【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

平成二十六年四月七日︵月曜日︶
︵未定稿︶
午前十時一分開会

議題といたします︒
本日は︑文部科学省及び厚生労働省の決算につ
いて審査を行います︒

まずは︑公立学校︑私立学校の耐震化について

お尋ねをしたいというふうに思います︒

公立学校施設は︑児童や生徒が一日の大半を過

ごす学習︑生活の場であるとともに︑災害発生時

○委員長︵金子原二郎君︶ ただいまから決算委
│││││││││││││

員会を開会いたします︒

には地域住民の避難場所となるなど︑重要な役割

平成二十五年八月︑昨年の八月でありますが︑

○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑お諮りいた
議事の都合により︑これらの決算の概要説明及

公表されました公立小中学校施設の耐震改修状況

委員の異動について御報告をいたします︒
藤嘉隆君︑尾立源幸君︑川田龍平君︑紙智子君︑

び決算検査の概要説明は︑いずれも省略して︑本

調査では︑八八・九％と大分進んできたように思

を担っております︒

舞立昇治君︑山田太郎君及び山口和之君が委員を

日の会議録の末尾に掲載することといたしたいと

いますが︑まだ耐震化が確保されていない公立の

します︒

辞任され︑その補欠として山谷えり子君︑江崎孝

存じますが︑御異議ございませんか︒

去る四日までに︑岩井茂樹君︑安井美沙子君︑

君︑小西洋之君︑相原久美子君︑柴田巧君︑辰已

小中学校が約一万三千棟︑耐震化率五〇％未満の

地方公共団体も一部見受けられるなど︑もう一踏

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺
○委員長︵金子原二郎君︶ 御異議ないと認め︑

平成二十四年度補正予算︑平成二十五年度予算

ん張りしなくてはならないと思っております︒

速記を止めてください︒

臣より地方公共団体宛てに耐震化加速の書簡を通

において耐震化予算の確保とともに︑文部科学大
○委員長︵金子原二郎君︶ 速記を起こしてくだ

︹速記中止︺

さよう取り計らいます︒

孝太郎君︑三木亨君︑松沢成文君及び薬師寺みち
よ君が選任されました︒
│││││││││││││
○委員長︵金子原二郎君︶ 参考人の出席要求に
関する件についてお諮りいたします︒
平成二十三年度決算外二件及び平成二十四年度

学校においては平成二十七年度のできるだけ早い

知していると聞いておりますけれども︑公立小中
│││││││││││││

時期に耐震化を完了させる方針と伺っております︒

さい︒

︵日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事・い

○委員長︵金子原二郎君︶ これより質疑に入り

決算外二件の審査のため︑本日の委員会に弁護士
じめ問題対策ＰＴ座長︶村山裕君を参考人として

ます︒

現在の見通しはどうなっているのか︑執行部に

出席を求めることに御異議ございませんか︒

さよう決定いたします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 御異議ないと認め︑

でございますので︑下村大臣︑まだ私のことは御

の馬場成志でございます︒決算委員会デビュー戦

○馬場成志君 おはようございます︒自由民主党

は極めて重要でございます︒公立学校について︑

地域の防災拠点の役割も果たすため︑その耐震化

校は子供たちの学習︑生活の場であると同時に︑

○政府参考人︵関靖直君︶ 御指摘のように︑学

お尋ねしたいと思います︒

│││││││││││││

認識でないかというふうに思いますが︑よろしく

文部科学省としては︑平成二十七年度までのでき

質疑のある方は順次御発言願います︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 平成二十三年度決算

お願いを申し上げたいと思います︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

外二件及び平成二十四年度決算外二件を一括して
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保に努めるとともに︑耐震化の進捗が遅れている

よる進捗に差が付いている状況でございます︒

共団体も一部見受けられるなど︑地方公共団体に

いる地方公共団体や耐震化率五〇％未満の地方公

一方で︑まだ耐震性のない建物を多数保有して

見込みでございます︒

行後の公立小中学校の耐震化率は約九六％となる

るところでございまして︑平成二十六年度予算執

○政府参考人︵関靖直君︶ これまでも耐震化の

お尋ねします︒

せんが︑更に何か御指導についてお考えがあるか︑

公共団体への指導等︑今も話があったかもしれま

○馬場成志君 あわせて︑取組が遅れている地方

耐震化を推進してまいりたいと考えております︒

共団体の計画を踏まえ必要な予算額の確保に努め︑

団体に対し耐震化を働きかけるとともに︑地方公

なると考えられますことから︑引き続き地方公共

目標達成に向けまして今後相当の予算が必要と

日現在の耐震化率は︑幼稚園が七九・四％︑高等

○政府参考人︵関靖直君︶ 平成二十五年四月一

るいは特別支援学校についてはいかがでしょうか︒

ありますけれども︑ほかに︑幼稚園︑高等学校あ

また︑今お尋ねしたのは公立の小中学校だけで

ふうに思います︒

その辺しっかりと取り組んでいただきたいという

るかということは本当に誰も分かりませんので︑

もあるのかもしれませんが︑何しろ地震がいつ来

いない︑決着が付いていないというようなところ

思います︒また︑統廃合の部分でまだ結論が出て

問題に関わっておる部分があろうかというふうに

地方公共団体に働きかけを行い︑平成二十七年度

遅れている地方公共団体に対しましては︑文部科

学校が八六・二％︑特別支援学校が九四・六％と

算を確保したところでございます︒

までの耐震化完了に向けて取り組んでまいりたい

学大臣からの書簡の送付︑あるいは様々な会議に

なっております︒

るだけ早い時期に完了させることを目標としてい

と考えております︒

おける説明︑また個別に文部科学省の職員が直接

文部科学省としては︑今後とも必要な予算の確

○馬場成志君 ありがとうございました︒

これらの学校につきましても︑小中学校と同様

共団体に対しまして︑特に耐震化が遅れている地

市町村を訪問いたしまして働きかけをするなど︑

今後とも︑各市町村に対しまして耐震化の必要

方公共団体を職員が訪問して助言するなど働きか

今︑必要な予算は確保するというようなお話で

性について理解を求め︑地震防災対策特別措置法

けを強化をいたしまして︑予算の確保を進めるな

に耐震化を進め︑安全性を確保していることが重

させることが可能なのでしょうか︒

や地方財政措置などの財政的な仕組み︑あるいは

ど︑この取組に努めてまいりたいと考えておりま

あらゆる機会を捉えて耐震化の推進について取り

○政府参考人︵関靖直君︶ 文部科学省では︑地

他の地方公共団体の取組を紹介いたしまして助言

す︒

ありましたけれども︑平成二十六年度の予算が︑

方公共団体の計画を踏まえまして︑平成二十六年

を行うなど︑働きかけを強化してまいりたいと考

○馬場成志君 さらに︑私立学校のことについて

要であると考えておりまして︑引き続き各地方公

度当初予算では公立小中学校の耐震対策を中心に

えております︒

もお尋ねをさせていただきたいというふうに思い

組んでいるところでございます︒

一千二百七十一億円を計上しております︒また︑

○馬場成志君 どこの団体も同じ立場でやってお

ます︒

今年度の予算が千二百七十億円であります︒それ

平成二十六年度当初予算と一体で執行される平成

られますので︑どこだけ厚くするということは難

で︑あと来年度が二十七年度でありますが︑完了

二十五年度補正予算におきましても一千五百六億

しいかもしれませんけれども︑やっぱり財政的な

国公立の学校と比較いたしまして︑耐震化は遅

円を計上することによりまして耐震化に必要な予
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私立学校の施設の耐震診断でございますけれど

○政府参考人︵常盤豊君︶ お答え申し上げます︒

伺わせていただきます︒

ついては今後どのように耐震化を進めていくのか︑

震診断の実施率も低いわけでありますが︑これに

れていると思っております︒それだけでなく︑耐

たいというふうに思います︒

うに思っております︒高く評価をさせていただき

から対策はしっかりと進んでいくものだというふ

とだというふうに思いますし︑これがあればこれ

を入れていただきました︒これは大変有り難いこ

わゆる建て替えについても補助をするということ

として︑私立学校施設の耐震改築事業︑これはい

大限努めてまいりたいと思います︒

省では引き続き私立学校施設の耐震化の推進に最

厳しい国の財政事情の下ではありますが︑文科

計百五十三億円を確保しております︒

替えに対する補助も含めまして百二十三億円︑合

年度当初予算では新たに創設した耐震改築︑建て

平成二十五年度補正予算で三十億円︑平成二十六

耐震診断率七二・二％でございます︒その向上を

す︒大学等につきましては︑二十五年五月現在︑

五年四月現在の耐震診断率六五・六％でございま

るとの試算もあるやに聞いておるわけであります︒

国の私学の耐震改修には約四千億から五千億掛か

が約六十億というところであります︒これは︑全

ただ︑気掛かりなのは︑本年度の予算というの

私学といっても︑これはもう都会でもそれぞれあ

力を持った私学もそれはあると思います︒しかし︑

るというふうに思うわけでありますが︑十分な財

私学は自力でやれとおっしゃる方もいらっしゃ

も︑幼稚園から高等学校等については︑平成二十

図るということが重要な課題であるというふうに

改修あるいは改築︑三分の一の補助あるいは二分

ると思いますけれども︑都会と地方で事情が違う

集中的に支援強化を行ってきておりまして︑さら

件の緩和︑長期低利融資制度の創設等を行うなど

校の耐震化が積極的に取り組まれるよう︑補助要

ましては︑早期に耐震化完了を目指しまして各学

考えております︒このため︑文部科学省といたし

能な限り早期に耐震化を完了することが必要だと

ことを踏まえまして︑私立学校施設についても可

人が必要とする総事業費ベースで数千億円に上る

の所要額を示すことは困難でありますが︑学校法

え︑改築が必要なものがありまして︑正確な予算

化については︑補強︑改修で行えるものと建て替

○国務大臣︵下村博文君︶ 私立学校施設の耐震

ことであるか︑お尋ねしたいと思います︒

るいは︑必要な予算は補正で追加していくという

大臣︑これは何とかならぬのでしょうかね︒あ

質問に入らせていただきます︒

ていただきますようにお願いを申し上げて︑次の

いったことからも是非とも一層の支援強化を図っ

とか私立だとかは関係ないわけであります︒そう

大きな災害でも起きれば果たすべき役割は公立だ

して︑当然︑地震は私学も襲うわけでありまして︑

んじゃないかなというふうに思っております︒そ

も地方の私学の方が耐震化についても遅れている

ておりますが︑そういったことから︑傾向として

○馬場成志君 ありがとうございました︒

認識をしております︒

の一の補助としても︑桁が違い過ぎるのではない

ことは今更説明するまでもないというふうに思っ

また︑耐震化につきましては︑国公立学校施設

かというふうに思っております︒

に平成二十六年度予算におきましては新たに耐震

と考えられるということから︑早期に完了させる

の耐震化が平成二十七年度に完了する予定である

改築事業の制度︑これを創設をしたところでござ

ためには今後相当の予算が必要となると考えられ

に思っておりましたけれども︑時間が厳しいかな

ありますとかいろいろとお伺いしたいというふう

東京オリンピックに絡んでスポーツ庁の設置で

います︒

ます︒
一方︑私立学校施設の耐震関連予算については︑

○馬場成志君 ありがとうございました︒
今お話がありました二十六年度からの新規事業
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をお尋ねしたいと思います︒

けれども︑それに関連してというか︑地方のこと

話もお伺いしたいというふうに思っておりました

その東京のこともお伺いしたい︑スポーツ庁の

意を表させていただきたいというふうに思います︒

があるかというふうに思っております︒心から敬

めそれぞれの立場の皆様方は休む間もない御苦労

ンピック︑この体制を整えるために︑また大臣始

二〇二〇年に本当に東京オリンピック・パラリ

かせていただきたいというふうに思います︒

というふうに思っていますので︑その中で一部聞

にお答えいただきたいと思いますが︒

れについてお答えいただきたいと思います︒大臣

を入れていただきたいというふうに思います︒そ

けです︒是非とも地方の施設の点検︑改修にも力

ばれないというような残念なことも予想されるわ

参加国のキャンプ招致にしても︑それが原因で選

じ土俵に立って練習ができなかったり︑あるいは

よって︑今のままの施設では地方の選手たちが同

よっては︑ルールの変更やあるいは規格の変更に

を把握しにくいという感覚を持ちました︒競技に

が︑スポーツに関連する所管もばらばらで︑状況

とです︒事前にいろいろとお尋ねをいたしました

ん︒

はしょってしまいました︒本当に申し訳ありませ

ていただいておりましたけれども︑時間の都合で

し訳ありませんね︒また︑国土交通省の方にも来

○馬場成志君 お尋ねしておったことが飛んで申

してまいりたいと思います︒

たいと思いますし︑国の方も必要に応じた支援を

ーツ施設の整備に努めていただくことを期待をし

等各種助成制度も活用していただいて︑各種スポ

して文科省のあるいは各省の国庫補助やくじ助成

振興等を図るため︑老朽化したスポーツ施設に対

も︑二〇二〇年東京大会を契機としてスポーツの

り上がりになると期待をいたしております︒しか

プを張ったりすることになれば︑これは相当な盛

に思います︒そして︑国内の多くの地域でキャン

を高めていくということにもつながるというふう

努力していくわけであります︒それが日本の活気

方でも夢の舞台を目指して選手︑指導者も必死に

を膨らませる舞台であります︒六年後に向けて地

れから成長していく子供たちにとっては大きく夢

以外にとっても大きな喜びであるし︑あるいはこ

その中で︑御指摘のように︑国際基準にのっと

としてもバックアップしていきたいと思います︒

ールジャパン体制で取組をしていくことを是非国

それぞれ既存の施設等を生かしながら︑まさにオ

ら各国に対するサポート等は︑四十七都道府県が

馬場委員御指摘のように︑事前合宿とか︑それか

でございますから︑これはやるわけですが︑ただ︑

リンピック競技そのものは︑これは東京都の主催

○国務大臣︵下村博文君︶ オリンピック・パラ

臣の方で︒下村大臣︑お願いいたします︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 時間がないので︑大

ですけれども︑神奈川県には三十三の市町村がご

ただきたいと思います︒私の地元は神奈川県なん

私は︑ちょっと地元のことからお話しさせてい

りがとうございます︒

本日は︑このような機会をつくっていただき︑あ

○島村大君 自由民主党の島村大でございます︒

とをお願いして︑質問を終了させていただきます︒

きながら︑これから進めていただきたいというこ

今申し上げたことをしっかりとお受け止めいただ

ことは十分承知しております︒そういった中でも︑

今回の開催は︑日本国民にとっても︑東京都民

し︑地方の様々な競技施設はどんな状況であるか

っていないということの中で︑あるいは老朽化し

ざいます︒横浜︑川崎︑相模原︑政令都市︑大き

まずは︑東京に集中しなければならないという

先週の決算委員会でも交通インフラの老朽化問

たスポーツ施設の整備を進めていくということは

な都市と︑それからそれ以外に十の市︑それから

ありがとうございました︒

題が取り上げておられましたが︑スポーツ施設に

大変重要なことであります︒地方自治体において

ということであります︒

ついても同じことが言えるのではないかというこ
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言いたいところなんですけど︑男性が十二位︑女

この神奈川県︑健康寿命は残念ながら︑一位と

のような県が神奈川県でございます︒

うに︑神奈川県は大都市から緑豊かな町まで︑こ

十九の町︑そして一つの村まであります︒このよ

心に上積みするという建議文がございます︒

価基準の引下げによって生じる余裕は技術料を中

この薬価の適正化を図るべきである︑そして︑薬

ては実勢価格を常時把握することが必要であり︑

ますけど︑この薬価差益については︑薬価につい

して︑前文はちょっと長いので省かせていただき

んだというふうに思います︒

形で上乗せしていくというような考え方であった

関してしっかりと本体の方にプラスにするような

の中において薬価差益分を︑これをマイナス分に

いうものもいろいろあったんでありましょう︒そ

を守るために診療報酬というのがありますよね︒

理由だと言われております︒この国民皆保険制度

度︑世界に冠たる日本の国民皆保険制度が一つの

の一位になった一つの理由として︑国民皆保険制

でございますよね︑今︒ＷＨＯも認めていますこ

大臣に︑健康寿命と平均寿命︑これは世界一位

ただきました︒

を日本一にするということを私は公約とさせてい

すから︑私は昨年の選挙で公約として︑健康寿命

非常に高いわけでありますが︑その差が十歳前後

ますとおり︑日本の国は平均寿命︑健康寿命とも

今の御質問でありますけれども︑おっしゃられ

○国務大臣︵田村憲久君︶ おはようございます︒

いただきたいと思います︒

の診療報酬に関してどのようにお考えか︑教えて

に含めまして︑大臣はこの薬価差益を含めて今回

は話合いは特に出ていないと思いますけど︑これ

がありまして︑それ以降は薬価差益に関しまして

このように︑昭和四十七年にこのような建議文

て使いたいと︑こういう要望を出しました︒

いまして︑この薬価の引下げ分も含めて財源とし

等々でこれは大変な財源が要るということでござ

やはりいろいろと今回の医療提供体制の見直し

ておったというわけでもないようであります︒

しも薬価の引下げ分が︑それを上乗せの財源にし

と︑こういうときもあるわけでありまして︑必ず

良くないんでしょうけれども︑更に本体マイナス

益ももちろん取られた︑取られたという言い方は

定は︑実は本体自体がマイナスですから︑薬価差

見てみますと︑やはり平成十四年︑十六年の改

性が十三位︑このようなところでございます︒で

この診療報酬に関しまして何点かお話をお聞きし

あるわけでありますので︑これをどう見ていくか

今般に関しましては︑私︑まずこれ秋の時点で︑

たいと思います︒

ております︒特にこの診療報酬に関しましては︑

して︑今年の四月から診療報酬改定の実施がされ

昨年の十二月に診療報酬改定の考え方が決まりま

報酬というのは二年に一度改定されております︒

を担保するものだと言われております︒この診療

療機関の状況︑こういうものを勘案するわけであ

政策的課題という問題もあります︒あわせて︑医

勘案しておるわけでありますし︑時の医療の課題︑

ろあるわけでありますが︑財政状況というものも

報酬改定自体の考え方というのはその時々いろい

今︑診療報酬改定のお話がございました︒診療

うなればどのような形で考えていくかというよう

は︑今までの改定︑この影響も勘案しながら︑言

ますので︑そういう意味では︑特に本体に関して

ことも考えなければならないということがござい

いう考え方︒それからもう一つは︑国民の負担の

なものに適正に付けると︑重点配分すると︑こう

一つは︑これは本体もそれから薬価もやはり必要

その後︑予算編成︑この基本方針の中において︑

薬価差益に関して今までいろんな御議論をいただ

ります︒今のお話は︑昭和四十七年︑このときに

なことであったわけでございまして︑私はそのと

は大きな課題であろうというふうに思います︒

いています︒そもそもこの薬価差益のお話が出て

は中医協の建議の中で︑時の医療の政策的課題と

この診療報酬というのは国民の受ける医療の質

きましたのは︑昭和四十七年の中医協で建議文と
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かなきゃならぬということで︑もうできる限りや

ざいます︒さらには認知症︑この対策もやってい

ゃいけませんし︑それから精神科医療も重要でご

きも︑そうは言うけれども︑がん対策もやらなき

それから︑時間もあれなので次に行かせていた

き︑しっかりとやっていただきたいと思います︒

のときに是非とも田村大臣に大臣を続けていただ

また診療報酬改定に関しましても︑引き続き︑そ

から︑これは引き続きこれを基にして︑二年後の

いますけれども︑その辺はいかがですか︑是非と

と国の方は考えていただけるということになって

に上がることがあれば︑このときまでにしっかり

すけど︑その辺を︑今度の一〇％を︑もし一〇％

もお聞きしたいと思います︒

はり薬価の引下げ分に関してこれを何とか診療報

る部分はこれは診療報酬のプラス部分に持ってい

これからも必要に応じて︑薬価が引き下げられ

います︒

いうような︑そのような決着になったわけでござ

て政策的ないろんな医療課題に関して対応すると

は基金というような形で九百四億円︑これにおい

体〇・一プラスということでございまして︑残り

という部分もあったんでありましょう︒実態は本

ま確保しましたので︑そういう意味では国民負担

特に︑消費税充当部分一・三六︑これをそのま

ことで︑ただ︑今回も︑八％に上がったときに診

ので︑医療機関がこれを全部かぶっているという

念ながら負担してもらうということはできません

がら︑保険診療の中では患者さんからその分を残

にはもちろん消費税を払うわけですけど︑残念な

と︑医療機関は機械とか材料とか薬品を買う場合

ものが消費税と言われていますけど︑非課税です

国に負担していただくということで︑そのような

です︒消費税というのは最終消費者の方が税金を

たときには︑この診療報酬改定というのは非課税

これに関しまして︑三％︑五％︑今回八％となっ

税に関わる問題で︑いわゆる控除対象外消費税︑

二番目には︑今の診療報酬に関しまして︑消費

いては引き続き検討することとされておりまして︑

抜本改革法において医療に係る課税の在り方につ

いずれにしても︑今後なのでありますが︑税制

と承知をしております︒

療機関等に手当てされるように対応しているもの

要財源を確保するとともに︑できるだけ多くの医

これを行い︑それに基づき︑診療報酬において必

率の引上げにおいても︑医療機関等の実態調査︑

社会保険診療については︑本年四月からの消費税

ろであります︒御指摘のとおりであります︒また︑

消費税分は診療報酬により手当てされているとこ

ては︑医療機関等が医薬品を仕入れる際に支払う

消費税が非課税とされている社会保険診療におい

先生御指摘いただいた部分なんですけれども︑

○副大臣︵愛知治郎君︶ お答えを申し上げます︒

くようにこれからも努力をしてまいりたい︑この

療報酬の中でその分を補填するということで今大

これは引き続き与党の議論の状況を踏まえつつ検

だきたいと思います︒

ように考えております︒

臣からもお話がありましたように︑補填はしてい

討してまいりたいと考えております︒

酬の方の財源にできないか︑こういう要望もさせ

○島村大君 力強い御答弁ありがとうございます︒

ただいています︒ただ︑これは︑補填が︑しっか

○島村大君 ありがとうございます︒

ていただきましたが︑最終的にはやはり国民負担

この薬価差益は︑ある意味︑医療界が自分たち

りと補填される医療機関と︑残念ながらちょっと

という問題︑これがございます︒

で自分たちの財源をしっかりと確保して︑その分

しっかりとされない医療機関︑また少し得してし

方式とか違う方式にした場合には︑これ事務的な

それほど時間は掛からないと思います︒もし課税

この非課税のままでもし行くのであれば︑多分

を診療報酬本体の方に持っていこうという考えで

まう医療機関も出てくると思うんですね︒
このようにちょっと不公平性があると思うんで

すので︑是非この考え方は継続していただき︑昭
和四十七年にこういう建議文が出ているわけです
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かりとその周知徹底する時間が必要だと思います

始め厚労省と早めに議論を始めていただき︑しっ

要だと思いますので︑そういう意味では︑与党を

問題とか︑やはり世の中に周知徹底する時間が必

対して︑この予防に対して効果があるということ

うな歯科保健というものが︑例えば誤嚥性肺炎に

○国務大臣︵田村憲久君︶ 例えば口腔ケアのよ

願いします︒

特定健診データ︑こういうものを集めて︑それを

を集める︑これはレセプトデータでありますとか

おっしゃられますとおり︑例えばいろんなデータ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今年度の事業の中で︑

やってきた保険者があられますので︑そういうと

活用して保険者等々でいろいろと保健事業等をや

歯科健診という話になってきますと︑これ︑例

ころを参考にしながら︑この歯科健診というもの︑

は我々もしっかり認識しておりますし︑健康寿命

ただきたいと思います︒よろしくお願いします︒

えば特定健診の中に入れていくという話になれば︑

これを推進を図りつつ︑一方で︑今言われたよう

ので︑これは是非とも︑あしたにでもとは言えな

次に︑時間があれなので︑三番目に︑今日お配

それは科学的知見でありますとかデータ︑この収

に︑糖尿病とそれから口腔ケア︑これに関しての

っていくと︒今までも効果のあるそういう事業を

りした資料があるんですけど︑皆様方のお手元に︑

集も必要でありますし︑あわせてその費用対効果

予防効果があるか︑また予防といっても発症予防

の延伸という意味では意味があると思います︒

読売新聞の一月十九日日曜版で一面に︑
﹁地球を

ということも検討しなきゃならぬわけでありまし

いかもしれないですけど︑早めに議論を始めてい

読む﹂というところなんですけど︑そこに垣添日

リーニングでありますとか︑歯科特定指導みたい

もあれば重症化予防もございますから︑こういう

そのような意味で︑これからもデータ収集しっ

な︑このような形の実施方法︑これを検討すると

て︑やっぱり保険者の理解を得られる︑そういう

これは︑歯科医療の課題ということで︑定期的

かりやりながら︑効果があるということがエビデ

いう事業をやっておりますので︑これでしっかり

本対がん協会会長がこのような文章を書いていた

な口腔ケアが必要だと︑また︑かむ力をしっかり

ンスとして出てくれば︑これは当然そういう方向

効果が出てまいりますれば︑当然のごとく必要な

ものをしっかり検証しながら︑必要な有効なスク

と維持していただければ健康寿命が延伸するとい

性になってくるわけでございますので︑そのよう

ものは健診の項目の中に入れさせていただきたい

ことが必要であろうというふうに思います︒

うことが書かれております︒これは大臣にも何回

な事業を努力してまいりたいというふうに思って

と︑このように考えております︒

だいています︒

かお話しさせていただいているんですけど︑この

おります︒
今回︑厚労省は︑歯科に関しまして︑口腔ケア

最後に︑読んでいただきますと︑こういう改革を
性肺炎など予防につながり︑健康寿命延伸を実現

の必要性︑また今お話ありました歯周病と糖尿病

○風間直樹君 田村大臣︑どうも初めまして︒参

○島村大君 実はまだ質問あったんですけど︑時

し︑ひいてはこれによって医療費を削減すること

に関しましてもデータを収集するということで今

議院議員の風間でございます︒今日はよろしくお

○島村大君 ありがとうございます︒

ができると書かれております︒

やっていただいていますので︑これがしっかり出

願いします︒

進めることで︑生活習慣病や認知症︑そして誤嚥

このように︑がんセンターの元総長が今このよ

ましたら是非とも特定健診に入れていただきたい

間ですので︑ここで終わらせていただきます︒

うなことをお話ししていますけど︑大臣はこれに

んですけど︑その辺はどうでしょうか︒

今日は︑厚労省の不正入札問題を取り上げます︒

ありがとうございました︒

関しましてどのようにお考えか︑一言よろしくお
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じる案件についての質疑であります︒理由は︑田

質疑はこれまでの私の質疑の中でも最も怒りを感

私︑長年この委員で質疑をしていますが︑今日の
祥事を起こしたわけであります︒

新しい民間出身の理事長の下でも︑また今回︑不

さんが新たに民間から就任をされた︒ところが︑

におきまして調査中でございますが︑私の認識の

弁護士等の外部委員が参画する厚労省の監察本部

すけれども︑その事実関係につきましては︑現在︑

者の雇用支援機構の理事長︑お越しいただいてい

入札問題でありますが︑今日は高齢・障害・求職

今回の職業訓練事業をめぐる厚生労働省の不正

厳しい指摘を受けて︑戸苅さんのように責任者が

ますが︑これだけ国会と検査院から毎回繰り返し

今回は︑今日この委員会で徹底的に質疑をいたし

ね︑毎年毎年です︑この機構の不正・不当行為︒

招いてしまったものであるということで︑大変申

の行為によりまして︑国民の皆様の大きな不信を

明をお聞きし︑その後︑飲食を共にする等の一連

書の案を示され︑それについて私どもの職員が説

本件は︑公示の前日に発注者である国から仕様

限りでお答えをさせていただきます︒

ますか︒小林理事長︑どこですか︒││はい︑あ

更迭されてもなお不正・不当行為を行うというこ

し訳なく思っております︒

調べてみますと︑平成十一年から毎年なんです

りがとうございます︒この機構が会計検査院に指

の組織︑私はもう自浄作用が働かないと︑こう判

村大臣もよく御承知のとおりと思います︒

摘されただけでも︑平成二十年︑二十二年︑そし
断しています︒

があります︒それは︑後ほど触れる平成十九年の

には︑労働局の人事︑組織をめぐる構造的な欠陥

機構がこうした不正・不当行為を繰り返す背景

そういった事情もあって︑受注側に立った︑売る

る側に立つということはほとんどございません︒

受注側︑つまり売る側ですね︑物やサービスを売

も機構は発注側︑つまり買う側でございまして︑

私どもの通常の契約業務におきましては︑私ど

て今回の平成二十六年度︑これはまだ指摘されて

大臣はこれ御案内のように︑この機構︑非常に

いわゆる都道府県労働局不正経理事件で表面化を

側に立ったコンプライアンスあるいはリスクマネ

いませんが︑不正・不当行為を繰り返し行ってい

悪質です︒今の小林理事長は三年前御就任をされ

した問題でもあります︒

ますが︑この戸苅さんが牛耳っていたのがこの機

めて︑言ってみれば労働局のドンだった方であり

この方は労働省に入って︑厚労省の事務次官を務

日の当決算委員会の議事録を読んでこの質疑に臨

小林理事長︑今日は事前に平成二十二年五月十七

略して高障機構と申し上げますが︑高障機構の

そこで︑以下︑質問をしてまいります︒

いわけでございますけれども︑それがなされずに︑

ちに頭と行動を百八十度切り替えなければならな

つまり︑受注側︑売る側に立った場合には︑直

ず︑深く反省をしているところでございます︒

ジメントに大きな抜かりがあったと言わざるを得

ます︒

ました︒小林さんの前は戸苅さんという理事長︑

構なんです︒

まれるよう要請をいたしました︒配付資料の六枚

厚労省と機構の通常業務の延長線上でやり取りが

今から三年前に不祥事を起こした︒で︑私がこ

目に当時の議事録があります︒

の決算委員会で徹底的に追及をして︑結果︑引責

なされてしまったと︑こういうことだと思います︒
省の認識を伺います︒

合のコンプライアンスあるいはリスクマネジメン

今回の不正入札問題に関して︑まず理事長の反

お越しの小林さんです︒ですから︑私は︑戸苅理

○参考人︵小林利治君︶ 短期集中特別訓練事業

トをしっかりとやってまいりたいと考えておりま

辞任をされました︒その後就任されたのが︑今日
事長時代までのこの機構というのは︑本当にもう

の入札手続で今回は問題が生じたわけでございま

今後は︑買う側のみならず︑売る側に回った場

腐敗し切った組織だと思っていました︒で︑小林

参議院記録部
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

の④を御覧ください︒傍線部のみを読みます︒

理︑公文書偽造などの犯罪行為が長年にわたって

この事件は︑四十七の全都道府県で不適正な経

ず︑関係者の懲戒処分の要求もしていなかった︒

機関である会計検査院は︑犯罪を検察庁に通告せ

刑事告発と懲戒処分も極めて不徹底だった︒憲法

県労働局不正経理事件の審議を簡単に振り返って

私︑あなた民間の御出身ですから余り今日厳し

組織的︑恒常的に行われてきたというものであり

人事院は︑公正な人事行政維持のため独自の懲戒

す︒

いことは言いたくないんです︒ただ︑今回の機構

まして︑第百六十六回国会参議院決算委員会で︑

権を持ちながら︑過去一度も行使したことがなく︑

厚生労働省による内部調査は全く不十分であり︑

が起こした問題の根の深さをしっかり御認識をい

当時の泉決算委員長の安倍総理に対する質疑が行

さびついた伝家の宝刀と化してしまっている︒総

おきたいと思います︒

ただいて︑その事実に基づいて答弁をされなけれ

われています︒配付資料の②であります︒また︑

務省は行政監視をしておらず︑国庫の適正な管理

○風間直樹君 小林さん︑今の御答弁︑そういう

ばこの機構の再生はあり得ません︒そのことを申

内閣に対する警告決議も配付資料③のとおり行わ

を任務とする財務省は現行法制度で十分に対応可

答弁では国会の理解は得られませんよ︒

し上げておきたい︒

れています︒この問題に関しては︑実に警告決議

能という現状認識であった︒また︑関係省庁は事

今日は︑配付資料で付けてありますが︑この二

が合計三回行われています︒

の部下たちから御説明を受けられましたか︒

けて﹂という冊子を平成十九年九月にまとめてい

院議員は︑
﹁新たな行政監視システムの構築に向

ところで︑このとき審議を行った山下栄一参議

に陥っていると思うに違いないと︒

の誰が見ても︑日本の統治機構は完全に機能不全

けを行っていなかった︒このような状況は︑国民

件対応において︑検察庁に対して積極的な働きか

十二年五月十七日の議事録︑ここに記されている

○参考人︵小林利治君︶ 概要は説明を受けたと

ます︒配付資料の四ページにその表紙を紹介いた

厳正な対処の必要性を表明されました︒そして︑

は︑入札の不適正さを認めて︑事実関係の調査と

ます︒配付資料の①を御覧ください︒ここで総理

算委員会で舫議員の問いに対して答弁されてい

この問題に関して︑安倍総理は三月十四日の予

なった︒そもそも我が国の公務員制度は何が問題

どが著しい機能不全に陥っていることが明らかと

テム︑所管省庁︑会計検査院︑人事院︑検察庁な

の組織ぐるみの不正行為に対し︑現行の是正シス

ように記しています︒この質疑を通じ︑行政機関

山下議員は報告書をまとめた動機を当時︑次の

ば︑決算委員会の存在意義が問われることになり

取り組んで成果を上げることがもしできないなら

だと思います︒今回の不正入札問題に真正面から

は完全に機能不全に陥っているという指摘は重要

す︒特に︑事件が氷山の一角にすぎず︑統治機構

臣︑私︑このことを大変残念に思うわけでありま

ける先達議員の指摘が生かされていない︒厚労大

経緯は︑あなたが就任されたときにあなたの機構

記憶しております︒

しました︒

厚労省の予算執行体制の再点検を明確に約束され

なのか︑本質に及ぶ議論をする必要がある︒また︑

今回の不正入札事件を見ると︑決算委員会にお

○風間直樹君 後ほどまた理事長に伺います︒

ています︒この総理の指示に各省庁そして機関が

ます︒

まず︑法務省と警察庁にお尋ねをします︒この

そこで︑以下︑質問を進めてまいります︒

参議院は行政監視機能の強化を図らなければなら
冊子には次のような記述があります︒配付資料

ないと︒

どう対応したのか︑今日は質問をしてまいります︒
さて︑質問に先立って︑労働局の不正・不当行
為を生む構造が端的に表れた平成十九年の都道府
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

○政府参考人︵上冨敏伸君︶ お尋ねは捜査機関

に対応されていますか︒

が求められることになると思いますが︑どのよう

合防止法違反の可能性がありますので︑当然捜査

問題は官製談合の疑いが濃厚であります︒官製談

の観点からしっかりとした捜査を期待いたします︒

札等の妨害について刑事罰を定めております︒こ

得ません︒官製談合防止法第八条︑職員による入

捜査機関からは働かないものと︑こう断ぜざるを

の労働局の行政に関しては私は十分なチェックが

けであります︒

求を検査院はできるというふうに記されているわ

一条には︑国に損害を与えたとき︑懲戒処分の要

も取り上げたいと思っています︒検査院法の三十

と思いますが︑この点はまた後日の決算委員会で

なお︑一般論として申し上げれば︑検察当局に

ますが︑検査院は今回の事案についてどのように

検査院の立場からも決して許されない行為であり

でございますが︑現在︑総理の御指示によりまし

○副大臣︵上川陽子君︶ 御指摘の問題について

から︑今回どのように対応されていますか︒

次に︑総務省に伺います︒

おいては︑法と証拠に基づき︑刑事事件として取
対応されていますか︒

て︑厚生労働省が徹底的な事実関係の調査を行う

次に︑検査院長にお尋ねをいたします︒

り上げるべきものがあれば適切に対処するものと

○会計検査院長︵河戸光彦君︶ 会計検査院は︑

とともに︑同省の予算執行のガバナンス体制の再

の活動内容に関わる事柄でございますので︑お答

考えております︒

従来から︑厚生労働省におきまして契約事務が適

点検を行っているものというふうに思っておりま

総務省の行政評価局は︑行政評価・監視の観点

○政府参考人︵荻野徹君︶ お答えいたします︒

正に実施されているかなどにつきまして会計検査

す︒

談合とは︑すなわち税金の無駄遣いであります︒

警察といたしましては︑個別の事案に関しまし

を行い︑不適切な事態につきましては検査報告に

えは差し控えさせていただきます︒

ては︑捜査しているかどうかも含め︑その対応に

○風間直樹君 模範答弁でありまして︑通常︑国

います︒

と証拠に基づき︑厳正に対処していく所存でござ

刑事事件として取り上げるべきものがあれば︑法

チェックの要請がこの場で行われました︒ただ︑

これまで歴史的に繰り返し検査院に対して様々な

ては︑この決算委員会で審議をしておりますが︑

○風間直樹君 検査院のチェックの権限をめぐっ

対処してまいりたいと考えております︒

まして事実関係を確認するなどしまして︑適切に

今回の事態につきましても︑厚生労働省に対し

にとどまらず︑行政の制度︑仕組みそのものを改

る動向を注視いたしまして︑個別の事案への対処

ただ︑今後︑厚生労働省自身の調査を始めとす

て直ちに調査をすることは考えておりません︒

状におきましては︑御指摘の個別の事案に着目し

既に厚生労働省における取組が開始されている現

らかにすることを本務とすることではないために︑

事件に着目をいたしましてその事件の問題点を明

総務省行政評価局の行政評価・監視は︑個別の

会ではこのような答弁を捜査機関としてはされる

残念ながら︑それが十分に実施されたとは私自身

善する必要があるのではないかと認められるよう

掲記するなどしてまいりました︒

わけであります︒しかし︑冒頭申し上げたとおり︑

感じられないのであります︒今日の質疑を通して︑

な場合には︑必要な対応を検討してまいりたいと

つきましては答弁を差し控えさせていただきたい

今回の不正入札は︑繰り返し行われている不正・

検査院の法的権限︑そしてそのチェックの体制︑

考えております︒

と存じます︒

不当行為の再発であります︒これをもし捜査当局

法的な根拠の弱さというものを浮き彫りにしたい

なお︑一般論として申し上げますと︑警察は︑

が今回も見逃すとすれば︑もはや厚生労働省のこ

参議院記録部
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

ただきたい︒

ことをいま一度本省にお帰りになって御確認をい

の答弁原稿に書かれた内容ではないんです︒この

総務省の行政評価局の意義︑役割というのは︑今

思います︒ただ︑ここで指摘をしておきますが︑

かれた答弁原稿をそのままお読みになっていると

○風間直樹君 上川副大臣︑今日︑部下の方が書

いる行政評価局なんです︒

められ設置をされたのがこの総務省に今置かれて

隊︑部局が必要であると︒その部局として実は求

し︑監視し︑是正するために︑その手足となる部

公務員の不祥事︑不正・不当行為をしっかり調査

されまして︑この委員会の決議として︑委員会が

それを受けて︑参議院に行政監視委員会が設置を

て取り組むことを世論から求められたわけです︒

の機関として総務省の評価局が仕事をしなきゃい

指示をされていると思います︒しかし︑チェック

確かにあるでしょう︒その下で田村大臣が様々な

それとはまた別なんですよ︒安倍総理の御指示は

当然必要です︒ただし︑総務省の評価局の役割は

で︑上川副大臣︑それはもっともなことなんです︒

○風間直樹君 厚労省のガバナンスはガバナンス

っております︒

この行政評価局︑どういう経緯で設立されたか︑

けない︒このことを再度この場で強く指摘をして

員会と連動して︑今回のような様々な中央省庁に

次︑人事院にお尋ねをいたします︒

ですから︑本来この局は︑参議院の行政監視委

○副大臣︵上川陽子君︶ 様々な行政活動におき

よるあるいは独法による不正・不当行為が行われ

公務員不祥事の観点から︑人事院は今回どのよ

副大臣︑御存じですか︒
まして︑それぞれの省庁が所管をする案件につい

たときに︑それを実際に視察に行く︑検査に行く︒

おきます︒

てはそれぞれの省庁でしっかりと政策を評価をし︑

うに対応されていますか︒

職員が非違行為を起こした場合の懲戒処分につ

執拗にそれを毎年繰り返す︒今回の機構のように
とを行政監視委員会に報告をしつつ︑参議院の行

きましては︑部内の事情に通暁し︑事実関係を十

また︑質を向上するとともに最適な行政サービス
個別の省庁における問題というものを超えて︑総

政監視委員会が行政の監視と是正を行うというの

分把握できる立場にある各府省の任命権者が懲戒

○政府参考人︵井上利君︶ お答えいたします︒

務省として全体としての政策評価あるいは行政評

が実はあなたの下にある局に求められている機能︑

権者として動機︑態様及び結果等を考慮して責任

同じようなことを繰り返す機構があれば︑そのこ

価を徹底していくということで︑二段階構えのそ

権能なんです︒

をしていくということでございますが︑そうした

うした評価制度ということによって行政のガバナ

○風間直樹君 副大臣︑それでは不十分なんです︒

れたものと承知をしております︒

○副大臣︵上川陽子君︶ ただいま厚生労働省の

すか︒

していただきたい︒そのことをお約束いただけま

あなたの部下たちにこの問題に関する監視を指示

懲戒処分の指針におきまして︑平成十九年に入札

な対処を求めているところでございますが︑この

ど︑各府省に対し服務規律違反行為に対する厳正

な事例について標準的な懲戒処分の種類を示すな

人事院では︑懲戒処分の指針を発出し︑代表的

を持って決定すべきこととされております︒

と記憶をしていますが︑参議院の行政監視委員会

中でガバナンスを発揮しながら徹底的な調査をし

談合等関与行為防止法の規制が強化されたことを

そのことを是非御理解をいただいて︑そして︑

の要請によってその役割を規定されています︒当

ているということでございますので︑その動向を

踏まえ︑翌平成二十年に入札談合等に関与する行

ンス全体を向上させると︑こういう趣旨でつくら

時︑警察の不祥事等々︑いわゆる公務員の様々な

しっかりと見極めた上で対応してまいりたいと思

この総務省の行政評価局は︑平成十一年だった

問題が噴出をしました︒これに対して︑国会とし
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○内閣官房副長官︵世耕弘成君︶ まだ調査中だ

