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〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

おるということでございまして、このことに対し

ましても深く感謝の意を表したいと思うところで

─────────────
○委員長（中川雅治君） 御異議ないと認め、さ

それで最初、ちょっと通告なかったんですが、

○委員長（中川雅治君） ただいまから決算委員
─────────────

ちょっと二点ほど、加藤大臣、よろしゅうござい

ございます。

○委員長（中川雅治君） 国家財政の経理及び国

ますか。

よう決定いたします。

去る十九日、那谷屋正義君、山本博司君、柴田

有財産の管理に関する調査のうち、外務省、厚生

会を開会いたします。

巧君、柳ヶ瀬裕文君及び岩渕友君が委員を辞任さ

労働省及び防衛省に係る経理等に関する件を議題

委員の異動について御報告いたします。

れ、その補欠として小西洋之君、塩田博昭君、東
といたします。

○野田国義君 どうもおはようございます。

質疑のある方は順次御発言願います。

これより質疑を行います。

万百七人、過去四年間の平均死者数は九千五十二

わゆる東京都が十一日発表した四月の死者数は一

この問題、私、非常に気になっておりまして、い

たかと思いますけれども、超過死亡の問題ですね。

まず一点は、これは前々から質問もあっておっ

徹君、梅村聡君及び紙智子君が選任されました。
─────────────
○委員長（中川雅治君） 政府参考人の出席要求
に関する件についてお諮りいたします。

人で、超過死亡は何と千五十六人、一一・七％も

とになっているわけでありますけれども、どうも

十七日に残念ながら通常国会閉じられたわけで

通年国会をお願いをしたいという申込みもしたわ

やっぱりこの辺りのところを検証していくという

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調

けでありますけれども、残念ながら十七日で一旦

ことが私は今後コロナ対策として非常に重要なこ

増えているということなんですね。都の四月のコ

参考人として出席を求め、その説明を聴取するこ

閉じられたということであります。大変残念でご

とではないかと、そのように思うところでござい

あります。我々といたしましては、十二月の二十

とに御異議ございませんか。

ざいますけれども、しかしながら、今日こうやっ

ますので、この辺りをどう考えておられるのか。

査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、

○委員長（中川雅治君） 御異議ないと認め、さ

てキャリーオーバー分を、決算委員会といたしま

そしてもう一点は、今日の日経新聞のトップで

ロナ死者は百四人にすぎなかったというようなこ

よう決定いたします。

して、中川委員長、西田理事、浜口理事を始め多

ございますけれども、恐らく読まれたかと思いま

八日まで通常国会を延長するというようなことで

─────────────

くの皆様方の御尽力によりまして開催することが

すが、技師それから検出器不要で三十分でまた検

内閣官房内閣審議官藤井敏彦君外四十五名を政府

○委員長（中川雅治君） 参考人の出席要求に関

できたということでございまして、まず冒頭、心

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕

する件についてお諮りいたします。

査結果が出るという産経新聞の、これ何というん

か検討に入ったというようなことを、政府として

から感謝の意を表したいと思うところでございま

国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調

そしてまた、加藤大臣、西村大臣におきまして

もですね、そういうことを書かれておるわけでご

ですか、ＳＡＴＩＣ法ですかね、そういうのを何
は日頃から本当に大変な仕事を担っていただいて

す。

査のため、本日の委員会に独立行政法人国立病院
機構理事長楠岡英雄君を参考人として出席を求め
ることに御異議ございませんか。
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っと突然の質問なので細かいことはちょっと手元

