす

れているというんですよ。やっぱり今を支える給

何より手元に資金がない、もう貯金崩して生活さ

いう話なんです。モチベーションの問題もあるし、

っているのは、公演すること自体が大変だ、そう

夫して様々やっていらっしゃるんですけど、今言

○吉良よし子君 違うんです。感染対策なども工

てまいりたいというふうに思っております。

のと考えており、そのような活動を積極的に捉え

文化芸術団体において様々な工夫をされているも

コロナ禍における公演等の実施に当たっては、

積極的な活動として例示することを考えています。

を多く活用すること、観客の集客に努めるなど、

染リスクも勘案した演出の工夫を行うこと、若手

も出演されていました。その中で、そのイベント

の番組、裏方で支える照明オペレーターの方など

音楽現場、もう限界です、先ほど言ったネット

たって不可欠なんです。

には、日々の暮らし、生活を支えることがどうし

うんです。質の高いパフォーマンスを支えるため

○吉良よし子君 それでは文化の灯は消えてしま

です。

に給付をしていきたいと、こう思っているところ

し上げたような一定の条件の中で活動している人

するのがすごく難しいと思うからこそ、先ほど申

を特定して、なぜその人なのかということを証明

してくれと言われても、それはなかなか、その人

ておりますけど、使い勝手のいい給付で、現金渡

先ほど、三次補正御説明されましたけれども、

んですよ。

付が必要じゃないか、現場の声なんです。

先日、私、そのセーブ・アワ・スペースなどが

ゃなくて、やっぱり使途を問わない、今の暮らし

総理、こういう何かやってみせろという支援じ

次々と声が出されました。

い、こういう政府の姿勢を変えてほしいんだと、

いと、何か一芸をやってみせないとお金を渡さな

そこでも出演者からは、もう政府の支援策がひど

の税金ですから、その特別な文化活動で、我々が

います。その一定のルールの中で、国民の皆さん

は給付をするということにやっぱりできないと思

うという思いはあるんですけれど、その職業だけ

ちは分かりますし、我々もその文化を守っていこ

○国務大臣（萩生田光一君） 先生の熱いお気持

理、いかがですか。

じます。国や政府に対しては、今まで真面目に税

鈍り、この一年で自身が大きく老け込んだのを感

いたからこそ磨かれていたであろう感覚が急激に

鬱々とした気持ちは拭えないと。日々現場に出て

がない現状がずっと続いていて、貯金崩していて、

け。それから一年、自分は働ける状態なのに仕事

る。うち、キャンセル料の支払あったのは一件だ

いる。キャンセル百件以上になったという方もい

自粛要請によって彼らはもう大きな影響を受けて

を、文化芸術関係者の皆さんの活動を支える給付、

会社に勤めている人たちとは違う働き方があると

金を納めてきたのに、こちらが困ったときには随

使途を問わない給付制度つくってほしい、菅総

支援制度こそつくるべきではありませんか。いか

いうことは分かって、例えばフリーターの人たち

企画したオンラインの番組に出ましたけれども、

がでしょう。

分冷たいなという実感です。私はライブやコンサ

ートなどの仕事が好きですが、何が最善か、まだ

への支援策は昨年講じることができました。
もちろん文化には様々な形態があること分かっ

○国務大臣（萩生田光一君） まず、充実支援事
業について、積極的な活動というのは、例えば感
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んなに給付すればいいだけなんです。生活困窮者