こうして前回再発防止を確約しているだけに︑

ておりません︒

関係機関が十分連携を図って対処すべきものであ

今回再び総理を務める安倍総理の責任は極めて重

○風間直樹君 皆様には︑配付資料の⑤︑傍線部

為に関する標準例を新たに追加する改正を行って

う契約の締結に関し︑その職務に反し︑事業者そ

いわけであります︒関係機関の連絡のために具体

を御覧いただきたいと思います︒山下議員の資料

と思いますので︑私自身はまだ中間的な報告は受

の他の者に談合を唆すこと︑事業者その他の者に

的にどのようなリーダーシップを総理が発揮され

であります︒このように書かれています︒本当に

る︑再発防止に万全を期してまいるとの答弁を行

予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること

ているのか︒今︑こうして関係機関に質問をしま

しなければならないことは︑これまで幾度となく

おりまして︑入札談合等に関与する行為につきま

又はその他の方法により︑当該入札等の公正を害

してもどうも連携の様子が希薄でありますが︑世

不祥事が繰り返されながら︑なぜ省を挙げた︑つ

けておりません︒総理その他の人に対してどうい

すべき行為を行った職員は︑免職又は停職とする

耕官房副長官︑いかがでしょうか︒

まり厚生労働省を挙げた組織︑人事の抜本的見直

っています︒平成十九年の答弁です︒

こととしております︒

○内閣官房副長官︵世耕弘成君︶ 今回の事態に

しが行われてこなかったという本質的原因の究明

しては︑この指針において︑国が入札等により行

円滑な運営を図っていくためには︑職員が国民全

関しては︑安倍総理はまさにリーダーシップを発

である︒

う報告が入っているかは︑ちょっとまだ承知をし

体の奉仕者としての使命を自覚し︑厳正な規律と

揮をされて︑厚生労働大臣に対して︑事実関係を

国民の公務に寄せる期待と信頼に応え︑行政の

高い倫理観を保持しつつ︑その職務に精励するこ

まず徹底的に調べろということ︑そして厚生労働

これが今日に至るまで結局なかったから︑また

とが何より肝要であり︑このような国家公務員の

再発しているのではないかと思います︒

が必要であるかどうか︑それがどういったもので

えて︑今御指摘のような︑各府省間連携した対応

をまずやっていただいて︑その調査の結果を踏ま

まずは︑厚生労働省内におけるそういった調査

ますけれども︑とにかく問題が報道されたときに︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今般の事案でござい

考えですか︒

問題の解明が必要ですが︑この点︑どのようにお

この行政の組織︑人事の在り方という観点からの

省の中のガバナンスをしっかりチェックしろとい

服務義務違反行為に対して厳正な対応が行われる

あるかどうかということを判断をしてまいられる

これはもう幾つかその時点で本来あってはいけな

本分にもかかわらず服務規律違反行為が発生した

よう︑今後とも各府省に対する指導等に努めてま

というふうに思っております︒

い︑そのような行政行為が行われておったと︒例

厚労大臣に伺います︒今回の問題に関しても︑

いりたいというふうに考えております︒

○風間直樹君 田村大臣から官邸に対して当然途

えば︑省内で決裁がないにもかかわらず公示をし

うことを指示をされています︒

○風間直樹君 さて︑配付資料の②を御覧いただ

中経過の報告が入っているんだと思いますが︑世

ている︑そして︑公示をしたものをその後数時間

場合には︑各府省において厳正な対応を行うとと

きたいと思います︒労働局不正経理事件の審議の

耕副長官︑どのような報告が入り︑それをどのよ

で取り下げて︑その後︑若干時間たってからであ

もに︑必要な再発防止策が徹底されることが重要

際の泉決算委員長の対安倍総理質疑であります︒

うに受け止めていらっしゃいますか︒

人事院といたしましては︑服務規律が保持され︑

であると考えております︒

資料二ページ目の一番下の部分で︑安倍総理が︑

参議院記録部

- 12 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

とでございました︒即座に︑これは再入札という

りますけれども︑違う内容を出しておるというこ
ったんであろうというふうに思います︒

なやはり交流といいますか︑なあなあの部分があ

おいて現役出向がいる︒その中においてのいろん

うに思っております︒

全面的な総点検をさせていただきたいと︑このよ

におつくりをいただいた監察本部でございまして︑

ンズの不祥事があったときに︑民主党政権のとき

部というのがございます︒これは︑コンタクトレ

これ不適切だということもありますので︑監察本

での調査で幾つかのことが分かってきたんですが︑

調査を省内でいたしました︒しかし︑大臣官房

省は︒入札掛けても一者しか来ないと︒これもそ

応札というものが比較的多いんですね︑厚生労働

企画を争うというようなものでございます︒一者

であります︒金額を争うものではなくて︑中身の

れは随意契約の中におく企画競争入札というやつ

れは一般競争入札ではないわけでありまして︑こ

ただ︑今般の事案は︑入札ではありますが︑こ

特にこの機構︑もうむちゃくちゃです︒むちゃく

ですよ︑大臣︒御案内のとおりだと思いますが︒

○風間直樹君 これ︑厚労省は本当︑根が深いん

ていただきたいというふうに思います︒

検をさせていただいて︑再発防止しっかりとさせ

しましてこのガバナンス体制の総チェック︑総点

もお話がありましたけれども︑予算執行全般に関

いずれにいたしましても︑今︑世耕副長官から

ことで指示を出したわけであります︒

民間から有識者の方々を入っていただいて︑これ

から︑この機構の廃止を私は求めたい︒そもそも

ちゃです︒私は︑大臣︑この機構はもうこれだけ

して︑この一者入札も実は︑元々随契を企画競争

存在意義が低い組織は必然的にモラルが低下しま

のような︑それに近い案件であったんであろうな

この公務員の不祥事に関してどう考えるかとい

入札にしたのは︑これは民主党政権でチャレンジ

す︒恐らく機構がやっている職能訓練等の事業の

はもう本当に外部の目でしっかりと調査をしてい

う話なんですが︑これはあくまでもまだ調査の結

をいただいたんです︑なるべく民間にということ

存在意義が低いんでしょう︒だから︑これだけ

問題︑不正・不当行為を繰り返して︑国会で追及

果が出てこないと分かりませんが︑私が今何とな

で︒その中において︑本当に一者入札しかないよ

様々問題を起こすんだと私は考えています︒機構

と︒その中において︑なあなあの中においてやっ

くつかんでおる感じといいますのは︑元々この職

うなものを民間に任せる︑民間といいますか︑企

の廃止を検討されるように求めたいと思います︒

ただける︑そういう機関でございますので︑我々︑

業訓練︑能力開発というのは国がやっておった仕

画競争入札する方がいいのか︑いや︑それでもし

時間の関係がありますので︑最後に幾つかを指

されてもやめない︑検査院に言われてもやめない︒

事であります︒それを特殊法人にして︑更にスリ

た方がいいという部分もあると思います︒そこは

てはいけないような行為が行われたんであろうな

ムな政府にしなきゃいけないということで独立行

これから総点検をさせていただく中において︑本

今大臣もおっしゃいましたが︑今回のこの不公

今その下で調査をしっかりとさせていただいてお

政法人にした︒今もなお多くの現役出向がおりま

来︑これは随意契約で︑特命でというものがある

正行政︑不正・不当行為ですね︑組織︑人事が公

もう役割を終えたと思います︑機構自体が︒です

す︒これはなぜかというと︑まだ人が育っていな

のならばそれは戻さざるを得ないでありましょう

正で能率的に機能しないところに本質的な問題が

と︑このような部分がかいま見えるわけでありま

いということがある︒それは元々国がやっておっ

し︑いや︑それもできるんだというのならばこれ

あると思います︒問題の解決を今関係大臣から御

ります︒

た仕事なものでありますから︑それを外に出した

は広く民間に広げていく︑こういうことも含めて

摘をさせていただきたいと思います︒

ときにやはりなかなかやれる人たちがいない中に
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長の引責辞任を求めた質疑をやったのは民主党政

ありますし︑不適切です︒私︑前の戸苅利和理事

努力だけで解決をするということはもはや困難で

政権の頃から見ていて思うんですが︑政府の自助

答弁いただきましたけれども︑私はこれは民主党

織として強力で継続的な調査を担保すべきと私は

る調査権限は弱いものであります︒国会附属の組

内閣から独立した組織といいつつ︑各省庁に対す

法的な権限が弱いということなんだと思います︒

うことなんでしょうか︒それは︑やはり検査院の

はやってまいったつもりでございますけれども︑

て︑コンプライアンスに関しましてはやれること

アンス︑私は民間企業出身ということもありまし

○参考人︵小林利治君︶ これまでもコンプライ

意をお聞かせください︒

って︑あなたの今後の不正・不当行為防止への決

検査院長︑この高障機構︑今私は大臣に廃止を

考えています︒後日の質疑でこの点また取り上げ

織︑人事の在り方について国会が強い関心を持っ

求めましたが︑廃止されるまでの間︑同機構への

まずは︑繰り返しになりますけれども︑我々売

権のときでしたが︑あのときも非常に苦労しまし

て常時監視を行うこと︑そして法律を誠実に執行

会計検査を毎年︑繰り返し執拗に行ってください︒

る側として︑ほとんどないわけですけれども︑ま

残念ながら今回︑先ほど申し上げました背景があ

するという内閣の憲法上の義務の履行を確保する

毎年の検査報告書を内閣に提出された後︑私は大

れにあるわけで︑その売る側に立った場合のコン

たいと思います︒

必要があると︑このように考えています︒

小を含めて機構に関する内容を検査院に毎回︑毎

プライアンス︑これを徹底をする︒それから︑さ

た︒今回も同じ問題がまた起きている︒行政の組

もう一点︑これは決算委員会ですから申し上げ

年しつこく確認をさせてもらいます︒問題があれ

らにはコンプライアンス全般につきまして︑これ

ったとはいえ︑このようなことが起きたというこ

ますが︑予算審議というものには当然決算の視点

ば︑国会で取り上げ追及をします︒それぐらいや

つながりません︒これは復興予算の流用でも明ら

捕り合戦になりかねません︒公共の利益の実現に

らないと思います︒

や様々な機関の不正・不当行為というのはなくな

らないと︑この機構に限らず︑私は独立行政法人

ちを新たに取り組んでまいりたいというふうに思

それを更に徹底をさせると︒こういうことで気持

までも様々な施策をやってまいりましたけれども︑

とは誠に残念であります︒

が必要です︒それがないと省庁割拠主義による分

かだと思っています︒この際︑予算委員会と決算

我々国会議員が委員会の場で追及をし︑問題と

○風間直樹君 最後に︑委員長に要請を申し上げ

います︒

委員会を統合して財政委員会といったようなもの

して取り上げても︑それが一過性に終わってしま

先ほど申しました︑会計検査院がこの機構に毎

をつくるべきではないかなというのが私の問題意

問題を常設の組織が︑毎年︑中期的︑長期的に繰

年繰り返し検査に入ること︑このことを後日理事

ます︒
り返し調査をして︑問題のある機関に対し実際に

会で御協議いただきたいと思います︒

うことが多い︒大事なことは︑議員が取り上げた

会計検査院の法的な位置付けについて再検討すべ

入って︑そして︑それが改善されたかどうかを確

○委員長︵金子原二郎君︶ 理事会で協議をいた

識であります︒

きだと思っています︒私も今回︑この委員会に所

認していく︑このことではないかということを今

それから︑検査院に申し上げたいんですが︑私︑

属させていただくのはたしか四回目ですが︑毎年

します︒

○風間直樹君 ありがとうございました︒終わり

日強く感じています︒
最後に︑小林理事長︑今日の質疑をお聞きにな

同じことを質疑し︑チェックをしながら︑繰り返
し不正・不当行為が起こるというのは一体どうい
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を︑私はこの直近が出る前に︑前の数字も過去最

正規の割合が三八・二％︑本当に過去最高レベル

二〇一四年の二月現在︑全雇用労働者に占める非

いただきましたけれども︑直近の数字が出ました︒

厚生労働委員会でも︑先日︑私︑質問をさせて

す︒本日はよろしくお願いいたします︒

○相原久美子君 民主党の相原久美子でございま

ます︒

家計は豊かになるんだと思います︒

ませんし︑働けば所得が増えますからその分だけ

ので︑それが増えること自体は悪いことではあり

方々は望まれて働いておられるわけでございます

ート労働というような形で働き出した︒そういう

働ける時間を働きたいというような形で例えばパ

すから︑そういう方々が非正規︑つまり︑自分が

割合が下がってきておるという形があります︒で

られると︑こういう傾向があります︒非労働力の

景気が良くなってこられまして働き出してきてお

といいますと︑今まで働いておられなかった方々︑

して盛り込んでおるような次第であります︒

ていただきたい︑このようなことを我々も施策と

中心に何とか正規に向かってキャリアアップをし

応援をさせていただく中において︑もう若い方々

ワーク︑新卒応援ハローワーク︑このような形で

ル雇用でありますとか︑さらに︑わかものハロー

らキャリアアップ助成金でありますとかトライア

期的なキャリア形成支援でありますとか︑それか

員がおっしゃられました雇用保険の改正で︑中長

かなきゃならぬということでございまして︑今委

規に向かって我々も一生懸命環境を整備をしてい

若者の非正規︑この割合だろうと思います︒この

こういう状況にありまして︑特に懸念されるのは

れが十五から二十四︑それから二十五から三十四︑

年層となるとちょっと話は別でございまして︑こ

ただ︑今委員がおっしゃられましたとおり︑若

とでよろしいですね︒

加というのは好ましくないと捉えているというこ

○相原久美子君 基本的には︑若者の非正規の増

いたいと思います︒

まず︑若者の雇用安定に向けた施策について伺

高と言ったんですが︑それを上回ってしまった︒

間︑政府として非正規から正規への施策というの

これに関してはいろんなことが理由としてはあ

お答えいただきましたように本当に多くなってい

いる︑いわゆる不本意非正規ですよね︑今大臣が

その上で︑今お話しいただきましたように︑本

そこで伺いたいのですが︑現政権はこの非正規

るんだと思いますが︑例えばずっと景気が悪い中

るんです︒以前は︑大臣もおっしゃっていました

ここら辺のところがやっぱり増えてきておる︒特

が増えていくという状況を好ましくないと考えて

において新卒の方々が正規の職が就けなかった︑

多様な働き方︑これが選択できるというのはよい

を幾つかやってきたわけですけれども︑実は先日︑

いると捉えてよろしいのでしょうか︒

これはいろんな理由があります︒大企業を目指さ

じゃないかと︑私も否定はしません︒ただ︑本当

当に︑多様な働き方そのものを否定するわけでは

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今委員おっしゃられ

れて挫折されたということもございます︒そうい

に問題なのは︑この国の将来を考えたときに︑こ

に︑二十五から三十四のところは他の世代と比べ

ましたとおり︑全労働者の中に占める非正規雇用

う意味に関しましては︑例えば中小企業とのマッ

の不本意非正規をどうしていくかということが私

雇用保険法の改正でも新たな形の施策をという形

の割合が三八・二％と︑これ二月の数字でありま

チングなんかをいろいろと今させていただいてお

どものこの国にとって非常に大きな課題だと思う

ないのですけれども︑望まないで非正規になって

す︒中身は分析しなきゃいけないと思います︒

りますが︑いずれにいたしましても︑不本意で非

んです︒

ても割合が高いわけであります︒

といいますのは︑やはり昨年見ていますと︑総

正規でおられるという方々に対しては︑これは正

で成立いたしました︒

務省の労働力調査でありますけれども︑どちらか
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き方︑特に不本意な方々に関しては︑一つは︑や

○国務大臣︵田村憲久君︶ 非正規雇用という働

いしたいと思います︒

えていらっしゃるのか︑もしお答えがあればお願

りこの不本意非正規の課題なのだというふうに捉

げていただくんであれば︑どういうことがやっぱ

は何なのだというところをもしポイントとして挙

いうことを御紹介いただきましたけれども︑課題

を改善していくための施策として取られていると

その上で︑今幾つか︑この不本意非正規︑これ

してほとんど扱われないような働き方でございま

ます︒事実上︑あれは正規で入っても中で正規と

っても︑今ブラックというような働き方がござい

させていただくということ︒あわせて︑正規で入

行っていただくためのいろんな我々道具を準備を

方には入られたんですけれども︑そこから正規に

もう一つは︑今申し上げたような︑一度非正規の

こういう施策を一つしっかり打つこと︒それから

ゃんと正規の雇用に望まれる方が行っていただく︑

っと幅を広めにしておりますけど︑そこでまずち

いかと思うんです︒

やはり企業の質が私は変わってきておるのではな

はないかと︒私たちが働き始めた世代のときと︑

とかという企業の姿勢も︑これまた出てきたので

とか労働条件の劣悪な状況で収益を上げていこう

きたとか︑まさに︑何というんでしょうね︑賃金

いたように︑ブラック企業と言われる企業が出て

だと思います︒でも︑もう一つ︑今御指摘いただ

練をさせていって転換していくということは必要

業訓練をさせたりとか様々なキャリアアップの訓

ではなくて︑企業の育成ということもある意味国

グローバル社会になりました︒ですから︑競争

○相原久美子君 そうなんですよね︒今御指摘い

の施策として必要なのではないかと思うんです︒

す︒このような若者を使い捨てにする企業に対し

かなか難しい︒若年で非正規の方々︑これもうそ

ただいたように︑確かに︑非正規から正規へ行き

その意味で︑なかなか企業の育成というのは国と

はり職業が安定しないわけでありますし︑賃金も

ういうような方々の世代が四十五そこそこまで来

たい︑それから正規であっても非正規に近い形と

してすることは難しいでしょうけれども︑そこを

は非常に厳しい競争になっているとは思います︒

ているわけでございますので︑そういう方々︑も

いうのがある︒で︑いろいろな施策を打ってきた

つくっていくやはり施策︑これが必要なのではな

ましてもしっかりと我々はチェックを入れていく︑

う若年ではなくなりつつあるわけであります︒そ

かと思います︒でも︑この基本がちょっと違うの

いかと思うのですが︑これはちょっと質問通告し

低い︑さらには自ら能力開発する機会がないわけ

ういう方々も含めて︑やはりしっかりと職業能力︑

ではないかなというのが私自身の考え方なんです︒

ておりませんけれども︑大臣として︑ちょっと姿

でも︑教育訓練という若者に対するそういう訓練

能力開発ができるような︑そんな施策が必要であ

それはなぜかというと︑こういう立場になった

勢というか方向性︑決意も含めて︑よろしくお願

これも大変重要なポイントであろうというふうに

ろうということでございまして︑そういう意味で︑

のは若者の問題なのだというふうに捉えているん

いします︒

でありまして︑正規につなげていくためにはやは

先ほど言いました雇用保険制度の改正であります

ですね︒キャリアアップをしなきゃならない︑だ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 大前提は法令をしっ

も必要ですけれども︑若者に責任転嫁をするだけ

とか︑またキャリアアップ助成でありますとかト

からいろんな職業訓練をさせていこう︑転換をで

かり守っていただく︒これは労働基準法も含めて︑

考えております︒

ライアルというようなものも組み込まさせていた

きるようにしていこうと︒でも︑側面が︑私は企

時間外労働に関しましてちゃんと賃金を払うであ

り御本人の能力開発というものがないことにはな

だいておるわけであります︒

業の資質の問題もあると思うんです︒確かに︑職

まず入口で︑学校を卒業して︑新卒者も今ちょ
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

力のことがありますので︑なるべくコストを抑え

ざいました︒対外的に︑輸出産業に関しては競争

一つは︑円高傾向の中で競争力という問題がご

ます︒

経済と密接につながっておるところがあると思い

れた側面からすれば︑多分バブル崩壊後の日本の

うのは大前提でありますが︑今委員がおっしゃら

りますとか︑そういうものをやっていただくとい

政策をさせていただく中において︑若い方々が︑

でございまして︑安倍内閣において今そのような

くっていくことがやはり重要であろうということ

る︑だから賃金上げられるというこの好循環をつ

脱却して︑ちゃんと企業が利益を乗せて物が売れ

それからもう一つ︑内需型では︑やはりデフレを

うな国内の市場といいますか環境をつくること︑

はりちゃんと輸出に関しては競争力付けられるよ

そのような意味からいたしますと︑一つは︑や

研修の機会等々もないんだからということでこう

先ほど大臣がおっしゃいましたように︑非正規が

て二十五年度予算で三百五十五億︒しかしながら︑

りました︒二十四年度の補正予算で六百億︑そし

ャリアの転換︑そういうことで予算を付けてまい

ずっとこの間︑雇用安定ですとか︑それからキ

と思います︒

していただくということでの次の政策に伺いたい

ないのではないかと︑そういう思いを是非共有化

りあずかる人間として我々の役目はそれではなら

ちはしっかりと見詰めていかなければ︑国のやは

ないと勝てないと︑人件費等々も高いということ

我々が勤めた頃は勤めれば来年は月給どれだけ上

いう補正等々で私は機会をつくってきたんだと思

あったんだと思います︒

がございます︒いっときは輸出産業空洞化なんと

がるということがもう必ず見えていたわけであり

りますとか︑それからちゃんとした労働時間であ

いうことを製造業は言われて︑事実今空洞化にな

若しくは効果が現れていないとするなら今後どう

うんですけれども︑これを取り組んできた結果︑

で家が買えない︑車が買えないというような状況

していこうとしているのか︑それについて伺いた

ますけれども︑そういうような状況じゃ今なって

とせません︑上げなくても落とせない︒すると︑

でもございます︒それを好循環に戻していって︑

いと思います︒

りつつございますけれども︑これは︑難しいのは︑

非正規という働き方の賃金を抑える中において平

働く方々が将来に向かって人生設計が立てられる

○政府参考人︵宮川晃君︶ 若者の安定雇用の確

どういう状況であったのか︑効果が現れたのか︑

均の賃金が下がっていくというのがここ数年来︑

ような︑そのような環境を我々はつくってまいり

保に関する予算について御説明申し上げます︒

おりませんから︑どうしてもローンが組めないの

もう十年以上でありましょうか︑そういう流れで

たい︑このような思いの中で︑今現在︑政策を進

正規社員はなかなか︑御承知のとおり︑給料を落

あったと思います︒

はどうしたって外からのものが多いわけでありま

価格がどんどん下がります︒下がると︑原材料費

ていく︑そういう施策を打っていくということも

私も十分理解できます︒そして︑状況を好転させ

○相原久美子君 経済政策が必要だということは

を支援する地域若者サポートステーション事業の

ジ奨励金の創設及びニートの若者等の職業的自立

として雇用する事業主を支援します若者チャレン

規雇用の若者に訓練を行い︑訓練終了後に正社員

平成二十四年度補正予算におきましては︑非正

すから下げられない︑すると︑賃金を下げざるを

私は必要だと思います︒しかしながら︑ここで︑

拡充を行ったところでございます︒

めさせていただいております︒

得ない︒すると︑ここも同じ話で︑正規は下げら

働く人間が将来に展望がなくなっていった︑そし

内需産業に関しては︑デフレであります︒物の

れない︑すると︑非正規という方々の割合を増や

て疲弊していったときのこの国の先をやはり私た

若者チャレンジ奨励金につきましては︑本年二

して全体として落としていくというようなことが
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

業につきましては︑ジョブサポーターによるきめ

た︑新卒の方々に対する新卒応援ハローワーク事

五千人が進路を決定したところでございます︒ま

きましては︑平成二十四年度におきまして約一万

また︑地域若者サポートステーション事業にお

いりたいと考えております︒

析を行い︑その成果を今後の対策に反映させてま

終了したところでございます︒今後︑実績等の分

措置となっておりまして︑本年の三月末で受付を

っておりますが︑これは︑この事業奨励金︑時限

うことで︑予算を︑想定した人数を上回る形でな

月末時点の訓練受講予定者数三万三千百四人とい

受けながらということをされて︑そして結果に結

サルタント︑要するに対面式でいろいろな相談を

なところでこの施策を遂行するのにキャリアコン

そこで︑もう一点お伺いしたいのですが︑様々

な形でこれからの取組をお願いしたいと思います︒

こになっちゃいます︒是非これを逆転させるよう

と負の部分の方が多いわけですから︑追いかけっ

況でいうと︑残念ながら出てきている数字でいう

いうことだと思います︒ただしかし︑この今の状

○相原久美子君 一定の成果は上げてきていると

ございます︒

与したものではなかろうかと考えているところで

がこういう就職という成果に︑実現することに寄

ら︑先ほど出てまいりました地域若者サポートス

行うような体制を整備しつつありますし︑それか

おきましてその都度キャリアコンサルティングを

それから求職者訓練等︑公的な職業訓練の前後に

このため︑公共職業訓練︑それから委託訓練︑

の施策として大変重要なことだと考えております︒

私どもとしまして︑若者等の就職に結び付くため

キャリアコンサルタントの養成につきましても︑

○政府参考人︵杉浦信平君︶ お答えいたします︒

いしたいと思います︒

省として検討していらっしゃるのかどうか︑お伺

タントの育成体制の強化︑これについて厚生労働

なるんだろうと思うので︑このキャリアコンサル

ルタントを始め若者の就労支援の相談ができる体

細かな職業相談︑職業紹介ということで︑平成二

リアコンサルタント︑これ予算の部分でいうとな

制を持ったＮＰＯ法人等を選定をしているという

テーション事業におきましても︑キャリアコンサ

万人︑就職者数約九万四千人︑ジョブサポーター

かなか難しいのだろうと思うんですけれども︑こ

ようなことで︑若者等の就職︑職業訓練の際にこ

び付けてきているんだと思うんですが︑このキャ

の支援による就職者数約十九万四千人となってい

こをしっかりとやはり育成体制を整えていかなけ

ういったキャリアコンサルタントを活用したキャ

十四年度におきましては︑その利用者数約七十一

るところでございます︒

ればならないのではないかと思うんですね︒

への出張相談による個別学生の取り込みの強化と

るきめ細かな職業相談︑職業紹介︑あるいは大学

これらの成果につきましては︑個別担当制によ

実現したところでございます︒

度におきましては約三十・二万人の正規雇用化を

に向けた支援の実施ということで︑平成二十四年

かものハローワークなどにおきまして正規雇用化

うのが割にスムーズに見付けられるということに

ることによって︑やはりその方の行くべき道とい

それが︑キャリアコンサルタントがそこの間に入

たいのかとか︑どういうところに仕事があるのか︑

という方の方が多いようなんです︒自分が何をし

分自身の先を考えて︑そこのもう入口からの相談

いうことでハローワークに行くというよりは︑自

地方の声を聞きましても︑就職したいんですと

あ通常はなかなか考えない︑早くからこの仕事に

お話ししていますと︑なかなか自分の先行き︑ま

若い方たちと︑学校を卒業するような方たちと

います︒

○相原久美子君 是非よろしくお願いしたいと思

てまいりたいと思っております︒

ございまして︑今後もその養成にしっかりと努め

リアコンサルティングを進めてきておるところで

加えまして︑フリーター等に対しましては︑わ

いうことで︑ハローワークにおきます様々な努力
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

多い︒そこにしっかりとやはり相談体制というも

この先をどうしていくかというやはり若者たちが

と思っていらっしゃる方って割に少なくて︑もう

就きたいとか︑こういうスキルをつかむんだとか

果が出ていないのに額面は削減されてきている︒

額面はどんどん削減されてきているんですね︒結

ってきているようです︒予算額︑これを見ますと︑

障害者地域移行・地域定着支援事業︑これらも行

移行は進んでいるという評価をしていられるとい

○相原久美子君 ということは︑少なくとも地域

ざいます︒

援の充実を図ってきていると︑こういう状況でご

ものを創設しているということで︑全体として支

その上でちょっとお伺いしたいと思うんですけ

確かに︑精神の場合の退院促進事業というのは︑
あるかと思うんですけれども︑この間のこの予算

れども︑今回︑基金事業で医療・介護サービスの

のをつくりながら就業に結び付けていく︑その手
ちょっと時間がなくなりそうなものですから︑

の執行の実績そして評価︑これからどのように進

提供体制改革のための新たな財政支援制度という

うことでよろしいですか︒

申し訳ないのですが︑ちょっと飛ばさせていただ

めていこうとされているのか︑お伺いしたいと思

ことで︑各都道府県に基金をつくるとしておりま

なかなか費用対効果で表れないし︑難しい問題が

きまして︑精神医療についてお伺いしたいと思い
います︒

すね︒それの︑基金の事業の対象として病床の機

だてをお願いしたいと思います︒

ます︒

○政府参考人︵蒲原基道君︶ お答え申し上げま

能分化︑連携︑このような形でやっていくんだと︒

我が国の精神病床数というのは今三十四万床︑
す︒

入院患者数が三十二万人︒諸外国では︑ここ数十

度まで︑予算約十七億円ということで推移してき

に資すると︑それで︑そのためには︑精神科医療

域移行︑これを進めていって医療機関の病床削減

もちろん︑これは精神だけの問題ではないと思

日本はまだまだ何となく横ばい状態というような

たところでございますが︑その後︑平成二十三年

機関の病床のデイケア施設や地域生活支援のため

委員御指摘の地域移行の関係の特別対策事業で

状況なんだろうと思うんですね︒

度から二十六年度までの間︑徐々に減少している

の事業への移行を促進するための施設・設備整備

年で病床削減ですとか地域生活への移行というよ

そこで︑調べてみますと︑入院期間が国内の病

ということでございます︒ただ︑これは︑これま

という項目があるのですけれども︑これは具体的

いますけれども︑ここで精神科の長期療養者の地

院全体でいっても三十四・三日︑非常に長期にわ

での間の事業を評価した上で︑例えば新しく給付

に何を想定しているのか︑お伺いしたいと思いま

ございますけれども︑平成二十年度から二十二年

たっている方もいらっしゃる︒そして︑その方た

体系をつくるだとか︑そういうことを併せて実施

うな形で比較的減少してきているんですけれども︑

ちが高齢化してきているというような現状がござ

少し具体的に申し上げますと︑一つは︑障害者

す︒

議会ですとか厚生労働省内でいろいろ検討はされ

総合支援法に基づきまして地域相談支援という形

御指摘の新たな財政支援制度でございますけれ

をしているということでございます︒

てきたと思います︒しかしながら︑まだ実際に結

で個別の給付︑これは恒常的な財源でやる形であ

ども︑平成二十六年度は三つの柱でございまして︑

います︒これを打開するためにということで︑審

果を出していない︒

ります︒あるいは︑地域定着をより推進するため

一つは病床の機能分化︑連携のために必要な事業︑

○政府参考人︵蒲原基道君︶ お答え申し上げま

この間︑退院支援策の補助事業などが行われて

に精神障害者アウトリーチ推進事業︑こういった

す︒

きているようですけれども︑二〇一〇年から精神
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

都道府県において官民を問わない幅広い地域の関

従事者等の確保︑養成のための事業ということで︑

二つ目が在宅医療を推進する事業︑三番目が医療

なんですね︒

なおかつ高齢化しているということが非常に課題

題なのは︑かなり長期に入院していらっしゃって︑

わけです︒ただ︑地域移行というときに非常に問

っています︒

一応六月末頃を目途に中身を詰めていきたいと思

を実現するということで示しているところでござ

者の方の地域生活を支えるための精神医療へ改革

この中で︑入院医療中心の精神医療から精神障害

今後の医療の確保の指針というのを作りまして︑

けれども︑本年三月に精神医療についての言わば

精神医療につきましては︑先ほど話が出ました

て実施をすると︑こういうことになっております︒

討されるというふうに聞いているのですね︒その

欲を喚起させる具体的な支援の在り方︑これが検

長期入院患者本人の意向を最大限尊重し︑退院意

げていらっしゃるので︑それはないのかな︒この

ちょっと見たのですけれども︑ちょっと首をかし

援の在り方︑何か六項目検討というようなことを

尊重するのだというふうに言われていて︑この支

ですから︑今回︑長期入院患者の意向を最大限

してまいりたいと︑こういうふうに考えておりま

な方策というのを今の基本的な方向に沿って検討

ますので︑そうした意見をよく聞いた上で具体的

いろんな意見がこれの委員会で出てくると思い

しているところでございます︒

めの取組を幅広い観点から検討するということに

新たな選択肢も含めて地域移行を一層促進するた

とが主な非常に重要な視点でございますけれども︑

にしますし︑あわせて地域移行に直接移行するこ

人の意向を最大限尊重するということをまず第一

今︑話がございましたとおり︑長期入院患者本

係者と十分に協議を行った上で地域の実情に応じ

います︒

ときに︑六項目︑ごめんなさい︑六項目じゃない︑

す︒

こうした中で︑委員御指摘の先ほどの事例のと

六月頃︒六月頃でした︑済みません︒

べきだと思います︒結果として︑ずうっと課題で

○相原久美子君 地域移行というのは私も進める

たということでございます︒

度の対象事業として御指摘の文言の下に例示をし

ざいますので︑こうしたものを新たな財政支援制

たことは先ほど申した指針に沿っているものでご

えていくと︑そういう施設整備を整備するといっ

こうしたアウトリーチを行うための施設整備に変

れは多職種による訪問支援でございますけれども︑

の施設整備に変える︑あるいはアウトリーチ︑こ

ける精神病床を︑例えば一つはデイケアという形

を開催したということでございまして︑これから

とが大事だということで︑三月二十八日に検討会

て地域の受皿をきちっとつくっていくといったこ

ついては更に地域移行を進めるとともに︑あわせ

般︑とりわけ一年以上長期の方々というのが︑に

指してやってきたわけでございますけれども︑今

れに伴って結果としての病床削減ということを目

りましたとおり︑これまでも地域移行あるいはそ

○政府参考人︵蒲原基道君︶ 委員から御質問あ

ていただきたいのです︒

の段階でお分かりのところについて︑あれば教え

この検討会における議論の方向性︑ちょっと今

ません︑もう炊飯器一つ使えないだろう︑テレビ

ことになると︑今のＩＴ社会の中には付いていけ

十年一般の社会の中からちょっと別な形でという

で暮らしていらっしゃった︑多分私自身も︑五年

ったということがないように︑もう長年精神病院

そして︑大臣︑本当に行き場がなくなってしま

たいと思いますので︑よろしくお願いいたします︒

かということについてしっかりと取組をお願いし

その方たちが地域でどういう形で生活していける

への問題点︑それをしっかりと明らかにしながら︑

較的高齢化しているということのやはり地域移行

○相原久美子君 是非︑御本人の意向︑それと比

ころでございますけれども︑精神科医療機関にお

あった病床の削減ということにもつながっていく

参議院記録部

- 20 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

一つつけれないだろうというような状況になりか

いないという︑そういう御指摘も受けまして︑被

福祉事務所と連携してチーム支援を行うなどによ

厚生労働省としても︑そういう指摘を受けまし

○相原久美子君 質問を終わりますけれども︑会

って︑就労支援に向けてお一人お一人きめ細かな

時間がなくなりましたので︑最後になります︒

てもう一度チェックをいたしまして︑やはり厚生

計検査院からの指摘しっかりと受け止めて︑本当

保護者の自立に向けた目標を明確にするなど︑就

ちょっと申し訳ないのですが︑関係の皆さんにお

労働省として大事なのは︑就労支援を行う際には

に実効性のある体制をつくっていただくようお願

ねないわけですから︑そこのフォローは是非省と

越しいただきましたけれども︑一点だけお伺いし

やはり本人の意欲や能力︑環境に応じて寄り添っ

い申し上げまして︑終わります︒

そういう支援を行うことなどによって生活保護者

たいと思います︒

て計画的に細かく支援することが重要であるとい

ありがとうございました︒

労支援がより効果的に行われるよう︑そういう指

生活保護の受給者の就業支援のところ︑これ︑

うことから︑平成二十五年度から︑もう少しその

○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でご

して全体で取り組んでいただくようにお願いした

端的にお伺いいたします︒なかなか︑会計検査院

辺を明確にしようということで︑地域の福祉事務

ざいます︒

に対する就労支援を円滑に進めてまいりたいと考

からも指摘されたかなりの項目があろうかと思う

所と本人が協議をして︑本人の納得を得た上で支

本日は︑平成二十三年︑二〇一一年十月に滋賀

摘を受けたところでございます︒

んですけれども︑そこの中の一つ︑やはり︑就業

援を円滑に行うことができるように自立活動確認

県大津市で生じました中学二年生の男子生徒のい

いと思います︒

がきちっとその方の自立に結び付いていっていな

書というのを本人の納得の上で作らせていただい

えております︒

い︑これが一旦は職に就いたけれどもまたすぐに

度全体のその取組の状況︑国会で立法させていた

じめ自死事件を契機に昨年国会で立法されたいじ

具体的に︑さらに福祉事務所の体制も拡充して

だき︑また下村大臣の下でお作りいただいた国の

て︑それに基づいてお一人お一人しっかり支援を

いう形でそれに対応していこうとしているのか︑

いかないといけないということで︑平成二十一年

基本方針︑その制度の趣旨︑内容と現実︑学校の

生活保護へとかという形になっているということ

会計検査院の指摘も含めてちょっと検討されたこ

度以降毎年度︑ケースワーカーの地方交付税の算

現場あるいは教育委員会のその取組︑その乖離に

め防止対策推進法︑今日︑下村大臣の下で国の基

とがあればお伺いしたいと思います︒

定上の人数を増やすことにしてきておりまして︑

ついて質問をさせていただきます︒端的に申し上

していこうと︑そういうことにさせていただいて

○副大臣︵佐藤茂樹君︶ 相原委員の御質問にお

これは着実に増やしてきております︒もう一つは︑

げれば︑今なお残念ながら自殺が止まっていない

をお伺いしておりますけれども︑この部分につい

答えをいたします︒

福祉事務所に就労支援員を増員するということに

ということでございます︒それを止める方策につ

本方針を十月に制定をいただきました︑その法制

今委員御質問のとおり︑生活保護制度において

ついても着実に増やしてきておりまして︑平成二

いて議論をさせていただきたいと思います︒

おります︒

支給されている技能修得費につきまして︑会計検

十六年度︑三月現在では二千百七十八人就労支援

て︑厚生労働省として何が課題であって今後どう

査院報告では︑就労に結び付いていないケースが

員を配置しております︒さらに︑ハローワークが

この法律でございますけれども︑本委員会の筆

あることなどから︑これ大体三割程度結び付いて

参議院記録部

- 21 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

公案の与野党協議をさせていただきました︒山谷

後に民主︑社民︑生活の三党案となりまして︑自

僚議員のもの︑私︑民主党案について︑それから

頭理事であります神本先生を始めとする民主党同

する︑そうした思いで超党派で立法させていただ

の二点をもう解決する︑二度と起こさないように

対応によるいわゆる二次被害で苦しめられた︑こ

残念ながら教育委員会や学校の不適切な隠蔽等の

ということでございまして︑チームで対応すると

いうようなことも過去の例︑事件の中にはあった

理解が乏しい︑あるいは対応能力が十分でないと

その個々の学級担任の方の中にはいじめについて

担当するのではなくて︑全てチームで担当する︒

いうことでございます︒やることは︑いじめ対策

いたものでございます︒
内容について少しお時間をいただいて御説明を

先生︑また柴田先生共々︑超党派で立法させてい
ただいたものでございます︒また︑私︑立法活動

まして︑結果︑今大臣のお手元に置いてくださっ

科省の皆さんに様々な助言などをさせていただき

は︑立法を頑張らせていただいた立場として︑文

じめが学校で続いてきたのか︒残念ながら︑人間

ども︑今までなぜ何十年にもわたって我が国でい

ますけれども︑この法律の目的でございますけれ

ポンチ絵の資料をお配りさせていただいており

ざいます学校いじめ防止基本方針でございます︒

さらに︑もう一つの要の仕組みは︑その上にご

ざいます︒

に解決する︑この三つをやり切るということでご

最大限に早期発見し︑起きてしまったときに適切

の三要素でございます︒いじめを最大限に防止し︑

ておりますけれども︑法律と国の基本方針の逐条

のコミュニティーである限りいじめというものは

これは︑いじめが起きにくい︑いじめが起こさな

させていただきます︒

解説を出版もさせていただきました︒全国の各地

なくならないものであろうと︑ただ︑それがなか

とともに︑十月の基本方針の策定に当たりまして

域で︑大臣が作っていただいた︑また国会が立法

いような︑そうした起こしにくいような学級︑学

校に文化自体を︑組織自体を変えていく︒単に年

なか抑えられないできた︒その中では︑決してあ
ってはならない自殺事件というものが繰り返され

に一度いじめは駄目だといったようなスローガン

した法制度を正しくきちんと実行していただきた

てきた︒その根本的な問題︑学校や地域にあるそ

いという願いでございます︒
本日︑こうした取組をずっと御一緒に頑張らさ

をみんなでやるのではなくて︑全ての学校教育活

そうした環境をつくっていくという︑こうした取

の構造的な問題を︑立法によって︑ある仕組み︑

学校の中においての要になる仕組みが二つござ

組でございます︒さらに︑あってはならないこと

せていただいてまいりました︑先ほど申し上げま

トルハート・プロジェクト︑ＮＰＯ法人でござい

います︒右の学校という欄を御覧いただきたいん

ですけれども︑自死事件のような重大事態が起き

動を通じた体系的な︑また計画的な年間のいじめ

ますけれども︑小森美登里様御夫妻を始めとする

ですけれども︑下のいじめ対策委員会でございま

たときの適切な対応︑そうしたものなどについて

様々な仕組みを講じることによって解決する︑そ

その法人の方々にお越しいただいております︒

す︒これは︑もう全ての学校でこの第二十二条の

も定めさせていただいているところでございます︒

した大津市の自死事件の御遺族の方と︑また︑同

この法律でございますけれども︑今申し上げま

委員会を義務的に設置をしていただくことになっ

それで︑まず︑この二十二条の学校のいじめ対

の防止プログラムというものを作っていただいて︑

した︑かけがえのない︑絶対失われてはいけない

ております︒つまり︑学校の中で生じたあるいは

策委員会でございますけれども︑実は私︑この二

うした立法でございました︒

命がいじめによって失われてしまった︑そしてそ

疑われたいじめというのは︑個々の担任の教師が

じくお嬢様をいじめによる自死で失われたジェン

れだけではなくて︑その残された遺族の方々が︑
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対処︑それを条文で実効的に行うという条件を付

ど申し上げました三つの︑防止と早期発見︑事案

の二十二条のいじめ対策委員会というのは︑先ほ

法をやらせていただいた者なんですけれども︑こ

十二条の条文を一言一句書かせていただいた︑立

いは行動への信頼を持つと︑そうした機能が求め

子供たちを救うんだと︑そうした意思︑存在ある

ち全てがいじめを許さないと︑そしていじめから

うな︑子供たちから見てもう本当に学校の先生た

ったら隣の学級担任の先生がなっているというよ

ス担任が今年は対策委員会にいると︑次の年にな

に気付いていても︑どうやら学校の中には︑自分

その担任以外の別の先生が学校内で起きたいじめ

十分でない先生がいらっしゃること︒もう一つは︑

一つは︑いじめについての残念ながら対処能力が

すなわち︑問題が二点あるわけでございます︒

ゃったわけでございます︒

けさせていただいておりますけれども︑こうした

なかなか口出しができないという︑いわゆる縦割

の担当クラスでないクラスの中の問題については

さらに︑このいじめ対策委員会に全ての学級担

りのような問題があるということでございまして︑

られているところでございます︒

う論理必然的に︑こういう要件でこういう機能を

任︑また音楽の先生などの教科担任の方が入って

そうしたものを排除する豊かな同僚性︑学校の教

対策委員会の在り方︑趣旨を踏まえたときに︑も
発揮していただかなければいけない︑こういう組

いただくことは︑下村大臣のお作りいただいてい

スのタイミングでこのいじめ対策の委員会に入っ

織をつくっていただいてこういう活動をしていた

ければいけないわけでございますけれども︑先ほ

ていただいて︑いじめの本質の理解︑あと︑いじ

職員が一丸となって子供たちを徹底的に守る︑そ

いったような一部の限られた管理職的な方々だけ

ど御紹介申し上げました大津市の自死事件の︑尾

めの対応のスキルまた豊かな同僚性の培い︑そう

ます国の基本方針︑それをまさに実現するために

の組織ではなくて︑生徒︑子供たちにとって一番

木直樹先生などが作られました第三者委員会の報

したものをしていただく必要があるという︑そう

だかなければならないということがもう法的な義

身近な学級担任あるいは教科担任︑音楽の先生で

告書を私も拝読をさせていただいて立法の参考に

した立法でございます︒

うした同僚性を皆さんで培っていただく︒そのた

すとかそうした教科担任の方々が必ず参加をして

させていただいたんでございますけれども︑それ

今申し上げましたこの第二十二条の組織の在り

も死活的な意味を有しているところでございます︒

いただく︒そういう方々が参加していただくこと

を読んでおりますと︑今日御遺族の方がいらっし

方につきまして︑昨年の十月︑下村大臣がお作り

務として実は定まっていることでございます︒

によって初めて学校全体の組織になり︑かつ子供

ゃる前で私も本当につらい思いでございますけれ

いただきましたいじめの国の基本方針というもの

めには︑全ての学校の先生が︑みんながいきなり

たちから見て︑この学校の教職員がもう総力を挙

ども︑そこに書かれてありましたことは︑その当

がございます︒ちょっと資料がたくさんで申し訳

それはどういうことかといいますと︑このいじ

げていじめに向かっている︑さらにこの組織とい

時の学級担任の先生はいじめだと思ってはいなか

ございませんけれども︑資料一と下に書いたもの

具体的には︑この学校の対策委員会というもの

うのは︑子供たちから見て安心︑信頼の︑必ずい

ったと︑悪ふざけだと思っていたと︒ところが︑

を御覧いただけますでしょうか︒資料一の右下の

入るわけではございません︑何らかのキャリアパ

じめを止めて助け出してくれるという︑そういう

その周りの同僚の先生方は︑何人かの方は︑あれ

方でございます︒これが二十二条の条文の解説な

めというものは全ての教職員が組織的に対応しな

確信を持った組織でなければいけませんので︑そ

はいじめだと思っていたという先生方がいらっし

は︑いわゆる教頭先生やあるいは生徒指導担当と

うしたときに︑一部の先生ではなくて自分のクラ
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組織を見ると︑学級担任の皆さんが入っていない

すけれども︑実は各学校でつくられている委員会

として絶対入っていただかなければいけないんで

として︑条文を書かせていただいた私の立法意思

し上げましたように︑学級担任はもう法律の解釈

ただ︑ここからが問題なんですけれども︑今申

て入れてくださっているところでございます︒

て︑学級担任という言葉を大臣の基本方針によっ

いております︒ここに︑二十二条のメンバーとし

きたいんですけれども︑二重線を引かせていただ

いただきまして︑今度は左下の文章を御覧いただ

んですけれども︑このページを一ページおめくり

ます︒

などの先生が入っていただくということでござい

大臣の下の協議会の結論としても︑必ず学級担任

っております︒つまり︑法律の条件であり︑また

の説明会等で説明をしていただくというふうにな

てほしい︒それに対して︑文科省の事務方が各種

での取組で実現されるようにしっかりと説明をし

ども︑文科省の方でこうした趣旨が各学校や地域

十分であると︒したがって︑次でございますけれ

うんだけれども︑現状の記載ではなかなかまだ不

基本方針の中にかなりかみ砕いて入っていると思

長の見解でございます︒これは︑こうした内容は

見書でございます︒それについて︑その協議会座

この二つなんでございますけれども︑実は法律

たと訴えをなさっているという例でございます︒

御本人がもう限界であると︑また︑いじめがあっ

飛び降りて重傷を負ったという例でございまして︑

は助かったんですけれども︑集合住宅の四階から

島県の例でございますけれども︑これは︑幸い命

上が回答したということでございます︒下の鹿児

さを含めると︑全校生徒の四分の一以上︑百名以

が回答し︑かつ︑いじめがあるというようなうわ

三人が︑直接いじめを見聞きしたという子供たち

これは全校アンケートがなされておりまして︑十

飛び込んではねられたということでございます︒

で設置が義務付けられております学校のいじめ対

例が実は今多々あるということでございます︒

の下のこの国の基本方針を作るに当たって文科省

この資料でございますけれども︑これは︑大臣

ら三枚目でございます︒

ますけれども︑申し訳ございません︑大臣︑上か

ますと資料二というものが出てまいるんでござい

いただくように︑次のページをおめくりいただき

た文科省の国の基本方針︑その策定以後に私が調

は︑今申し上げました昨年の十月に策定されまし

すでしょうか︒こちらのものでございます︒これ

れている自殺事件の例という表を御覧いただけま

本的な方針の策定以降のいじめの存在が報道等さ

のチャートになっているいじめ防止等のための基

すけれども︑三つ目の資料でございます︒この表

は気付いていたと︒しかも︑この女子生徒は担任

なかったんだけれども女子生徒が孤独でいること

すけれども︑多くの教職員はいじめだとは気付か

ございますけれども︑この山形県の例でございま

ちょっと詳細を十分申し上げる時間はないんで

した︒

接現地の教育委員会等に確認をさせていただきま

ございます︒議会調査室と︑あと私の事務局で直

策委員会︑これが設置されていないということで

に置かれた協議会で︑今日お越しの大津市の御遺

べまして全国の報道等でいじめの存在が指摘等さ

の先生には相談をしていたわけでございます︒つ

ここから具体例を︑入らせていただきたいんで

族と︑あとジェントルハートの小森美登里様が連

れている自殺事件についてまとめたものでござい

必ず委員会組織に学級担任や教科担任が入って

名で出された意見書︑意見書というのは︑この二

た教職員︑あの子がおかしいんじゃないかという

まり︑学校のいじめ対策委員会があれば︑こうし
一つ目は︑山形県の例でございますけれども︑

教職員からの通報や︑あるいは担任の先生からの

ます︒

参加して︑そしてその先生方のキャリアパスの中

中学一年生の女子生徒が始業式の当日に新幹線に

十二条の組織に全ての学級担任や教科担任が必ず
で必ず参加を経験するようにしてほしいという意
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覧いただけますでしょうか︒これは︑実はそれぞ

例なんでございますけれども︑その下の二つを御

今の二つは対策委員会が設置されていなかった

ございます︒

れども︑それが生かされていなかったという点で

児島の件も︑学校の担任には相談していたんだけ

は絶対にできていたということでございます︒鹿

殺を防ぐための最大限の取組が︑少なくとも取組

ば法律の要件を満たさないというふうなことも基

れを実効的に行うように機能させる限りでなけれ

を中心とする組織を活用する場合であっても︑そ

会あるいは生徒指導部会といった管理職的な方々

ろにあるんですけれども︑仮に既存の学校管理部

す︒そして︑先ほどの基本方針の二十二条のとこ

も学級担任ということを書いてくださっておりま

法律の規定のとおり︑そして大臣の基本方針で

そこで︑下村大臣に伺わさせていただきます︒

かけとなってこのようないじめ防止対策推進法を

これは御指摘ありましたが︑大津の事件がきっ

お礼を申し上げたいと思います︒

とは本当に有り難いことでございまして︑重ねて

るべきことを本として出していただいたというこ

法の解説と具体策﹂ということで︑何か政府が作

さらに︑その上︑委員が︑﹁いじめ防止対策推進

だいたこと︑本当に感謝申し上げたいと思います︒

す︒相当タイトな中で︑しかし成立をさせていた

も考えて︑各党にお願いをしたところでございま

とが国会上早く成立するのではないかということ

れ両方とも自殺事件なんですけれども︑対策委員

本方針にちゃんと書いていただいていることでご

国会で作っていただいたわけでありますが︑同時

ます︒

会は設置されていたんでございます︒設置されて
ざいます︒

直接の通報によって︑組織的な対処でこの子の自

いたんですけれども︑先ほど申し上げました対策

て︑いわゆる学級担任や教科担任という方々は入

アパスのどこかでこの委員会に参画をしていくと︑

ていただいて︑かつ︑それぞれの先生方がキャリ

是非教育委員会の抜本改革案も作ることによって︑

申を受けて与党で協議をしていただき︑今国会で

うことで︑これは政府の方で中教審に諮問し︑答

に︑この大津の事件等をきっかけとして︑教育委

っていなかった︒つまり︑学校全体を挙げた取組︑

そうした運用でなければいけないというお考えだ

大津のような事件が二度と起きないような仕組み

大臣の御見解として︑第二十二条の学校の対策

もっと言えば︑子供たちから見て︑いじめの防止

ということを答弁をお願いいたします︒

をいろんな形で今つくっていくということを進め

委員会の実際の構成員がごく一部の︑いわゆる学

に効果的ではない︑かつ︑子供たちから見ていじ

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑冒頭︑さきの

てまいりたいと思います︒

員会制度の抜本改革案もやはりすべきであるとい

めの早期発見のための安心︑信頼の確信の相談窓

通常国会で︑いじめ防止対策推進法︑超党派の議

委員会に学級担任︑教科担任の方がしっかり入っ

口にたり得ていたのかというと︑非常に疑問があ

員立法で作っていただきましたことを感謝申し上

校の管理職的な方々だけで構成をされておりまし

る︑そうした組織形態であったということでござ

げたいと思います︒

っていただきました︒ただ︑残念ながら︑まだ各

いただき︑また︑大臣の下で立派な基本方針を作

つまり︑申し上げたいことは︑法律を作らせて

超党派で議員立法として作っていただくというこ

に掲げていたということもありましたので︑是非

が︑その直前の衆議院選挙で各党が選挙公約に既

これは︑政府が本来作るべきことでありました

等の中核組織として︑的確にいじめの疑いに関す

等の対策のための組織は︑一つは︑いじめの防止

防止基本方針において︑学校におけるいじめ防止

基づきまして文科省が昨年十月に策定したいじめ

けれども︑このいじめ防止対策推進法第十一条に

そして︑御質問の第二十二条の件でございます

います︒

地域でこうした現状が続いているところでござい
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実情に応じて決定するということになったわけで

組織的対応の中核となる機能とする体制を学校の

学級担任や部活動指導に関わる教職員などから︑

教諭︑生徒指導担当教諭︑学年主任︑養護教諭︑

の複数の構成員については︑学校の管理職や主幹

こと︑そして︑このための構成員となる当該学校

できるような体制とすることが必要であるという

る情報が共有でき︑当該情報を基に組織的に対応

ば︑法律違反でございます︒是非︑大臣の下でこ

でございます︒端的に︑立法者として申し上げれ

殺が起きた学校と同じ状況の組織構成ということ

でございます︒これはまさに先ほどお示しした自

担任が明示の構成員として指定されていないもの

んですけれども︑もうほとんどが学級担任︑教科

させていただいて上から出てきたものを見てみた

くっているいじめ対策委員会をグーグルで検索を

は文科省の事務方に私の方から御報告をして︑文

ておりまして︑そのほとんどのケースについて実

実は私もそれを一緒にお手伝いをさせていただい

れを支援︑解決する取組を実はされております︒

うな教育委員会などの不適切な対応について︑そ

り回られておられまして︑御自分が経験されたよ

遺族の方なんですけれども︑今︑全国の学校を走

今日お越しの大津の御遺族の方が︑この大津の御

という縦の紙が出てまいりますけれども︑これも

にしてほしいということをお願いして︑取組など

科省の方でしっかりとした指導や助言などを現場

れを直す取組をしていただきたいと思います︒
まして︑もう一つ重要な論点がございます︒

済みません︑ちょっと時間が随分押してしまい

ございます︒
したがって︑各学校においては︑学級担任や教
科担任などを含む教職員の中から組織的対応の中

今は︑いじめを防ぐ︑子供たちを救う話でござ

をしていただいております︒

核として機能する体制を十二分に検討し︑当該学

この資料の五に書いていただいていることでご

場合に︑教育委員会などがアンケート調査の開示

いましたけれども︑残念ながらいじめが起きてし
た場合︑その教育委員会や学校などの対処が︑実

を拒み︑あるいは遺族の意向を無視して︑遺族の

校の実情に即して︑的確にいじめの情報が共有で
制を工夫し設置していただきたいと考えておりま

はそれを改めさせるのが︑改めてもらうのが重要

方に何も意見を聞かずに︑あるいは意見交換をさ

ざいますけれども︑今なお︑自殺事件等があった

して︑当然︑一番子供に接する教科担任︑学級担

な立法事実だったんですけれども︑それについて

せてほしいということについて何も応えずに第三

まって子供たちにおいて重大事態が生じてしまっ

任︑そういう先生に入ってもらうことは重要なこ

も実は今なお同じような問題が続いているところ

き︑組織的に対応できるよう︑最もふさわしい体

とだというふうに思います︒

お手元にお配りをさせていただきました資料で

者委員会の設置をしてしまっている︑そうした例

子供たちに一番身近な先生方が入っていただく

ございますけれども︑資料の三番︑これはまず︑

このいじめの防止対策推進法におきまして︑遺

でございます︒

ことが重要︑御説明申し上げましたように︑法律

今の学校の先生方の問題についてジェントルハー

族の方々にいじめの事件についての調査内容︑そ

○小西洋之君 大臣︑ありがとうございました︒

上の要件でもあり︑大臣の基本方針の考え方でも

トの小森様が出していただいた報告書でございま

れはアンケートの調査も含むんですけれども︑そ

などが端的に言えば頻発していることでございま

ございますので︑そうしたことを徹底していただ

すけれども︑ちょっと済みません︑時間がござい

ない︑最大限にその説明責任を全うしなければい

す︒

きたいと思います︒

れについては遺族の方々に説明をしなければいけ
その次の︑二枚めくっていただいて︑資料の五

ませんで︒

先ほどのこの自殺の事件をまとめた表の次のペ
ージでございますけれども︑実は︑各学校で今つ
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けないという法的な説明責任の条文を二十八条の
底するために︑是非︑行政通知を私は出していた

いうそのお考えの確認と︑もう一つは︑それを徹

このため︑文科省として︑通知の発出にとどま

ことが重要であるというふうに考えます︒

二項として書かせていただき︑かつ︑これは法案

者や教育委員会担当者等を集めた説明会や研修会

らず︑各地域の取組状況を調査︑公表することを

ガイドライン︑この運用のガイドラインを作っ

を実施したり︑また︑各地の教育委員会等が開催

だきたいと思うんですけれども︑いかがでしょう

ゃんと行われていないということでございます︒

ていただくことは国の基本方針で実は書かれてお

する説明会において文科省職員を講師として派遣

制定の国会審議の中でもしっかりと確認されてい

また︑その調査の第三者委員会を設置するに当

ります︒ただ︑それがまだ︑方針が︑十月に基本

するといった取組を現在実施しているところでご

通じて更なる取組を促進するとともに︑学校関係

たりましても︑やはり遺族の方から見た公平公正︑

方針ができてもう半年がたとうとするのに︑まだ

ざいます︒

か︒

公平公正な第三者委員会でなければいけないのは

そのガイドラインが︑取組の協議会も置かれてい

また︑自殺予防の観点から︑自殺予防教育の実

ることでございます︒そうしたことが現場で今ち

当たり前なんですけれども︑その公平公正あるい

ないというふうに私は理解しているんですけれど

今は︑できるだけ全ての自治体でやはりこの基

はその中立性というものは遺族の方から見てしっ

はまた二次被害が止まりませんので︑今申し上げ

本方針にのっとった条例等を作っていただきたい

施が重要だというふうに考えておりまして︑現在︑

ただ︑こうした重大事態に対する取組がまだ十

ました第二十二条やあるいは二十八条︑その他十

と思いますし︑また︑この法律にのっとった対処

も︒そのガイドラインを作ることは︑包括的なガ

分行われていない︒これは大津の御遺族のこの資

三条の学校のいじめの防止プログラムですとか

についてきちっとやるということについて引き続

かりと納得できるものでなければならない︑これ

料五の中に書かれていることでございますけれど

様々な重要な制度がございますけれども︑その重

き文科省として周知徹底を図っていきたいという

有識者会議において︑児童生徒に対する自殺予防

も︑先ほどの学校の対策委員会の話と同じでござ

要な制度の基本的な考え方とその運用のポイント

ふうに思いますが︑学校現場の取組を促進する工

イドラインを作ることは当然基本方針に書いてあ

いまして︑学校現場やあるいは教育委員会が法律

についての行政通知をすぐこの四月中にも発出し

夫︑方策等︑この法律や基本方針の周知徹底にま

も法制定の国会審議でも確立しているものでござ

や法制度の趣旨をきちんと理解していないわけで

ていただけないでしょうか︑お願い申し上げます︒

ずしっかり取り組むところから対処し︑また︑状

教育の在り方について調査研究を行っているとこ

ございます︒つまり︑大臣の作っていただいた基

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省は︑これ

況に応じて︑委員の御指摘のことも踏まえまして

るのでやらなきゃいけないんですけれども︑それ

本方針だけではなお理解が及ばないということが

まで︑法律の成立を周知する通知や基本方針の内

検討させていただきたいと思います︒

います︒また︑そうした趣旨は大臣の基本方針に

ございまして︑大臣に質問でございますけれども︑

容を周知する通知を発出してきたところでありま

○小西洋之君 今︑現場の状況でございますけど︑

ろでございます︒

この重大事態の問題について︑まず教育委員会や

すが︑法が求める組織の設置や基本方針の策定な

先ほどお示ししましたように︑第二十二条の組織

を待っていると︑また自殺が止まらない︑あるい

学校が大臣の基本方針あるいは法律に従ってしっ

どについてできる限り分かりやすく周知徹底する

も書いていただいているところでございます︒

かりときちんと適正に対処をしていただきたいと
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たけれども︑重大事態の対処の取組など︑教育委

のいじめ対策︑学校のことを今議論申し上げまし

の村山裕先生にお越しをいただいております︒こ

もう一つ︑最後に︑今日︑お忙しい中︑日弁連

知の発出をお願いしたいと思います︒

命︑尊厳があるわけでございます︒是非︑行政通

そこに子供たち一人一人がいて︑かけがえのない

めて三万九千余りの学校がございますので︑もう

ないということでございます︒全国に国公私立含

プログラムについても本来あるべき形になってい

また︑十三条の基本プログラムについても︑防止

は法律や基本方針の求める要件になっていない︑

の各弁護士会にそのための体制を整えておくよう

趣旨や国の基本方針の内容の解説を添えて︑全国

薦依頼が来るであろうということについて︑法の

ることとされていることとの関係で弁護士会に推

薦を求めて︑公平性︑中立性を確保するよう努め

針で︑専門家の参画を求めるときは職能団体に推

められることがあり︑これについて︑国の基本方

に対応する組織に法律の専門家としての参画を求

属機関︑これについて︑あるいは重大事態の場合

のあった十四条三項の教育委員会に設置される附

項のいじめ対策連絡協議会や︑あるいは今御指摘

いじめ防止対策推進法が施行されて︑十四条一

の現状について御説明申し上げたいと思います︒

大臣と︑文科省と協力して総力を挙げてお願いい

省も︑いじめは複合問題でございますので︑文科

たけれども︑警察庁︑あと法務省︑あと厚生労働

申し訳ございませんが︑質問をできませんでし

願いを申し上げます︒

でそうした取組を受けれるように是非御指導をお

ているということでございますので︑文科省の方

弁護士会はまさにそうした取組をしてくださっ

○小西洋之君 ありがとうございました︒

ざいます︒

て専門性の質の確保に取り組んでいるところでご

講師のための研修などを行ったり情報交換を行っ

なども背景に︑いじめ予防事業の取組についても︑

最後に一言だけ︒大臣︑実は︑この法律は︑各

員会が中心になることがございます︒その教育委

あわせて︑このような様々な組織への参画の要

地域の条例がなくても子供たちを守れるように実

たします︒

りとした学校に対する指導やあるいは助言の力︑

請を受けた際には︑いじめ問題について社会から

は設計されております︒条例を否定はいたしませ

要請しているところでございます︒

あるいは教育委員会自体がそのいじめ問題につい

期待されている専門性をもって応える必要性があ

ん︒いい取組︑深掘りの取組︑やっていただきた

員会の中においても︑教育委員会においてしっか

て対応できるよう︑そうした力を持っていただく

ることから︑その研さんのための経験交流などの

んど︑あえて申し上げます︑できていないという

ために︑十四条三項で教育委員会の附属機関を設

また︑従来から︑いじめ問題に関する取組につ

ことでございます︒このままでは子供たちの命が

い︒ただ︑今の課題は︑法律で義務付けられてい

画していただきたいと願うわけでございますけれ

いてはこれまでも子どもの権利委員会での実践例

助からないわけでございます︒

素材を提供すべく準備を始めているところでござ

ども︑村山先生の方から︑今の各地域の弁護士会

の経験交流などを通しての研さんの機会を設けて

いじめは︑五月︑ゴールデンウイーク明けに人

けていただくことを法律で求めさせていただいて

の取組などについて御説明をお願いいたします︒

きたりその蓄積をまとめて参考に供したりしてい

間関係が深まる頃に増えて︑また事態も深刻化す

る標準的な仕組みが全国の学校でほとんど︑ほと

○参考人︵村山裕君︶ 子どもの権利委員会幹事︑

るところでございますが︑いじめの予防の関係で

ると言われております︒是非︑四月中に簡単な通

います︒

いじめ問題対策ＰＴの座長をしている者でありま

は︑近時︑要請が各地に寄せられてきていること

おります︒そこに是非地域の弁護士の先生方が参

すが︑組織としてはではなく弁護士として︑取組

参議院記録部

- 28 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

強くお願いを申し上げさせていただきます︒

子供たちの命を救っていただきたい︑そのことを

知は出せるはずでございますので︑大臣のお力で

て︑本当にこの政策は有効なのかということで疑

ので自分の問題でもあるんですけれども︑見まし

らと︑既に一号被保険者の年齢になっております

ろんありますし︑これからは自分も︑まあこれか

私は︑自分自身の親の介護の問題等で関心はもち

需要の有無等の把握を的確に行ったかについて十

するとともに︑交付申請の審査等に当たっては︑

握することの必要性につきまして市町村に周知を

ように︑第一として︑サービスの需要を的確に把

そこで︑整備交付金の事業効果が十分発現する

たけれども︑委員として議論に参加してまいりま

来ずっと︑ここ二︑三年ちょっと離れておりまし

私は︑この決算委員会︑二〇〇一年の初当選以

内容︑概略で結構ですので︑まず会計検査院の方

その理由と発生原因︑また検査の概要︑改善要求

たということで提起されているんですけれども︑

ているこの事業︑これの利用が非常に低調となっ

会計検査院が今回検査をされて報告に掲記され

周知等を十分行うよう指導を行うことにつきまし

の機能︑特徴等につきまして要介護者等に対する

るとともに︑地域密着型施設が提供するサービス

効果の発現のための取組について事業所を指導す

後の利用状況を的確に把握をいたしまして︑事業

二として︑市町村に対しまして︑当該施設の整備

ところでございます︒

○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子

問を持ちましたので︑まずその点についてお伺い

分に確認するよう都道府県等に周知すること︑第

ありがとうございました︒
でございます︒
したいと思います︒

した︒

から御報告をお願いしたいと思います︒

て︑厚生労働大臣に対して改善の処置を要求した

田村大臣には初めて質問をさせていただきます︒

その中には︑もちろん例えば不正経理であるとか

○説明員︵山本泉君︶ お答えいたします︒

効性という観点から︑検査をした結果︑改善を要

ような不当事項の指摘と︑もう一つは︑政策の有

都道府県又は市町村に対しまして︑地域介護・福

をする地域密着型施設の整備事業に対しまして︑

厚生労働省では︑市町村又は民間事業者が整備

付されているわけですけれども︑その中で︑二百

調査された三百二十六事業所に約五十七億円を交

○神本美恵子君 今報告ございましたけれども︑

会計検査院が検査をしてその検査報告を出す︑
不当な使われ方をした︑私的流用がされたという

求されるものという︑大きく分けるとその二つが

祉空間整備等施設整備交付金等を交付してござい

五十五の事業所で︑利用者がゼロ︑六年間ですよ︑

等ということで︑会計検査院の二十四年度の決算

日は︑地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

当にずっとやったことがございますけれども︑今

道府県警で裏金が存在したというようなこと︑本

型施設が全く利用されていなかったり︑利用が低

在する二百五十五事業所におきまして︑地域密着

ころ︑二十五都道府県の百五十三市区町村等に所

型施設の利用状況について検査をいたしましたと

これらの整備交付金により整備された地域密着

十三億三千七百五万円︑交付額全体の七八％を占

万円︑利用が低調となった事業所への交付金は四

者ゼロの事業所への交付金は一億二千四百八十七

ふうな報告になっております︒つまり︑この利用

率が五〇％を下回るのが二百四十七事業所という

利用者がゼロのところが八事業所︑それから利用

ものでございます︒

あると思います︒

ます︒

報告の中に︑改善を要求するということで地域密

調となっていたりして︑整備交付金の事業効果が

めていることになります︒

私のこれまでの経験では︑例えば警察庁︑各都

着型施設についての指摘事項がございました︒

十分発現していないといった事態が見受けられた

これについてちょっと目に止まりました︒介護︑
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知も不十分というようなことも報告書の中で指摘

また︑要介護者︑そこを必要としている人への周

としなさいという都道府県からの指導助言もない︑

されていない︑あるいは利用状況の把握をちゃん

要がどのぐらいあるのかということが的確に把握

が︑この事業所を︑施設を整備するに当たって需

その発生要因についても今御説明がありました

︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

国の方で内容について審査をいたしまして補助決

備費について国に直接交付申請をしてくる︑で︑

たように︑市町村が計画を作って︑そしてその整

ざいますけれども︑手続的には︑先ほど言いまし

○政府参考人︵原勝則君︶ 御指摘の交付金でご

いるんでしょうか︒

の指導助言等は厚労省としてはどのようにされて

チェックあるいはそのチェックの仕方等について

理解をしたんですけれども︑年度ごとの利用状況

うか︒

までの分のこういった資料が出てこないんでしょ

でいえば十八年︑二〇〇六年から平成二十三年度

ータが必要だと思うんですけれども︑なぜ︑平成

なことを︑当然︑指導するのであればそういうデ

その結果︑利用状況はどなっているかというふう

当然︑これだけの額を各都道府県に交付をした︑

かったんですね︒

されているんですけれども︑まず︑この交付の手

定をすると︑こういう手続でございます︒

︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

もし︑これについて指導されているのであれば︑

続とその決定の基準というのはどうなっているん

○政府参考人︵原勝則君︶ 実際に市町村から交

行っております︒したがって︑当然これ実績はあ

私どもとしては︑そうした手続が適正に行われ

村に対しては通知等で適正な実施をするように指

るわけでございますけれども︑議員からお尋ねの

でしょうか︒これは厚労省の方でお示しいただけ

導をしているところでございます︒

あった時点ではちょっと本省の方で過去の分まで

付金の申請がありますと︑国︑厚生労働省といい

○神本美恵子君 適正な指導が行われていれば︑

全部手元になかったものですからそのようにお答

るように︑あるいは︑先ほど言いましたように︑

護保険事業計画の中で必要な整備計画を作り︑そ

この六年間こういった利用がゼロというようなこ

えをしたということでございまして︑ちゃんと実

ますか︒

れに対して公募をして事業者を決めていくと︒こ

とはあり得ないと思うんですけれども︑今日︑委

績はございます︒

ましても地方厚生局の方で︑地方の出先機関でご

ういう手続の中で︑市町村の判断の中で適正な整

員の皆さんにも資料をお配りしていますが︑これ

○神本美恵子君 一週間ぐらい前に私はこの要求

きちんとニーズを把握して必要な整備計画を作る

備計画の策定と実施が行われている︑そういうも

は二十四年度の交付金の決定状況︑都道府県別で

を出したと思うんです︒ですから︑当然︑国会で

○政府参考人︵原勝則君︶ 今検査院の方から指

のでございます︒

出していただいております︒二十四年度は三十四

要求しているわけですので出てしかるべき︒それ

ざいますけれども︑地方厚生局で具体的な審査を

○神本美恵子君 市町村が交付申請を出して︑そ

億︑合計で出ておりますが︑これをこの六年間︑

がないから私も︑なぜこういうふうになったのか

と︑そういったことも含めまして︑日頃から市町

してそれを都道府県が審査をして︑そして都道府

各年度ごとに都道府県別のこういった資料を提出

という原因を私なりの分析ができずにここに今立

摘を受けておりますのは︑いわゆる地域密着型サ

県から厚労省の方に上がってきて交付額が総額が

してほしいというふうにお願いしたんですが︑そ

っているんですよね︒

ービスというものでございます︒

決定される︑大まかにそういうことだろうという

れはないということで︑二十四年度しか出てこな

これは︑市町村がニーズを把握して︑そして介

ふうに私は検査報告書︑検査院の報告書を読んで
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てはこれから議論をまたしていきたいと思います︒

院からも出されているわけですので︑これについ

ば︑これは政策の有効性から改善要求が会計検査

の整備について交付金が毎年出されていくとすれ

ですから︑これからもまたこの地域密着型施設

あると思います︒

ういうところもしっかりとＰＲをしていく必要が

いないという部分もあるわけでございまして︑そ

ケアマネジャーの方々に十分に御理解いただいて

言うなれば小規模多機能もそうなんですけれども︑

は自治体もそうでありますし︑ケアマネもそうで

まして︑我々ＰＲをさせていただきながら︑これ

ります︒それに対する一つの大きな役割といたし

医療等々を受けられて生活される方々増えてまい

くと︒これから多分いろんな意味で地域で介護︑

からの改善要求について︑大臣としてはどのよう

たいと思いますが︑まず︑大臣︑この会計検査院

しているのかということをこれから議論していき

に介護を必要としている人たちにどのように影響

ら︑既存のものが今利用度がどうなっておるのか︑

で︑もう既にできておる既存の施設がありますか

いうところをちゃんとチェックをしながら︑一方

要見込み︑これが本当に利用をするのかどうかと

整備費の審査︑この段階で︑やはりサービスの需

ではありませんけれども︑実際に小規模多機能の

いただいたんですが︑お聞きしていて︑私も専門

○神本美恵子君 全体的に大臣の方から今御答弁

のように考えております︒

上がっていくように努力をしてまいりたいと︑こ

利用者の方々にもＰＲさせていただいて利用率が

あります︒いろんな方々にＰＲさせていただいて︑

に受け止めていらっしゃいますか︒

こういうこともいろいろと調査しながら︑やはり

事業所に訪ねていって︑そこでやっている方々と

何よりも︑今委員がおっしゃられましたように︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ この地域介護・福祉

この需要見込みというものをしっかりと我々見積

この需要と供給のミスマッチということが実際

空間整備施設整備交付金というやつでありますが︑

護を必要としている認知症のある方の介護はどの

いうのは︑本当にいろんな御苦労をしながら︑介

それから︑何よりもフォローアップをちゃんとや

ようにあるべきかというふうなことを議論しなが

もっていかなきゃならぬというふうに思いますし︑

けでありまして︑今委員がおっしゃられました認

らなきゃいけない︑今言われたとおりでございま

ら︑抜け目のない支援ができるようにという努力

いろんな介護︑福祉関係の施設整備等々に行くわ
知症対応型の通所介護︑さらには小規模多機能の

して︑既存︑できておるものが今どうなっている

の利用がゼロというのは︑このギャップは何なの

居宅介護︑こういうものに対して利用率が非常に

ただ︑これ地域包括ケアシステムの中において

かと︒単なる需要量の見込みをどうするかとか︑

をされているわけですよね︒そういう努力の一方

理由はいろいろあると思います︒例えば︑認知

は︑やっぱり認知症対策とそれから小規模多機能

利用が少ないから増やすためにどうするか︑ＰＲ

か︑こういうフォローアップをしっかりやりたい

症対応型に関しますと︑やはり普通の通所介護と

のこの居宅介護というのは核︑本来核であるわけ

するとかいうことで事が済むのかなということを︑

悪いではないかというような︑そのような会計検

比べると割高になっております︒それから︑認知

でございますので︑これがないことにはやはりこ

ちょっと大臣の御答弁でありましたけれども︑感

で︑せっかくそういう事業所を整備したのにそこ

症と名前が付いているものですから︑なかなか︑

の地域包括ケアシステムというのはうまく動かな

じました︒

と思います︒

行かれると認知症が重いというふうなイメージが

いという中に位置付けさせていただいております

査院からの御指摘をいただきました︒

あって︑行かれる方も行きづらいみたいなところ

ので︑必要なものはやっぱりしっかりＰＲしてい

そこで︑具体的にこの地域密着型サービスの実

もあるのかも分かりません︒何よりも︑これは︑
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うような状況になっているわけであります︒

これだけ交付金を︑私︑これまでの交付金の累

用者は八千人というふうに報告されています︒ま
た︑二〇一二年度に創設された定期巡回・随時対

態についてお伺いをしたいと思います︒
介護保険創設当時︑全てのサービスの提供事業

積が分からないんですけれども︑二十四年度で先

きているんですけれども︑本当に必要とする人の

応サービス︑これは二〇一三年の十二月現在で事

二〇一三年︑昨年末︑十二月現在で︑在宅サー

〇・四％しかこれが利用できていない︒まさに︑

所は都道府県に指定︑指導権がありましたけれど

ビス利用者は全国に四百八十二万人もいらっしゃ

大臣さっきおっしゃったその需要と供給のミスマ

ほどお示ししましたように三十四億ですよね︒こ

います︒これは資料三に︑介護保険の主なサービ

ッチが起きている︒会計検査院も指摘しています︒

業所は八十三か所︑利用者は五千六百人という実

皆さんのお手元に新聞記事を︑ちょっと大きい

スということで全体像を︑私自身が素人ですので

こういう地域密着型サービスを充実しようとし

も︑二〇〇六年の改正以降︑市区町村に指定権限

ですが︑資料四としてお配りをしております︒こ

皆さんにもお配りをしているんですけれども︑い

てきたんだけれども︑この六年間︑こういう現状

ういうふうにして交付金を出して施設を整備して

れがその二〇〇六年︑変わるときの新聞記事なん

わゆる居宅︑在宅サービスと言われる自宅で利用

になっているということについて︑この現状をど

態になっております︒

ですけれども︑左側を御覧ください︒そこに書い

するサービス︑それから住み替えて利用するサー

のように受け止めていらっしゃいますか︑大臣︒

が移って︑移ってというか︑そういうものもでき

てあるように︑
﹁﹁在宅﹂復帰を支援﹂というこ

ビス︑施設サービスと︑全体こうあるんですけれ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 住み慣れた地域でで

て︑それが地域密着型サービスというふうに言わ

とで︑本人や家族が安心して自宅で生活できる体

ども︑その中の自宅で利用するサービスを利用し

う︑非常にこれ︑多分私もその当時読んでいたら︑

が負担になるということ︑それを応援したいとい

けれども︑在宅復帰させたい︑しかし家族の介護

ルパーを置くとか︑要するに︑在宅を増やしたい

介護とか︑定期巡回をする︑随時巡回ができるヘ

巡回・随時対応サービスを受けることができるわ

そこにあります夜間ホームヘルプサービスと定期

サービス︑ここでいう地域密着型︑右側ですね︑

うち要介護一から五の人がこの夜間ホームヘルプ

介護保険のサービスが必要と認定を受けた人の

ている人が四百八十二万人ということであります︒

ビスですね︑この訪問介護看護︑これは大変大き

言われた︑特に定期巡回それから随時対応型サー

在宅でも受けられるようにという流れの中で︑今

域包括ケアシステムの中において︑医療と介護︑

あるわけでありまして︑そのような意味では︑地

のは︑アンケートを取るとかなりある︑半分以上

き得る限り生活をされたいというその思いという

れているわけですけれども︒

制づくりを目指すということで︑夜間対応型訪問

ああ︑これはいいなと︑私自身も︑もし最期は家

けですけれども︑要介護一から五の利用者は合計

これは︑実は民主党政権のときに鳴り物入りで

族にみとられたいなというふうに思いますので︑

つのサービスを受けられている方は︑夜間ホーム

導入をしていただきました︒我々ももちろん賛成

な役割があるわけであります︒
ヘルプサービスで八千人︑定期巡回・随時対応サ

であります︒ただ︑やはりＰＲが十分に足らない︒

三百六十一万人ですけれども︑その中の︑この二

地域密着型サービスとして二〇〇六年度に創設さ

ービスで五千六百人︒二つ合わせても利用者の三

特に︑事業者にしてみれば︑どうも夜間︑深夜に

そう思うんですけれども︒

れた夜間ホームヘルプサービス︑これは二〇一三

百六十一万のうちの〇・四％にしかならないとい

じゃ︑実態はどうなっているのかといいますと︑

年十二月現在で全国に事業所が百六十五か所︑利
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

ておりますし︑看護の方がなかなかうまくいかな

ですが︑これもこれからも続けていきたいと思っ

コールの端末︑これに対して補助をやっておるん

あわせて︑今やっておるんですけれども︑ケア

らぬというふうに思います︒

方々にもしっかり我々はＰＲをしていかなきゃな

には︑やっぱりケアマネジャーの方々︑こういう

要があろうと思いますし︑それから自治体︑さら

者の方々にしっかりとお伝えをさせていただく必

もないわけでございますので︑これはやはり事業

られるようでありますが︑実態を見ますとそうで

で呼び出されるんじゃないか︑こういう心配があ

しょっちゅう呼ばれるんじゃないか︑またコール

不安になるというようなお話などもあるわけです

人が来られるということについて家族の方が逆に

夜中に鍵で開けられて被介護者の人のところに他

さんが来るにしても︑コールをして来るにしても︑

うお話とか︑それから︑夜間サービス︑ヘルパー

むつを交換︑必要なくなっている現状もあるとい

むつが非常に性能が良くなって︑夜中に何度もお

要な支援だと思っていたけれども︑今︑例えばお

方のお話を聞きますと︑例えば︑これは本当に必

でも︑逆に︑その介護を支援しているＮＰＯの

増えて大変じゃないかという声も聞こえてくると︒

ですけれども︑今事業者側からは︑夜間や深夜が

ですね︑これは私もいいんじゃないのと思ったん

入りでと言われたこの夜間︑定期巡回のサービス

ていない人︑つまりサービスは必要ないと判定さ

の介護予防事業の創設によって︑介護認定を受け

支援事業として創設をされたものであります︒こ

ていない高齢者を対象に市区町村が実施する地域

護認定で非該当と判定された人や介護認定を受け

なんですけれども︑これも︑二〇〇六年度から介

これは︑資料の新聞記事の右側︑資料四の右側

きたいということを申し上げておきたいと思いま

を担っている家族の声をしっかり反映していただ

などの政策決定のときには当事者の声や在宅介護

護保険のサービスの種類あるいは施設の整備計画

います︒

次に︑介護予防事業についてお伺いしたいと思

す︒

いというお話がございますので︑次の介護報酬改

って︑施設に入らなきゃいけないか在宅でできる

をしながら︑是非とも︑これがあるかないかによ

チしているのかというようなことを考えますと︑

と思ってやっていることが︑本当に今それがマッ

ですから︑本当に介護を必要とする人に善かれ

用と累計額︑そして二次予防事業の対象者把握事

二〇〇六年度以降の介護予防事業の各年度の費

れた人にも介護保険が支払われることになる︑そ

か︑この大きなポイントでございまして︑先ほど

事業者から話を聞くだけではなくて被介護者ある

業︑通所型介護予防事業︑訪問型介護予防事業︑

ね︒

来︑これが要だ︑要だと言いながら︑要のものが

いは介護を支援している家族などの声もしっかり

それぞれの各年度の費用合計額と累計額をという

定のときにはこの看護の部分に関しましても強化

余りうまく使われていないので申し訳ないんです

と受け止める何かツールが必要なんではないかと

ふうにお伺いをしたんです︑これも事前にお願い

ういう仕組みになったというふうに受け止めてお

が︑これをしっかり使っていただいて︑将来︑い

いうことを指摘をしておきたいと思います︒

いうふうに考えております︒

るような︑そんな環境整備を進めてまいりたいと

十五歳以上になられるという状況の中で対応でき

いうことの一つの例だと思いますので︑是非︑介

われているものが︑必要な介護が届いていないと

特に本当に必要な人のところに届くためにと今行

これは︑この地域密着型サービスというのは︑

いては後日資料をいただきたいと思います︒

げていただく時間がございませんので︑これにつ

答弁できるとおっしゃいましたが︑これを読み上

したんですけれども出てきませんので︑今日なら

ります︒

よいよこの二〇二五年に向かって団塊の世代が七

○神本美恵子君 今︑民主党政権のときに鳴り物
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

○政府参考人︵原勝則君︶ まず︑二次予防事業

いただきたいと思います︒

二次予防事業参加者一人当たりの費用額をお示し

実施した自治体の数︑参加者数の累計︑それから

を示していただきたいのと︑特に二次予防事業を

効果があるのかという疑問が湧きます︒

効果を考えた場合に︑介護予防事業にどれだけの

た費用︑二次予防事業への参加者数という費用対

うんですけれども︑この対象者の把握事業に掛け

○神本美恵子君 後でまた資料を精査したいと思

ます︒

実施している保険者数は約千五百保険者でござい

防事業について検証して評価を行われたのか︑お

ですけれども︑どのようにこの予防事業︑介護予

評価が行われて改正案が提出されていると思うん

けれども︑介護予防事業について総合的な検証と

れに︑提出される前に︑当然のこととは思います

れ︑衆議院でもう提出されているんですかね︑そ

いうところがありますので︑今回改正案が提出さ

ここでは︑この六年間の介護予防事業の合計額

者の把握事業でございますが︑ちょっと合計額︑

二〇一〇年の六月の厚労省内の事業仕分でも指摘

てのお尋ねでございますけれども︑これについて

○政府参考人︵原勝則君︶ 介護予防事業につい

答えをいただきたいと思います︒

をされて改善をされてきているところだというふ

は︑市町村からの報告を求め︑これまでその把握

これについては︑二〇〇九年十一月の事業仕分︑

通告が二十三年度で取りあえずいいので答えて

うに思いますけれども︑この対象者が︑介護が必

に努めてきております︒

後ほどきちんと整理しまして提出させていただき

ほしいということでございましたので︑ちょっと

要な被保険者も︑必要な被保険者だけではなくて︑

たいと思います︒

今手元にその数字がございますので︑それを申し

介護が必要でない人も予防ということで入ってい

一部の市町村におきましては︑二次予防事業対

上げさせていただきます︒

ございます︒

が約百十億円︑訪問型介護予防事業が約九億円で

者把握事業は約百五十億円︑通所型介護予防事業

いまして︑その内訳として︑二次予防事業の対象

す︒このうち二次予防事業が二百八十億円でござ

体では平成二十三年度約四百四十億円でございま

呼んでおりますけれども︑これが介護予防事業全

ている部分でございますが︑対象経費実支出額と

集計をしておりまして︑いわゆる保険で費用を見

家族が担っている介護の部分というのは無償で行

ど言いました家族で介護をしている方の︑結局︑

きだというふうに思いますし︑もう一つは︑先ほ

労働者の処遇改善︑そういったものに使われるべ

その介護に従事している労働者といいますか介護

いますし︑何よりも︑ずっと言われているのは︑

ッチしたようなサービスの充実をするべきだと思

サービスを本当に被介護者が必要とする介護にマ

要の高い︑先ほどのホームヘルプサービスやデイ

こういう市区町村事業よりも︑私は︑在宅で需

ると︒このため︑先ほど議員もおっしゃいました

別にはそういった取組によって成果が出てきてい

らまだございませんけれども︑そういうふうに個

全体を定量的に評価したというものは残念なが

ております︒

リスクが低い傾向にあるといったような成果が出

参加の割合が高い地域ほど転倒や認知症やうつの

学の先生の研究成果でございますけれども︑社会

ような効果でありますとか︑あるいは︑これは大

とによって介護認定率の伸びが抑制されたという

民が主体となった介護予防活動を広く展開するこ

象者とそれ以外の高齢者を分け隔てることなく住

また︑この通所型・訪問型介護予防事業につい

われているわけですね︒当然︑そのことに対して

ように︑一次と二次と厳密に分けて全員にチェッ

るわけですね︒

ては︑参加者でございますけれども︑約二十三万

介護保険は家族だからといって使われていないと

これは介護予防事業報告というものに基づいて

人︑参加者一人当たりの費用は約十二万円︑また︑
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決算
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クリストの回答を求めるようなやり方だとどうし
てもコストベネフィットみたいなものでも確かに
問題は出ておりますので︑私どもとしては︑現行