本当に、音楽現場だけじゃないというなら、み

げたい。

と。それを防ぐための給付だということを申し上

音楽文化の現場から人が消えていこうとしている

結論を出せず迷っています。こうして現場から、

降、各地で利用する学生増えています。

した食材、開始後十五分でなくなるなど、一月以

上実施され、延べ三万八千人利用していて、用意

います。この間、全国四十五都道府県、八百回以

も、昨年春頃から学生への食料支援活動を行って

が報道ありました。日本民主青年同盟、民青同盟

たけれどもまだ足りなくて、後日渡したという話

学への補助等を行っております。

が急変した学生を追加し、授業料の減免を行う大

生を無償化の対象に、また新型コロナにより家計

学生支援緊急給付金に加え、所得の低い世帯の学

を受けた学生については、昨年の最大二十万円の

めることがないようしっかり支えていきたいと思

こうした幅広い取組によって、学生が進学を諦

にちゃんと給付をしていただきたいと思います。

トには、時短要請の影響でシフトの時間が半分以

えると言いますが、やはり給付必要なんですよ。

○吉良よし子君 進学を諦めることのないよう支

います。

下になってしまった、収入も半分以下になってし

そして、やっぱり私、これだけこのコロナ禍で

その場で書いてもらう学生生活の実態アンケー

学生も困窮しています。パネル御覧ください。

まったなど、緊急事態宣言の影響が次々と語られ

学生が困窮に陥っているのは、単にコロナのせい

続いて、コロナ禍で苦しんでいる学生の支援に

これは全国大学生活協同連合会の調査で分かった

るとともに、一日百円でおなかいっぱいにしてい

ついても伺います。

ことですが、学生のアルバイト、収入が九年ぶり

だけじゃないということを強調したいと思うんで

したけれども、日本の学費、世界の中でも高くて、

る、一日一食、耐えられないときは寝て空腹をご
削って耐え忍んでいる。心が痛む思いです。中に

もう毎年毎年値上がりが続いているんです。一方

に減少しています。勤務先からアルバイトシフト
労率ですけれども、一年でがくんとこれだけ落ち

は、一日パン一個、給付奨学金受けているが、授

で、奨学金というのは大半が借金となる貸与型で、

す。何しろ、この間、先ほど来も論戦でもありま

てしまっているというのが現状です。

業料や教科書代、独り暮らしに掛かる家賃や光熱

二人に一人がそれを借りないと進学できないと。

まかしているなどの声が寄せられている。食費を

昨年末、文科大臣は、困窮した学生への更なる

費など、大学通学に伴う費用は大きく、親の経済

を減らされるなど、アルバイトの就労率、これ就

支援について問われた際、今後の状況を注視しな

ですね。だから、やっぱりここにちゃんと予算を

で、借金が嫌でアルバイトをする学生も増えてい
総理に伺いたいと思います。

付けなきゃいけないと思うんです、学生の分野に。

的な負担を減らすために退学を検討していますと

食費を削って何とかしのいでいる学生たちが、

なのに、今年度の予算見たら、学生への予算減

がら、必要とあれば柔軟に対応すると答弁されま

この年度末、退学、休学選択しなくていいように、

っているんですよ。前政権の目玉政策でもあった

た中でのコロナ禍で困窮しているという状況なん

んです。緊急事態宣言が延長されている今、アル

改めて学生向けの給付金、支給すべきと思います

給付奨学金、修学支援制度の予算は今年度は四千

の声もありました。

バイトのシフト減というのは続いています。学生

が、いかがですか。

八百三億円。昨年と比べて七十八億円も減ってし

した。ただ、今後の状況というのもかなり深刻な

料支援の状況です。筑波大学では、一月二十二日、

○内閣総理大臣（菅義偉君） 新型コロナの影響

その実態が分かるのが、各地で行われている食

の困窮状態、深刻化しています。

食料支援を行ったら長蛇の列で、三千人分に渡し
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いと思います。

質問を終わります。

これにて内外の諸課題（デジタル社会・情報通

まっていると。これで本当に学生支援できるんで

総理、いかがですか。全ての学生がコロナ禍で

信行政、ワクチンの接種体制等）に関する集中審

○委員長（山本順三君） 以上で吉良よし子さん

算、抜本的に増やして学費半額に、給付奨学金、

様々な影響を受けているんです。今こそ学費、値

議は終了いたしました。

○吉良よし子君 私は、今学費を値下げするべき

抜本的に拡充していくべきではありませんか。総

下げに踏み出すべきじゃありませんか。

本日はこれにて散会いたします。

すか。やっぱりそうじゃなくて、今こそ、困窮す

理、いかがでしょう。

○国務大臣（萩生田光一君） 大学の授業料につ

午後五時二十二分散会

の質疑は終了いたしました。
（拍手）

○国務大臣（萩生田光一君） まず、給付型が昨

いては、先生も御案内のとおり、各大学の判断に

だということを申し上げているわけなんです。

年度より減っているのは自然増でございまして、

より個別に設定されるものであり、御指摘の各大

る学生が広がっている今こそ、政府の高等教育予

十八歳人口が少子化の影響で減っていて、比率は

学の授業料そのものを引き下げることについては、
必要な財源の確保などの観点も含め、総合的な検

同じでございます。
学びの継続のための学生支援緊急給付金につき

討が必要であると考えています。
文科省としては、意欲と能力のある学生が、家

ましては、これまで学校が推薦すべきと判断した
全ての学生約四十二万人に支給を行いました。ま

育を受けられるようにすることが重要と考えてお

庭の経済状況にかかわらず、希望する質の高い教

人を対象に現在追加の支給を行っているところで

り、昨年四月から開始した高等教育の修学支援制

た、昨年秋以降に経済的に困窮した者など約一万
ございます。

し、コロナ禍において経済的に困難を抱える学生

ところです。また、学生支援機構の寄附金を活用

する学生への対応等の追加の支援策を盛り込んだ

昨年十二月に改訂し、無利子奨学金の充実や休学

金などの予算を削っているからでしょう。そこで

ないのか、上がっているのか。政府が運営費交付

目なんです。なぜ、大学任せにしていたら下がら

○吉良よし子君 学費、大学任せにしていちゃ駄

努めてまいりたいと思います。

度などを通じて、今後とも教育費の負担の軽減に

に対するきめ細かな支援につきましても実施をす

学生が困っているんですよ。食料支援利用した学

このほか、学生の学びの支援緊急パッケージを

ることとしております。まずは、これらの支援を

生たちのほとんど、アンケートで学費下げてほし
是非、この声に応えていただくよう強く求めて、

いと書いています。

着実に実施したいと考えております。
引き続き、新型コロナウイルス感染症の状況や
学生の修学状況等はしっかり注視をしてまいりた
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