午後零時三十九分休憩
│││││・│││││
午後一時三十分開会

における公的研究費の管理・監査のガイドライン︑

これが設定されたわけでありますけれども︑事実

上︑なかなかこの不正︑後を絶つことができてお

りません︒この四月より︑本ガイドライン︑改定

運用に際して︑これまでの不正防止策︑一体何が

○委員長︵金子原二郎君︶ ただいまから決算委
休憩前に引き続き︑平成二十三年度決算外二件

不十分だったのか︒また︑今度のこの改正によっ

の介護予防事業の見直しを行いまして︑高齢者が
など︑高齢者本人を取り巻く環境のアプローチを

及び平成二十四年度決算外二件を一括して議題と

て一体どんな点が強化されたのか︑御答弁お願い

をされたということでありますけれども︑新たな

組み合わせながら︑要介護状態になっても生きが

し︑文部科学省及び厚生労働省の決算についての

いたします︒

員会を再開いたします︒

い︑役割を持って生活できるような地域の実現を
審査を行います︒

積極的に参加できる多様な通いの場を充実させる

目指して︑予防事業全体について今回見直しをし

○国務大臣︵下村博文君︶ 今回のガイドライン

の改正は︑昨年九月に公表された研究における不

質疑のある方は順次御発言を願います︒
○平木大作君 公明党の平木大作でございます︒

ていきたいと考えております︒
○神本美恵子君 四月から消費税が上がって︑そ

正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォー

スの中間取りまとめを踏まえ改正したものであり

私からは︑まず科学技術研究の振興に関して文
部科学省にお伺いをいたします︒

の分もこの年金︑介護︑医療︑それから子育てに
回るわけですけれども︑そのための改正法案が︑

えると思いますので︑是非ともその点を心して︑

有効性が疑われる︒これは税金の無駄遣いとも言

をもっときちんとやって政策を立てていかないと

し上げているように︑利用者のやっぱり実態把握

ますけれども︑本当に︑先ほどから繰り返して申

ると︑一括で審議されるというふうに聞いており

て︑約四割の大学が不正使用を防止するための措

科研費を受け取った全国の大学に調査を行いまし

ております︒昨年︑総務省におきましては︑この

させる︑いわゆる預け金問題が長年の課題となっ

された研究費について︑取引業者に不正に管理を

不正使用についてでございます︒国などから支給

きまして会計検査院から指摘されたのが研究費の

組織の管理責任の明確化の観点から︑内部統制の

名を含む調査結果の公表の徹底をする︒二つ目に︑

管理の徹底︑また不正を行った研究者に対して氏

対するコンプライアンス教育の受講義務化や受講

事前に防止する観点から︑研究者や事務職員等に

改正ガイドラインにおいては︑一つは︑不正を

しているところであります︒

機関が責任を持って不正対策に取り組むよう要請

ます︒改正ガイドラインでは︑特に大学等の研究

またこれから新しい改正案に対しての議論が始ま

置を講じていなかったと︑このような調査結果も

ためのコンプライアンス推進責任者の設置の義務

平成二十三年度︑二十四年度のこの両年度にお

ると思いますけれども︑そのときにもまた取り上

出ておりまして︑大学あるいは文部科学省に対し

付け︑また不正事案の迅速な全容解明のための調

十九本もの法案が一括で今国会に提出をされてい

げさせていただきたいと思います︒

てもこの是正の勧告がなされているわけでござい

以上で終わります︒

の報告遅延に対する間接経費の削減措置などにつ

査期限の設定︑さらに体制整備の不備や調査結果
こうした事態を受けて︑平成十九年に研究機関

ます︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 午後一時三十分に再
開することとし︑休憩いたします︒
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実際に︑昨年の八月に日本分子生物学会︑会員

研究機関に対しては︑ガイドラインに基づく規程

実な実施を求めることとしております︒また︑各

上でも︑一定期間の研究データの保存︑公開の義

文科省としては︑今後︑改正ガイドラインに基

数が一万五千人を数える大変大きな学会ですけれ

や体制の整備︑公表を求め︑体制に不備が認めら

今回の事件だけであるわけではないということで

づいて取組を各組織において着実に実施されるよ

ども︑ここでアンケート調査を行いましたところ︑

れた場合などについては間接的経費の削減措置を

いて︑研究機関に要請する事項等を新たに定めた

う促してまいりたいと思います︒

回答した千人のうち︑自分の研究室で不正を見聞

講ずること等を検討をしているところであります︒

務付け及び各研究機関における研究倫理教育の着

○平木大作君 ありがとうございます︒

きしたという方が約一割︑そしてうわさを聞いた

これらの取組を通じ︑研究者や各研究機関︑研

ございます︒

これ︑本当に悪質な事例ですと︑研究者の方の

まで含めると半数にわたる方がこういったものを

ところでございます︒

御自身の高級腕時計を買われたりですとか︑そう

認識しているということでございました︒

ドルではありますけれども︑是非︑今後とも御努

ので︑なかなか根絶というのは難しい︑高いハー

自体︑本当にあってはいけないものでございます

○国務大臣︵下村博文君︶ おっしゃるとおり︑

けますでしょうか︒

どのような対策を講じていくのか︑御答弁いただ

文部科学省として︑こうした論文不正に対して

○平木大作君 今御答弁の中でも︑罰則の強化で

えております︒

して︑公正な研究活動を推進してまいりたいと考

対応を行うことができるよう国も支援等を行いま

究者コミュニティーが責任を持って不正行為への

いったものも指摘されております︒この不正使用

力いただきたいというふうにお願いを申し上げま

すとかあるいは研究倫理のこういった教育︑徹底

していただきたいというふうに思っております︒

昨今︑研究活動の不正行為の疑いのある事案が相
次いでいるということは極めて遺憾なことだとい

す︒
そして︑この不正に関連してですけれども︑も

現在︑理化学研究所のＳＴＡＰ細胞に関する不

る具体的な検討を進めているところであります︒

の不正行為への対応のガイドラインの見直しに係

者会議の審議のまとめを踏まえまして︑研究活動

現在︑文科省では︑本年二月に決定された有識

向上といったものがこの改ざんに実際につながっ

てしまうという︑こういったいわゆる情報環境の

理︑こういったものがもう自宅のパソコンででき

のコピーペーストですとかあるいは画像の加工処

ものの教育大事なんですけれども︑一方で︑論文

当然︑この罰則あるいは研究倫理︑こういった

正の真偽︑これが大変注目を集めているわけです

ガイドラインの見直しに当たっては︑これまで不

てしまっている︑容易にできるようになってしま

うふうに思います︒

けれども︑これはこれで確かにこのＳＴＡＰ細胞︑

正行為に関する対応が個々の研究者の自己責任の

っている︑不正を助長する︑こういった側面もあ

う一つ︑今世間をにぎわしておりますのが︑科学

世紀の大発見と言われた話でありますから注目を

みに委ねられている面が強かったことを踏まえま

るというふうに思っております︒

論文の捏造あるいは改ざんの不正といったものが

集めるのは当然なわけですけれども︑一方で︑こ

して︑今後は研究機関も責任を持ってこの問題に

今大きな話題となっております︒

うした論文の捏造ですとか改ざん︑これ実は報道

倫理教育に加えて︑過去の論文と類似する部分︑

例えば海外ですと︑こういった今の罰則強化︑

取り組むよう求めていく方針であります︒
具体的には︑研究者が責任ある活動を推進する

された国内事例だけでも二〇〇七年以降ほぼ毎年
十件ぐらいのペースで発生しておりまして︑何も
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研究者を取り巻く環境というのが大変厳しいとい

次の質問なんですけれども︑現在︑この若手の

す︒

いったものも併せて御検討いただきたいと思いま

ーを活用して︑是非この実情に合った対策︑こう

大学も出てきているようであります︒テクノロジ

検知ソフト︑こういったものを導入するといった

こういったものを数値で表すようないわゆる盗用

課程等を修了した研究者等に対する支援を強化し

特に︑我が国の将来を担う博士課程の学生や博士

術人材の育成確保が重要であるわけであります︒

み出していくためには︑これを担う多様な科学技

りまして︑我が国が成長を続け︑新たな価値を生

ョンは安倍内閣の成長戦略の重要な柱の一つであ

○国務大臣︵下村博文君︶ 科学技術イノベーシ

でしょうか︒

いく︑こういった研究が欠かせないわけでござい

礎研究の上にしっかりイノベーションを起こして

続けるためには︑こういったいわゆる卓越した基

結局︑今後も日本が科学技術立国として成長を

を申し上げます︒

にも取り組んでいただきたいというふうにお願い

ムですとかキャリアの流動化︑こういったところ

で︑是非とも力を入れて︑今の特にコンソーシア

今後の日本を支えてくださる人材の皆さんですの

ども︑昨年策定をされました科学技術イノベーシ

育成を図っていくことは︑委員御指摘のように極
文科省においては︑従来より︑博士課程の学生

ョン総合戦略︑これに基づいて︑今後も日本が科

うふうに認識をしておりまして︑博士号を取得し
いわゆるポスドクの問題︑これも長年指摘されて

や研究者等に対する経済的な支援や多様なキャリ

学技術立国として成長していくためのどのような

ます︒これ︑今御答弁の中にもございましたけれ

いるところでございます︒結局︑少ないポストを

アパスの開拓などの取組を講じてきたところであ

取組を行うのか︑この御決意も含めて︑最後︑も

めて重要であるというふうに思います︒

めぐって︑あるいは研究予算をめぐって余りにも

りますが︑まだまだ不十分であるというふうに思

ても若手研究者にポストがなく就職ができない︑

厳しい競争がある︑このために不正に手を伸ばし

これらの取組を引き続き推進するとともに︑新た

今後︑大学改革の状況等を踏まえつつ︑さらに

学技術イノベーション︑これは極めて重要なもの

三本目の矢をバックアップするためには︑この科

○国務大臣︵下村博文君︶ 特にアベノミクスの

う一言いただけますでしょうか︒

これも昨年の文科省の学校基本調査の中では︑

に平成二十六年度予算事業におきましては︑研究

であるというふうに認識しております︒文科省と

います︒

博士課程を修了された方の中で︑結局︑進路とし

者の流動性を高めキャリアアップを図る取組とし

しても︑そのような観点から︑昨年六月七日に閣

てしまう︑こんなことも言われているわけであり

て非正規雇用︑それから一時的な仕事︑そして進

て︑科学技術人材育成のコンソーシアムの構築を

ます︒

学も就職もしないと︑こういった方を合わせると

議決定された科学技術イノベーション総合戦略に

基づきまして︑科学技術イノベーションの基盤と

実施するということにしております︒
今後とも︑博士課程の学生や若手研究者の経済

なる多様な人材の育成や基礎研究の推進をオール

実に全体の四割を占めるということで︑これは大

的支援やキャリアパス支援等を行い︑その活躍促

ジャパンの観点から取り組むとともに︑宇宙︑海

変な事態であるというふうに思っております︒

進に努めてまいりたいと思います︒

今後の日本の科学技術研究の将来を担う優秀な
学生の方たちが博士課程に進学して︑その後研究

洋開発等の国家基幹技術の開発等を推進している

ところであります︒

○平木大作君 ありがとうございます︒
もう大変大事な取組であると思いますし︑また

者として活躍するための今後どのような支援策を
考えられているのか︑これも御答弁いただけます
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年金積立金管理運用独立行政法人︑ＧＰＩＦの三

て御質問させていただきたいと思います︒本日は︑

本会議に引き続きまして︑公的年金の運用に関し

では続きまして︑時間もあれですので︑先日の

政検証の結果を踏まえ︑適切に対応してまいりた

ます︒当法人としましては︑今後公表されます財

利回り一・七％を指しているものと理解しており

中で示された︑名目賃金上昇率を上回る実質運用

と積立金のあり方に関する専門委員会の報告書の

七％といいますのは︑年金財政における経済前提

ただいま御指摘のありました実質利回り一・

○参考人︵三谷博君︶ お答え申し上げます︒

弁いただけますでしょうか︒

○参考人︵三谷博君︶ 基本ポートフォリオの

だけますでしょうか︒

れについてどう認識されているのか︑御回答いた

えといったものが市場にもたらすインパクト︑こ

要があるのか︑また︑このポートフォリオの入替

ませんけれども︑現時点で一体どの程度見直す必

この点について︑まだ財政検証は終わっており

んだと︑こんな期待感も出てきてしまっている︒

例えば一兆円以上のお金が株式市場に回ってくる

方では︑このポートフォリオを一％動かすだけで

引き続き︑文科省としても︑我が国が世界で最

谷理事長にも来ていただいておりますので︑この

いというふうに考えております︒
なお︑年金給付は名目賃金上昇率の増加に連動

たように︑今後公表されます財政検証の結果を踏

見直しにつきましては︑今先生もお話しされまし

○平木大作君 ありがとうございます︒

まいりたいと思います︒

もイノベーションに適した国となるよう尽力して

運用の実態と今後の方針についてお伺いをしてい

しておりまして︑この名目賃金上昇率を上回るい

きたいというふうに思っております︒
現在︑公的年金の財政検証が進んでおります︒

したがって︑現時点でこれをお答えすることはち

まえた上で︑運用委員会の意見などを伺いながら

年度までの十二年間の平均で二・〇四％となって

ょっと難しいというふうに考えております︒

わゆる実質運用利回りの実績を見ますと︑自主運

の運用利回りが実質利回りで一・七％と︑このよ

おりまして︑年金財政上求められる運用利回りを

その検証の一環として経済前提︑先日示されたわ

うに設定されましたけれども︑これ達成可能な目

十分上回っているものと考えております︒

際の運用に当たり︑できる限り影響を与えないよ

本格的に検討することになるわけでございます︒

標なのかどうか︒今回のこの経済前提におきまし

○平木大作君 これまでのトラックレコードから

う様々な工夫をしてまいりたいというふうに考え

用が開始されました平成十三年度から平成二十四

ては︑標準シナリオといったものが指定されてお

見ても十分達成可能ではないかと︑そういった御

ているところでございます︒

けでありますけれども︑ここにおいて︑ＧＰＩＦ

りません︒八つほどのシナリオがあって︑その八

回答でございました︒

のか︑こんな︑ある意味運用を疑問視するような

いといけない目標なんじゃないかと︑達成できる

換算すると︑これは四・二％ぐらいの運用をしな

いのか︑どれだけ見直す必要があるのか︑ここが

フォリオをどれだけ見直していかなければいけな

これによって︑じゃ今後︑現在のこの基本ポート

今回︑この経済前提の中で示された運用目標︑

までとにかく債券ばかりでやっていたと︑何かさ

すと︑このＧＰＩＦの運用といったものは︑これ

私がお伺いしたかったのは︑報道を見ておりま

なお︑市場へのインパクトにつきましては︑実

つの中のどうも真ん中辺りを取って名目利回りに

声も出てきているわけでございます︒

一つ世間の注目を集めているわけでございます︒

も一〇〇％国内債券で運用していたものを一気に︑

○平木大作君 現時点で答えられないという残念

この点について︑過去に設定された運用目標と

不謹慎な話かと思うんですけれども︑株式市場の

な回答だったんですけれども︒

その達成度合い︑中長期の運用実績と併せて御答
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いか︑こんな形でよく誤解をされているんじゃな

ましてから︑株式にがっと一気に変えるんじゃな

特に昨年末ですね︑あの有識者会議の報告書が出

せて御回答をお願いをいたします︒

中では一体どこに位置付けられるのか︑これと併

述べさせていただきました基本ポートフォリオの

か︑また︑当該インフラ投資といったものは︑今

のでございます︒

結し︑インフラ共同投資を開始することとしたも

鉄道などのインフラに投資する共同投資協定を締

他短期証券五％ということで︑もう既にある意味

一二％︑外国債券一一％︑外国株式一二％︑その

の債券というのは基本的に六〇％︑国内の株式は

実際は︑現在の基本ポートフォリオでも︑国内

ついての調査研究という題名の下で︑四つの会社

二十四年度には︑オルタナティブ投資スキームに

いて調査を行ってきたところでありますが︑平成

ますが︑私どもではこれまでインフラ投資等につ

○参考人︵三谷博君︶ 今お尋ねの件でござい

ところでございます︒

オ上は外国債券に位置付け︑管理することとした

用委員会の意見も承った上で︑基本ポートフォリ

フローを持っております︒そうしたことから︑運

見込まれるという点で債券に類似したキャッシュ

今回の共同投資は︑安定したインカムゲインが

いかというふうに思っております︒

大きく株式での運用も行っておりますし︑分散も

に調査研究を委託したところでございます︒

って︑何かもう今までのを全て否定して株式に一

牲に伴うプレミアムの獲得及び分散投資による効

その中で︑オルタナティブ投資は︑流動性の犠

ラ投資を開始いたしました︑年金の中でもインフ

が︑ＯＭＥＲＳというのは︑一九九八年にインフ

これ︑なぜＯＭＥＲＳかということであります

利いている︒この中で今回目標を変えたからとい
辺倒にいくと︑そういった話ではないということ︑

資産は約六兆円でございますが︑その約一五％を

ラ投資の草分けといったような基金でございまし

する方法が考えられること︑また︑インフラ投資

インフラに配分しておりまして︑世界の年金基金

率性の向上が期待できること︑それから第二に︑

等の運用実績を蓄積した国内外の機関投資家との

で最大のインフラ投資家であるということ︑また︑

この御認識を伺いたかったんですけれども︑現時
りましたので︑是非ともこういったところ︑もっ

連携は︑その投資能力や知見の吸収の観点から検

欧米先進国を中心に豊富な実績を持ち︑また運用

て︑長い運用実績を有しております︒また︑運用

ともっと発信をしていただきたいなというふうに

討に値することといった報告がなされまして︑私

利回りもかなり良好なものをこれまで実績といた

インフラ投資等を目的とする投資信託に直接投資

思っております︒

ども運用委員会でも実施の必要性が議論されてき

しているといったことを勘案いたしまして︑共同

点ではちょっと結果が出ていないということであ

本年の二月︑ＧＰＩＦはカナダの公的年金と共同

たところでございます︒

せてお答えいただきたい︒特に︑世界中にあまた

対象︑期間︑目標リターン︑こういったものと併

にどのような内容なんでしょうか︒例えば︑投資

模︑かなり大きいわけですけれども︑これ具体的

されました︒五年間で最大二千八百億円の投資規

同で︑先進国の電力発送電︑ガスパイプライン︑

ＲＳと通称呼ばれていますけれども︑これらと共

びカナダ・オンタリオ州公務員年金基金︑ＯＭＥ

ついて豊富な実績を持ちます日本政策投資銀行及

と共同投資について交渉を進め︑インフラ投資に

こうした状況を受けまして︑複数の機関投資家

まして︑共同投資を行うのにふさわしい相手先で

率的に運用することを目的とする私どもといたし

責任を負っており︑長期的な視点から安全かつ効

の運用について年金制度の加入者に対する受託者

また︑ＯＭＥＲＳもＧＰＩＦと同様︑年金資金

投資家としての協定を締結したものでございます︒

続きまして︑このＧＰＩＦの運用に関しまして︑
で海外のインフラ投資を始める︑このように発表

あるインフラ投資の中でなぜこの案件選ばれたの
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運用の期間でありますけれども︑これは最長二

あるというふうにも考えたところでございます︒
資信託にもできる︑預金の形にもできます︒こう

を使えば︑債券の形に仕立てることもできれば投

最終的にインフラに投資をしても︑今の金融技術

○平木大作君 ありがとうございます︒

だきたいというふうに思います︒

いく過程で御指摘の点については検討させていた

すが︑今後︑基本ポートフォリオの見直しをして

十五年間ということで考えております︒

いった外形的なキャッシュフローですとか形︑そ

これは具体的な投資基準に密接に関連する話であ

いるリスクにとっては何の意味もない現状がござ

ういったものに着目して分類しても︑実は取って

んですけれども︑現在︑このＧＰＩＦの運用担当

そして︑これに関連してもう一つお伺いしたい

また︑この投資の期待リターンにつきましては︑
りまして︑ＯＭＥＲＳ自身の投資の方針にも関連︑

らいいらっしゃるんでしょうか︒その他︑例えば︑

者の中でインフラ投資の専門家︑具体的に何人ぐ

そういう意味では︑これ︑基本ポートフォリオ

今後︑プライベートエクイティーですとか様々な

います︒
がそもそも今後投資していく上での一つのガイド

もの︑いわゆるオルタナティブ投資について考え

まさに投資方針そのものでもありますので︑この
いうふうに思っております︒

ラインとして機能していくためには︑しっかりま

辺についてはお答えを控えさせていただきたいと
○平木大作君 ありがとうございます︒今︑様々

ていかれるんだと思うんですけれども︑こういっ

ティブ投資を進めるため︑昨年十月に私どもの運

ずこの基本ポートフォリオ︑これを例えば今おっ

六月に実際にこの財政検証終わるわけで︑この

用部という組織の中に専門チームを設置したとこ

具体的にお答えいただきました︒

点︒これについては︑今御説明の中では債券と類

時点でもう一度基本ポートフォリオ見直しになる

ろでありますが︑本年二月からインフラの共同投

たものの専門家︑組織の中にいらっしゃるんでし

似したキャッシュフロー︑こういったところから

かと思いますけれども︑ここで是非︑こういった

資を開始したことなどから︑今年の四月︑今月で

しゃったようなオルタナティブ投資に関しては別

も海外債券の中に入れたということでございまし

きっちりと︑そもそも取っているリスクに応じた

ありますが︑今月から当該専門チームを投資戦略

一点だけ︑あえて︑ちょっと違和感を覚えまし

たけれども︑やはり︑これ御説明の中にも同様に

分類といったもの︑その分類の仕方自体を見直し

課という課に格上げいたしまして︑現在︑課長以

ょうか︒お答えお願いいたします︒

ありましたけれども︑流動性といったものを大分

ていただきたいと思うんですが︑この点︑いかが

下四名で業務を実施しております︒この投資戦略

に切り離して運用するですとか︑そういった設定

犠牲にしてやる︑長期にわたって行う投資がこの

でしょうか︒

の課員は︑全て過去に金融機関等に勤務していた

たのが︑基本ポートフォリオの中でこのインフラ

インフラ投資でございます︒これと︑例えば海外

○参考人︵三谷博君︶ お話︑ごもっともでご

中途採用者でありまして︑この中には︑長年にわ

○参考人︵三谷博君︶ 私どもでは︑オルタナ

債券というと米国債のようなもの︑これが同じポ

ざいまして︑たまたま今回は最初ということで基

たり︑例えばプライベートエクイティー投資に携

が今後必要だというように思われます︒

ートフォリオに入っておりますと言われますと︑

本ポートフォリオの中に受皿がなかったというこ

わっていたといった職員も含まれておるところで

投資が海外債券と同じところに入っているという

大変違和感を当然覚えるわけであります︒

ともありまして︑最も類似するキャッシュフロー

ございます︒

私も︑かつてデリバティブを使って商品の組成︑

という観点から外国債券を選んだわけでございま

様々させていただいたことがございます︒例えば
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ろポートフォリオの多角化を図っているんじゃな

ＰＩＦのこの報告書を受けて︑何か慌てていろい

昨年末︑有識者会議からの報告書が出てから︑Ｇ

安心をいたしました︒と申しますのも︑やはり︑

えお聞きしまして︑ちょっとでありますけれども

○平木大作君 ありがとうございます︒

努めてまいりたいというふうに考えております︒

果も踏まえまして︑高度で専門的な人材の確保に

調査を委託しているところでありますが︑その結

ルティング会社に給与体系の見直し等についての

では全く考えておりませんで︑現在︑外部コンサ

なお︑私どもとしては︑これで十分というわけ

目指す観点から︑株主議決権の行使などの適切な

を考慮しつつ︑長期的な株主等の利益の最大化を

慮すること︑それから︑企業経営等に関する影響

民間企業の経営に対して影響を及ぼさないよう配

の定めました当法人の中期目標におきましては︑

○参考人︵三谷博君︶ 私ども︑厚生労働大臣

この点︑いかがでしょうか︒

いくべきじゃないかと私は考えているんですが︑

こういった役割も今後ＧＰＩＦとしても果たして

こういったものを要求するいわゆる物言う投資家︑

ば投資先に対して企業変革やガバナンスの改善︑

別にポートフォリオだけではございません︑例え

けれども︑運用リターン︑これ最大化するには︑

いう話がどうしても先行しているわけであります

リオの見直し︑こういったものを行っていく上で

まして︑結局︑この運用方針あるいはポートフォ

私もこの件︑本会議でも取り上げさせていただき

この点に関して最後なんですけれども︑先日︑

きたいというふうにお願いを申し上げます︒

のが求められております︒引き続き御尽力いただ

発展に資するような︑そういった貢献といったも

くて︑こういうある意味日本の株式市場の健全な

べき役割というのは︑決して株価の下支えではな

てきているというふうに感じております︒果たす

用するＧＰＩＦの役割が︑責任がまた大きくなっ

本当に今︑この巨大な百兆円を超えるお金を運

○平木大作君 ありがとうございます︒

ます︒

今の︑専門家の方ちゃんといるんだというお答

いか︑あるいは︑こういったインフラ投資︑今ま

お願いを申し上げます︒

にも全力で取り組んでいただきたいというふうに

り投資していくのであればこういった体制づくり

っていただきましたけれども︑引き続き︑しっか

ありましたので︑四名だけでなくて︑今おっしゃ

もチームもそろえた上で始められたということで

こういったものをしっかり準備して︑また専門家

いるんじゃないかといった私も不安がありまして︑

て︑各運用受託機関の議決権行使の取組について

に株主議決権行使ガイドラインの提出を求めまし

ております︒その上で︑私どもは︑運用機関ごと

ということであることを十分に承知していただい

行使の目的が長期的な株主利益の最大化を目指す

ガバナンスの重要性を認識するとともに︑議決権

く︑運用受託機関への委託に際し︑コーポレート

イドラインを定めて運用受託機関に示すのではな

このため︑当法人として︑株主議決権行使のガ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今︑ＧＰＩＦ︑お話

くのか︑最後︑御答弁いただけますでしょうか︒

いつまでにどのような形の運用体制を目指してい

ますけれども︑これ︑厚生労働省として具体的に

いくんだと︑このような御答弁あったわけであり

ついてポートフォリオの見直しと併せて強化して

りまして︑総理の答弁の中でも︑この運用体制に

んじゃないか︑このようにも考えているわけであ

ければいけない︑むしろ先にそちらをやるべきな

組織自体をしっかりガバナンスも強化していかな

は︑やはりそれに見合ったリスク管理体制︑この

そして︑運用リターンをしっかり上げていかな

評価を行い︑その評価を通じてより適切な議決権

があったわけでありますが︑これはポートフォリ

対応を行うことというふうにされております︒

ければいけないという議論の中で︑現在︑ともす

行使の推進を図るよう努めているところでござい

で経験のないものを体制のないままに何か進めて

るとこのポートフォリオの中身を見直せばいいと
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制︑さらにはガバナンスどう強化していくか︑こ

オの見直しだけではなくて︑当然︑リスク管理体
りやすい形でしていただきたいとお願いをいたし

ＧＰＩＦにももっともっと情報発信︑国民に分か

の声もございます︒是非とも透明な運用︑そして

式会社による認可保育所への参入といったものが

待機児童問題の背景として︑自治体の裁量で株

てでございます︒

ういうことも必要なわけでありまして︑有識者会

なかなか認められないということが言われてまい

りました︒ちょっと古い数字ですけれども︑昨年

ます︒
もう一つ︑少し時間がありますので︑論点︑続

議の御提言いただきました︒これを踏まえて︑全
体の見直しと同時に︑あわせて︑職員数の弾力化

大きな問題で︑取り組んでいるところによっては

したいんですけれども︑この待機児童解消︑大変

待機児童の解消に向けた取組についてお伺いを

した︒

ずなのになかなか進まないという現状がございま

でいない︑もう十年も前にできるようになったは

六％しかないということで︑ほとんど参入が進ん

の段階でこの株式会社の認可保育所︑全体の一・

この閣議決定にのっとって︑中期目標︑これに

大分減ったんだとかゼロになったと︑そんな話も

平成二十七年度からようやく︑子ども・子育て

けさせていただきます︒

関して︑職員数それからまた賃金水準︑さらには

あるんですけれども︑やはり都市部を歩いており

支援新制度︑これによって原則認可となるわけで

でありますとか︑それから実質的な合議制︑こう

経費等々︑この制約の弾力化︑こういうものを踏

ますと︑ここが一番実感がないというふうに言わ

ありますけれども︑もうこの新制度の発足を待た

いうものの導入︑これも閣議決定をいたしたとこ

まえていろいろとこれ議論しておるわけでありま

れてしまうわけであります︒

ろであります︒

すが︑現在︑職員の報酬体系の見直し︑これを始

益相反に関しての規定の整備︑これも進めていく

と︑やはり報酬体系の見直しと併せて︑さらに利

な合議体制への見直しという意味からいたします

考えておるわけでありますし︑あわせて︑実質的

方々の一部でありますけれども︑常勤化︑これも

あわせて︑運用委員会に関しましても︑委員の

ロになっても︑それで人気でまた応募者が殺到す

運用次第でも変わってきてしまう︒また︑一旦ゼ

いですとか︑様々これ定義の変更ですとか行政の

保育所︑これを希望した場合には統計に含まれな

取った場合ですとか︑あるいは家の近所の特定の

じておりまして︑預かり先がなくて例えば育休を

いかけてもしようがないのかなというところを感

十五︑二十六年度の二年間で約二十万人︑そして

て︑待機児童解消加速化プランに基づき︑平成二

待機児童の解消はもう喫緊の課題でございまし

す︒

○政府参考人︵石井淳子君︶ お答え申し上げま

いかがでしょうか︒

いかなというふうに考えているんですが︑この点︑

ような︑そういった政策を打っていくべきではな

ずに︑こういった新たな担い手どんどん呼び込む

必要があろうと考えておりまして︑このようなこ

るようなこともありまして︑やはりこれだけを見

潜在ニーズを含めて保育ニーズのピークを迎える

やはり︑これ︑待機児童数というもの自体を追

とを順次進めてまいりたいと考えております︒

ていてはなかなか解消に向けて進まないのかなと

めております︒

○平木大作君 ありがとうございます︒

ります︒

万人分の保育の受皿を確保することといたしてお

とされる平成二十九年度末までに合わせて約四十
まず一つは保育所の施設設置主体︑担い手につい

そこで︑今日ちょっとお伺いしたい指標として︑

いうふうに思っております︒

引き続き︑大変これは大きな課題でありますけ
れども︑昨今の報道だけ見ておりますと︑私たち
の年金どこへ行っちゃうんだと︑そういった不安
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きることとなったところでございます︒これらの

め︑予定していた全ての補助事業の支援を開始で

これにより︑財源確保策を検討していた事業も含

の経費を一体的に確保したところでございまして︑

確保を始め︑各種支援策の更なる充実を図るため

の予算におきましても︑必要な整備費︑運営費の

平成二十五年度の補正予算︑そして二十六年度

も出させていただいたところでございます︒

たいということで︑昨年五月付けで私からも通知

この点︑新制度もにらんだ形での対応をお願いし

施設整備を推進することといたしておりまして︑

株式会社を含む多様な主体でスピード感を持った

れども︑特に都市部に適した賃貸方式を活用して︑

この加速化プランの保育所整備でございますけ

もそれぐらいの数字が今のところ出てきておると

う数字でもございますし︑大体ニーズ調査をして

きますと︑それぐらいが施設に行かれているとい

ちの大体四四％︑これ︑ヨーロッパで大体見てい

ります︒四十万人という数字は三歳未満の子供た

人保育士を確保しなければならぬという状況であ

保するために︑平成二十九年度末までに七・四万

○国務大臣︵田村憲久君︶ まず︑四十万人分確

けますでしょうか︒

どう進められていくのか︑この点︑御答弁いただ

いわゆる潜在保育士︑この掘り起こしを具体的に

けないのか︑資格を持ちながら現場を離れている

に何万人の保育士の方を確保していかなければい

万人︑この受皿をつくっていくためには一体新た

非とも大臣がまず先頭に立って︑旗振り役になっ

になっているということを認識しております︒是

一夕でできる話ではない︑また財源も今大変問題

きましたように︑この保育士の確保︑本当に一朝

わらせていただきますが︑今おっしゃっていただ

○平木大作君 時間が参りましたので︑以上で終

参っております︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 平木大作君︑時間が

このように考えております︒

待機児童解消に向かって努力をしてまいりたい︑

する中において何とかこの七・四万人を確保して

受けるときの受講費の支援等々︑いろんな支援を

稚園の教諭の資格を持っている方々が保育資格を

受講のいろんな支援でありますとか︑それから幼

○平木大作君 今御答弁の中にも触れていただき

うふうに考えております︒

ういう意味では半分以上が潜在保育士ということ

ておられる方々は四十万人前後だと思います︒そ

が百万人以上おられるんですが︑実際現場で働い

す︒

○松沢成文君 みんなの党の松沢成文でございま

て︑この待機児童の解消︑全力で取り組んでいた

ました︑やっぱりこの待機児童解消加速化プラン︑

でございますので︑こういう方々を何とか掘り起

私も文教科学委員会に所属していますので︑も

いうことでこういう目標を掲げたわけであります︒

これで五年間で四十万人の実際の受皿を増やして

こしていかなきゃならぬということで︑ハローワ

う大臣とは毎週質疑をさせていただいておりまし

予算なども十分活用いただきまして︑引き続き地

いくんだということでございました︒

ークで保育士のマッチング強化︑このプロジェク

てかなり辟易としているんじゃないかと思います

だきたいことをお願いしまして︑私の質問とさせ

そこで︑この受皿について︑さらにもう一つの

トをやっておりますし︑また保育士・保育所支援

が︑私も国会議員の務めでありますから︑よろし

潜在保育士の方々︑保育資格を持っている方々

担い手についてやはり見ていかなければいけない

センター等々を通じていろんな情報提供をしなが

くお願いいたします︒

方自治体の取組を全力で支援をしていきたいとい

というふうに思っておりまして︑それは結局︑こ

ら対応していくと︒あわせて︑無認可で働いてい

ていただきます︒

の一番の課題というのは保育士さんの確保である

る方々︑保育資格を持っていない方々に対しての

今日は︑国際宇宙ステーション︑ＩＳＳと訳し

ありがとうございました︒

かなというふうに思っております︒五年間で四十
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をお聞きしていきたいというふうに思います︒

と日本の宇宙開発の在り方について大臣のお考え

ておりますけれども︑この国際宇宙ステーション

んな実験やっていますという資料をいただきまし

すとか︑文科省の方で六つぐらい︑こうして︑こ

を求めた︑これは宇宙飛行士の体を使った実験で

あるいは高齢者医療︑福祉につながるような成果

ないわけでございます︒

いまして︑我が国だけが特別多いというわけでは

ては約八兆四百五十億円投資しているわけでござ

すが︑一方︑米国はこのＩＳＳの関連経費に対し

まで八千六百八億の経費を投入したわけでありま

ＩＳＳ︑国際宇宙ステーションは︑現在︑日本︑
た︒

と思います︒先月の九日には若田光一さんが日本

て︑その技術と経験を蓄積してきたということだ

までにも四人の日本人宇宙飛行士が長期滞在をし

これに一九八八年から参加をしております︒これ

か国で運用されているわけでありまして︑日本は

に見合った成果はなかなか出ていないという厳し

ているけれども︑産業的にも科学的にも巨額投資

産業界の中からも︑この﹁きぼう﹂での実験続け

実は︑この予算を付ける財務当局だけではなく︑

研究成果を大臣はどのように評価されているか︒

そこで︑まず費用対効果の面から︑現在までの

います︒

技術と貢献は高く評価されているところでもござ

てきており︑米国を始めとする各国から我が国の

宇宙飛行士の搭乗等を通じて主要な役割を果たし

補給機﹁こうのとり﹂を打ち上げまして︑日本人

御指摘のように︑
﹁きぼう﹂の建設︑運用︑物資

アメリカ︑ロシア︑カナダとヨーロッパの計十五

人で初めてＩＳＳの船長に就任して︑活躍をして

い批判もあるんですね︒今その意義が厳しく問わ

我が国は︑ＩＳＳ計画において︑独自の実験棟︑

いるところであります︒

二十五年度までに八千億円を超える多額の投資が

験棟﹁きぼう﹂の建設費と運用経費だけでも平成

十四年間とされている中で︑ＩＳＳには日本の実

に参加国が力を合わせて乗り越え︑人類史上比類

事故など様々な困難に直面したものの︑そのたび

ション︑ＩＳＳ計画は︑二度のスペースシャトル

○国務大臣︵下村博文君︶ この国際宇宙ステー

と思います︒

に至ったということの表れでもあるのではないか

との中で重要なパートナーとしての地位を占める

ったわけでありますが︑同時に︑我が国が関係国

とは︑これは御本人の人柄と努力︑高い能力があ

さらに︑今般︑御指摘がありましたが︑若田宇

されてきました︒平成二十四年度だけでも決算ベ

のない規模の平和目的の科学技術プロジェクトと

ＩＳＳ計画は︑科学的成果の獲得のほかに︑有

れている状況だと思いますが︑大臣はどう認識さ

ースで三百七十七億円もの運用経費が支出されて

して遂行されてきました︒言わばＩＳＳは︑国際

人宇宙技術の獲得︑外交・安全保障︑産業振興等︑

このＩＳＳでありますけれども︑耐用年数が最

おります︒この額はその年の総額の二千九百七十

協調を可視化した平和のシンボルとして貴重な人

幅広い観点からの意義もありまして︑費用対効果

宙飛行士が日本人として初めて船長に就任したこ

二億円の宇宙関係予算の一割を優に超えている︒

類全体の財産と認識しております︒今年一月にワ

はこれから総合的に評価すべきものであるという

れているか︑御答弁いただきたいと思います︒

大変大きな予算を付けて運用しているわけなんで

シントンで初めて三十五か国が参加いたしまして

大でも二〇二八年までということで残り十四年︑

す︒

利用についても︑効率化等による不断のコスト削

私としても︑この日本実験棟﹁きぼう﹂の運用︑

ふうに思います︒
確かに我が国は︑松沢委員御指摘のように︑今

席をしてまいりました︒

国際宇宙探査フォーラムがございまして︑私も出

ＩＳＳではいろんな実験がなされていると︒特
にこの﹁きぼう﹂ですね︑日本の実験棟で︑創薬
のプロセスの加速につながるようなこういう実験︑
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とでした︒

これからもまだまだできるんじゃないかというこ

るけれども︑それなりの成果は上げてきていると︑

○松沢成文君 費用対効果の面で厳しい意見もあ

あるというふうに認識しております︒

かり見えるような形で努力していくことが重要で

貢献していくことも含め︑国民の皆様方からしっ

どによりまして︑ＩＳＳの成果が実際の社会にも

る医療分野などの実験︑研究を一層進めることな

も二〇二四年まで延長することが決定し︑各国に

官より︑米国政府としてＩＳＳの運用を少なくと

ォーラムにおいて︑初めてホルドレン大統領補佐

回︑この一月︑米国で開催された国際宇宙探査フ

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑今

ですが︑そういう方向でよろしいんですか︒

てやっていくんだというふうにお見受けできるん

ＩＳＳの運用を延期する︑アメリカと一緒になっ

カのＩＳＳの延長要請に対して︑既に日本として︑

こうした大臣の発言から見ますと︑このアメリ

の中でしっかりと検討して決めていきたいと︑こ

加する方向で考えていきたいけれども︑今後政府

○松沢成文君 大臣としては是非とも前向きに参

って対応を決めてまいりたいと考えております︒

専門家の意見を踏まえつつ︑関係閣僚とも話し合

人で決定できることではありませんので︑今後︑

前向きに検討すべきだと思いますが︑これは私一

催するということですから︑そういう観点からも

あるというふうに思いますし︑二回目︑日本が開

ては︑米国の提案に対して前向きに検討すべきで

今後のこの運用延長とその参加の在り方につい

催をするということになっております︒

そこで︑大臣が答弁の中でも触れましたが︑本

も是非参加をしてほしいという要請がございまし

ういうことだと思うんですね︒その検討が私︑重

す︒

年の一月にアメリカで開催されました第一回国際
た︒

減努力を行う一方で︑これまで成果が上がってい

宇宙フォーラムの中で︑アメリカから︑二〇二〇

のが行われたらしくて︑そこでは︑大臣は︑我が

続いて︑何かディスカッションセッションという

ても主体的に貢献したいと発言されていますし︑

技術や独自技術を生かして将来の宇宙探査に対し

みづくりに積極的に関わる︑我が国が得意とする

ね︒我が国としては︑今後の国際宇宙探査の枠組

拶の中で下村大臣はこうおっしゃっているんです

も受けてだと思いますが︑同フォーラムの開会挨

とについての提案がございました︒こういう提案

た足掛かりになると︑また今回初めて三十五か国

ートナーシップによる将来の国際宇宙探査に向け

ただ︑私としては︑このＩＳＳは日米の強いパ

政府全体としては必要だというふうに思います︒

ぞれのメリット︑デメリットを検討すべきとは︑

全保障等の幅広い観点から︑参加︑不参加︑それ

人材育成︑産業基盤の維持発展︑そして外交・安

とともに︑科学技術イノベーションの創出︑教育︑

当たっては︑これまでのＩＳＳの成果を評価する

いては︑宇宙基本計画を踏まえつつ︑その検討に

はなくて︑科学研究や科学観測にあったというふ

用目的は︑こうした火星や小惑星への有人探査で

一方︑我が国では︑これまでのＩＳＳの主な利

ているわけです︒これがアメリカの目的ですよね︒

際協力で実現しようと日本も含めた各国へ提案し

を︑あるいは三〇年代には火星への有人探査を国

けですね︒二〇二五年までに小惑星への有人探査

的であると︒アメリカはこれをやっていきたいわ

いは小惑星探査による人体への影響などの研究目

延長を決定したのは︑将来の有人火星探査やある

実は︑アメリカが二〇二〇年から四年間の運用

要だと思うんですね︒

国はＩＳＳ計画で得られた経験を生かし︑宇宙探

が国際宇宙探査フォーラムに参加をしたと︑そし

うに私は認識をしております︒例えば︑ＪＡＸＡ︑

今後のこのＩＳＳ運用延長と我が国の参加につ

査における国際協力の枠組みづくりについて先導

て第二回目は日本で二〇一六年ないし一七年に開

年から二〇二四年までＩＳＳの運用を延長するこ

的な役割を果たすと積極的な発言をされておりま
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宇宙探査や有人宇宙活動等にも取り組むとしてお

一定規模の資金を充当した上で︑宇宙科学以外の

インフラに必要十分な資源を確保し︑宇宙科学に

通信・放送衛星︑宇宙輸送システムの四つの社会

の中でも︑測位衛星︑リモートセンシング衛星︑

のが示されました︒この来年度の予算配分方針案

宙開発利用に関する戦略的予算配分方針案という

会の第二十一回目の会合でも︑平成二十七年度宇

員会︑これは内閣府が担当している宇宙政策委員

それから︑先週の三日に開催された宇宙政策委

円で︑一％にしかすぎないんですね︒

円を占める︑その中で宇宙探査事業は僅か十七億

年度決算ベースでは︑総事業費が二千百九十四億

これは独法の宇宙航空研究開発機構の平成二十四

く組み合わせながらＩＳＳについて一緒に連携す

官にお会いしまして︑それぞれの国の長所をうま

大統領補佐官やあるいはＮＡＳＡのボールデン長

私も一月にアメリカに行ったときにホルドレン

の機会拡大をしたい︑そういう内容でございます︒

ＳＳへの物質・人員輸送サービスを行う民間企業

的利益の拡大を図りたい︑そして三つ目には︑Ｉ

実用化等ＩＳＳにおける医学技術研究成果の社会

す︒そして二つ目には︑手術支援ロボット技術の

これは今︑松沢委員が指摘された項目でございま

期有人探査ミッションに向けた研究活動の実施︑

ますと︑ＩＳＳの運用延長の理由は︑一つは︑長

ＡＳＡのボールデン長官の署名による文書により

科学技術政策局のホルドレン局長と︑それからＮ

の宇宙ステーションを建設するという目的達成の

の有人ドッキングを︑二〇二〇年頃に中国が独自

るわけなんですけれども︑実は中国は二〇一一年

われていますけれども︑中国の動きが大変気にな

一方の︑まあ新興国というか︑最近では大国と言

テーション︑共同でやっているわけですね︒もう

○松沢成文君 そこで︑このＩＳＳ︑国際宇宙ス

はないかというふうに認識しております︒

とも話し合っていく時期に我が国も来ているので

かしながら今後参加するという方向性で関係閣僚

いかというふうに思いますし︑我が国の強みを生

宇宙開発をするという時代に移ってきたのではな

緒に組み合わせながら︑より促進力の付くような

の平和の象徴として︑それぞれのいいところを一

文科省としては︑これまで培ってきた無人輸送

て核融合発電の燃料となるヘリウム３の獲得をに

実現させようとしている月面着陸では︑月にあっ

前提条件と位置付けてきました︒さらに︑この宇

ここで大臣にお伺いしたいのは︑アメリカの有

やロボティクス技術︑また宇宙医科学の特徴ある

らんでいるとも聞いています︒

るということが非常に重要ではないかという意見︑

人探査を主な目的としてＩＳＳを利用していくと

技術︑我が国が得意とする技術等︑こういうとこ

また︑軍事的な思惑もあって︑弾道ミサイル迎

りまして︑アメリカが目指す有人宇宙探査の重要

いうことは︑現在の我が国の計画と整合性が本当

ろを生かしていくと︒これはアメリカも高く評価

撃システムや現代の戦争で欠かせない衛星監視シ

宙ステーションを起点にして二〇二五年頃までに

に取れているんでしょうか︒仮に今後︑我が国が

をしていまして︑この部分においてはアメリカよ

ステムの整備などなど︑宇宙技術の開発を中国軍

一致したところでございます︒

方針転換するのであれば︑今後の事業における費

りも日本の方がかなり進んでいる部分もございま

性というのは我が国ではそう高くないんですね︒

用対効果とともに︑この事業そのものの目的だと

こうした宇宙開発は︑中国の人民解放軍のミサイ

が積極的にこの宇宙を使って進めているんですね︒
そういう各国の強みを総合的に組み合わせると

ル部隊というのが主導していまして︑これまで軍

す︒
いう︑ある意味ではそれぞれの国が独自に宇宙開

が主導してやってきた部分もあるということで情

か必要性というのもしっかり詰めて︑国民に対し
がでしょうか︒

発等に力を入れたという時代から︑もう人類共通

て説明していく必要があると思うんですが︑いか
○国務大臣︵下村博文君︶ アメリカの大統領府
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す︒

警戒が強まっているといった報道もなされていま

報開示も不十分で︑欧米諸国からは軍事利用への

して︑適用されるべき規範の確立がまだ発展途上

員御懸念のように︑各国間の立場の違いによりま

う委員御承知のとおりでございます︒ただし︑委

宇宙先進国のみならず中国も加盟していると︑も

術や輸送の技術を日本の得意分野としてやってい

輸送が得意であります︒ですから︑ロケットの技

こうというのもあるでしょうし︑あるいは日本は

れを経済的にも産業的にも有効なものに使ってい

すね︒例えば︑創薬だとか様々な実験をして︑こ

まず︑中国のこの宇宙開発︑最近物すごい勢い
にあるという認識でございます︒

この宇宙開発が中国の独壇場になってしまうとい

国の宇宙ステーションしかなくなってしまって︑

やっても二〇二四年までですよね︒それ以降は中

にはこのＩＳＳがどうなっていくか︒取りあえず︑

り主導してやってきている︒そして︑二〇二〇年

せてやってきている︒それで︑そこは軍部がかな

始まって︑ドッキングをどんどんどんどん成功さ

開発も進めています︒その先には軍事利用もやる

○松沢成文君 中国はかなりの予算を使って宇宙

してまいりたいと︑このように考えております︒

国間の信頼醸成措置に向けた動きに積極的に関与

国々との政策協議を進めつつ︑国際規範形成や各

配の実現︑強化につきまして︑関心を共有する

障戦略を踏まえまして︑宇宙空間における法の支

そこで︑我が国といたしましては︑国家安全保

から降りますとはとてもとても言えないわけです

主催するわけなんで︑そこで日本がステーション

宇宙のフォーラムが開かれる︒そこはもう日本が

大臣として︑二〇一六年︑一七年に日本で国際

思うんですね︒

っていくのか︑様々なプライオリティーがあると

査機を造っていろんな情報を集めて宇宙開発をや

くのか︑あるいは﹁はやぶさ﹂のように無人の探

でこれ進んでいるわけですね︒有人宇宙飛行から

う可能性もあるわけですね︒

向を出すと思いますが︑どういう形で日本の長期

メリカと一緒に継続してやっていくんだという方

よね︒大臣の今の御答弁でも︑ステーションをア
大臣︑最後に︑今後︑我が国の宇宙開発の方針

いるわけですね︒

んじゃないかと︑これ︑西側諸国かなり心配して

大臣︑この中国の宇宙開発についてはどのよう
に認識持たれていますか︒これは内閣府の方でい
いですかね︒

いけないと思うんです︒特にＩＳＳ︑国際宇宙ス

すね︒有人宇宙ステーションを造って︑その後は

実は︑もう中国は五十年先まで描いているんで

戦略を描いていくのか︒
テーションが二〇年から二四年まで延長になる︒

月の探査をやって︑そこまで計画をしっかり作っ

をこれからしっかり議論して決めていかなければ

今︑宇宙政策の総合調整を担当しております内閣

最大でも︑老朽化はどんどん進みますから︑二八

ている︒でも︑日本は︑それに比べると︑予算の

○副大臣︵後藤田正純君︶ お答えいたします︒

府としてお答えいたします︒

年までなんですね︒そこで︑どういうふうにこの

制約もあります︑財政的な事情もあると思います

委員の中国の宇宙開発の御懸念でございますが︑

まず︑宇宙条約というものがございまして︑こ

ＩＳＳを使って国際連携で宇宙開発を進めていく

なくて︑アメリカから提案があると︑それ︑どう

れにおきまして︑宇宙空間は︑専ら平和目的のた

私は︑どう見てもアメリカは有人宇宙探査︑こ

しようかな︑右往左往しているようにも見えるん

が︑中期︑長期の宇宙開発の戦略が全然できてい

核兵器等の大量破壊兵器を宇宙空間に配備するこ

れで中国に負けないようにこれをうまく利用して

です︒

のか︒

とや月その他の天体に軍事基地を設置すること等

いこうと︒日本は日本で様々な目的があるわけで

めに利用されるべきことが規定されております︒

を禁じておりまして︑同条約には︑我が国を含む
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いのではないかということを私は感じました︒ま

の観点からの宇宙開発だけを考えているのではな

をしていたということで︑中国も独自の軍事利用

国の中の一つとして参加し︑そして積極的な発言

一回の国際宇宙探査フォーラムに中国も三十五か

○国務大臣︵下村博文君︶ まず一つは︑その第

考えるべきか︑御意見をいただきたいと思います︒

るのか︒その辺りちょっと︑中長期の戦略をどう

をしていくのか︑あるいは協力というのもあり得

安全保障の面︑中国に対してどういう対峙の仕方

効果の面もあるでしょうし︑もっと大きく言えば

方︑日本としてどうすべきなのか︒これは費用対

是非とも︑大臣︑今後の宇宙開発の戦略の在り

かに宇宙における体験を役に立たせるかというこ

というふうに思いますし︑現実社会における︑い

いては相当な効果︑成果が出てくるのではないか

における利便性を更に高めていくということにお

りますから︑そういう特殊空間を使って現実社会

ことでは日本が一番進んでいるということでもあ

限られている中でそれをまた循環して使うという

ますし︑あとは循環型の︑宇宙空間の中で︑水が

分があります︒これは創薬の部分も含めてであり

会における医学的な部分でたくさん活用できる部

て︑そういうことで︑宇宙医学的な部分が現実社

る意味では老化が進む部分があるそうでありまし

りますが︑宇宙は無重力空間ですから︑非常にあ

行士が自らの体を使って体験されているわけであ

題です︒

ルティス社の社員が臨床研究に不正に関与した問

資料にも︑今配付をしていただきました︑ノバ

をさせていただきたいと思います︒

しゃいますので︑両省にまたがった質疑から展開

日はせっかく文科︑厚労両大臣がそろっていらっ

とは質疑させていただいておりますけれども︑今

ございます︒いつも厚労委員会において田村大臣

○薬師寺みちよ君 みんなの党の薬師寺みちよで

要望しておきます︒

んにしっかりと説明をいただきたいというふうに

ていくか否か︑こういう結論を出して国民の皆さ

をしっかりと練って︑それに向けてどう参加をし

であるというふうに思います︒

のっとって我が国も一緒に考えていくことが必要

を得たいという話がありました︒こういう視点に

るということを視野に置いた宇宙探査の国際協力

いと︒それから︑その先には︑火星に有人飛行す

れを事前に回避するような共同開発を研究をした

ですが︑地球に衝突する可能性があるときに︑そ

小惑星が地球に衝突︑まあ映画の世界みたいな話

でＩＳＳについては運用を延長したいと︒さらに︑

Ａ長官と話をしていて︑アメリカは二〇二四年ま

っておりまして︑文科省だけでなく内閣府と連携

に戦略を判断しなければいけないというふうに思

もありますし︑安全保障上の観点も含めて総合的

間をどう捉えるか︑特に中国という新興国の動き

に科学技術の追求というだけではなくて︑宇宙空

るという御答弁でありましたけれども︑これは単

○松沢成文君 日本の宇宙開発の可能性︑様々あ

おります︒

国も来ているのではないかというふうに認識して

携の中でそのようなことを考えていくときに我が

とと同時に︑中長期的な︑これはアメリカとの連

てお示しをいただきたいと思います︒

くためにも︑しっかりとこれからの方向性につい

府も描かれているようなＮＩＨ︑ここを支えてい

れからの科学技術︑そして︑これから皆様方︑政

が間違ってしまえば結論が間違う︒しっかりとこ

いうものはデータに基づくものであって︑データ

ている研究者も一方ではいます︒しかし︑研究と

ます︒真面目に研究をしながら︑いい成果を上げ

研究というものの失墜を意味するものでもござい

研究︑臨床研究の不正事件︑まさにこれは日本の

ＳＴＡＰ細胞の不正論文︑そして多発する基礎

以上です︒

た︑ホルドレン大統領補佐官や︑あるいはＮＡＳ

さらに︑今︑松沢委員からも御指摘がございま

をして︑できるだけ早くその方針を︑中期の方針

不正論文︑そして今までの臨床研究の不正︑事

したが︑我が国の強みとして︑実際︑若田宇宙飛
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は︑もちろん研究者と企業との関係もそうであり

先ほど平木委員が基礎研究論文についてという

ります︒人の命が懸かっております︒そういった

件発覚後どのような措置をとられたのか︑まずは

ちょうど今︑臨床研究に関する倫理指針という

意味で︑かなり重たい研究なんですね︒今大臣は︑

ことで伺われたかと思います︒しかし︑今私が伺

ものの見直しに入っております︒この中で︑一つ

指針についてという御答弁をいただきました︒し

ますが︑研究者自身の研究における倫理︑これに

そうですね︑我が省でいいますと︑直近であっ

は倫理審査委員会の強化︑それから研究者の方々︑

かし︑本当に指針だけでいいのか︑ちょっと疑問

厚労大臣からの御答弁をいただきたいと思ってお

たのがディオバンという薬︑これはノバルティス

責任者の方々のやっぱり責務の透明性と︑それか

をここで投げかけさせていただきたいと思います︒

いたいのは臨床研究なんですね︒臨床研究という

ファーマ社という会社が作られた高血圧治療薬で

ら教育︑研修の在り方のようなもの︑さらにはこ

二〇〇八年に厚労省は︑やはり利益相反に関す

関しましてもやはり問題がある︑これをどうして

ありますけれども︑これに関しまして︑これは言

のような改ざん防止策︑そしてまたこのデータ

る指針を出していらっしゃいますが︑それは研究

ります︒

うなれば臨床研究といいましても国のお金が入っ

等々の保管︑こういうものに関しましてもどうあ

助成を受けている研究者だけを対象としていらっ

のは︑基礎研究と違いまして︑人権が懸かってお

ておるものではなかったわけでありますが︑これ

るべきかと︑こういう御議論をいただいたわけで

しゃいますですよね︒ですから︑単なるこれはガ

いくのか︒

において︑ノバ社︑ノバルティスファーマ社の社

ありまして︑こういうものを含めてこの倫理指針

イドラインにすぎません︒厚生労働大臣の告示と

○国務大臣︵田村憲久君︶ これ︑委員︑全般の

員の方が深く関わられて︑その上でデータの改ざ

の見直しの中にしっかりと入れてまいりたいとい

お話でございますか︒

んが疑われる︑そのような事案が生じました︒

ん︒指針に違反した場合に研究者に対する罰則も

して遵守を求めているだけ︑監視機関はありませ
また︑今︑製薬メーカー等々のいろんな資金︑

ない︒一方で︑この薬事法の範囲についての指摘

うふうに思っております︒

ことで︑それがこの薬の売行きに大変影響があっ

これ研究に出す資金等々のいろんな流れもありま

これは︑論文等々含めて専門誌に載せたという
たのではないかということでございまして︑各研

も既にディオバン事件の検討会の中間報告でも行

うのは︑未承認医薬品に対する臨床試験は対象外︒

す︒これも今︑日本医薬工業協会の中で自主的に
我々︑こういうものを見守りながら︑お金の流

今回のＳＩＧＮ研究というものも︑薬事法の規制

究をした大学で調査をしていただきましたら︑か
改ざんに近い︑若しくは改ざんであるというよう

れも透明性がないことにはやはり疑われてくるわ

対象となる臨床研究のいずれにも該当しないため

われているかと思うんですね︒薬事法の対象とい

な結論が出てきたわけでございまして︑この件に

けでございますので︑全般的に日本の臨床研究の

に︑法令による規制も受けない臨床研究に位置付

改善をしていただいております︒

関しましては我々も調査をするのに検討会をつく

信頼性︑これを取り戻すために我々しっかり取り

なりの部分でこれはどうも改ざんに︑疑わしい︑

りまして議論をいただきました︒

けられております︒
す︒

のの信頼を失墜させないためにも︑臨床研究に対

ということは︑これからこの臨床研究というも

組んでまいりたい︑こういうふうに考えておりま

ますが︑あわせて再発防止等々に関しても御議論

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

この案件に関してのいろんな調査もそうであり
をいただいたわけでありまして︑その中において
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そもそも臨床研究全般を︑これはあくまでも指針

者会議の審議のまとめを踏まえまして︑研究活動

現在︑文科省では︑本年二月に決定された有識

今︑研究活動の不正行為の疑いのある事案が相次

アメリカは︑研究の公正局又は被験者保護局︑

ですから罰則がないわけでありまして︑罰則も含

の不正行為への対応のガイドラインの見直しに係

すけれども︑これ薬事法の誇大広告等に関しまし

公的な監視機関や︑そしてペナルティーというも

めるのかどうかは別にいたしまするけれども︑法

る具体的な検討を進めているところでございます︒

する法令の位置付けというものをしっかりとした

のをしっかり位置付けられております︒これに倣

整備というものが必要なのではないかという御意

ガイドラインの見直しに当たっては︑これまで不

いでいることは極めて遺憾なことだというふうに

うためにも︑更に一歩踏み込んでお尋ねいたしま

見は︑実はこの検討会の中でもいただいたんです︒

正行為に関する対応が個々の研究者の自己責任の

て刑事告発をいたしました︒これはノバ社︑その

すけれども︑臨床研究全般を対象とする新たな法

ただし︑一方で︑余り厳しくすると臨床研究が萎

みに委ねられている面が強かったことを踏まえま

ものをつくっていかなければならないんじゃない

律を作る必要性というものについて︑田村大臣の

縮してしまう︑また︑その体制を整えるためにこ

して︑今後は︑研究機関も責任を持ってこの問題

思います︒

御意見を伺いたいと思います︒

れは大変な負担が掛かるというような御意見もあ

に取り組むよう求めていく方針であります︒

社員に関しましてやったわけでありますけれども︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 平成十五年に今申し

ったわけであります︒

んでしょうか︒

上げました臨床研究に関する倫理指針というもの

先立ち︑臨床研究に関する倫理その他臨床研究の

研修についても︑研究者等は︑臨床研究の実施に

限尊重するという形でございます︒中身︑教育や

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

たいと︑このように考えております︒

得た結論を基に必要があれば法整備もしてまいり

会を立ち上げまして︑この秋までに結論を得て︑

はどういう内容であるかということも含めて検討

た場合などについては︑間接経費の削減措置を講

体制の整備︑公表を求め︑体制に不備が認められ

各研究機関に対してガイドラインに基づく規程や

実な実施を求めることなどとしております︒また︑

務付け及び各研究機関における研究倫理教育の着

具体的には︑研究者が責任ある活動を推進する

実施に必要な知識についての講習その他必要な教

では︑下村大臣にお伺いしたいと思います︒

これらの取組を通じまして︑研究者や各研究機

それも含めて︑この四月︑今月からであります

育を受けなければならないとされておりまして︑

まさにこの事件の場というものが︑大学︑厚労

関︑研究者コミュニティーが責任を持って不正行

を作ったわけでありまして︑この中においては︑

長はこれに必要な措置︑ちゃんとやっていかなき

省ではなく文科省の管轄下にございました︒文科

為への対応を行うことができるように国も支援等

上でも︑一定期間の研究データの保存︑公開の義

ゃならないというふうになっておるわけでありま

省としてもどのような再発防止策というものを講

を行いまして︑公正な研究活動を推進してまいり

けれども︑法整備をするかしないか︑する場合に

すが︑そんな中でいろんな案件が起こっておるわ

じられてきたのか︑教えていただけますでしょう

たいと考えております︒

やはり被験者の人間の尊厳及び人権︑これを最大

けでありまして︑大変遺憾な話であります︒

か︒

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

ずること等も検討しております︒

だというふうに思います︒今回の案件は︑薬事法︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑昨

今︑多分法的な整備のことをおっしゃられたん
このノバ社の言うなればディオバンの話でありま
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作用評価の代筆を許してしまった研究者もいる︑

資料を読ませていただきました︒この中でも︑副

今回のノバ社の社外調査の委員会の公表された

いかなければならないと考えております︒

して研修に当たりまして︑更に国が責任を負って

ように︑これからやはり教育に当たりまして︑そ

では各研究者の倫理観︑道徳観に任せられている

かっているという部分が大変多いんですね︒臨床

おっしゃいましたように︑やっぱり自己責任に懸

うテストでございます︒しかし︑現在︑下村大臣

何度も申しますけれども︑人の命が懸かるとい

を自分らがそれを持っていったと︑その過程で情

はファクスで研究機関に送らなきゃいけないもの

在して︑例えば患者の方のデータ︑これを︑本来

何をやったかといいますと︑またＭＲの方々が介

の比較調査なんですけれども︑これに関しまして

いう︑こういう研究でありますが︑このタシグナ

その後︑実は今言われたように︑このＳＩＧＮと

内部での取決め︑これをされたわけでありますが︑

入りをさせない︑関わらないと︑こういうような

ァーマ社は︑臨床研究には我が社の社員はもう立

でありまして︑ディオバンの件でノバルティスフ

しないかはこれからの議論でありますけれども︑

すが︑今言っておりますとおりに︑法制化するか

ともございます︒今回の倫理指針の中でも入れま

が︑なかなかそれがうまくいっていないというこ

この教育の部分︑大切だと言ってきているんです

先ほど申し上げてきたように︑いろんな指針で

ものは︑これまた大変な課題であります︒

一方で︑それを許している研究者側の問題という

ますが︑製薬会社側も問題あるんですが︑しかし

しっかり調査をした上で我々も対処したいと思い

はっきり申し上げましてかなりこれは問題がある︑

用の報告も報告しないという話でありますから︑

きたいと︑このように考えておりまして︑まずは

報をしっかりと︑言うなればノバルティスファー

これはいろいろと課題があるわけでありますし︑

研究者の研究倫理というところにしっかり我々も

かつ︑学会のスライドの作成にも携われてしまっ

今言われたとおり︑本来研究者がやらなきゃいけ

フォーカスをしてまいりたい︑このように考えて

この過程においても︑やはり教育︑研修︑こうい

ないような研究者の事務の代理︑事務局の代理み

おります︒

マ社が確保といいますか確認しちゃっておるとい

現在まではどのように教育︑研修が行われてきた

たいなことをやられておられまして︑ファクスの

○国務大臣︵下村博文君︶ 臨床研究に携わる者

た︒やはり研究者の倫理というものが更に問われ

のか︑そして︑このような事件を起こし︑それを︑

内容もこのノバルティスファーマ社の社員が作っ

に対しては︑研究者一般に求められる倫理観︑そ

うものに関しましてしっかりと中に盛り込んでい

反省を基に今後どのようにそれを改善していくの

て︑そしてそれをまた研究者の名前でノバルティ

れから人を対象とした研究に携わるための倫理観︑

うわけでありまして︑個人情報保護の問題からも

か︑厚労大臣︑そして文科大臣︑済みません︑お

スファーマ社の方々が送っていたということでご

両方を身に付けるための教育︑研修を行っていく

なければならない︑更に厳しく徹底して教育︑研

一人ずつ御意見をいただきたいと思います︒よろ

ざいます︒スライドの作成やいろんな問題もあっ

ことが必要であると考えております︒

修されなければならないと考えております︒

しくお願いします︒

て︑そういう意味では︑本来自主的に研究者がや

二問まとめて質問させていただきますけれども︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 多分︑今の委員のお

らなきゃいけないような︑そのような部分まで社

動の不正行為への対応のガイドライン見直しに係

相次いでいることを踏まえまして︑現在︑研究活

文科省では昨今︑不正行為の疑いのある事案が

話は︑先ほどのディオバンではなくてタシグナと

員︑ノバ社の社員が関わっておったと︒
これはもちろん︑ノバルティスファーマ︑副作

いう白血病治療薬であろうと思います︒これも大
変遺憾な話で︑遺憾といいますか怒りを覚える話
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この中で︑大学等の研究機関に対して︑学生も含

る具体的な検討を進めているところでありますが︑
社会保険病院について何点かお伺いしたいと思

では︑次の質問に移らせていただきます︒

ＦＯの指示を受けなさいという大臣命令を出させ

社連系の病院なんですね︑ここに関しましてもＲ

ジェクトについて引き続き支援を行うこととして

材の開発︑作成を行うＣＩＴＩ︱Ｊａｐａｎプロ

の実情に合った研究倫理教育のｅ︱ラーニング教

さらに︑国際標準を満たし︑我が国の研究現場

す︒その際に田村大臣は︑不適切な会計処理をし

れていないとの事態も判明したところでございま

に係る債権二億二千百六十万円の保全措置がとら

の検査では︑十三社の社会保険病院で患者未収金

明らかとなってまいりました︒また︑会計検査院

億円に上る不適切な財務そして会計処理の実態が

昨年︑全社連が運営する全五十一病院で百十八

かりとこの全社連系のそれぞれの病院のガバナン

わけでありますけれども︑ここの中においてしっ

とを通じまして︑これ新しいもう法人に変わった

さらには外部監査の導入ということ︑こういうこ

この全社連系の病院全て︑これを点検をさせる︑

ら監査法人等々にこれ実務の緊急点検という形で︑

督の下︑会計マニュアルを作成をさせる︑それか

その上で︑今現在︑例えば︑これ監査法人の監

ていただきました︒

おります︒

た全社連に対してＲＦＯの指示に従って対応する

スも含めて対応いただきながら︑明朗なといいま

います︒

また︑研究不正を踏まえた臨床研究に関わる倫

ようにという大臣命令を出されていらっしゃいま

すか︑財務会計処理というものに努めていただき

め研究活動に携わる多様な人材に対して研究倫理

理指針の改正が今厚労省において検討されると承

すですね︒その後の経過︑具体的な措置︑どのよ

たい︑このような今指示をしながら対応いただい

教育を着実に実施すること等を求める方向で今検

知しておりますが︑各大学等に関して周知徹底を

うに実施されてきたのか︑その経過を︑済みませ

それを反省を基に多くの体制整備がなされました

発展をしてまいったものでございます︒他国では

界大戦下の様々な人体実験︑その反省から大きく

まさに︑この生命倫理という問題は︑第二次世

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

組んでまいりたいと思います︒

組を通じてより一層の研究倫理教育の充実に取り

文科省としては︑厚労省と連携し︑これらの取

もの︑これをするように︑その実施方法も含めて

たとおり︑それぞれの適正な財務会計処理という

その上で︑ＲＦＯにおいて︑今おっしゃられまし

この一億一千万円は返還をしていただきました︒

ことで︑帳簿が合わない不足額一億一千万円と︒

千七百万円が言うなれば原因が分からないという

八億円ということでありまして︑このうち三億六

っしゃられましたとおり︑修正が必要な額が百十

○国務大臣︵田村憲久君︶ これは︑今委員がお

ん︑教えていただけますでしょうか︒

公営に近いような形になるわけでございますです

ある一定の範囲内かもしれませんけれども︑公設

る︒ということは︑公設民営というところから︑

ものが直接この四月から運営することになってい

まさに独立行政法人地域医療機能推進機構という

したけれども︑実際に︑今回この社会保険病院︑

今大臣︑様々な対策についてお話しいただきま

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

ておるということであります︒

討しているところでございます︒

行うことがこれも必要だというふうに考えており

けれども︑一番この日本が遅れている分野なんで

指導をしろということでこちらの方からＲＦＯに

ね︒

ます︒

すね︒しっかり︑今回の事件を基に︑新しい体制

指示をしたわけでありますが︑あわせて︑これ全

いただきます︒

時間の関係もございますので︑二問飛ばさせて

構築︑お願いをしたいと思います︒
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願いいたしたいと思います︒

を教えていただけますか︒今後の展望も含めてお

うな体制︑構築していけるのかどうか︑その辺り

ように独立採算でしっかりとやっていただけるよ

定着し︑そして国民の皆様方の税金が投入しない

現在のとられているその措置というものが更に

っかり指導をさせておるということであります︒

しっかり取れるように今このＪＣＨＯの方からし

いということがございますので︑そういう体制を

ということも含めて︑基本がちゃんとできていな

から︑その残りのお金は一体どうなっていたんだ

千七百万あっても︑結局一億一千万が不足額です

る地方交付税の措置も受けています︒病院事業に

院と同様に︑税制面での優遇措置や病院事業に係

公立病院は︑先ほど私が触れました社会保険病

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒

のが現状であります︒

病院ほど赤字の病院が多い傾向が見られるという

なお︑経営状況を規模別に見ますと︑小規模な

係る地方交付税の措置について︑その目的︑そし

○薬師寺みちよ君 ありがとうございました︒
では最後に︑公立病院についてお尋ねをいたし

○国務大臣︵田村憲久君︶ 先ほどの全社連系の
病院︑なぜそういうことが起こったのかといろい

現在︑公立病院事業を含む地方公営企業は四兆

○副大臣︵関口昌一君︶ 委員の御指摘のように︑

て交付税額の積算根拠︑交付方法についても教え

くるわけであります︒今般は︑ＪＣＨＯという先

八千億円の多額の累積欠損金を抱えております︒

地方交付税措置を行っております︒公立病院には︑

ます︒

ほど言われました地域医療機能推進機構︑ここに

自前の事業収益だけでは経営が成り立たないため

まず要件がございまして︑民間病院の立地が困難

ろ調べてまいりますと︑やっぱり原因も分かって

変わったわけでありますが︑ここが受皿になった

に︑地方公共団体の一般会計から補填をして経営

ていただけますでしょうか︒

んですけれども︑例えば診療報酬の徴収漏れとい

なへき地における医療︑さらに救急︑周産期︑災

害などの不採算・特殊部門に係る医療などを提供

を成り立たせているという︑こういう事実がござ
います︒

うものがあるわけでありまして︑そんなこと当た
り前じゃないかと言われるかも分かりませんが︑

ていなかったということがございますので︑その

けでありますが︑そういうことすらちゃんとでき

というのを確認した上で対応しなければならぬわ

その未収金と本来突き合わせて︑どれだけあるか

けでありまして︑未収金自体︑収納された現金と

その未収金がそのまま未収のままで残っておるわ

ェック体制しっかりと整備するように︑さらに︑

により︑平成二十四年度決算では約五割の公立病

取り組んできたところであります︒こうした取組

に総務省含めて改革プランを策定して経営改革に

立病院が赤字でありました︒そして︑平成十九年

医師不足などにより平成二十年度には約七割の公

公立病院の経営状況でありますけれども︑深刻な

○副大臣︵関口昌一君︶ 御質問いただきました

の推移を教えていただけますでしょうか︒

定の方法は︑平成二十年度︑二十一年度から単価

によって算定しておるところであります︒その算

る病院に対して一床当たりの単価を設定すること

算地区等の病院である場合︑一定の要件に合致す

その措置の仕方︑対応というのは︑例えば不採

しているというのが現状であります︒

担するもの︑その負担に対して地方交付税措置を

な経費については︑地方公共団体の一般会計が負

置をしておるところであります︒このため︑必要

する役割がある︑こうしたところへ地方交付税措

ような体制整備︑こういうことも含めて︑どこに

院が黒字となって一定の改善が見られたところで

を上げて変わってきておりまして︑第一種︑最寄

まず初めに︑公立病院の経営状況について︑そ

お金が行ったか分からないと︑しかしお金はあっ

あります︒

そういうことがあるわけでありまして︑これをチ

たわけですよね︒仮に分からなかったら︑三億六
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りの病院が十五キロ以上のところ︑ここは一床百
○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

│││││││││││││

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今言われました介護

んでしょうか︒どうでしょう︒

二十万︑さらに︑第二種︑人口集中地域︑国勢調

扶助は︑当然︑これを自己負担化すればこれは法

律に違反するわけでございまして︑その旨︑大阪

について御報告いたします︒
本日︑山谷えり子君が委員を辞任され︑その補

査等によって︑所在しない地域︑一床八十四万円
という査定をしておるところであります︒

医師不足︑経営が悪化した中で平成二十年度に単

付税で九百四十四億円となっております︒これは︑

十五年度に普通交付税で三千九十七億円︑特別交

題を取り上げまして︑大阪市が介助扶助から支給

三月二十日の予算委員会で︑私は生活保護の問

○辰已孝太郎君 日本共産党の辰已孝太郎です︒

│││││││││││││

もうそのような形でしっかりと対応していただい

りますので︑改めて調査をするというよりかは︑

うな取扱いはないというふうに確認をいたしてお

ただいたということであります︒その後︑このよ

という形でそれぞれの福祉事務所の方に発出をい

市にお伝えをさせていただいて︑通知を事務連絡

価の増額を行ってきたというのがこのような状況

されるはずの福祉用具の購入などのお金を生活保

ておるというふうな認識であります︒

欠として山下雄平君が選任されました︒

になっております︒

護利用者に自己負担できないかと︑こういう確認

さらに︑地方交付税措置の実績については︑二

○薬師寺みちよ君 ありがとうございます︒

○国務大臣︵田村憲久君︶ 十分に趣旨が伝わっ

○辰已孝太郎君 大臣︑そもそも︑では︑なぜこ

保険料であるとかまた医療費︑介護保険とか︑自

ていなかったのであろうというふうに思います︒

をケアマネジャーなどを通じてしているというこ

最後に︑済みません︑私から厚労大臣の方に質

己負担はできないということから医療扶助︑介護

本来の生活保護法︑どういうような内容であるか

○委員長︵金子原二郎君︶ 薬師寺みちよ君︑時

問しようと思いましたけれども︑お願いベースで

扶助というのが出ているわけでありますが︑この

という趣旨をしっかりと御理解をいただかなけれ

のような取扱い︑不適切な取扱いが大阪市で起こ

お話をさせていただきます︒

二十日の予算委員会の質疑では︑大臣は︑大阪市

ばならぬということでございますので︑そのよう

とを取り上げました︒生活保護費というのは最低

今国会にも医療・介護総合法案かかります︒既

は現在はそのような取扱いはしていないというこ

な案件が出てまいりましたから︑こちらの方から

間が来ております︒

に︑このような公的・準公的病院というのは︑入

とで︑改めて調査はしないということで︑調査に

そのような形でしっかり助言をさせていただいた

ったというふうにお考えですか︒

口からもうしっかりとげたを履かせてもらってい

ついては明言をされなかったということでありま

ということであります︒

生活を保障するものでありますから︑基本的には︑

る状況なんですね︒しかし︑機能はまさに民間病

すが︑私︑やはりこの問題︑生活保護の根幹を揺

○薬師寺みちよ君 はい︒

院と変わりません︒しっかりと競争原理を働かせ

ような取扱いをしないようにという話がありまし

○辰已孝太郎君 先ほど大阪市は事務連絡でこの
改めて︑やはり大阪市に︑この問題︑調査すべ

たが︑大臣︑この事務連絡︑御覧になりました︒

るがす大問題だと思うんですね︒
きじゃないかと私は思うんです︒厚労省として︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 熟読まではしていま

た上で地域医療ビジョンというものを描けるよう︑
質問を終わらせていただきます︒

大阪市のこの実態を調査するおつもりはありませ

済みませんけれどもお願いをいたしまして︑私の
ありがとうございました︒
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ですね︒三ページ目は半分ですけれども︑この介

この法令違反︑大臣も法令違反とおっしゃいまし

それで︑大阪社会保障推進協議会の調査では︑

ういう場で改めて︑このような案件も含めて︑適

全国の担当者の会議等々もございますから︑そ

おるということでございますので︑そこは確認い

護扶助の自己負担について書いてある文言という

たけれども︑これ一人二人じゃないんですよ︒複

切な運用︑こういうものを我々としても説明をさ

カーであれば当然分かっていなければならないこ

のは︑たった三行なんですよ︒しかも︑こう書い

数人で︑しかも複数の行政区にわたってこういう

せていただきたい︑周知をさせていただきたい︑

せんけれども︑一通り目は通させていただきまし

てあるんですね︒介護給付付きの福祉用具購入や

不適切な法令違反が行われていたということがこ

このように考えております︒

たしておりますので︑そういう意味では︑大阪で

住宅改修に係る費用の介助扶助は︑給付券の活用

れ調査で分かっております︒組織的に行われた私

○辰已孝太郎君 これから適切な扱いというのは

とで︑常識では考えられないことが起こったと私

の有無にかかわらず自弁の可否は扶助決定の要件

は可能性は否定できないと思うんですね︒ですか

当然のことなんですよ︒だけど︑自己負担させら

た︒

とはなりませんので御注意くださいと︑こういう

ら︑法令違反だと大臣認めながら︑私︑調査しな

れた人がいるかもしれないということは︑私は︑

そのようなことはもうないんであろうということ

話なんですよ︒

ければ︑実際にこのような法令違反︑不適切な取

もう最低︑厚労省の責任としてするべきだという

は思っております︒

そもそも大阪市で行われていたというのは︑こ

扱いで福祉用具などを自己負担させられた人が一

ことをこの問題では訴えておきたいと思います︒

○辰已孝太郎君 このＡ４の紙で三ページあるん

の介護扶助を自己負担できないかということで︑

体どれだけいるのか︑また自己負担しなければな

だと思います︒

預貯金の確認までケアマネジャーを通じてしてい

私は︑厚労省でも︑もちろん大阪市でも結構で

でどれぐらいあるのか︑件数と金額についてお願

不正受給の件数︑直近の数で結構ですが︑全国

続いて︑不正受給の問題に絡んで︑高校生のア

こういう取扱いがあった︑絶対許してはならない

すが︑きちんとそういう人がどれぐらいいたのか

いします︒

らないと︑本当はケアマネジャーなどが必要だと

ということで︑前面に出してやるべきだと思うん

ということを調査すべきだと思いますが︑どうで

○政府参考人︵岡田太造君︶ 平成二十四年の不

たということなんですね︒私は︑こういう事務連

ですけれども︑これはたった三行なんですよ︒こ

すか︒

正受給金額は全国で百九十億五千四百万円でござ

ルバイト収入の認定についてお聞きしたいと思い

れ︑熟読してもなかなか間違い分からないんです

○国務大臣︵田村憲久君︶ これ︑私は意識持っ

いまして︑生活保護費総額に占めます割合は約

言っていた福祉用具の購入をやめてしまう人がど

よ︒

ているから分かったのかも分かりませんが︑この

〇・五％でございます︒

絡で済ませるんじゃなくて︑是正通知のようなも

私は︑先ほど理解していないという話がありま

事務連絡読まさせていただいて︑ここだなという

○辰已孝太郎君 不正受給はあってはならないこ

ます︒

したけれども︑介護︑まあ保険料も含めてですが︑

のは理解をいたしました︒その上ででありますけ

とでありますし︑特に暴力団が関わっているケー

れだけいたのか︑これ分からないわけですよ︒

生活保護の方に自己負担させない︑できないとい

れども︑その後ちゃんとした対応していただいて

のをきちんと分かる形で︑表題もそういうことで︑

うのは︑これはもう常識なんですね︒ケースワー
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生活保護を利用できる要件のある人︑つまり生活

ております︒ですから︑この不正受給の問題は︑

れているということも見ておく必要があると思っ

ましたが︑九九・五％は逆に言うと適切に運用さ

れません︒ただ︑先ほど〇・五％という話があり

ません︒その背景には︑ケースワーカーの不足︑

ということを知らなかったという人も少なくあり

生のアルバイト代を収入申告しなければいけない

が知らなかったというケースとか︑そもそも高校

ことを親に黙っていたり︑また︑ですから世帯主

これには︑高校生自身がアルバイトをしている

就労につなげること︑それから本人の自立︑貧困

校生が就学に資する資格を取得するなどによって

今回の取扱いによりまして︑生活保護世帯の高

のでございます︒

費を減額しないという取扱いをすることにしたも

どについても収入認定から除外をしまして︑保護

就学するために事前に必要な入学金などの経費な

に資する資格を取得することが可能な大学などに

保護制度が必要な人が利用できなくなるようなこ

多忙化によって周知徹底されていないということ

の連鎖の防止に有効のみならず︑世帯の自立助長

たんですね︒

ういう運用というのは︑私は正していかなければ

も指摘をしたいと思うんです︒

スであるとか貧困ビジネスということも当然許さ

ならないと思っております︒

にもつながっていくものというふうに期待してい

ところで︑この四月から高校生のアルバイトに

れを認めるということで貯金を認めるということ

この不正受給に関しては稼働収入の無申告とい

につきましては︑従来の取扱いは︑基礎控除︑そ

なんですが︑やはり様々な理由で途中で進学を諦

るところでございます︒

アルバイト収入の申告漏れについてのちょっと件

れから未成年者控除のほか︑生活保護の高等学校

めざるを得ないという高校生も出てくるだろうと

関して実施要領の変更があったと聞いております

数は︑把握していないという現状でございます︒

等就学費の支給対象となりません修学旅行費など

思うんですね︒私は︑この運用に関しても︑実態

うのがこれ一番多いわけでありますが︑そのうち︑

○辰已孝太郎君 厚労省︑把握していないという

の経費については︑収入認定から除外して保護費

に即して是非柔軟に対応していくことを求めたい

○辰已孝太郎君 子供の貧困の連鎖断ち切るため

ことなんですが︑例えば大阪府の枚方市というと

を減額しないという扱いを従来から行ってきたと

と思うんです︒

が︑具体的にはどういうものなのかということと︑

ころでは︑資料の要求しますと出てまいりました︒

ころでございますが︑本年度から︑この四月から

現場は今︑人手不足で手いっぱいなんですね︒

高校生のアルバイトの収入申告漏れというのはど

不正受給によっていわゆる七十八条︑返還ですね︑

新しく︑高等学校など卒業後の具体的な就労であ

丁寧な対応をするためにも︑ケースワーカーなど

にと︑これ大賛成なんです︒ただ︑高校生に将来

これが適用された件数というのは二〇一一年で百

るとか早期の保護脱却に関します本人の希望や意

の人員を増やして対応するということが大事だと

その目的ですね︑これをお聞かせください︒

八十四件ありました︒そのうち︑働いて得た収入

思が明らかであること︑それから具体的な自立更

思いますし︑せっかくのこの制度ですから︑逆に

れぐらいあるのでしょうか︒

の無申告︑過少申告が百三件で半分以上を占めて

生計画を福祉事務所が事前に承認していることな

高校生の自立の助長を妨げるようなことがあって

進学するという自立更生計画を書いてもらう︑そ

おります︒その中で︑高校生のアルバイトの無申

どを前提にいたしまして︑自動車運転免許などの

はならないというふうに思います︒

○政府参考人︵岡田太造君︶ 高校生の就労収入

告というのが二十七件で二六・二％︑つまり四人

就労に資する技能を修得する経費︑それから就労

○政府参考人︵岡田太造君︶ 御指摘の高校生の

に一人が高校生の収入の申告漏れということだっ

参議院記録部

- 56 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

ればならない︑私︑このことそのものがやっぱり

するため︑勉強時間を削ってアルバイトをしなけ

す︒高校生が大学などの進学のために学費を捻出

文科省の問題でも︑役割も大きいと思っておりま

学生を応援するのは厚労省だけの問題ではなく︑

この問題に関しては︑そもそも学びたいという

型奨学金を支給するということをこの四月から創

ら多い家庭の子供では十三万円台の︑年間︑給付

行っている学校によって違いますが︑三万円台か

初めて決定をいたしました︒これは︑その子供が

の家庭においては給付型奨学金を導入することを

償化︑見直しをいたしまして︑特に生活保護世帯

そのために︑今年の四月から︑高校授業料の無

請させない問題がありました︒この男性︑申請の

活保護の申請させてくださいと言ったけれども申

保護課に三度申請に行っても︑その場で口頭で生

ために働くことができない五十代の男性が︑生活

二〇一二年︑京都の舞鶴市に住むＣ型肝硬変の

を強く求めたいと思います︒

どうなのかなというふうに思うんですね︒ですか
設をしたわけでございます︒

大臣にお聞きしたいんですが︑とりわけこの生

支援するべきだと思うんです︒

に︑私は文科省︑国がこういう学生たちをもっと

で進学を諦めざるを得ないということがないよう

金の貸与者数を二万六千人増員をいたしまして︑

取りあえず今年は︑大学生においては無利子奨学

きるだけそのような奨学金制度を充実させると︒

はなかなか難しい問題がございます︒まずは︑で

大学については︑学費を下げるというのはこれ

は大臣裁決において男性の訴えを全面に認めて︑

再審査請求で︑今年ですね︑二月の十四日︑これ

京都府は男性の訴えを棄却しましたが︑その後の

たことを不服として審査請求を行いました︒当初︑

意思を明確にしたにもかかわらず申請させなかっ

戦について改めてお聞きします︒

最後に︑生活保護に戻りますけれども︑水際作

ら︑大学等に進学を希望する学生が経済的な理由

活保護世帯や低所得者世帯に対して︑高等教育へ

口頭での生活保護の申請を認めました︒私︑この

舞鶴市の対応は駄目だと大臣が裁決したことは重

またその事業費でも対前年度比で百五十六億円増
の三千六十八億円を計上いたしました︒

の進学のための私は予算が少な過ぎると思ってお
ります︒日本の大学の入学料︑授業料の引下げ︑

護家庭だけではありませんが︑意欲と志︑能力を

やすかということは︑どんな家庭の子供︑生活保

する先行投資ですから︑これからいかに予算を増

特に若い人たちに対する教育というのは未来に対

のはそのとおりだというふうに思っておりまして︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 予算が少ないという

がですか︒

○辰已孝太郎君 ヨーロッパの先進諸国では︑大

す︒

ような支援を是非考えていきたいと思っておりま

チャンス︑可能性を切り開いていくような︑その

することによって︑どんな家庭の子供であっても

りから︑大学生における給付型奨学金制度も創設

子奨学金にすると︒そして︑是非︑二十七年度辺

けでありまして︑できるだけ有利子奨学金を無利

かどうかはこれは別でありまして︑置いてあると

おり︑自分自身ですぐ取れるところに置いてある

てあるわけであります︒ただ︑おっしゃられると

○国務大臣︵田村憲久君︶ 窓口に常備配置はし

ふうに思いますが︑その点についてどうでしょう︒

請書を誰でも取れるところに設置すべきだという

ことを︑もう許さない︑起こさないためにも︑申

ても申請書が渡されないと︑申請できないという

私は︑このような水際作戦︑申請の意思を示し

要だというふうに思います︒

持っている学生に対して広くチャンス︑可能性を

学入学費も含めて授業料無償化というのが当然で

ころもありますけれども︒

しかし︑相変わらず有利子奨学金の方が多いわ

提供するということは我が国にとって大変重要な

すから︑貧困の連鎖断ち切るためにも予算の増額

無償化に私は踏み出すべきだと思いますが︑いか

ことで︑位置付けだというふうに思います︒
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途中であなたは適用されないという話になっては

いてやらないことには︑結局︑手続やり出したら︑

でありまして︑そこはちゃんと相談をしていただ

問題︑保護の適用にならない方々もおられるわけ

ますと︑一つは︑本来︑相談に来られた方が実際

なぜそこまで我々が指導していかないかといい

ですね︒で︑大臣裁決で駄目だと︒

渡さないという事態がここで批判されているわけ

○辰已孝太郎君 申請の意思があっても申請書を

のように考えております︒

我々としてはしっかり周知をしてまいりたい︑こ

これは適切に対応するように全国会議も含めて

まして︑その点が抜けておるということであれば︑

討を行いまして︑申請意思を確認しているかどう

ともに︑面接記録票などにより個別のケースの検

具体的に面接相談の手順をまずヒアリングすると

ございます︒

行うように全国の自治体に通知しているところで

れるような行為も厳に慎んで︑適切な窓口対応を

ので︑福祉サービスにうまく早く手が届いていか

ろいろとその手続の時間を取るわけでございます

それも︑やはり手続に入ってしまいますと︑い

も自立ができるというような場合もあります︒

適切に対応すれば︑それで生活保護を受けなくて

そういう欄そのものが設けられていなかったとい

とが求められているわけですね︒この舞鶴市では︑

かった︑バツ︑こういう欄を設けなさいというこ

確認する欄︑申請の意思ありましたか︑マル︑な

知で︑きちんと面接相談記録の中に申請の意思を

京都府の特別監査でも︑これは厚労省の局長通

ているところでございます︒こういった監査の機

正を求め︑その結果を報告するなどの指導を行っ

す︒その上で︑不適切な事例があった場合には是

どを確認させていただいているところでございま

を求めることなく保護申請書を交付しているかな

か︑保護申請に当たって︑事前に関係書類の提出

国や都道府県が行っています監査におきまして︑

時間が掛かり過ぎる︑また︑福祉サービス等々を

ないという問題もありますし︑本来︑生活保護を

会におきまして︑相談者の申請意思が面接記録票

に記載しているかどうかというのを今後も確認し

うことで︑ちゃんと欄を設けなさいということに
なったわけですよ︒

受ける方々が︑それによって時間的に︑他の方々
でありますけれども︑遅れてしまうということも

福祉サービス︑どういうものがあるかということ

等々も含めて御説明をいただくということ︑他の

同時に︑その前にしっかり生活保護の適用の要件

の中において︑そこは適切に御意思を確認すると

やっていただくということで︑面接相談という形

うに厚労省が指導すべきだと思いますけれども︑

して︑設けられていないところがあれば設けるよ

るかどうか︑これ全ての自治体にもう一度確認を

け論になるんですよ︒私︑この欄が設けられてい

申請の意思︑表明した︑いや︑していない︑水掛

かにもあるんじゃないかと︒これなければ︑結局︑

申請の意思を確認する欄︑これがない自治体がほ

ございます︒

やっていきたいというふうに考えているところで

重要だと思いますので︑監査の機会などを捉えて

そういうことがされているかどうかということが

くということで認めていますので︑これは実際に

具体的には各自治体にいろんな工夫をしていただ

それはあくまでも標準的な様式でございまして︑

御指摘の局長通知で様式を示しておりますが︑

ていきたいというふうに思っています︒

も御説明をいただくということをやっていただく

どうですか︒

○辰已孝太郎君 監査は全部やるわけじゃないん

私︑この問題︑非常に大事だと思っていまして︑

のがまず一番であろうということであります︒

○政府参考人︵岡田太造君︶ 保護の申請権を侵

ですから︑監査で分かってから事後対応じゃなく

あるということで︑そこでやはり面談をしっかり

思があれば︑それは当然のごとく︑それからは申

害しないことはもとより︑侵害していると認めら

ただ︑その説明の上でも︑やはり自ら申請の意
請の手続に入っていかなければならぬわけであり
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ことを申し上げて︑質問を終わります︒

も許さないという対応でしていただきたいという

是非やっていただきたいということを︑水際作戦

もうこれすぐにでもできる話だと思いますので︑

の前進であって︑私は歓迎したいというふうに思

方も対象とする方向だと聞いていて︑これは制度

にする︒また︑収入認定できる収入がないという

ー以外の什器も同様に購入することができるよう

今回の実施要領の改定では︑冷蔵庫などクーラ

関しましては︑基本的には生活保護費の中で賄っ

備でありますとか︑それからあと︑家具︑什器に

○国務大臣︵田村憲久君︶ 今言われた冷暖房設

いかがでしょうか︒

な取扱いをすればいいと思うんですけど︑大臣︑

ったらその分を収入認定から除外するというよう

保護費に上乗せをして支給する︒収入のある方だ

│││││││││││││

います︒生活福祉資金借りてクーラー購入ができ

ていただくということで︑これ原則であります︒

歓迎する声が寄せられた次第です︒

○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

る方が広がります︒今まで︑全額生活保護だけで

︹委員長退席︑理事熊谷大君着席︺

て︑これ︑欄を設ける︑設けなさいということは

について御報告いたします︒

生活しているという方はお金借りること自体が認

本日︑小西洋之君が委員を辞任され︑その補欠

今委員おっしゃられたのは︑まず︑いろんなお

声がある中で︑生活扶助︑生活保護費以外の収入

のある方︑つまり︑例えば年金でありますとか︑

に︑を基に福祉貸付けを受けた場合には︑その部

ただ︑返済の方はどうかといいますと︑今まで

す︒これをやめるということを今度検討している

分は収入認定をしないということに今までなって

そういうものをもらいながら生活保護を受けてお

昨年の生活保護法の改定に基づいて︑実施要領

と︒これでは︑先ほども指摘ありました︑最低生

おったわけでありますが︑そもそも他の収入がな

は︑生活保護費を減らさないように返済金相当分

いうことは非常に重要だと思うんです︒

められなかったものですから︑これ対象広がると

として浜野喜史君が選任されました︒
│││││││││││││
○田村智子君 日本共産党の田村智子です︒
私も︑生活保護の問題で︑まず一問お聞きをい

の改定が現在行われています︒その中で︑二〇一

活費である保護費の一部が生活費に充てられなく

い生活保護だけの方々は福祉貸付けができないと

られる方々に関しては︑その年金等々で︑要する

一年度から始まったクーラー購入のための生活福

て返済金に回されてしまうと︒こうすると︑厚生

いう形になっておったと︒非常にバランスに欠く

も収入から控除するという扱いがされてきたんで

祉資金貸付けに関する規定が変更されるというふ

労働省自ら最低生活費を割り込む生活を認めるこ

制度になっておりました︒なかなか一時金で高い

たします︒

うに聞いています︒

とにもなりかねません︒

の実施を決めていただきまして︑これでクーラー

うにというふうに求めました︒厚労省はすぐにこ

れを行った場合︑その借入金を収入認定しないよ

給者がクーラー購入のために生活福祉資金の借入

私も二〇一一年に厚生労働委員会で︑生活保護受

ですよ︒それぐらいを返済金に充てる分だとして

月々︑恐らく千五百円とかそれぐらいのお金なん

か︑首をかしげていらっしゃるんですけど︒毎

支給する︑返済する際に︒大臣︑大丈夫でしょう

れば︑どちらも返済資金分を保護費に上乗せして

収入がある人とない人の公平性ということであ

かまた冷蔵庫︑非常に暑い日が続くような︑そう

そこで︑今言われたように︑冷房でありますと

うにというふうにしました︒

方々に関しましてもこれは福祉貸付けができるよ

そこに関しましては︑保護費以外に収入のない

ものを買いづらいということもございますので︑

あの熱中症による死亡事件が相次いだことから︑

購入ができるようになったと全国の各地から大変
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護以外の収入があられた方々は︑これは収入認定

定をさせていただくと︒あわせて︑今まで生活保

原則でございますので︑この場合︑やはり収入認

生活費としてこれは賄っていただくということが

ありますとか家具什器は生活保護費の中で日常の

も︑先ほど申し上げましたとおり︑冷暖房設備で

でそういうことにしたわけでありますが︑何より

いうような今気候変動が起こってきておりますの

生活福祉資金をどうぞ借りてくださいというふう

クーラーを買えるようなお金になっていないから︑

ランニングコストは出るかもしれないけれども︑

ないんですもの︒設計になっていない︑そもそも︒

護費で出せというのは︑そういう設計になってい

ますけれども︑一定まとまったお金をやっぱり保

ングコストを生活保護費で補うというのは分かり

電気代上がっちゃうから︒そうならない︒ランニ

間かは発行数というのは横ばいになっています︒

いということをずっと言ってきまして︑この何年

る資格証明書︑これを私たち︑発行すべきではな

証の問題で︑これ︑医療費の窓口負担が十割にな

その一つとして今日取り上げたいのは短期保険

様々な問題が生じています︒

がされると︑その負担が重過ぎるということで

収入のない方も含めて国保料︑国保税︑これ徴収

重要な役割を担っています︒しかし︑実際には︑

ます︒その中でも︑六か月の短期保険証というの

に厚労省も認めたわけですよ︑どうぞ借りてくだ
だから︑返済についても︑これはやっぱり保護

は減って︑有効期限が三か月以下というものが増

していなかったわけでありますけれども︑これは
いうことでございまして︑生活保護費の中から結

費から出すということではなくて︑最低限の生活

える傾向が見られます︒中には一か月以下の短期

一方で︑短期保険証の発行数が増える傾向にあり

果的にそれを御購入をいただくというような︑そ

を保障するという立場で是非今までのようなやり

保険証を発行するところも出てきています︒

さいと︒

のような今回見直しにさせていただくということ

方を続けていただきたい︑拡充していただきたい

やはり福祉貸付けは収入認定をさせていただくと

であります︒

たいんです︒これ長野県保険医協会が調査をした

資料でお配りしました資料の一を見ていただき
ここはちょっと︑もう平行線になってしまいま

もので︑七十七市町村にアンケートを行って六十

というふうに思います︒

を受けるときにそれがないという場合に設置が認

すと思いますので︑また改めて局長などにも要望

○田村智子君 冷暖房の設備を︑例えば生活保護
められたりという場合はあるんですけれども︑し

九の市町村が回答をしているものです︒これを見

二割以上が一か月の有効期限の保険証︑極めて短

ますと︑短期保険証が発行されている世帯のうち

したいというふうに思います︒
ます︒

続いて︑国民健康保険についてお聞きをいたし

かし︑生活保護を既に受給している方が︑もうク
ーラーも壊れちゃったと︑どうするんだ︑買うこ
とができない︑で︑生活福祉資金が借りられるよ

ランニングコストは分かりますよ︑ランニングコ

だけど︑それを生活保護費の中でというのは︑

何らかの事情でなかなか就職できないような方︑

を支えている︑そういう制度です︒収入がない方︑

て︑医療のセーフティーネットとして国民の健康

られると聞いていまして︑中には有効期間二週間

長野県だけでなくて今全国で同じような傾向が見

してきたと︑短期で出すようにと︒そのために︑

短期保険証は滞納対策として厚生労働省が推奨

い保険証になっています︒

スト︑電気代とか︒それだって︑冬場は冬季手当︑

そういう方も国民健康保険があるから公的医療保

という短期証を発行している事例まであると聞い

国保は︑国民皆保険の中核的な役割を担ってい

これ出るわけですよ︒だから︑夏だって夏季手当

険制度から除外されることがないという︑非常に

と︒これは本当に制度の改善だったんですよ︒

を出してほしいという声があるぐらいなんですよ︑
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事実上制裁と同じだと思うんです︒

すけれども︑手元に届かなくなったら︑もうこれ

れ制裁として出しているものじゃないと言うんで

まで生じかねないんです︒厚労省は︑短期証はこ

として︑その短期保険証が手元にないという事例

用意できずに窓口に行くことをためらって︑結果

決するかというとそうじゃなくて︑むしろお金が

短期保険証の有効期限を短くしたら滞納問題解

いほどの収入しかないという方がほとんどです︒

ないということではなくて︑払いたくても払えな

ています︒滞納者の多くは︑お金があるのに払わ

いただいていろんな相談に乗るということでござ

間を設けるかというと︑その期間でやはり接して

あわせて︑期間が切れるということは︑なぜ期

めて各自治体で御判断をいただくことであります︒

うんであろうと思いますから︑そういうことも含

て︑個々の世帯の状況に応じて期間というのは違

いうことで︑これ︑期間も定めるわけでありまし

納につながっていくわけでございますので︑そう

りするというのが結果的にはどんどんどんどん滞

しっかりやってくださいと︒窓口を訪れなかった

います︑そういうことも含めて納付相談︑これを

いていても借金がかさみ︑国保料を滞納するよう

借金の保証人になっていたことが影響をして︑働

市の男性が死亡いたしました︒この方は︑知人の

二〇一三年九月に肺気腫︑心不全で石川県金沢

うんです︒

はり起きているということを見る必要があると思

医療にかかれずに死亡するという事件が全国でや

短期保険証の世帯で︑保険証が手元にないために

から︑そういう中で何が起きているか︒やっぱり

これ本当に現実に起きていることなんですよ︒だ

本当に市役所の窓口の敷居が高くなってしまう︒

きない︑お金の工面ができなかったという方は︑

ですけれども︑これも二〇一一年頃から更に収入

いますので︑その場合には︑即座に自治体といた

むを得ないという場合に関しては短期被保険者証

が落ち込んで分納が困難となって︑結果︑保険証

まず︑お聞きしたいのは︑こういう一か月とい

れども︑これは余りにも期間として短過ぎる︒厚

を速やかにお渡しをいただくということでござい

が窓口に留め置かれるようになってしまった︒二

になってしまったと︒月三万円ぐらいずつ分納す

労省としてこれを推奨するということは見直す︑

ますので︑期限がある限りは︑その期限が切れた

〇一三年七月頃から健康の悪化が非常に進んで︑

しましては電話連絡をするなり戸別訪問をしてい

やめるべきだと思うんですけれども︑いかがでし

ときには適切な対応をしていただくようにこれか

体のむくみがほかの人からはっきり分かるほどの

うような保険証︑これは面談するために一か月と

ょうか︒

らも周知徹底いたしていきたいと思います︒

状態になってしまったというんですね︒御本人が

るという約束で短期保険証が交付をされていたん

○国務大臣︵田村憲久君︶ 短期の被保険者証で

○理事︵熊谷大君︶ 田村委員︑保険局長にも答

余りつらそうなので︑妻が保険証の交付をしてほ

ただくなりして速やかに事情を聞いて︑これはや

ありますけれども︑今言われましたとおり︑被保

弁を求めますか︒

しいというふうに市役所に行ったんだけれども︑

いうふうに厚労省は推奨しているようなんですけ

険者資格証︑これだと十割自分で払った後という

○田村智子君 いや︑後で答弁求めますので︑い

をされてしまった︑これ自体問題なんです︑後で

ことでございますから︑滞納があった後はまず短

これ︑一か月ごとにやはりお金を持って窓口に

聞きますが︒こういう対応の中で妻は︑もうこれ

滞納の一割を払わないと発行できないという対応

これは今委員もおっしゃられましたとおり︑決し

行かなくちゃいけないと︒お金持ってきたら渡す

諦めようかというふうに思って男性に︑このまま

いです︒

て罰則というよりかは︑保険料の減免ということ

みたいになってしまうと︑これなかなか納付がで

期の被保険者証ということになるわけであります︒

もあります︑それから分割納付ということもござ
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娘さんが何とかお金を工面してお金振り込んでく

に何とかならないかというふうに相談して︑その

す︒見るに見かねて︑結婚して県外に住む娘さん

しかし︑これ本当にもう御本人苦しかったんで

伝えたというわけなんですよ︒

ようよう死んでいくしかないのかなというふうに

も受けられないということであれば︑生活保護と

ただく︑若しくは保険料も払えない︑事実︑医療

ないわけでございますので︑適切な対応をしてい

れも︑留め置くのは本来長期間留め置いてはいけ

いわけでありまして︑そのまま留め置いたと︒そ

いかということをしっかりと確認しなきゃいけな

かれた︑そのときに保険料を支払えるか支払えな

と滞納世帯との接触の機会を設けるということが

厚労大臣がおっしゃられたとおり︑これは市町村

いて﹂という通知が出されていて︑そのときに︑

で﹁短期被保険者証の交付に際しての留意点につ

げて︑二〇〇九年十二月十六日には︑国保課長名

この問題︑以前にも我が党議員が質問で取り上

いるという事例は決して少なくないんですよ︒

れた︒これでやっと七月の終わりに保険証が交付

期間これを窓口で留保することはやむを得ないけ

短期保険証の交付の趣旨なんだと︑だから︑一定

状況が分からないだけに何と申し上げていいの

れども︑留保が長期間に及ぶことは望ましくない

いうそういう選択もあるのかも分かりません︒

態で緊急入院になった︒やっと治療が受けられて︑

か分かりませんが︑自治体には適切な対応をして

されて︑八月一日にはもう全身浮腫で動けない状
一時期回復はしたんだけれども︑九月の後半に亡

という通知がはっきりと出されているわけですね︒

資料の二をちょっと御覧いただきたいんです︒

いただかなければならないというふうに思ってお
ります︒

くなられてしまったという事例なんです︒
︹理事熊谷大君退席︑委員長着席︺

ないために医療が受けられず命を落とすと︑こう

こういう非常に重大な事態で︑保険証が手元に

られてくるわけです︒

に私たちの元に︑そういうアンケート調査が寄せ

ることができなかったという事例は︑毎年のよう

保険証が手元にないがために治療が遅れて命を守

してもこれは受けられるはずであります︒そこが

ども︑医療は︑保険の中で仮に滞納しておったと

払わなきゃ︑一旦払った上で償還でありますけれ

書があるわけでありまして︑これはもちろん全額

険者証も出なくなったとしても被保険者資格証明

いましたこの短期被保険者証もあれば︑短期被保

おれば︑これは仮に滞納になったとしても︑今言

れは大阪府の実態で︑ここも全体で二割が︑これ

さらに︑資料三も見ていただきたいんです︒こ

こういう事態が実際にあるわけです︒

る︑留め置かれている︒二割なんですね︑これ︒

というふうに出てくるわけですよ︒留保されてい

八千二百四十七のうち一千七百十七が未渡し世帯

をいただいているんですけれども︑これ短期世帯

これは二十七市町村のうち二十二の自治体が回答

これ︑じゃ実際どうかというと︑山梨県の留め置

いう事例は本来一件たりとも起きてはならないこ

どうもうまく機能していないとすれば︑それはし

未交付というものの中身がどういうものかという

いずれにいたしましても︑国民健康保険なりに

とだと思うんですけれども︑これ︑大臣︑いかが

っかりと我々︑個別案件があるのであれば各自治

のがあるんですけど︑未交付だと︒つまり︑本人

今︑医療機関が無料低額の診療所などをやって

でしょうか︒

体に周知をさせていただきたいというふうに思い

の手元に届いていないと︒中でも数が多いのは大

きについて︑これも自治体へのアンケートの結果︑

○国務大臣︵田村憲久君︶ 個別の案件ですので︑

ます︒

阪市です︒大阪市の場合は短期保険証は六か月で

加入していただければ︑手続を踏んでいただいて

どのような事実かちょっと私は分からないんです

○田村智子君 実際に短期保険証が留め置かれて

お金のない方もというふうにみると︑同じように

が︑今のお話であるとすれば︑御相談に奥様が行
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のが︑これ五月と十一月に短期保険証の切替えを

出しています︑大阪市は︒だから︑切替えという
ろうと思います︒

談の中で計画が立てば郵送で送るという場合もあ

ちゃんと連絡が取れて︑分割納付等々いろんな相

が九千六百四十三︑短期証世帯の二割は未交付と

の人数というのが出てくるわけですね︒留め置き

数になるはずなんです︒そうではなくて︑未交付

それぞれ適切な対応の下で対応していく中にお

これは︑国民健康保険法で︑保険証や資格証明

行っています︒調査は六月時点ですから︑ちょう
ど切替えの時期と重なって手元に届いていないと

いて数字が出てくるという部分もございますので︑

いう方がいらっしゃると︒

いう方が多いのかもしれませんが︑実に約五万世

けないと思いまして︑一体︑その留め置きあるい

書はこれは交付をすると︒交付が大前提なんです︒

いずれにいたしましても︑適切な対応をしてい

は未交付という実態が全国でどのようになってい

一概にその数字が全て不適切な対応であるという

ただくように︑全国会議︑担当者会議等々で改め

るのか︑これはやはり実態調査を改めて求めたい

帯のうち二万三千五百十三が未交付になっている
と︒次の切替えの直前でも一万を超える世帯が未

てこれに関しましても周知をさせていただきたい

と思いますが︑いかがですか︒

交付がされていない︒これはこのままにはしてお

交付の状態だったというふうにお聞きをしていま
と思います︒

○政府参考人︵木倉敬之君︶ お答え申し上げま

わけではないというふうにも思います︒

す︒

○田村智子君 家族が窓口に行くというのは︑も

す︒

と︒じゃ︑もうちょっと時間がたったときどうか

を聞きますと︑これは決して私が今挙げたような

うどうしようもない状態になって行くというパタ

ょっと実態をちゃんと厚労省としても把握をして

も上る留保者︑留め置き者がいると︒これは︑ち

きにはいつでも保障ができるように発行すべきも

って出すものではなくて︑医療が必要になったと

いうものじゃないですよね︒どうしようもなくな

ども︑この定義等︑恐れ入りますが把握をしてお

その調査をされた団体のものかと思いますが︑私

ないというもので︑これは︑下にあります出典は

の状況︑未交付という概念︑そもそも発行してい

国保の改善を求める運動をしている方からお話
都道府県だけが突出しているのではなくて︑全国

ーンがほとんどなんですよ︒短期保険証ってそう

何らかの手だてを取ることが必要だと思うんです

のなわけですよ︒

先生今配付をいただきましたこの資料︑愛知県

的な状態だと︒短期保険証発行者の世帯の二割に

けれども︑いかがでしょうか︒

が相談しに行ったにもかかわらず︑それに対して

先ほど田村委員おっしゃられたような︑御家族

れているんですよ︒私ちょっと驚いたんです︒留

口留め置きというのと別に未交付というのが示さ

いてのものを資料四として出しました︒これ︑窓

もう一つの資料も見てほしいんです︑愛知県につ

か︑よく確認をさせていただきたいと思います︒

どういうことでこういう調査の結果が出ているの

資格証明書を発行することになっておりますので︑

加入していただいて保険証を発行する︑あるいは

しまして︑先生おっしゃるように︑国保の基本は︑

りません︒よく愛知県の自治体の方に確認をいた

適切な対応をしなかったとするならばこれは問題

め置いているだけではなくて︑そもそも保険証を

また︑先ほどから大臣申し上げておりますよう

私が実態を調べてほしいというふうに言うのは︑

でありますが︑接触をしようとしても接触ができ

印刷もしていないということだと思うんですよ︒

に︑私ども︑被保険者証を受け取られて︑滞納が

○国務大臣︵田村憲久君︶ いろんな状況がある

ないがために留め置かれざるを得ないという場合

だって︑印刷して留め置いていたら留め置きの人

んだろうというふうに思います︒

もあると思います︒もちろん︑場合によっては︑
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【未定稿】
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平成２６年４月７日

期の被保険者証出して︑窓口での一部負担の下で

は︑資格証明書の方であっても︑緊急であれば短

始まりましても︑医療の必要性がある方に対して
○国務大臣︵田村憲久君︶ 一定期間の期間を示

ども︑いかがでしょうか︒

と明確に自治体に指導すべきだと思うんですけれ

それから︑先ほど来大臣おっしゃられているとお

是非これ改めるように検討をしていただきたいし︑

あるわけですよ︒だから︑一か月というやり方は

になってから留め置きが増えているという指摘も

合にも郵送などで︑御本人の元に︑手元にあると

すというのではなく︑しっかりとやはり面接等々

いずれにいたしましても︑ちゃんと対応できて

いうことが重要なわけですから︑これは郵送を含

受けていただくような仕組みをつくっております︒

いないというのが一番の問題でございますが︑一

めてちゃんと届けるということは必要だと思うん

り︑やっぱり速やかに保険証は発行されるべきで

○田村智子君 これは是非︑実態調査を私重ねて

方で︑先ほど申し上げたとおり︑対応しようにも

ですけど︒大臣︑そこ︑首かしげちゃ駄目なとこ

で相談いただくという形でございます︒電話で相

求めたいと思います︒

対応できない︑なかなか連絡も付かないと︑呼び

ろなんですよ︒だって︑保険証は手元になかった

やはり本当に必要な方については︑きちんと医療

それで︑これ︑留め置きが︑長期にわたって医

出してもお越しをいただけないし︑戸別訪問をさ

ら医療が受けられるという状態を保障できないわ

あると︒だから︑なかなか会えなかったという場

療が受けられない事例が幾つも起きていると︒そ

れてもそこにおられない若しくは対応していただ

けですから︒郵送を含めて速やかにやっぱり発行

談ということもあろうと思います︒

の原因の一つに︑さきに私が読み上げました国保

けないという事例もあるわけでございまして︑こ

するということをお約束いただきたいんですけれ

を受けていただくような工夫︑指導をしてまいり

課長の通知︑この中で留保が長期間に及ぶことは

こはなかなか︑どれが留め置きの期間だというこ

たいというふうに思っております︒

望ましくないというふうに言っているんですけれ

期証だったら︑これ大半は手に届かないというこ

も︑有効期間の大半︑例えば一か月なんていう短

っています︒そうすると︑これは滞納したとして

いうことは何も示されていない︑曖昧な表現にな

すよ︒その一定期間というのはどの程度なのかと

はやむを得ないというふうに書かれているわけで

等々で周知徹底をしてまいりたい︑このように考

申し上げておりますけれども︑全国の担当者会議

でございまして︑それに関しましては︑先ほど来

く等々の対応はしていただかなければならぬわけ

ては短期被保険者証をしっかりとお出しをいただ

その事情をお聞かせをいただければ︑それに対し

別訪問等々をさせていただいて︑そこでちゃんと

一方で︑電話での調査でありますとか︑また戸

受けられるようにということであろうと思います︒

れるように︑保険であろうが医療扶助であろうが

るような状況であるならば︑そこは医療が受けら

形にいたしましても︑真摯な対応をちゃんと取れ

うような形もあるかも分かりません︒どのような

くはできない︑今どういう状況か︑生活保護とい

険料等々を分割でもいいですから納付する︑若し

絡が取れて︑その上で対応︑どのような形で︑保

○国務大臣︵田村憲久君︶ たとえ電話でも御連

ども︑いかがですか︒

とはあり得るわけですよ︒

えております︒

そのときには郵送でお送りさせていただくことも

とを示すことは難しいわけであります︒

事態をやっぱりなくしていくためにも︑一体この

○田村智子君 これ︑改めて求めておきたいのは︑

あろうと思いますが︑会えないということになり

ども︑その前段階︑一定期間窓口で留保すること

一定期間というのはどの程度のことをいうのか︑

やっぱり一か月という短期保険証が出されるよう

こういう︑滞納者の手元に保険証がないという

どういう状態が望ましいのかということはちゃん
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

それは引き続き訪問含めてやるべきなんですよ︒

ったり相談に来てくださいねと働きかけるのは︑

問題なんですよ︒滞納問題の解決のために面接や

決と保険証が手元にあるかどうかというのは別の

れ︑そうすべきですよね︒だって︑滞納問題の解

これは郵送でやるべきだと思うんです︒局長︑そ

○田村智子君 御本人の住所が確認できていれば

であるということは御理解をいただきますように

けでございまして︑そこはなかなか難しいところ

本人に届くかどうか分からぬということもあるわ

ますと︑なかなか︑保険証を仮に送っても本当に

制裁じゃないんでしょう︑短期保険証は︒違うん

保険証出しませんよじゃ︑制裁ですよ︑それじゃ︒

たいんですけれども︑なかなか︑分納できなきゃ

ということを否定しないでしょう︒これは確認し

○田村智子君 これは︑保険証を郵送して届ける

してまいりたいというふうに思っております︒

ただきたいと︑そういう工夫の中で市町村を指導

でもお納めいただけるようなお話合いをさせてい

何とかその方の医療の確保に努めながら︑少し

させていただくという仕組みもつくっております︒

ば︑それはそれでそのときの短期被保険者証を出

ことができないということを申し出ていただけれ

必要性︑それから一部負担︑全額を一時的に払う

すよね︒

れちゃうと︑ちょっと私はそれは困ると思うんで

郵送もされなくてもいいなんという答弁で済まさ

ない︑短期保険証が留め置かれているという方が

いという場合ですよ︒ですよね︒その資格証では

ても︑短期保険証はそうやって出さなきゃいけな

手元に持つかどうか︑それは︑資格証の方であっ

と定めています︑通知の中で︒だけど︑保険証を

ちゃったんですけれども︑こういう場合をちゃん

ない︒これ︑もう時間がなくて質問できなくなっ

出して︑短期保険証はすぐに発行しなくちゃいけ

解決できないという場合に︑これは確かに通知も

とで︑きちんと納める意思があればそういうふう

きには少しでもお納めいただきますと︑半年のこ

ける︑例えば一月の短期証だったものを︑次のと

りましょうが︑少しでも分納でもお支払いいただ

きまして︑直接お会いすることも訪問も電話もあ

証︑その期間までに何とか接触を持たせていただ

先ほど申し上げましたが︑この短期の被保険者

す︒

○政府参考人︵木倉敬之君︶ お答え申し上げま

ですか︒

き︑医療の必要があると︑だけど︑お金がなくて

○田村智子君 これ︑私︑後で︑緊急な事態のと

だきます︒

で短期被保険者証は郵送も含めて対応させていた

の上で必要であるならば︑先ほど言ったような形

ただいて︑その中において理由をお聞きして︑そ

ります︒いずれにしても︑一応話合いをさせてい

きには別途短期被保険者証をお渡しするわけであ

費を払えないというようなことがあれば︑そのと

取れて︑医療を受ける必要があり︑また全額医療

○国務大臣︵田村憲久君︶ ですから︑御連絡が

をさせていただくということが重要であろうとい

をしっかりと︑お話合いの中でこちらの方も理解

それも含めて︑どういう状況であるかということ

の方に移っていくということでございますので︑

な話でお話しされるとすれば︑それは資格証明書

が収入が十分にあるのに払いたくないというよう

せていただくわけであります︒もちろん︑御本人

ば︑当然のごとく︑必要に応じてちゃんと送らさ

ことが重要でございまして︑そこで︑相談に乗れ

これは保険料の納付も含めて︑相談に乗るという

○国務大臣︵田村憲久君︶ おっしゃるとおり︑

わけですね︒

治体はやるべきだということは確認してよろしい

に切り替えておる市町村もございます︒それから︑

医療費も払えない︑保険料もすぐに滞納になって

お願いいたしたいと思います︒

だけど︑保険証が手元にないという事態を︑これ︑

ですか︒

これ︑速やかに御本人の手元に届ける努力を自

大臣︑許したら駄目ですよ︒局長︑そうじゃない

本当に緊急に医療が必要な場合には︑その医療の

参議院記録部

- 65 -

【未定稿】
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一方で︑オバマケアは︑低所得者︑五千万人近

いるのかと︒要するに︑そんなにたくさん消費税

何％だと︑他国はよっぽど非能率な政府を持って

国︑欧米諸国は︑国民皆保険というそんな立派な

い方々が未保険ということがございます︒そうい

で集めていながら国民皆保険にまで行っていない

そういうところに自ら入るということなんであろ

○田村智子君 今や所得の二割を超えるような保

う方々に対して一定の安い︑収入が少ない方々に

ということも考えられますが︑いかがでしょうか︒

うことでございます︒必要な方々にはしっかりと︑

険料を低所得者の人ほど負担しなくちゃいけない

はそれなりの保険を提供すべきであるということ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 国民皆保険が︑日本

保険まで行っていない︑だけれども消費税が二十

と⁝⁝

の中において︑あのオバマケアというような︑こ

の平均寿命︑また健康寿命︑これは世界でトップ

うというふうに思います︒

○委員長︵金子原二郎君︶ 時間が参っておりま

のような政策を打たれたんであろうと︒これはい

クラスでありますけれども︑これを維持していく

この短期被保険者証は︑郵送も含めて︑お渡しを

す︒

ろんな御意見がアメリカの中でもあるということ

ために大きな役割を果たしていることは間違いな

させていただきます︒

○田村智子君 これで払えないんですから︑十分

は認識をいたしております︒

見てまいりますと︑これ海外の社会保障︑これ年

な対応を求めて︑終わります︒

あと︑財政破綻につながるんじゃないかという認

金︑医療︑福祉でありますけれども︑ＧＤＰ比ど

いというふうに思います︒

民皆保険じゃなかったと思うんですね︑つい最近

識があったというふうに私は理解しております︒

れぐらいあるかという︑この数字を見ますと︑日

○藤巻健史君 そうですね︑大体私の認識も大臣

まで︒最近︑オバマ政権がいわゆる医療保険改革

それで︑改めて日本に戻りましてお聞きいたし

本は福祉その他︑医療︑年金で二三・一％という

○藤巻健史君 日本維新の会︑藤巻です︒よろし

でオバマケア︑成立したわけで︑まだ大分もめて

ますけれども︑政府は︑日本の保険︑国民皆保険

数字であります︒フランス三二・四︑スウェーデ

ここで日本の社会保障制度の歴史をもう申し上

いるようですけれども︑なぜ︑オバマケアに対し

ということで︑世界に冠たる国民皆保険というこ

ン三〇・二︑ドイツ二九︑イギリスですら二五と

の認識と同じなんですが︑共和党は小さい政府︑

て共和党︑アメリカの共和党が反対したのか︑そ

とで自慢していらっしゃいますけれども︑その一

いうような状況でございます︒すると︑高齢化が

くお願いいたします︒

の理由をどういうふうに厚生省としては理解して

方︑消費税は上がったとはいえ︑八％ですよね︒

進んでおる日本においても︑実は他の国と比べて︑

げるつもりもございませんが︑一方で高齢化社会

いるのか︑教えていただければと思いますけれど

ひょっとすると一〇％に上がるかもしれませんけ

アメリカは一九・五で︑これは今も言いましたオ

要するに自助努力を標榜しておりますので︑皆保

も︒

れども︑先進国の中では断トツに低いわけです︒

バマケアが始まる前の数字であろうと思いますけ

他国の例からで申し訳ないのですが︑アメリカ

○国務大臣︵田村憲久君︶ 私は︑アメリカ政府

世界に冠たる皆保険と先進国最低の消費税のコン

れども︑比較的日本の国は︑まだそれほど社会保

の中において財政的には非常に厳しいと︒ただ︑

でも共和党でもございませんので︑詳細にまでは

ビネーションというのはいつまでもつのかという

障のＧＤＰ比はヨーロッパの国々と比べて高いわ

険︑ツーマッチじゃないかということと︑それと︑

分かりませんが︑自分でできることは自分でやっ

ことをまずお聞きしたいし︑逆に言いますと︑他

の場合︑保険証が手元にあるかどうか以前に︑国

ていくと︒民間保険ございますから︑アメリカは︒
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決算
平成２６年４月７日

一方で︑国民負担率は更に低いということでご

けではない︑むしろ低いということであります︒
あるかと思います︒

税が低いので税収が少な過ぎるということが一つ

まず一つ考えられるのは︑ＧＤＰ比に対して消費

よ︑社会保障費︒財政学上︑さっきの民生費とか

いますと︑二十九・九兆円となっているわけです

うことなんですけれども︑一方︑決算報告を見て

それから総報酬割というものを今議論をさせてい

保に対しては財政支援を行ったりでありますとか︑

険制度︑このままでは大変でございますので︑国

ただ︑いずれにいたしましても︑日本の医療保

も関わってくるんであろうと思います︒

付のバランスというものをどう考えるか︑ここに

めていったわけでございまして︑これは負担と給

ものを︑これは一昨年︑三党合意の中において決

今払っているだけですから︑その中にはかなりの

ぐらいですか︑今年度で︒これは過去の支払分の

すね︑これがかなり大きいわけです︒二十二兆円

の国債費の︑元本の償還額と利子の分︑国債費で

費なんというのがあるわけですね︒要するに︑国

の財政って物すごく赤字が大きいですから︑国債

と比べて低いとおっしゃいましたけど︑実は日本

れ質問もしますけれども︑ＧＤＰ比でいくと欧米

二番目のポイントとしては︑後でもちょっとこ

ずれ御質問いたしますけれども︑次の質問にちょ

じゃ︑ちょっと次の質問に︑考えてからまたい

おきます︒後にします︒ごめんなさい︒

ったので今考えていたわけですが︑それはやめて

は︑ちょっとごめんなさい︑質問を考えていなか

だと考えると約四十兆ですよね︒そうすると数字

の歳出ということで︑歳出の四〇％が社会保障費

出が今九十七兆円︑百兆円だとすると︑四十兆円

と言われているわけですね︒そうすると︑大体歳

それから国債費を入れると︑大体歳出の約四〇％

ざいます︒そんな中において消費税の増税という

ただいております︒これは︑報酬に合わせてそれ

部分が社会保障費に含まれているわけですね︒で

のは国民の生命と財産を守ることというふうに私

ぞれの保険者がお金を融通していくというやり方

税でもやはり民生費が大きいわけで︑民生費とい

は理解していたんですけれども︑その一方︑日本

っと移りますけれども︑国の最低限の仕事という

これに対しては御注文をいただいておるわけでご

うのは要するに社会保障費ですから︑そういうこ

の場合︑格差是正ということが大きい︑言われて

すから︑その部分を含めたり︑それから地方交付

ざいますが︑そういうものも含めて︑日本の皆保

とを考えると︑私は決して欧米諸国に比べて社会

いまして︑格差是正というのは︑確かに社会主義

でありまして︑組合健保の皆様方は︑いろいろと

険制度をいかにして守っていくか︑これは大きな

保障費が低いとは理解していません︒今まで考え

家ではあくまでも格差是正というのは二の次︑ま

課題であろうというふうに思っておりまして︑先

やっぱり︑ほかの国は国債費なんというのは余

あ大切ですよ︑大切ですけれども二の次であって︑

国家とか共産主義国家であれば格差是正というの

しっかり我々受け止めながら︑維持︑持続可能な

り高くないですから⁝⁝︵発言する者あり︶いや︑

財産と生命を守るということが一番重要なポイン

たことなくて︑今大臣のお答えを聞いてから考え

医療制度︑これを確立してまいりたい︑このよう

でも︑それちょっと︑じゃ先にそっちの質問をし

トだと思っておりますし︑元々年金ができたのは︑

般の社会保障制度改革国民会議の中でも幾つかの

に考えております︒

ますけれども︑今︑平成二十四年度予算で税収が

余りにも格差が広がると暴動が起きて生命と財産

は第一義に来るんでしょうけれども︑資本主義国

○藤巻健史君 ＧＤＰ比に対して社会保険料︑社

四十七兆円で︑歳出九十七兆円ですよね︒それで

が危険にさらされると︑それを防止するために年

たんであれですけれども︒

会福祉費が低いという御回答ありましたけれども︑

五十兆円の赤字ということ︑国債発行あったとい

御提言をいただいておりますので︑この御提言を

それについては御質問はしませんでしたけれども︑
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決算
平成２６年４月７日

あっていろんな活動をされる中で国内で騒乱が起

失業率が高いということで︑その若さのパワーも

かも見ておりますと︑若い世代が職に就けない︑

いますと︑ヨーロッパだけじゃない︑新興国なん

んが︑比較的︑欧米︑特にヨーロッパなんか見て

ですから暴動を起こすこともあるかも分かりませ

ないと︑まあ︑最近は高齢者はお元気な方が多い

度がなかったとして︑高齢者の方々が生活をでき

味では意味合いがあると思います︒ただ︑年金制

○国務大臣︵田村憲久君︶ 社会の安定という意

も︑大臣のお考え方はいかがでしょうか︒

ですよね︒当然国の勢いはなくなりますし︑働い

とながら︑過度の格差是正というのはまずいわけ

やらなくちゃいけないと思うんですが︑当然のこ

生活できるということは国の最大の責務ですから

ろんセーフティーネットということで︑最低限の

のはやっぱり必要だと思うし︑それ以上に︑もち

○藤巻健史君 確かに一定程度の格差是正という

おります︒

意味での大きな役割であろうというふうに考えて

程度これは引退後もある程度維持していくという

ので︑現役世代暮らしておられた生活水準を一定

活をどこまで保障するかという部分がございます

それから︑年金の重要な部分は︑現役時代の生

ないわけですよ︒

が四十兆円の歳出︑そして税金は四十七兆円しか

うすると約四十兆なわけですね︒社会保障関連費

が大体社会保障関連費だと言われているので︑そ

政学上でいうと︑先ほど言いましたけど︑四〇％

九十七兆円使って︑五十兆円赤字なわけです︒財

税収入︑要するに︑いわゆる税収が四十七兆円で︑

今基本的に日本の歳入というのは税収プラス印紙

ょっと先ほどほかの話で言いかけましたけれども︑

話であって︑今︑日本はお金ないわけですよ︒ち

もなんですが︑それは財政がお金があればという

それで︑確かに大臣のおっしゃること︑もっと

識しておく必要があるのかなと私は思っています︒

金ができたというふうに認識しておりますけれど

こるということはあろうと思いますが︑高齢者が

たって働かなくたって同じということであるなら
いうものがあると思うわけです︒

ば誰も働かなくなっちゃうわけで︑それは限度と

ですね︒財政学上︑社会保障費というのは︑所得

た金を全部社会保障費で還元しちゃっているわけ

ということは︑言い方を変えると︑税金で集め

中心になって暴動を起こしたということは私は余
り記憶にはないわけでありますけど︒
ただ︑社会の安定性という意味からすれば年金

ういう意味では︑ジニ係数等々を見ますと︑年金

広がっていない状況に今なっておりますので︑そ

ですが︑年金で再配分した後はジニ係数は格差が

は若干ずつやっぱり今格差が広がってきているん

が︑これが再配分前︑つまり年金で再配分する前

し︑ジニ係数という所得の格差の数字があります

も︑まあエンゲル係数でいえば日本人は全員が豊

でいえば何というかというあれもありますけれど

とかなんとか言っているときに︑これ︑ジニ係数

ですからね︒あのエンゲルができた頃︑六十何％

今︑日本人のエンゲル係数なんてべらぼうに低い

いまして︑エンゲル係数で考えていただければ︑

私はジニ係数ほどインチキなものはないと思って

下村大臣が未来への投資だとおっしゃっていまし

のは子供たちから借りているわけですよ︒先ほど︑

に再分配しているのであれば︑教育費なんという

社会保障費で国民に還元している︑すなわち国民

う話なわけですよね︒もし︑例えば集めた金全部

じゃ教育はどうなるの︑軍備費はどうなるのとい

がら︑集めた金を全部国民にばらまいていたらば︑

配︒ということは︑所得再分配が必要だといいな

の再分配ですよ︑大臣が主張している所得の再分

というのは所得の再分配の中において格差を一定

かであるということも言えるので︑ジニ係数はオ

たけど︑それはもちろんそうなんですけど︑数字

今大臣ちょっとジニ係数の話をされましたけど︑

程度収れんさせておるという部分はあろうと思い

ールマイティーではないということはやっぱり認

というのは大きな役割を果たしておると思います

ます︒

参議院記録部

- 68 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

ているわけで︑自分たちのお金で自分で教育して

たちのお金を使って我々が何か言って口だけ出し

だけから見ると︑偉そうなことを言っても︑子供
ではないかと︑こういう見方もされるわけであり

の中での持つ者と持たざる者の格差が生まれるん

世代に行くわけでありまして︑つまり︑次の世代

ーロッパで見るとイギリス並みぐらいなのかも分

いなんでしょうか︑だと思います︒これでも︑ヨ

れを合わせると大体今四〇台後半︑四七︑八ぐら

そう考えたときに︑日本がこれだけ高齢化が進

かりません︒

有されておりますと︑これは言われたとおりであ

んでいる中で︑高齢者に対するいろんな社会保障

ます︒それが︑ギリシャだとか︑国債が海外で所

要するに︑収入が︑歳入がこんなに少ないとき

りまして︑お金が全て国内から逃げていくわけで

いることになっちゃうわけですよ︒
に︑社会保障費︑要するに所得再分配は過多じゃ

かに伸びを︑これを抑制できるか︑しかも︑医療

費が必要だということの中において︑これを減ら

その上で︑今四〇％というお話がございました

の質を落とさずに︑生活の質を落とさずにできる

ございますから︑ツケを子供たちが負うと︒まあ︑

たいな︑例えば︑貧困率知りませんけど四〇％か

が︑一応日本の国の今の歳出の中で見ますと︑国

かという︑今我々チャレンジをいたしておるわけ

ないのという話なんですよ︒それはお金があれば

何か︑一日二ドルで生活している人たちに︑社会

債費と地方交付税を抜いた一般歳出︑この中で五

でございまして︑もちろん充実も必要であります

すということはできないわけでありますから︑い

保障費が大切だ︑生活のレベルが大切だって︑金

四％が厚生労働省所管でございまして︑三十兆を

けれども︑重点化︑効率化もしっかり進める中に

いろんな見方があるんだと思います︑これは︒

がないものはないわけです︑できないわけです︒

超えています︒四十兆というのは多分地方の部分

おいて社会保障をしっかり維持できるようにして

いいに決まっていますけれども︑例えばハイチみ

それと同じような日本ないのかと︒

も入れられた金額なんだろうなというふうに思い

要するに︑今の国というのは子供たちからの借

○国務大臣︵田村憲久君︶ 世代間の格差みたい

いかがでしょうか︒

な状況がもつのかなというふうに思うんですが︑

て︑子供たちから我々への再分配であって︑こん

ろんな議論はしなければならぬだろうと思います

担率の一部でございますので︑ここまで含めてい

国民の皆様方からいただいておりますから国民負

ございますから︑保険料も含めて︑保険料もこれ

もっとも︑社会保障給付費は足下で百十兆円で

だくということでございまして︑今般︑法律を提

してくださいよというようなお願いもさせていた

収入を持っている方々にはもう少しばかり負担を

じた負担もしていただかなきゃならない︒つまり︑

なきゃならない︒また︑それぞれの負担能力に応

すけれども︑一定の国民負担もお願いをしていか

いかなきゃなりませんが︑一方で︑消費税を一

な話で︑要するに︑将来の借金を負うと︒違った

が︑先ほども申し上げましたとおり︑社会保障給

出をさせていただいておるということであります︒

ますが︑これはいろんな見方によって数字変わっ

見方もありましてね︑これ︒日本の国︑国債は九

付費のＧＤＰ比割合は決してヨーロッパに比べて

○藤巻健史君 今の大臣の御回答の中に︑国債も

金ですよ︑全て︒それをみんなに︑今の我々の世

十数％国内で消化しておりますから︑これ国債を

高いわけじゃない︑むしろ低いという状況であり

未来世代に相続していくからという話がありまし

〇％に向かって今段階的にという状況でございま

持っているのは日本人ですよね︒日本人で持って

ます︒こう考えたときに︑どう国民負担を考える

たけど︑これは全く承服しかねますが︑それを言

てくると思います︒

いるということは︑これ相続されるわけで︑相続

か︑国民負担率プラス今の国債ですね︑発行︑こ

代の社会保障費上げておいて︑それは︑再分配っ

税で税金で入ると同時に︑相続されたものは次の
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それは別としまして︑今の大臣の御発言だと︑

教授の言うことにしろ︑今のレベルを維持するた

原田教授の言うことにしろアントン・ブラウン

少なかったかもしれないですけれども︑今もう寿

なりの部分の方が亡くなっちゃったからもらう方

実質︒まあ︑これは昔は六十五歳ぐらいまでにか

んていうのはみんな一〇〇％︑まあ若くして亡く

社会保障費は減らせないからどの程度税収を増や

めには物すごい消費税の上げが必要になると思う

命延びていますから︑六十五歳で払ってしまえば

ちゃうと思っていますけれども︑未来永劫二〇

すかという話というか︑収入を増やしていくかと

んですけれども︑これは両方ともきっと不可能で

大体ほとんど全員に行っちゃうわけで︑こんなの

っていると時間なくなっちゃいますので︑これは︑

いう話が根幹だと思っているんですけれども︑こ

すよね︒となると︑やっぱりある程度の消費税を

財政がもつわけがないと私は思うんですよ︒

なられる方はあれですけれども︑かなりの部分の

れは何度かほかの委員会等でお話ししたんですけ

上げ︑かなりの消費税上げとやっぱりかなりの歳

それは︑財政︑たくさんあればいいですよ︑歳

〇％でも大丈夫だという前提の下に消費税率五

れども︑参議院の予算委員会の公聴会で早稲田の

出カットしか選択の余地は私はないと思う︒今の

入がもう三百兆︑四百兆毎年あるならいいですけ

私は絶対それは間違いだと︑その議論は間違いだ

原田教授が︑社会保障の上昇を全部消費税で賄う

一兆円ずつ増えていくような社会保障の制度をキ

れども︑この四十五兆円の歳入とか︑そんな歳入

方がもらうわけですよ︒保険じゃないんですよ︑

となると︑二〇六〇年までに消費税率を三六・

ープして︑その上で消費税も上げないとか消費税

でそんなにもつわけなくて︑だとすると︑ドラス

三％と言っているわけです︒

六％に上げなければいけないとおっしゃったわけ

でいいといったら︑これはもつわけがない︒それ

チックに社会保障費を減らすという一つの方法は︑

と思っております︒

ですよ︑三六・六％です︒

は︑みんな願望は願望ですけれども︑どう考えた

一方︑日経新聞の経済教室によりますと︑
﹁財

年までに五三％というわけですね︑消費税率上げ

んですけれども︑その人に言わせると︑二〇七七

連銀の上級顧問だったわけで︑れっきとした人な

ントン・ブラウン氏というアメリカのアトランタ

先ほど︑保険︑保険が確かに年老いた方のという

私が今ずっと考えているのは二つあって︑一つは︑

一応︑ちょっと考えられるのは二つありまして︑

減を考えていかないと難しいかなと思うんですが︑

なので︑やっぱりいろんなドラスチックな歳出

っちゃうんじゃないか心配だと思うからお金使わ

うのというのは︑どこまで生きたら︑お金なくな

今︑みんななぜお金を使わないのかとかそうい

ゃったというリスクを回避できるわけですよ︒

て︑そうすれば︑みんな年取っても︑長く生きち

も︑八十五歳になったら物すごく手厚い保障をし

例えば八十五歳まで年金払わないと︒その代わり︑

なくちゃいけない︒それも︑今︑対ＧＤＰ比二〇

か高齢者の生活を保障するという意味はあるんで

ないわけで︑八十五歳以上は絶対にもうどんなこ

って事実として解決方法ないですよ︑まともに真

〇％というとんでもないような赤字を日本は背負

すが︑年金保険︑私の疑問は︑なぜ保険というの

とがあっても国が面倒見るような高度な年金を払

政は持続可能か 消費税率︑五三％の可能性も﹂

ったんですが︑その二〇〇％より悪くならないた

かと︒大体︑保険というのはもらう人もいればも

う︒だけれども︑八十五までは何とか自分で生き

年金の支払率むちゃくちゃ減りますよ︑だけれど

めに五三％必要だと言っているわけです︑彼は︒

らわなくなる人もいて︑何人かがおかしくなるか

ておいてくださいよと︑自助努力ですね︒若しく

面目に考えれば︒

ということは︑私は︑二〇〇％今続いて金利がち

ら保険というので︑今の日本というのは︑年金な

というタイトルがあったわけで︑これは︑Ｒ・ア

ょっと上がれば一発で日本の財政はおかしくなっ
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

○国務大臣︵田村憲久君︶ 八十五といいますと︑

程度商品価値がちゃんと︑つまり流動性のあると

管理もできないと︒売ったところで幾らになるか

は︑それが心配だったならば民間の保険へ入って

今の年金制度︑これ御承知のとおり︑数理計算

分からない︑つまり流通していないわけですから︒

ころならばいいんですが︑地方に行きますと︑そ

ば後は保険があるんだということにすれば︑財政

で百年で計算しております︒これは給付と負担の

そう考えると︑なかなかこれどこか自治体がその

平均寿命が女性八十六ぐらいですから︑なかなか

問題も解決するし︑それはこんな保険ない方がい

方がバランス取れるようにやっておりますので︑

責任を負うというのは難しいねと︒日本は中古住

おけ︑あとは︑八十五歳までに自分のためた財産

いかもしれないけれども︑その前に国が潰れて何

実のところ︑先般︑これ試算したところによりま

宅の流通市場もアメリカに比べると余りそんなに︑

れ︑土地押さえてもそもそも売るところもないし

にもなくなっちゃうより︑財政破綻になったらも

すと︑今︑足下︑ＧＤＰに対する給付比率が大体

一生懸命やっていますけれどもね︑今︒こういう

難しいんだと思いますが︒

う年金なんか全部ゼロですから︑それよりは私は

一一・二％なんですが︑二〇二五年︑団塊世代が

状況でございますので︑もうちょっと先を見越さ

を使い切れば︑家を売ってでも八十五まで生きれ

ましなのかなと思います︒

七十五歳になられるときには九・九まで下がるん

ないとなかなかその設計は難しいのかなと思いま

もう一つ申し上げちゃうと︑例えば生活保護を
です︒

受けた方︑それから過度の介護保険を受けた方︑

実は年金というものは︑実はもうある程度今の

す︒

多くの方がお金ためて亡くなって︑その遺産が孫︑

何よりも︑そうはいったって大変じゃないか︑

自身のこれは個人の分析ですけれども︑二十年前

制度の中では完結しておりますので︑それほど財
だと思います︒それよりかは︑医療や特に介護︑

ぐらいに社会保障給付費五十兆円強です︑今の二

子供へ行っちゃうわけですよ︒それはやっぱり自
活保護を受けた方とか過度の介護を受けた方とい

介護は一・八から三・二ぐらいまで増えますから︑

分の一です︒このときの税収と今の税収見ると︑

それはおっしゃるとおりでありまして︑ただ︑私

うのはお金を国に戻すと︑家を売ってね︒それが

介護は非常にこれから大変であるということはあ

その頃の方があったんですよね︒つまり︑税収が

政負担にはなっていかないというところがあるん

将来の介護保険に回っていくようになれば︑何と

りますので︑それは問題意識として持っておりま

増えなかったというのが︑実はこの分︑社会保障

助努力として不公平もいいところで︑やっぱり生

かなるわけですよ︒

す︒

考えると︑やっぱり回転していく方法を考える︒

も︑日本にはお金がないんですから︑その前提で

ればそんなことする必要ないかもしれないけれど

たときの食費代と居住費代︑これ補足で入れてい

る方に関しましては補足給付という︑特養に入っ

が︑これ実は今回︑介護保険で︑手元に現金のあ

もう一つ︑リバースモーゲージの話であります

うしてもそうなっちゃう︒

デフレでございます︒デフレでありますから︑ど

まして︑それはなぜかというと︑やはりデフレ︑

費が赤字国債に行っちゃったということでござい

これも︑さっきも申しましたように︑お金があ

それは︑国からの援助をもらった人がやっぱりち

るんですが︑これは止めるということを盛り込ん

ていくという方にかじを切らなきゃいけないとい

する︑名目でですよ︑名目で成長して税収も増え

そういうことを考えますと︑やはり経済が成長

ゃんときちんと返す︒要するに︑介護保険をもら

でおります︒
ただ︑このとき土地の話も出たんですが︑ある

って財産も子供に残すというのは︑それは間違い
だと私は思うんですが︑その辺いかがでしょうか︒
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

○政府参考人︵香取照幸君︶ 今の御質問ですが︑

ィブで大きく損をしたというニュースが流れまし

平成二十三年度︑厚生年金︑国民年金で︑これ

ょうか︒

うことで︑このアベノミクスということを︑我々︑

分も含めて︑もちろん︑社会保障の伸びも︑こう

は厚生年金基金の代行部分も含めまして︑二十三

○政府参考人︵常盤豊君︶ お答え申し上げます︒

たけれども︑二十三年度︑二十四年度では大きい

いう伸びをどう抑えていくかということは努力は

年度︑収入四十・五兆︑そのうち運用収入が三・

二十三年度︑二十四年度につきまして︑これは

年金全体の財政がどうなっているかということで

していかなきゃならぬと思いますので︑そのよう

八兆︑支出が四十二・四兆︑これが年金給付費に

全ての法人を対象として把握をしているわけでは

野党のときに弾込めをしたわけでございますので︑

な総合的な手法をいろいろと使いながら︑何とか

ほぼ相当しますが︑四十二・四兆で︑差引きマイ

ございませんけれども︑資産運用において損失を

失敗の報告があるかどうか︑あるならどういう指

持続可能な社会保障制度︑これを継続してまいり

ナス一・九兆円ということになります︒二十四年

生じたという報告を受けている学校法人は︑文部

御説明申し上げます︒

たいと︑このように思っております︒

度は︑収入が四十八・五兆︑そのうち運用収入が

科学大臣所轄の法人で十一法人ございました︒文

経済成長させながら税収も上げていってという部

○藤巻健史君 税収を上げていくというのはロジ

十一・三兆︑支出が四十三兆で︑差引き︑収支差

導をされたかお聞きしたいんですが︑いかがでし

ックとしては非常にいいんですけれども︑これも

部科学省といたしましては︑これらの学校法人の

当数報告をいただいておりますので︑その中で特

が五・五兆円というのが足下の年金財政というこ

とですね︑二十三年はマイナスということで︒ど

に大きな損失を生じたものに対しましては︑デリ

何度か申し上げているんですけれども︑狂乱経済

すから︑消費税は三％でしたけれどもね︒これは

んどんどんどんこれから支給が増えていく︑高齢

バティブ取引に関する状況について報告を求めま

うち大きな損失を生じたもの︑そして二十二年度

税収上げて社会保障何とかなるといったって︑こ

化社会で増えていくと思うのに︑もうこの二十三

すとともに︑リスク管理を適正に行うなどの指導

とになります︒

れはやっぱり絵に描いた餅でございますので︑な

年度の段階で︑年金が入ってくるものの運用入れ

を行ったところでございます︒

と言われたバブルの末期︑バブルの︑一番税収︑

かなか難しいかなというふうに思っております︒

て出ていっちゃうということを考えると︑そんな

○藤巻健史君 資金管理の︑資産運用の適切化と

以前︑二十年度から二十二年度につきましては相

年金も大丈夫だとおっしゃいましたけれども︑想

に百年も大丈夫なんて⁝⁝︵発言する者あり︶じ

いう話を政府の方からされると︑大体多くの人は

○藤巻健史君 二十四年はプラスだったというこ

定利率とか考えますと非常に何か大丈夫かなとい

ゃないんですか︑そうですか︑大丈夫ですか︒そ

すくんじゃって︑元本保証の現金利息で運用しち

今まで史上最大の税収というのは六十・一兆円で

うふうに思うわけですね︒

うですか︑分かりました︒じゃ︑想定していると

ゃおうと思うんじゃないかと思うんですが︑これ

それで︑次の質問で︑ＧＰＩＦですね︒先ほど

いうことで︒

四年度のＧＰＩＦに入ってきたお金と出ていった

いましたけれども︑これ︑平成二十三年度と二十

れども︑リーマン・ショック後に大学がデリバテ

けれども︑下村大臣の方にお聞きしたいんですけ

ちょっと時間がなくなっちゃうので済みません

て︑そのお金でいい教師を集めて評価を上げて学

ハーバードなど︑寄附金を集めて大きく運用し

はアメリカの大学の運営方法と違いますですよね︒

平木委員の方から投資利回り等をお聞きになって

お金︑金額︑教えていただきたいんですが︒
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【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

張ってきてランクを上げていくという方策も取れ

アメリカみたいにその運用益で優秀な教師を引っ

い︑コスト削減といったって大変︑ないと︒じゃ︑

ければ定員割れもあるだろうし︑収入は上がらな

大きいものはきっと学費でしょうから︑評価が低

ですよね︒生徒数は減っちゃうし︑大学の収入の

校に変身できるのかなと考えると︑なかなかない

学の場合︑低ランクの学校だと︑どうやって上位

生を集めて躍進しようとするわけです︒日本の大

をリターンとした場合に二〇一二年度では一・二

三年度で一一・三％︑一方︑東京大学では利回り

ございますけれども︑ハーバード大学では二〇一

三億円となっております︒投資リターンの規模で

学では︑二〇一二年度末現在の基金の額が約九十

約三兆三千四百億円でございます︒一方︑東京大

れども︑約三百二十七億ドル︑円にいたしまして

は︑二〇一三年六月末現在の数字でございますけ

けれども︑規模につきまして︑ハーバード大学で

どうでしょうか︒

指導はいかがかなというふうに思いますけれども︑

わせた︑元本保証じゃなくちゃいけないよという

うことになりますので︑やはりある程度時代に合

であって︑まさに一番リスキーな商品が預金とい

くなっちゃうわけで︑実質的な財産をなくすこと

円になれば百万円集めたって一回でタクシーでな

的に何もなくなっちゃう︒タクシー初乗りが百万

キーな商品というのは預金なわけですよね︑実質

身でない学長︑経営者の方々にお会いしたときは

○国務大臣︵下村博文君︶ これ先日も︑学者出

両者は︑運用方針︑あるいは設置主体の違い︑

藤巻委員と同じような見解を持っておられました︒

六％という形になっております︒

社会というか︑大学の階級化が固定化しちゃうん

寄附文化を含めた社会背景が異なりますので︑単

ないとなると︑何というんですか︑それこそ階級
じゃないかという気もするんですけれども︑いか

ただ︑その前に課題として解決すべきことは大

学のガバナンス改革で︑つまり︑そういう経営的

純に比較することは困難でございますが︑以上申
し上げたような違いがございます︒

がかなというふうに考えます︒
それで︑取りあえず︑東大のファンドとハーバ

大学ガバナンス改革あるいは教授会の在り方等に

なセンス︑能力を持った人がそのガバナンス側に

やっぱり投資というのはハイリスク・ハイリタ

ついて法案を出していきたいというふうに思いま

○藤巻健史君 今お聞きした数字が日本の社会と

○政府参考人︵吉田大輔君︶ お答えいたします︒

ーンでございますので︑リスクを取らないとハイ

す︒

ード等のファンド︑どのくらいの規模の差とかリ

ハーバード大学における基金は︑積極的な運用

リターンはないということで︑元本保証ばっかり

基本的には︑学校法人がどのような資産運用を

いるかどうかということも問われてくるというふ

によって規模を拡大していくことを前提に︑教育

言っていくとかなり大学の経営は今後苦しくなる

行うか︑自らの責任において決定するものであり

アメリカの社会の差を歴然と表しているんじゃな

研究に対する支援に活用していると承知しており

んじゃないかと思うんですね︒特にアベノミクス

ますが︑公教育の担い手という立場から︑元本保

ターンの差とかあるのか︑情報があれば教えてい

ます︒一方︑東京大学におきましても︑寄附金に

がインフレを目標としているわけで︑インフレを

証のない資産による運用については︑その必要な

うに思います︒是非︑そういう意味で︑今国会で

より基金を造成をし︑安全な運用を図ることを前

目標としているということは預金なんかどんどん

リスクを考慮し安定性の確保に十分留意すること

いかなと思います︒

提に︑教育研究に対する支援や施設の整備などに

どんどん価値がなくなっていくというわけで︑そ

が求められるということは言うまでもないことだ

ただきたいんですが︒

活用していると承知しております︒

れこそ本当のハイパーインフレになれば一番リス

基金の規模︑投資リターンの比較でございます
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の重要な成長戦略の大きな柱でありますし︑日本

だ全容︑全面的な解明がなされているとはもちろ

押し付けているというようなところもあり︑また︑

と思います︒

しかしながら︑先ほどからもいろいろ指摘があ

内部の調査委員会も︑委員長は内部の方で︑あと

ん言い難いですし︑小保方さんにももちろん責任

○藤巻健史君 まさに大学のガバナンスをきちん

りますように︑公的研究費の不正使用やあるいは

はどなたかよく分からないというようなことで︑

経済再生の原動力であるということは間違いあり

とやっていかなくちゃいけないというのは大臣の

研究不正が相次いでいるのは御承知のとおりです︒

まだまだ不十分なところが多々あると思っており

○委員長︵金子原二郎君︶ 藤巻健史君︑時間が

おっしゃるとおりだと思います︒かつ︑やっぱり

公的研究費は我々の貴重な税金によって形成をさ

ますが︑今回の問題はまさに︑先ほどから出てい

はあると思いますが︑どうも彼女にかなり責任を

この財政事情を考えると︑堀越学園以外の理由で︑

れているわけですし︑研究不正は︑先ほども︑薬

るように︑その研究者の倫理の問題あるいは研究

ません︒

あのときと違う理由で大学の倒産もあり得るかな

師寺先生だったかなと思いますが︑触れておられ

機関の管理の問題等々︑大きくいろんな問題を投

参っております︒

と思いますので︑要するに財政苦しくなるという

ましたが︑その不正が例えば薬害になったり︑い

したがって︑まず最初に︑この一連の事件の受

ことでいろいろ︑そちらの方のことも文部省とし

いくわけで︑そういう意味でも︑こういうことが

け止め方といいますか︑このＳＴＡＰ細胞論文の

げかけていると思います︒

続きますと科学技術政策あるいはその予算の信認

問題あるいは理研の対応をどのように大臣は受け

ろんな我々の健康や命にそれこそ大きく関わって

や信頼性が大きく失われていくということですか

てはいろいろ考えていただければと思います︒
これで質問を終わります︒ありがとうございま
した︒
│││││││││││││

○国務大臣︵下村博文君︶ ＳＴＡＰ細胞の論文

止めておられるか︑見解をお聞きをしたいと思い
そういう中で︑今般のいわゆるＳＴＡＰ細胞論

について︑四月一日の理化学研究所の会見におき

ら︑真剣にこの不正防止策に取り組んでいくとい

文問題に関わる一連の事件というのは︑科学界の

まして︑調査の結果︑二件の不正とその他の事実

○委員長︵金子原二郎君︶ この際︑委員の異動

みならず日本全体に大きなショックを与えました

が認定されたと承知しておりまして︑誠に遺憾だ

ます︒

│││││││││││││

し︑理研という日本を代表する研究機関でのこう

というふうに思っております︒

うことが肝要だろうと思っております︒

○柴田巧君 結いの党の柴田巧です︒

いう︑日本の科学史上始まって以来の大きな不祥

研究不正については︑研究者自身の責任も重大

について御報告いたします︒

今日は︑先ほどから科学技術の問題︑既に取り

事だと言っても過言ではないと思いますが︑世界

でありますが︑組織としても研究不正を生じさせ

本日︑三木亨君が委員を辞任され︑その補欠と

上げられておりますが︑私の方からもお聞きをし

的に見ても日本全体の科学技術の信頼が損ねかね

ないためにその責任を全うする必要があると考え

して舞立昇治君が選任されました︒

ていきたいと思います︒

ないと思っております︒

臣も御答弁の中で触れられましたが︑今の政権に

日ですか︑報告ありましたけれども︑正直まだま

この前も最終報告というか︑理研から︑一日の

依理事長を本部長とする改革推進本部を立ち上げ

ます︒理研においても︑本件を重く受け止め︑野

改めて言うまでもありませんが︑また先ほど大
とっても科学技術イノベーション政策︑まさにこ
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それから︑完全にもう外部の有識者から成る改

理・監査のガイドラインが制定をされましたけれ

ありましたが︑研究機関における公的研究費の管

ましたように︑かねてから会計検査院の決算報告

革委員会を立ち上げて︑客観的に︑これが個人だ

ども︑その体制整備が適切に実施されていないと︑

して先ほど申し上げたように︑まず理研の中にお

けの問題︑今回特別な事例なのか︑それとも理化

二十三年度にまた決算報告から文科省が指摘を受

るとともに︑外部有識者から成る改革委員会を立

文科省としては︑理研において可能な限り早期

学研究所そのものの体質的な部分があってＳＴＡ

けたところであります︒それを受けて︑研究にお

でもこの公的研究費の不正使用︑指摘をされてお

にかつ厳正に再発防止のために必要な対策が取ら

Ｐ細胞のこのような論文が結果的に不正だと指摘

ける不正行為・研究費の不正使用に関するタスク

いて野依理事長を本部長として改革推進本部を立

れるよう求めてまいりたいと考えております︒

されるようなものが出てきたのかということにつ

フォースを設置をして︑昨年九月に中間報告がま

ち上げ︑研究不正や過失の防止に係る規程や運用

○柴田巧君 そこで︑確認ですけれども︑中間報

いてはよく調べていただいて︑その結果を踏まえ

とめられて︑それに基づいて今いろんな取組がな

りました︒十九年に︑御案内のように︑先ほども

告が出るまで︑この疑義が生じてかなり︑一か月

なければ︑これは新たな特定研究開発法人として

されようとしておるわけですけれども︑やはりこ

ち上げたわけでございます︒

余り近くでしょうか︑たってから出た︒それと︑

閣議決定することはできないと考えております︒

れから不正防止の中で取り組んでいかなきゃなら

の改善︑若手研究者が最大限に能力を発揮できる

今度の最終報告は僅か二週間ほどで出てくること

既に総合科学技術会議では一応これは対象に理

ないのは︑他国と比較して今までどっちかといえ

体制の整備等︑再発防止のために必要な対策を早

になったということです︒いわゆる特定国立研究

研はなってはいますが︑これは閣議決定して初め

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑調

を大臣に確認をしたいと思います︒

ことがないんだろうと思っていますが︑そこら辺

あるいは指定をさせたいということが優先をする

なければ︑よもや︑どうしても法案を出したい︑

管理体制のしっかり整備というものが明確になら

件の全面解明でありますとか︑その再発の防止策︑

起こしたわけですから︑そこら辺の全面的な︑事

んだろうと思いますが︑やはりこれだけの事件を

ことがないように是非やっていただきたいと思い

たいと思います︒法案が優先されるというような

○柴田巧君 是非そういう方向で進めていただき

ころでございます︒

を徹底してやるように指示︑お願いをしていると

ないと思っておりますので︑その辺︑改めて調査

て国会へ出すことも政府としては責任持ってでき

てもらわなければ︑これはそもそも閣議決定をし

国会審議に堪え得るだけの理研が調査結果を出し

て法案として国会に出すわけであります︒当然︑

でいわゆる研究者倫理の向上のための取組をして

これは文科省の調査だったと思いますが︑大学

化というのは不可欠だろうと思っております︒

はり大学︑学生時代からのそういう倫理教育の強

いろいろ疑念が生じているということもあり︑や

の小保方さんも早稲田大学の博士論文のときから

先ほどからも質問が出ておりますが︑特に今回

うに思っております︒

教育の実施であろうと︑義務化であろうというふ

ば我が国でなされてこなかったのはやっぱり倫理

急に取りまとめると聞いております︒

開発法人の指定というものがどうも頭の中にある

査委員会の結果︑四月一日に野依理事長が私のと

いるか否かの調査によれば︑教員や研究者はそれ

なりにあれなんですが︑学生に至ると︑例えば大

ます︒
今回のこういう事件もあり︑また先ほどもあり

ころに報告に参りましたが︑それでは十分に国民
の理解は得られないということを申し上げて︑そ
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残念なことであるというふうに思います︒

話のような不正事件がたくさん続く中で︑非常に

い国であるというふうに言われたのはもう過去の

○国務大臣︵下村博文君︶ かつて日本は倫理高

うとするのか︑大臣にお聞きをしたいと思います︒

具体的にどのようにではこれから実施をしていこ

先ほどの質問とも重なる部分があると思いますが︑

育の強化︑待ったなしだろうと思っておりますが︑

そういう意味でも︑この学生時代からの倫理教

います︒

そういうものがないと言って等しいんだろうと思

の場合︒短大の場合は九三・七％︑もうほとんど

学の場合は七八・四％なされていないと︑我が国

ども︑ライフサイエンスを中心としましたＣＩＴ

元々はアメリカで作られたものでございますけれ

ございますが︑現在支援をしておりますのは︑

いくかというのはこれからの課題でもあるわけで

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 具体的にどうして

いただければ大変有り難いんですが︒

んですが︑これは大臣でなくても︑もしお答えを

究者というか学生に教えていくのかということな

いんですが︑具体的にじゃどういうことを若い研

たので︑なかなか具体的の中身がよく見えてこな

○柴田巧君 先ほどもそういう答弁をお聞きをし

考えております︒

正な研究活動の推進︑これを促してまいりたいと

通じて︑学生を含む研究者等の倫理観を高め︑公

は本当に不思議なことだと思わざるを得ないわけ

らっしゃった中でああいうことが起きるというの

あそこにはベテランの日本を代表する研究者もい

けでああいうことが起きるとは到底思えませんし︑

先ほどの理研の場合も︑一人の未熟な研究者だ

す︒

っぱり管理体制が問われてくるんだろうと思いま

究者個人もさることながら︑その組織としてのや

あわせて︑これも先ほどもございましたが︑研

いをしたいと思います︒

学生時代から我が国でも行われるように是非お願

沙汰されている中ですので︑効果的な倫理教育が

ＡＰ細胞の問題もあり︑研究者の倫理問題が取り

だろうと思いますが︑しっかり︑今回のこのＳＴ

育プログラムの開発を更に支援もしていきたいと

で今検討しております︒文科省としても︑倫理教

者を対象とした倫理教育の実施を求めていく方向

機関に対して︑学生を含む広く研究活動に関わる

イドラインの見直しを進める中で︑大学等の研究

文科省では︑研究活動の不正行為への対応のガ

るというふうに思っております︒

きちっとしなければならない︑そういう状況があ

重要である︑我が国も残念ながらそういうことを

しっかりとした研究倫理を身に付けていくことが

に当たるため︑御指摘のように︑学生の段階から

系的な取組はなかったがゆえに難しい面もあるん

先ほど申し上げましたように︑今までそういう体

のはまだちょっと正直分かりませんが︑日本では︑

○柴田巧君 なかなかどういう中身なのかという

ところでございます︒

をするということで︑現在その準備を進めている

とによりまして日本独自の教育プログラムを作成

が始まっておりますので︑その取組を支援するこ

に︑現在︑日本学術会議の方におきましても取組

きるコンテンツをまず作ってまいります︒その後

語化して︑日本の実情にも合わせた形で教育ので

Ｉプログラムというのがございます︒これを日本

図るため︑昨年十一月より有識者会議におきまし

動の不正行為への対応のガイドラインの見直しを

○国務大臣︵下村博文君︶ 文科省では︑研究活

にお聞きをしたいと思います︒

が︑こういった取組をどう促していくのか︑大臣

くのかということがこれから問われると思います

任︑あるいはその範囲というのはどう規定してい

究の責任を持っていくのか︑どういう責任者の責

進をどう促していくのか︒特に︑誰がその倫理研

任の明確化や不正行為の事前防止を図る取組の推

ましたが︑それらも受けて︑組織としての管理責

ですが︑この有識者の会議でもいろんな提案が出

改めて︑研究者が高い倫理観を持って研究活動

いうふうに考えておりまして︑このような取組を
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があるんだろうと思います︒

ことを踏まえまして︑御指摘がありましたが︑今

者の自己責任のみに委ねられている面が強かった

ますが︑これまで不正行為への対応が個々の研究

しに係る具体的な検討を進めているところであり

これを受けて︑文科省ではガイドラインの見直

のは︑ポストであるとか研究費の獲得が非常に今

に起きております︒特に︑その背景になっている

はなくて海外︑世界中でこういう研究不正は頻繁

話が一部ありましたけれども︑これは日本だけで

制を強化すると並んで︑先ほども平木先生からお

そうやって倫理教育を充実する︑組織の管理体

どのようにお考えでしょう︒大臣にお聞きいたし

も取っていく必要があると思いますが︑この点は

現状を踏まえた効果的な対策というものをほかに

を踏まえた︑要するに不正が行われやすくなった

ったことなどなど︑こういう事態を受けて︑状況

研究結果の再現性を第三者機関に検証させるとい

所などもやろうとしていると言われておりますが︑

くことを期待をしたいと思いますし︑しっかりや

後は研究機関も責任を持ってこの問題に取り組む

激化しているというのが背景にあるんだと思って

ます︒

て日本学術会議とも連携しながら検討していただ

よう求めていく方針であります︒

おりますが︑特に世界的にいえば︑中国やインド

○国務大臣︵下村博文君︶ おっしゃるとおりだ

ですから︑例えば︑今アメリカの国立衛生研究

具体的には︑組織の管理責任の明確化を図るた

が科学技術に力を入れて論文をどんどんどんどん

と思います︒

っていただきたいと思っております︒

め︑各研究機関に対してガイドラインに基づく規

今書いているわけですね︒

き︑本年二月︑審議の取りまとめを行いました︒

定や体制の整備︑公表を求め︑体制に不備を認め

そのために︑これから国が支援を行いながら︑

特に不正を事前に防止する取組を推進していくこ

例えば︑ネイチャーというのは世界を代表する
する人︑載せるかどうか︑これが年間百本ほどだ

とが必要であると考えまして︑新たなガイドライ

られた場合などについては間接経費の削減措置を
事前に防止する取組として︑各研究機関における

ったのが数百本に今増えてきているという具合に︑

ンにおいて︑各研究機関に対して︑研究者が責任

今後︑大学等の研究機関が責任を持って対応し︑

研究倫理教育の着実な実施を求めることとしてお

そういう世界的な競争が激しくなって︑なかなか

ある研究活動を推進する上でも一定期間の研究デ

科学誌ですが︑ここには十数年前は︑かつて査読

ります︒

不正があっても簡単に見破ることができないとい

講ずること等も検討しております︒また︑不正を

これらの取組を通じまして︑研究者や各研究機

ータの保存︑公開を義務付けること︑また︑研究

して研究倫理教育を着実に実施すること︑さらに︑

うか︑容易ではなくなってきているというのがご
また︑今回もそうですが︑デジタル加工とかそ

不正事案の調査について調査委員会の委員の半数

関︑研究者コミュニティーが責任を持って不正行

ういったものがどんどん︑加工処理とかが発展を

以上を外部有識者とするなど︑透明性や客観性を

者や学生を始め研究活動に携わる多様な人材に対

考えております︒

してきてパソコンでの改ざんが容易になってきた

一層確保することなどの方向で今検討していると

ざいます︒

○柴田巧君 この理研の問題にも現れていますよ

というのが不正を助長しているということになり

ころでございます︒

為への対応を行うことができるよう︑国も支援等

うに︑研究機関の組織的な管理の在り方︑いま一

ます︒したがって︑ここは効果的な︑そういうこ

を行い︑公正な研究活動を推進してまいりたいと

度やっぱりしっかり取り組んでいくべきだろうと

とを念頭に置いたやっぱり対策も取っていく必要

さらに︑研究倫理教育については︑国際標準を

思いますし︑これを機にそういう体制に進んでい
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たいと思います︒

為の防止と公正な研究活動の推進に努めてまいり

これらの取組を通じまして︑国としても不正行

も検討しているところであります︒

調査委員会の主導の下で行うよう求めることなど

障されていますが︑再実験の実施に当たっては︑

は再実験などによりまして再現性を示す機会が保

としております︒また︑不正事案の調査において

理教育プログラムの開発︑支援を行っていくこと

連携しながら我が国として実効性の高い研究︑倫

き続き行うとともに︑加えて︑日本学術会議とも

ＣＩＴＩ︱Ｊａｐａｎプロジェクトへの支援を引

理教育のｅ︱ラーニング教材の開発︑作成を行う

満たし︑我が国の研究現場の実情に合った研究倫

いる︑そういった取組を後押しをしていくという

大学や研究機関や企業が一丸となって取り組んで

ではもうなくて︑地域の強みが︑あるいは地域の

国が初めから方向を決めてやっていくという時代

って余りないような気がしてならないのですが︑

本再興戦略等の中でも地方に目を向けた成長戦略

なものだろうと思います︒ぱっと見ると︑この日

組を国が支援をしていくという政策︑非常に重要

ーションがそれぞれの地域で創出できるような取

の独自性︑地域の資源を最大限に生かしたイノベ

ると︑この地域の強みを生かした︑あるいは地域

とをおっしゃっているわけでありますが︑だとす

気が良くなるように取り組んでいきたいというこ

ありますけれども︑今の内閣も全国津々浦々に景

○柴田巧君 今一例を挙げられましたが︑それぞ

ころでございます︒

をしていくというような活動が展開されていると

されるというようなことで︑持続的に産業が発展

集積が大幅に進むとともに︑多くの技術者が養成

して︑ベンチャー企業を含め関連企業の地域への

業創出に取り組んできておられます︒その結果と

きまして︑システムＬＳＩ設計開発に関する新産

一例を申し上げますと︑福岡及び北九州地域にお

例えば︑具体的にどのような成果ということで

す︒

のような事業を進めてきているところでございま

重要なことでございまして︑先生御指摘のとおり

源を使って地域を振興していくというのは非常に

うな状況が続けばまたこれからこういうことも起

かなか正直なくならない︑むしろ今申し上げたよ

いうことにもなりかねないわけで︑これからもな

また社会が望む︑期待する研究の進展を妨げると

が︑捏造された論文が世界の研究者を惑わして︑

狂わすだけではなくて︑先ほども申し上げました

ログラムをやってきたわけでありますが︑こうい

化して支援をする地域イノベーション戦略支援プ

をしてソフト分野あるいはヒューマン分野に重点

あるいは︑二十三年度からは︑関係府省とも連携

いわゆる知的クラスター創成事業を実施したり︑

うか︑地域の研究開発費等幅広い活動支援を行う

確かに︑文科省でも平成十四年︑十五年でしょ

わけですけれども︑これまでもいろいろな指摘を

あったのが今年度三十八億まで減額をされている

行政事業レビューもあり︑今回︑昨年が五十数億

仕分もございました︒また︑二十五年度には秋の

実でございまして︑二十三年度にはいわゆる事業

億ほどあったのが今年々削られてきているのは事

しかし︑一方で︑当初はこの予算全体は百数十

れにいろんな成果が上がってきているんだろうと

き得るかなと思いますが︑効果的な対策を常に構

った取組︑今までどのような成果を実際に上げて

受けてきた事業でもあります︒

のが大事なんだろうと思います︒

築をしていただいて︑考えていただいて︑そうい

きているのか︑お尋ねをしたいと思います︒

今般︑二十五年度の秋の行政レビューでどのよ

○柴田巧君 この研究不正︑研究者個人の人生を

うものが少しでもなくなるように︑防げるように

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 今の御指摘のとお

うな指摘を受けたのか︑教えていただきたいと思

思います︒

また努力をしていただきたいと思います︒

り︑地域の意欲と︑それから地域の持てる知的資

さて︑この地域科学技術イノベーション政策で

参議院記録部

- 78 -

【未定稿】
決算
平成２６年４月７日

したがって︑これまでのいろんな指摘を踏まえ

是非︑そうやって頑張っている地域︑国として

して︑地域イノベーションの創出に向けて更なる

ございますが︑この際に︑適切に行われていると

て︑見直すところは見直しながらも︑どうこうい

もバックアップ︑サポートを是非していただけれ

てそういう地域のいろんな関係の連携の下に新産

は言い難くという前提で︑具体的には︑売上げ︑

う地域の主導の取組を応援をしていくのか︑大臣

ば︑今内閣もおっしゃっておられるような地域発

います︒

営業利益︑市場規模など定量的に効果検証を行っ
にお聞きをしたいと思います︒

のイノベーションがどんどんできてくるんじゃな

支援を行うように努力をしてまいりたいと思いま

た上で︑検証結果を新規採択や事業の継続の是非

○国務大臣︵下村博文君︶ 現状の制度におきま

いかと期待をするところでありまして︑是非お願

業をつくっていこうという取組を応援する政策と

に反映すべきではないかという指摘をいただいた

しては︑評価指標や効果検証等において適切な仕

いをしたいと思います︒

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 平成二十五年度︑

ところでございます︒

組みが整備されていないという行政事業レビュー

さて︑あと残りの時間︑ちょっと幾つか飛ばさ

す︒

○柴田巧君 今もありましたように︑正直これは︑

の厳しい御指摘がある中で︑今年度の予算につい

せていただきますが︑日本の今の科学技術イノベ

いうのはやっぱり必要不可欠だと思います︒

文科省だけで︑いろんな︑経産省等々もあったり

ては一定の減額措置を図らざるを得ないというと

ーション政策を見ていて︑あるいはそれに関わる

秋に行われました行政刷新会議の秋のレビューで

して︑類似な事業が正直見当たるということもあ

ころがございました︒現在︑有識者による地域科

もので大変心配をしますのは︑これはかねてから

○柴田巧君 ありがとうございます︒

るんだろうと思いますし︑全体的な正直戦略性に

学技術イノベーション推進委員会において︑より

しかし︑私も富山に行って︑柴田委員の地元で

のポジションが相対的に低下をしてきているとい

で日本のポジションが︑研究ネットワークの中で

文科委員会とか予算委員会とか決算委員会でもお

それぞれの地域が独創的なシーズを実用化すべく

ありますけれども︑このことについて本当に地域

うことであります︒

有効かつ明確な指標や地域イノベーション戦略全

乏しいというところもやっぱりあるんだろうとい
うふうに想像をします︒

取り組んでいる事業でもあり︑先ほど触れられた

全体で取り組んで︑これから成果︑効果がかなり︑

いわゆる世界トップクラスの国際共著論文︑九

聞きをしてきたところでもありますが︑世界の中

ように︑いろんな成果を上げてきているのも事実

その地域におけるイノベーションが同時に地域の

四年から九六年と二〇〇九年から一一年と比較を

体について検討しているところでございます︒

でございます︒

産業の活性化になっていくような︑そういう萌芽

すると︑ドイツやイギリスは六千本ほど︑論文は︑

さはさりながら︑先ほど申し上げましたように︑

私の地元の富山県でも︑バイオクラスターとし

が出てきつつあるのではないかということについ

十八本と二千本にも届かないということで︑相対

て始まって︑今は富山のバイオと︑お隣の石川の

今後︑文科省において改めて出口戦略を見据え

的に非常に低下をしているということ︑これは深

共著論文は増えておりますが︑我が国は千七百八

技術を使って︑ほくりく健康創造クラスターとい

た指標等を再整理した上で︑各地域がこれに沿っ

刻に受け止めなきゃならぬと思います︒

て高く評価をしているところでもございます︒

う事業などもやって新たな産業創出のために取り

た形でより効果的な事業が進められる環境を整備

医療機器の技術や︑あるいは福井の眼鏡︑繊維の

組んでいるわけですが︑このような︑地域を挙げ
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な高いレベルにあるそういう機関との研究ネット

ある研究領域を有する大学など研究機関と世界的

るんだと思います︒したがって︑日本の優位性の

大変強い危機感を持って取り組んでいく必要があ

したがって︑これは国としても文科省としても

てきているということであります︒

言われておりますが︑このシェアもどんどん落ち

すが︑これがイノベーションを測る大きな目安と

ンの論文︑いわゆる高注目度論文と言われていま

また︑他の研究者に引用される回数がトップテ

ことにしているところでございます︒

ットワークを︑強いネットワークをつくるという

を実施するということによってトップレベルのネ

プの間で若手を中心とした研究者の派遣や受入れ

レベルの研究グループに限定をし︑その両グルー

相手の海外のグループにつきましては世界トップ

ープに重点化して選定をいたしまして︑そして︑

しては日本が強い優位な特定領域にある研究グル

なくて︑まず︑我が国側の研究グループにつきま

いろな分野に広がってやっていくということでは

きたいというふうに思ってございます︒

件︑こういったものにつきましても取り組んでい

な問題がございます︒そういった基盤的な環境条

者が来て︑配偶者の就職先であるとか︑いろいろ

それから︑研究者が日本に来るときにやはり配偶

けれども︑例えばやはり言葉の障壁であるとか︑

の相手の研究者になるものですから難しいんです

して︑若干正確な分析というのはなかなか相手国

日本に来る研究者が増えないという問題につきま

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 他国に比べまして

の頭脳循環の中に入っていかないと我が国の科学

○柴田巧君 恐らく今おっしゃったところも当て

今おっしゃったように︑強固な双方向のネットワ

技術力というのはどんどんどんどん低下をしてい

このような取組によりまして︑頭脳循環に乗り

でいくのか︑お聞きをしたいと思います︒

ークの構築が︑派遣あるいは受入れということで

くわけですから︑そういうことも含めていろんな

ワーク︑いわゆる頭脳循環をやっぱり一層加速し

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 御指摘のとおり︑

つくっていかなきゃなりませんが︑派遣の方は大

取組を展開をしていただきたいと思います︒

はまるんだろうと思います︒やはり総合的な研究

日本は国際共著論文が少ないというようなところ

体横ばいで特に大きな変化はないんですが︑受入

今申し上げたように︑そういう頭脳循環を加速

遅れないようにしっかりやっていきたいというふ

に見られるように︑若干国際的な頭脳循環に乗り

れの方が近年下がる傾向にあるというのは大変や

をしていくという一環で︑いわゆる先進国あるい

ていくということが大事なんだと思いますが︑こ

遅れているのではないかという認識をしてござい

っぱりこれは深刻に受け止めなきゃならぬのでは

は新興国などとの国際共同研究というのはこれか

環境の整備というのにももっと心を砕く必要があ

ます︒

ないかなと︑やはりこれはネットワークができて

らますます必要になってくるだろうと思っており

うに思います︒

これまでもいろいろな形での国際交流というの

双方向の行き来があって初めてそういう頭脳循環

ます︒相手国・地域のポテンシャル︑協力分野︑

れから日本の国際競争力を高めていくためにも︑

は講じてきているところでございますが︑このよ

がしていくというものだろうと思いますので︑こ

研究フェーズに応じて最適な協力形態を組んで戦

るのではないかと思いますが︑いずれにせよ︑そ

うな問題意識を踏まえまして︑今年度から︑頭脳

この︑なぜ近年下がる傾向になるのか︑なってい

略的な国際共同研究をこれから推進をしていくと

○柴田巧君 その中でちょっと気になりますのは︑

循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進

るのかという何か分析があればお聞きをしたいと

いうことが求められると︑そのことが相手国の優

そういう頭脳循環の加速化︑どのように取り組ん

事業というのを立ち上げることにいたしました︒

思います︒

本事業におきましては︑これまでのようにいろ
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一つ訂正をさせていただきたいと思います︒

○政府参考人︵川上伸昭君︶ お答えをする前に

り組んでいくか︑お聞きをしたいと思います︒

新興国との共同研究の一層の推進︑どのように取

が︑このイノベーションの創出に向けて先進国や

な課題達成のために資するものだろうと思います

れた知見や取組を取り込んだり︑あるいは共通的

いただくことをお願いをして︑終わります︒

にもつながるようにいろんな取組しっかりやって

じて世界に貢献でき︑また日本のイノベーション

わりますが︑日本の強みを生かして科学技術を通

○柴田巧君 時間が来ましたのでここはこれで終

いきたいというふうに考えてございます︒

と進めていくという︑こういうような形で進めて

的に議論をし︑コンセンサスをつくってきっちり

るんだと思います︒そういう意味では︑非正規の

組合等々がございますので賃金の下方硬直性があ

も賃金が上がらない︑しかし︑正規労働者は労働

は︑今委員がおっしゃられたように︑正規労働者

○国務大臣︵田村憲久君︶ ここ十数年来の流れ

伺いしたいと思います︒

るというふうに分析なさっているか︑この点をお

の賃金水準の低下にどのような影響を及ぼしてい

先ほど︑ネットワーク推進事業でございますが︑

るというような傾向があったんだろうと思います︒

方々の割合が増える中で全体としては賃金が下が

大変長くなっていますが︑どうぞよろしくお願

○又市征治君 社民党の又市です︒

今年度というふうに申し上げましたが︑年度が替
わってしまいまして︑昨年度︑二十五年度からで

二十五年の数字を見ておりますと︑二十五年は︑

例の毎勤という︑毎月勤労統計調査︑これにより

いします︒
まず︑厚労大臣にお伺いをしてまいりますが︑

ございました︒申し訳ございません︒
今御質問いただきましたイノベーションの創出

まして︑現金給与総額で見ますと一般はプラス

ス〇・七です︒しかし︑一人当たり︑全体で見ま

安倍政権は経済の好循環実現のために今年は積極
それは︑一九九七年から二〇一二年︑この十五年

すとプラマイゼロ︑パート労働者で見ますとマイ

に向けての協力の展開でございます︒大きく言っ
意味でございますけれども︑一つはそれぞれの得

の間に民間の賃金が一三％︑約六十万円も下がる︑

ナス〇・六であります︒

〇・七です︒パートに関しましては時給ではプラ

意分野を持ち寄って新たな価値を創造するという

こういうことが個人消費を低迷をさせる︑日本経

的に企業に賃上げの要請を行ってまいられました︒

こと︑それからもう一つは︑特に最先端の大規模

済の成長を妨げてきたという︑この事実に基づい

て︑先進国︑新興国等との共同研究をやっていく

なプロジェクトについては︑参加国で役割分担す

てやられたと︑こう思います︒

務省の労働力調査見ますと︑二十二年ぶりに非労

この理由はどうかと分析しておるんですが︑総

ることによって効率的︑効果的に進めていくとい

前者につきましては︑戦略的国際共同研究プロ

は︑非正規労働者が大量にそういう意味では増大

賃下げ︑低迷ということがありますし︑もう一つ

まず一つは︑何といっても正規労働者トータルの

ございまして︑女性の労働力人口が増えていると︒

まして︑プラス一・四％︒これ︑今までの最高で

しかも︑女性が二千八百四万人ということであり

りです︒逆に言えば労働力人口が増えていると︒

働力人口は︑これは減っております︒二十二年ぶ

グラム︑ＳＩＣＯＲＰというものをＪＳＴにおき

をした︑この点があるんだろうと思うんですが︑

ということは︑今まで主婦層の方々で働いていな

そこで︑この間の賃金低下の原因ですけれども︑

まして実施をしているところでございます︒また︑

この御認識︑まず共有しておきたいと思いますが︑

かった方々が働き出した︒そのときに︑やはり自

う︑大きく言ってこういうような二つの形態があ

後者の大規模なプロジェクトにつきましては︑例

あわせて︑この非正規労働者の増大が労働者全体

ろうかと思います︒

えば国際宇宙ステーションやＩＴＥＲなど︑国際
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があるわけでございまして︑それが全体として引

働の方々の一人当たりの賃金が下がるということ

しますと︑時間の短い方々が増えますとパート労

時間の長い方と時間の短い方︑これ一人当たりに

当然時間が短いということが予想されますから︑

やはり八〇％を超えるこの未組織︑とりわけ今お

かね︑そういう状況ということなわけですから︑

たった組織されている労働者は一七・七％でした

大きな役割を果たすんですが︑さはさりながら︑

非正規の皆さん︑それが頑張るということは大変

もちろん︑春闘では︑組織された正規あるいは

いう企業に対して労働者一人当たり一万円として

して︑今年の二月までは三％基本給を上げたそう

に︑非正規労働者の賃金を増額した企業に対しま

これは︑非正規労働者の処遇改善を進めるため

助成金ですね︒

だきたいと思うんですが︑一つはキャリアアップ

しては二つ︑まず代表的なものを挙げさせていた

分所得を増やすということは極めて重要であると

き下げておる要因ではないかと︒これはあくまで

話しになったようなパート︑派遣あるいはアルバ

いたんですけれども︑三月一日からその要件を緩

とっても大変重要な問題ということだと思うんで

も我々推測でありまして︑詳細な分析までやって

イトなどというこういう人たちが一体全体︑今年

和いたしまして︑二％基本給を上げたそういう企

分の生活に合った働き方ということでパート労働

おりませんが︑数字を見ておるとそういうことが

でいうならば三・二％物価上昇率を上回る賃上げ

業に対してもしっかりと助成をしようと︑そうい

我々厚労省も認識しておりまして︑現在の対策と

予想ができると︒

をどう取れるか︑こういうことが個人消費の拡大

う形にさせていただいております︒

すね︒

ということは︑逆に言えば︑働き出した方が増

につながるかどうかということですし︑経済が好

を選ばれた方が多いというふうに推測できます︒

えていますから︑そういう意味では︑今まで働い

循環できるかどうか︑こういう問題になっていく

ことは全体の所得は増えておるんではないのかな

らば︑政府がかなり意識的に賃金の底上げや可処

んだろうと思うんですね︒つまり︑もっと言うな

模事業者に対しまして業務改善に要した経費の助

は︑事業場内の賃金を引き上げた中小企業・小規

もう一つが業務改善助成金でございます︒これ

ていない中から働き出した方が増えておるという
ということでございまして︑傾向としては悪い傾

成を行うということにしておりまして︑今までは

分の三に引き上げるということ︑支援の拡充をし

分所得そのものの拡大を図るという︑つまり経済

さて︑そのことについて︑非正規労働者の賃金

ているのと同時に︑平成二十五年度補正予算では︑

向ではないと思いますけれども︑しかし︑不本意

に我々としてもしっかりと誘導していくというこ

底上げなど︑どのような労働施策というものを取

対象地域がそれまで三十七都道府県だったのを四

二分の一の助成だったんですけれども︑今年度か

とは大切なことであろうというふうに認識いたし

ってこられたのか︑あるいはまた︑現在どう予定

十四の都道府県に拡充をさせていただいておりま

の好循環につながるような個人消費の拡大という

ております︒

をされているのか︑その点について伺いたいと思

す︒

非正規という方々がまだまだおられることは確か

○又市征治君 今日︑まさに経済の好循環を実現

います︒

これらの取組に加えまして︑今国会に一つは法

ら小規模事業者に対して助成率を二分の一から四

しようという場合に︑これだけ大量の非正規の皆

○副大臣︵佐藤茂樹君︶ 又市委員御指摘のとお

案を提出させていただいて先日成立をさせていた

ものに努力をしないといけないのではないか︒

さんがおられるということでありますから︑ここ

り︑非正規雇用労働者の賃金の底上げ並びに可処

でありまして︑そういう方々を早く正規労働の方

の賃金の引上げという問題は︑まさに日本経済に
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国会で審議中でございますけれども︑パートタイ

う施策も進めておりますし︑もう一つは︑今この

中長期的なキャリア形成の支援を行うと︑そうい

できるように︑教育訓練給付を拡充いたしまして

ップ︑キャリアチェンジし︑安定的に働くことが

う賃金水準の大量の非正規労働者︑こういう状況

とおり︑まさに正規の二分の一から三分の一とい

いしておきたいと思いますが︑やはり︑御存じの

と思いますから︑ここでは基本的な観点だけお伺

て︑これは厚生労働委員会でしっかり議論される

さてそこで︑派遣労働法が提起をされていまし

いのか︒

全体の賃金水準の更なる低下をもたらすんではな

き換えられる︑企業がそういう気持ちを起こす︑

になるならば︑逆に正規労働者が派遣労働者に置

案が認めるような全ての業務が派遣労働者で可能

者の処遇が改善されずに今回の派遣労働法の改正

ンセンティブになると思うんですよね︒派遣労働

う前提がなくなれば︑企業だって非正規労働者の

ム労働者の更なる均等︑均衡︑改善の確保のため

があるわけで︑これはパートを別にしてですよ︑

先日の決算委員会でも︑私︑総理に聞きました

の財源を回していくぐらいのことは必要だ︑私な

に︑パートタイム労働法の改正法案を提出し︑今

そういう格好なわけですが︑やはりこれが正規労

が︑総理自身も︑非正規の割合が増えていくこと

だいたんですけれども︑雇用保険法改正案により

御審議をいただいているところでございまして︑

働者の賃金︑労働条件のやっぱり低位平準化とい

は好ましくない︑こう明確に答え︑田村さんもそ

割合を減らして正規雇用を拡大をするやっぱりイ

こういう施策を全般的にしっかりと進めることに

うものを招いていることも︑これはまた事実です

ういうふうにおっしゃってきたわけですが︑全て

んかはそういう主張論者であります︒

よって︑非正規雇用労働者の処遇改善に引き続き

よ︒そういう格好があるわけでありますから︑こ

の業務において派遣労働を可能とする今回の改正

まして︑非正規労働者である若者等がキャリアア

努めてまいりたいと考えております︒

の処遇改善というものは本当に︑先ほども申し上

案とは逆に︑そのおっしゃっていることは矛盾す

○又市征治君 いろいろと御努力されているよう

げたように︑極めて重要な課題になってきている︑
確かに︑様々な理由から正規でなくて非正規で

○国務大臣︵田村憲久君︶ 基本的には︑常用雇

ですが︑ただ︑この予算を見ますと︑例えばこの
私は︑あちこちで言うんだけど︑それこそ︑復

働きたいという人たちがおられることも事実です

用の代替という考え方ではありません︒今までど

るんじゃないのか︒ここのところはどういうふう

興増税のあの中の法人税八千億円まけてやるくら

が︑しかし︑厚労省の昨年の三月の派遣労働者実

おり︑臨時的︑一時的な働き方が派遣であると︒

こういうことだろうと思います︒

いならば︑むしろそこにこの金を使って︑どうや

態調査︑これなんかを見ましても︑六〇・七％の

今般︑より派遣労働者の雇用が安定する︑そう

最低賃金引上げの環境整備で二十八億円ですよ︒

って時給千円以上をやっぱり早期実現を図るとか︑

人がやっぱり実際は正規で働きたいと言っている

いうような内容を含めて今回改正案を出させてい

に御説明なさいますか︒

やはりこの均等待遇の問題に向けて中小企業支援

わけですよ︒ましてをや︑決して安い賃金でいい

しては︑これは三年以降も人は同じでいいわけで

策をもっとしっかり打つとか︑さらには︑もっと

そういう意味では︑不当な賃金格差はやっぱり

ありますが︑今般は無期の派遣労働者︑これは有

ただいておりまして︑今まで二十六業務に関しま

すから︑生活保護を切り下げるんじゃなくて︑あ

是正されるべきだということなわけでありますが︑

期よりも安定した雇用という話になりますけれど

なんと言っている人はいるわけはない︒

るいは年金減額じゃなくて︑そこは逆に︑こうい

そもそも︑非正規雇用が賃金が低くても済むとい

言うならば︑所得全体を上げなきゃいかぬわけで

う情勢だからこそ定昇をするぐらいのところにこ
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ございます︒

のものは︑三年で人がころころ替わっていくとい

替わらなきゃならぬわけであります︒普通︑常用

ていただいておるということでございまして︑ま

ャリアアップをしていくための仕組みも入れさせ

幾つか︑そういうような派遣労働者に対してキ

界金融危機以降急激に増加しました︒平成二十二

るということでございます︒平成二十年十月の世

二十六年一月では〇・七％前年同月比で伸びてい

見て︑その伸び率で推移を見てみますと︑直近︑

こういうものに関して︑これは配慮義務というよ

うことは︑これは企業としてはせっかく仕事を覚

たこれは派遣法の中においていろいろと御議論を

年一月には対前年比で一二・九％という伸びがあ

も︑そうでない方々に関しては︑こっちの方が圧

え出したのに三年ずつ替えていくなんということ

させていただきたいというふうに思います︒

ったわけですが︑これがこの二十二年一月をピー

なお︑受給者数を︑前年同月比で過去の推移を

は選ばぬわけでありまして︑仮にそれをするのな

○又市征治君 今大臣がおっしゃったように︑派

クに近年は下降傾向でございまして︑二十六年一

うな形でお願いをさせていただいております︒

らば契約社員みたいな形で置き換わっているんだ

遣法の中でまたしっかりと議論をしなきゃなりま

月の〇・七というのは過去十年で最も低い水準と

倒的に多いわけでありますけれども︑三年で人が

と思います︒
せん︒

契約社員はこの派遣法とは別でありまして︑契

そんなことは分かっているので︒まあ時間があり

いうことになっているという状況でございます︒

万九千百八十六世帯︑月間でということですが︑

ませんから︒

そこで次に︑生活保護の問題で一︑二お聞きを

いう見方もあると思います︒それはそれぞれの見

この間一貫してもう増大しているわけですね︒厚

約社員と実は派遣社員を比べますと︑待遇的には

方によって違うんだと思いますが︑そのようなこ

労省はこの原因︑増大の原因をどのように分析さ

な要因だと厚労省はおっしゃるわけですけれども︑

○又市征治君 聞いたことをちゃんと答えなきゃ︒

とを考えていきますと︑派遣社員と契約社員︑パ

れているのか︑お伺いします︒

言い換えれば︑それは︑年金制度が十分でないこ

しておきたいと思うんですが︑最後のセーフティ

ート︑こういうものとの代替ということはあり得

○政府参考人︵岡田太造君︶ 平成二十六年一月

とが一つと︑現役世代に老後に備える所得を受け

一般的に派遣社員の方がいいんですね︒いいんで

るというふうには思いますけれども︑ただ︑常用

の生活保護受給者は前の月と比べまして七百七人

取っていなかったということがあるわけで︑この

私はどう分析しているのかと聞いたんで︑数字の

ということを考えれば︑やはり我々は臨時的︑一

増加して二百十六万七千九百二十七人︑世帯数は

点からも︑私は︑この低賃金の非正規労働者の増

ーネットとも言われるこの生活保護制度ですけれ

時的な働き方であるということを前提にいたして

先生御指摘のように百五十九万九千百八十六世帯

大というのはますます生活保護世帯というものを

す︒そういう︑ただし直接雇用じゃないという部

おりますし︑あわせて︑派遣元には︑これ︑例え

で︑前月と比べまして千百十四世帯の増加となっ

増やしていく︑こういう格好になりかねないとい

推移なんというのは︑そんなのは聞いていない︑

ば教育訓練を定期的にやりなさいだとか︑それか

ております︒世帯類型別で見ますと︑約四六％を

うことを大変危惧しているということを申し上げ

ども︑今年の一月現在の被保護世帯数は百五十九

らキャリアコンサルティングをやるということを

占めます高齢者世帯の増加が大きく︑これが生活

ておかなきゃならぬと思うんです︒

分では︑それは派遣よりも契約社員の方がいいと

義務付けました︒一方︑派遣先に対しましても︑

保護受給世帯の増加の要因となっているところで

少なくともこの高齢世帯の増加というのも大き

賃金でありますとか福利厚生でありますとか教育︑
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金額で少ないわけじゃありませんが︑これは生活

不正受給は約四万二千件︑総額で百九十一億円︑

厚労省の発表では︑二〇一二年度の生活保護の

て残念だと言わなきゃなりません︒

のような風潮が助長されているということは極め

生活保護を受けること自体が悪いことでもあるか

方で︑その不正受給が殊更大きく取り上げられて︑

そこで︑この生活保護の受給世帯が増加する一

○又市征治君 そこで︑この生活保護の捕捉率に

ります︒

知徹底をしてまいりたいと︑このように考えてお

れを機会に全国会議等々でしっかりとその点は周

う形の中で法律を改正したわけでありますが︑こ

るわけでありますが︑今般︑改正生活保護法とい

等々を行っていく︑改善是正指導等々を行ってい

でこれは不適正だということがあれば︑改善指導

そういう意味では︑国や都道府県が監査する中

まあ何というんでしょう︑確かな数字が出てくる

ますから︑もう前提自体がやはりかなりいろんな︑

生活保護を受けていないというような前提であり

その基準ですね︑水準︑基準︑これ以下の方々は

という形であります︒あわせて︑生活保護世帯の

りまして︑そもそも余りにもばらつきが多過ぎる

生活基礎調査︑この二つでやられているわけであ

六年度の全国消費実態調査と平成十九年度の国民

○国務大臣︵田村憲久君︶ この調査は︑平成十

します︒

保護全体に占める割合という点でいうならば〇・

ついてでありますが︑厚労省は平成二十二年四月

か︑この調査がなされておるわけでありまして︑

五三％なわけですから︑不正受給そのものは許さ

では三二・一％となっていますが︑これ海外のも

なかなかこれが正確かどうかというのはかなり疑

ような︑そういう前提ではない中においての推計

が窓口で追い返されるようなことがあってはこれ

のをちょっと調べてみると︑フランスでは九一・

問を持っておるものでありますから︑あえてこの

に生活保護基準未満の低所得者世帯数の推計につ

はならぬわけでありまして︑その意味でもいっと

六％︑スウェーデンで八二％と言われているよう

ような書き方をさせていただいたということでご

れませんけれども︑しかし適正な支出の範囲内と

き言われた水際作戦なんというのはもってのほか

に︑日本の場合は大変低いんではないのか︒同じ

ざいます︒

でありまして︑結果︑捕捉率も一五・三から八

だと︑これも私も前に申し上げました︒厚労省は︑

統計かどうかというのはこれはありますけれども︒

いずれにしましても︑その捕捉率というのは難

いてという報告を出されているわけですが︑これ

本来受給できる権利を持っている人が受給できる

そして︑この推計では︑保護世帯比は給付の漏

しゅうございまして︑生活保護は︑御承知のとお

いうことになるんだろうと思います︒

ように︑どのように自治体に対してこの指導をさ

れを意味するものではないとされておりますが︑

り︑ミーンズテストをやって︑本当に受けるよう

七・四というようなパーセンテージの差がある中

れているのか︑簡潔にこれは御説明いただきたい

まず︑この現在の三二・一％というこの水準をど

な必要性があるかどうかを見るわけでありまして︑

によりますと︑保護を必要としている世帯のうち

と思います︒

のように評価をされているのか︑あわせて︑この

そうじゃないことにはなかなか数字は出てこない

そこで伺うんですが︑不正受給をなくす取組が

○国務大臣︵田村憲久君︶ 当然︑申請者の申請

報告では同様の調査を定期的に実施してその動向

わけでございまして︑やっぱり実態に即して︑先

において︑今回このような調査︑今回といいます

権はこれは侵しちゃならぬわけでありまして︑疑

を把握していくとされていたわけですが︑その後

ほど委員がおっしゃられました︑本来受けられる

現に保護を受けている世帯の割合は厚労省の統計

わしいようなこともこれは厳に慎まなきゃならぬ

調査はされているのかどうか︑この二点をお伺い

強化される中で︑本来受給できる権利を持った人

わけであります︒
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に考えております︒

周知︑これを我々は図ってまいりたい︑このよう

方を窓口で追い返すことがないように︑徹底した
大する可能性があるわけでありまして︑それはま

けれども︑無年金︑低額年金受給者が爆発的に増

ほども申し上げたんですが︑生活保護も同じです

いてでございますけれども︑様々な要因が複合的

今ございましたように︑この給付率の低迷につ

そういう数字もございます︒

べるとプラス一・七％更に上がっているという︑

つは︑国民年金被保険者実態調査の結果から︑就

た新たな社会保障支出の増大ということを招くこ

そして︑この徴収に力を入れることは当然なわ

業構造の変化︑要するに︑第一号被保険者の方々

○又市征治君 大臣もおっしゃったように︑まさ

ら︑少なくとも日本の調査力というか政府の調査

けですが︑保険料をちゃんと払える所得が確保で

の内訳を見ましても︑無職でありますとか︑ある

に影響しているとは考えられるんですが︑やはり

力というのは優れたものがあるわけで︑やはりど

きる︑こういう労働施策というものは︑先ほども

いは臨時・パートの方の非常に比率が高まってき

とになるわけでありますが︑ここらのところは何

の程度︑そういう意味では︑これは社会福祉の到

申し上げたことにも共通するんですけれども︑一

ているということが一つあります︒さらに︑景気

に支援が必要な人に必要な支援を行うというのが

達度ということもありますから︑正確を期して捕

見遠回りに見えるけれども︑そういう意味では大

悪化による低所得者の増加という︑そういう要因

大きなことは二つ考えられると思います︒その一

捉率というものをやっぱり調査をされるべきだ︒

変大事な厚生労働省としては打つべき対策ではな

があると考えられます︒

か予測を立てておられるのかどうか︒

やはり確かに申請主義という問題があっていろい

いかと思いますが︑以上三点について伺います︒

社会福祉法︑社会福祉の基本なわけでありますか

ろと問題はありますけれども︑その努力は重ねて

向上を図るために︑今までも︑納付勧奨や納付し

厚生労働省としても︑国民年金保険料の納付率

○副大臣︵佐藤茂樹君︶ 又市委員の方から︑大
きく三点御質問いただきました︒

求めておきたいと思います︒
次に︑先週も年金記録問題を取り上げましたけ

前年度比プラス〇・三％の五九・〇％となってお

納付率︑直近の平成二十四年度におきましては︑

導入という︑若者向けのそういう対策もやってき

ード納付の導入であるとかインターネット納付の

て︑コンビニ納付の導入であるとかクレジットカ

やすい環境の整備︑例えば︑口座振替に加えまし

年金保険料の徴収については後ほど伺いますけ

ります︒七年ぶりに数字としては上昇したわけで

ておりましたけれども︑それ以外に︑今回改正法

今︑国民年金保険料のまず現状でございますが︑

れども︑市場化テストを通して民間企業に委託も

ございますが︑依然として先ほど御紹介いただい

案を今国会の方に提出しておりまして︑保険料納

れども︑今日は年金保険料の納付率について伺い

されているわけでありますが︑納付率がどの程度

たような数字から比べますと低い水準でございま

付機会の拡大︑さらには納付猶予制度対象者の拡

たいと思います︒

になったのか︒いっとき八〇％を目標としておっ

して︑引き続き回復を図る必要があると︑そのよ

付猶予制度の対象者だったのを五十歳未満の方々

たわけですが︑それとは大分乖離がある︑こうい

なお︑今︑まだ二十五年度︑数字出ておりませ

に広げるなどという︑そういう措置を講じること

大︑これは︑例えば三十歳未満の方々が今まで納
んけれども︑平成二十五年十二月現在では五八・

によって何とか納付率を向上させたいと︑そのよ

うに認識しております︒

八％まで行っておりまして︑その前年同期比に比

うふうに思いますが︑まずその数値と︑この原因
をどのように分析をされ︑納付率の引上げにどの
ような対策を取っておられるのか︒
また︑このままの状態が続きますと︑今後︑先
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用実態があるわけでございますから︑厚生労働省

規雇用労働者が占めるという︑こういう労働の雇

第一号被保険者の約七割が無職者であるとか非正

います︒

いうのは困難であるという︑そういう状況でござ

いことがあるがゆえに︑なかなか今予測を行うと

うことについてもあらかじめなかなか予測が難し

個々人の方がこれから納められるのかどうかとい

人数については︑これは︑二十五年間本当にその

二つ目のお聞きになりました無年金︑低年金の

が︑この点︑機構の方からお伺いします︒

かというのは全く別の話じゃないかと思うんです

当然としても︑それと市場化テストが成功したの

したかが全くはっきりしない︒この連携の強化は

化テストが目指した業務の効率化がどの程度進捗

ですよね︒その辺りが曖昧になると︑本来︑市場

業務を委託したことによる成果とは言えないわけ

それによって収納率が上がるならば︑それは収納

えば︑特別催告状の送付が機構によって行われ︑

率を向上する上で意味のあることなんですが︑例

私が問いたいのは︑この連携の強化自体は収納

りますが︑これがどのように行われてきたのか︒

者の納付督励との更なる連携を進めるとされてお

に思っておりますけれども︑ただ︑市場化テスト

なかなか明確に分析することは難しいというふう

がどれだけの効果があるかということについては

て︑市場化テスト業者がやっているものとどちら

るものということでやっているわけでございまし

使ということで日本年金機構の方でそれにつなが

置ということになりますので︑言わば公権力の行

でしょうか︑保険料の強制的な収納に結び付く措

でございます︒特別催告状は言わば︑何というん

日本年金機構が出しておるではないかということ

それから︑先生御指摘のように︑特別催告状を

ったような措置を講じているところでございます︒

目標に基づいて事業者の達成目標を設定するとい

指示を行うこととする︑それから年金機構の中期

うに考えております︒

としても︑求職者に対する就職支援など︑しっか

○政府参考人︵樽見樹君︶ お答え申し上げま

さらに︑やはり︑先ほども言いましたけれども︑

りと引き続き力を入れて改善を図ってまいりたい

今御指摘がありましたように︑会計検査院の平

できるだけはっきりした形でやっていこうという

に仕事をしてもらうのかということについては︑

業者をどういうふうに評価をして︑どういうふう
成二十二年度の決算検査報告における意見表示と

ことで取り組んでいるところでございます︒それ

す︒

いうものを踏まえまして︑日本年金機構におきま

で︑業者の正確な評価ということをやろうと思っ

と︑そのように考えております︒

そこで︑検査院からちょっと来ていただいたん

しては︑市場化テスト事業者の適正な評価が行え

ています︒

○又市征治君 この問題︑更に議論してまいりま

ですが︑ちょっと時間の関係でお聞きをすること

るように︑業者に求める事業実施体制の明確化と

意見表示を受けてどのような改善を行われたのか︒

て意見表示が行われています︒年金機構は︑この

機構に対して︑年金保険料収納業務の委託につい

すが︑平成二十二年度の検査院報告で︑日本年金

そこで︑保険料収納事務の問題について伺いま

付督励の実施状況に応じて日本年金機構から改善

問員の配置というものを必須とする︑あるいは納

ださいと︑それを義務化をする︑それから戸別訪

いうものを定め︑その効果分析を業者が行ってく

体的に言いますと︑納付督励の頻度や手法︑そう

いうことを行っているところでございまして︑具

者単位での効果の分析ということができるように

をつくりまして︑市場化テスト業者の例えば事業

ていることも含めまして入力をするという仕組み

るんですが︑それにこの市場化テスト業者のやっ

おけるこの収納の収納支援システムというのがあ

なお︑二十六年度におきましては︑年金機構に

すが︒

ができません︒おわびをしておきます︒

特に︑この意見表示では︑機構の取組と受託事業
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しても︑水増しと言われかねないような評価が行

ることを求めているわけですから︑いずれにしま

うな達成目標及び実績の測定︑把握方法を確立す

接的な納付督励の成果がより適正に反映されるよ

○又市征治君 会計検査院が受託事業者による直

したいということで取り組んでおります︒

す︒

ゅ﹂の役割が明らかにされると報じられておりま

計画を決められるようですけれども︑﹁もんじ

た︒さらに︑今週十一日ですか︑エネルギー基本

昨年の九月にもんじゅ研究計画がまとめられまし

措置要求決議を上げたわけでありますが︑そして

の透明性確保等について﹂
︑えらい長ったらしい

した︒

の委員会でも何度もここらの問題は問題視されま

も極めてずさんで︑経費支出も全く不透明だ︒こ

ながら何の成果も上げ得ていない︑メンテナンス

されてきた︒これまで一兆円以上もの巨費を投じ

の高速増殖炉の原型炉として計画もされ︑建設を

まず一つ︑通告していないんですが︑先般︑大臣

時間がなくなってきて全部は聞けないんですが︑

やすく御説明いただけますか︒

うことのようですが︑もう少しこれ簡単に分かり

ごみを減らす研究開発の役割も担わせるんだとい

めることを目指すという従来方針に加えて︑核の

政府は︑高速増殖炉として研究成果を取りまと

底正当化できることではないんではないかと思い

すが︑その存在意義を︑そういう意味では私は到

を得ないんではないかと︑そういう気がするんで

体全体増やすのか︑極めて曖昧な方針と言わざる

未知数であって︑プルトニウムを減らすのか︑一

といえば聞こえはいいんですが︑技術的には全く

核のごみを減らす研究というものも付け加える

われないように︑これは求めておきたいと思いま

は衆議院の文部科学委員会で︑教科書検定基準に

○国務大臣︵下村博文君︶ ﹁もんじゅ﹂につい

ます︒

す︒

関する質疑で︑村山内閣総理大臣談話は閣議決定

ては︑まずは原子力機構改革の中で運転管理体制

認いただけますか︒

うんですが︑閣議決定されている︑この点は御確

なっているんですが︑これは事実誤認だろうと思

んじゅ研究計画に示された研究に着実に取り組む

棄物減容︑有害度低減のための研究開発など︑も

だ上で︑高速増殖炉開発の成果の取りまとめや廃

を整え︑克服すべき課題一つずつ着実に取り組ん

政策に対する不信感︑さらには︑先般開かれた核

りますが︑そういう意味では︑むしろエネルギー

日本国内で持っていると︑こう言われるわけであ

既に今︑核兵器五千発分以上のプルトニウムを

次に︑文科大臣︑大変お待たせをいたしまして︑

されたものではありませんというふうにお答えに

○国務大臣︵下村博文君︶ おっしゃるとおり︑

そうした面からも︑世界的にも一面ではこれは不

セキュリティ・サミットもありましたけれども︑
現在︑与党において﹁もんじゅ﹂の政策的な位

信感を持たれる︑こういうことになっていくんだ

ことが重要だと考えております︒
置付けも含めた新たなエネルギー基本計画の検討

ろうという気がいたします︒

これは事実誤認でございました︒村山首相談話は
申し上げたいと思います︒

を進めているところでございまして︑文科省とし
持って対応したいと考えております︒

ういう選択肢の検討というのは全く考えられるこ

こういうふうに考えておりますが︑政府内ではそ

閣議決定されておりましたので︑おわびと訂正を
○又市征治君 それじゃ︑本来のところをお伺い

ては︑今後閣議決定される内容を踏まえ︑責任を
○又市征治君 そもそも﹁もんじゅ﹂は︑プルト

とはないのか︑そこらのところはどういう事情な

そこで︑私たちはこれは即刻廃炉にすべきだ︑

します︒
委員会は︑
﹁独立行政法人日本原子力研究開発機

ニウムを消費をしながらそれを増やすという︑夢

﹁もんじゅ﹂の問題ですが︑一昨年の八月︑本
構におけるもんじゅ関連施設の未活用と経費支出
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踏まえて︑あらゆる面で徹底的な改革を取り組む

という︑このことを一概に私は否定するものじゃ

ないようにもう少し研究者が伸び伸びと研究がで

のか︑お聞かせをいただきたいと思います︒

また︑核セキュリティ・サミットの件において

きるような︑そうしたシステムの再検討というも

ありませんけれども︑しかし︑逆にそのことをや

いということは事実でありまして︑このような現

は︑これは日米で協定を結びまして︑不必要なプ

のも必要ではないか︑このことについては意見だ

ことが重要であるというふうに考えておりまして︑

状を真摯に受け止め︑直面する問題を一つ一つ国

ルトニウムについてはアメリカが引き取るという

け申し上げて︑終わらせていただきたいと思いま

○国務大臣︵下村博文君︶ ﹁もんじゅ﹂につい

民に理解をしていただく形で解決していくことが

形で︑新たなウランを我が国に提供してもらうと

す︒

ればやるほどむしろ不適切なことが起こり得る︑

必要であるというふうに思います︒

いう形での安全保障については国際的な信用が得

文科省としては引き続き責任を持って対応してま

高速炉そのものは︑使用済みの燃料から使った

られた核セキュリティ・サミットであるというふ

○委員長︵金子原二郎君︶ 他に発言もないよう

ては︑御指摘のように︑これまで様々なトラブル

以上の燃料を生み出し︑百年以上で枯渇すると言

うに認識しております︒

ですから︑文部科学省及び厚生労働省の決算につ

こういうこともあるわけでありまして︑そうなら

われているウランを三千年以上にわたって活用で

○又市征治君 時間が参りましたから︑この問題

いての審査はこの程度といたします︒

いりたいと思います︒

きることから︑夢のような将来のエネルギーへの

はまた更に別の場所でやりたいと思います︒
︵発

がありました︒その開発が順調に進んできていな

選択肢を確保するということにもなっているわけ

言する者あり︶訂正︑ちょっと訂正だって︒

一に減らすことが可能であるという特徴を有して

短縮するということと︑それから︑体積が七分の

での期間を三百分の一︑約十万年から三百万年に

に比べまして︑有害度が天然ウラン並みになるま

また︑高レベル放射性廃棄物に関し︑直接処分

○又市征治君 この問題はまた別途にやりましょ

正させていただきます︒失礼いたしました︒

百年︑約三百分の一に短縮するということで︑訂

で拡大になってしまいまして︑約十万年から約三

○国務大臣︵下村博文君︶ 短縮が先ほどの答弁

○委員長︵金子原二郎君︶ 下村文部科学大臣︒

午後五時三十三分散会

し︑本日はこれにて散会いたします︒

次回は来る十四日午前十時から開会することと

ありがとうございました︒

でございます︒

いるわけでございます︒

じゅ研究計画に示された研究に着実に取り組むこ

要な科学的データを取るものでありまして︑もん

を我が国が将来の選択肢として持ち得るために必

ましたから︑私は︑問題は︑今︑文部科学省が競

から︑先ほど同郷の柴田委員がかなり詳しくやり

思ったんですが︑時間がなくなってしまいました

そこで︑ＳＴＡＰ細胞の問題を最後にやろうと

う︒

とが重要であるというふうに考えております︒こ

争的資金制度導入で研究者にどんどん競争させる

﹁もんじゅ﹂はこのような特徴を有する高速炉

のため︑まずは︑これまでの取組の反省や検証を
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