○国務大臣（加藤勝信君） 済みません、今ちょ

ます。

の二点について御質問させていただきたいと思い

思うわけでありますが、済みませんけれども、こ

経済活動にも大きな影響を及ぼすのではないかと

の問題等も解決できるのではないか、そしてまた

後、いわゆる外国の問題、いわゆる外国との渡航

分ほどで結果が出るということになりますと、今

らない、検出器も要らないと、そしてまた約三十

Ｒ法に比べて、今申し上げましたように技師も要

ではないのかなと思っております。今までのＰＣ

ざいますけれども、これも非常に期待が大きいの

家も入れて早急に検討させていただきたいと。

もありますから、その辺を含めて、ちょっと専門

じゃなくて血栓ができたりどうのこうのという話

なのか、もちろん新型コロナウイルスは肺炎だけ

るべきなのか、肺炎等に伴うもので見ていくべき

う出し方をしていくのがいいのか、死亡全体で見

せていただいているところでございます。どうい

含めて、中でまず検討しろということで指示をさ

うしたどういう数字を出していくべきなのか等を

分析をされていますので、我が国においても、そ

過死亡に対して、これ海外もそれぞれ公表したり

心も高いことでありますから、私も、そうした超

をどう捉えていくのか。非常に国民の皆さんの関

クを減らすとか様々な負担軽減ということもあり

先般の唾液もそうですけれども、現場の感染リス

て、検査能力を拡大するということのみならず、

うことがあれば、積極的に取り入れることによっ

あるいはこういう使い方であれば有効であるとい

れども、実際の現場で使えるということであれば、

実証性を多少もちろん検証する必要がありますけ

践、実現化したもの、これについては、私どもも

そうした民間において様々な研究開発をし、実

というのも出てまいりました。

ます。刻々、あるいは、先日は簡易な検査キット

いで答えが出てくると、こういう仕組みでもあり

事承認させていただきました。これは三十分ぐら

りますし、また、そうした機器等の購入に対する

ますので、積極的に対応していきたいと思ってお

り、何といいますか、どういう数字でもって語っ

支援も、先般お認めいただきました第二次補正予

そういった意味では、私も関心を持ってしっか

摘のような話とか、あるいは各保健所からデータ

ていくべきなのか、これをしっかり我々も検討し、

算の交付金の中に入っておりますから、積極的に

にありませんが、超過死亡、今のような委員御指
いただいているインフルエンザのときの死亡、イ

そして考え方を示していくべきものというふうに

○野田国義君 どうもありがとうございました。

ンフルエンザ等々の関する、たしかあれは肺炎に

それから二点目の検査方法、産経新聞でしたか

しっかりよろしくお願いをしたいと思います。

活用していきたいというふうに思います。

おりますけれども、それについても東京都につい

ね、今日の新聞……（発言する者あり）あっ、ご

それから、質問の方、入らせていただきますけ

認識をしております。

て超過死亡があるのではないかという、こうした

めんなさい、日経新聞ですね。日経新聞に出てい

れども、ちょっと順番を変えまして、最後に質問

ついて、で亡くなった数だったように記憶をして

御指摘もいただいております。

たやつを含めて、今朝の新聞も読ませていただき

予定で出させていただいているかと思いますけれ

私どもとしても、その超過死亡ってどういうふ

ました。

してそれよりも高い場合、これは超過死亡という

て、多分あれ閾値ってあって、一定の閾値を設定

近においても抗原定量検査という新しい方式も薬

てきておりまして、今回の方法を含めて、実は直

検査方法についてはもう刻々と新しい方法が出

についてということでお聞きしたいと思います。

にあっての一般社団法人、福祉分野への保証状況

ども、五番目に質問予定でございましたコロナ禍

うに測っていくのか。過去四年ということでなく

認識をしているわけでありますけれども、その辺
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○政府参考人（奈須野太君） お答え申し上げま

よろしくお願いいたします。

の他の支援策などがあれば聞きたいと思います。

高齢者施設、児童、障害者施設等の運営事業者へ

と。あわせて、前述施策の対象外となる福祉分野、

聞いております。この現状とその理由を伺いたい

で医業をつかさとする法人であれば対象となると

一般社団法人は信用保証の対象にならず、一方

ということでございます。

っている実質無利子無担保融資の対象となり得る

となっておりまして、要件を満たす場合、今回や

事業という部門ございまして、こちらの融資対象

る限りにおいては、日本政策金融公庫の国民生活

る資金繰り支援については、収益事業を目途とす

施設などの運営事業者を含む一般社団法人に対す

それから、高齢者施設、それから児童、障害者

中小店舗への支援、キャッシュレスの推進という

要の平準化、それから税率引上げの影響を受ける

ポイント還元事業は、消費税率引上げに伴う需

ます。

○政府参考人（藤木俊光君） お答えを申し上げ

おるのかということをお聞きしたいと思います。

ございますけれども、どのようにお考えになって

のとおり六月でこれがもうなくなるということで

に難しいところがありまして、分かりづらいとこ

その効果についてでございますが、消費税率が

三つを目的といたしまして昨年十月から実施をし

まず、信用保証協会でございますけれども、中

ろがあるんだと思うんですけれども、こういった

引き上げられた翌月、昨年の十一月に消費者それ

こういった政府系の金融機関の分担関係、非常

小企業者の事業の振興に必要な資金に関する支援

その分担関係、現在パンフレットなどで周知して

から店舗の方へアンケートを行っておりまして、

す。

を通じて、会社や個人事業主などの中小企業者の

いるところでございますけれども、お尋ねのよう

ているところでございます。

成長、発展面の支援を行うということを法律上の

いう消費者のうち半数がポイント還元を理由にま

例えば駆け込みで購買を行うかもしれなかったと

担関係を御説明してまいりたいというふうに思っ

とめ買いをしなかったというような回答が出てお

なところもありますので、引き続きしっかりと分

社団法人というのは信用保証の対象とはなってい

ております。

りますし、また、店舗の方も最終的には全国で百

目的としておりますので、お尋ねのとおり、一般
ないということでございます。

○野田国義君 どうもありがとうございます。

とであれば信用保証の対象となっております。で

百人以下の医業を主たる事業とする法人というこ

れども、一般社団法人であっても、従業員数が三

の検討もよろしくお願いをしたいと思うところで

多数あるわけでございまして、今後の保証対象へ

しっかり提携をして運営をしておられるところも

もう御承知のとおり、一般社団法人でも医師と

ておりまして、一定の効果を上げたというふうに

得、業務効率化につながったという声もいただい

まで拡大しておりまして、売上げの確保、顧客獲

十五万店舗、対象となり得る中小店舗の約半数強

ただ、これには経緯的なところがあるんですけ

すから、医師、看護師等が医療行為を行うことを

ポイント還元終了後も引き続きアンケート調査

考えております。
それから、引き続きまして、消費税のポイント

等を実施して、この政策目的がきちっと達成され

ございます。

れば、医業を主たる事業とする法人として信用保

還元事業についてお伺いをさせていただきたいと

前提とする病院や一般診療所などを営む法人であ
証協会の信用保証の対象となり得ると、これは昭

ているかどうかしっかりと検証してまいりたいと
思います。

思います。
まず、この効果の検証、それから今後、御承知

和二十八年からそのような仕切りになっていると
いうことでございます。
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うことをもって本年六月末で終了というふうに考

げ後の対策ということで一定の成果を上げたとい

います。今申し上げましたように、消費税率引上

それから、六月で終わった後ということでござ

いろな方法がないのかなと、私はそのように思っ

この消費税のところで減税なり凍結なりとかいろ

ろな問題が起きておりますので、だったら、もう

ざいますけれども、何かああいった事業がいろい

ー・キャンペーンも今後なされるということでご

ります。

まして、今回はもう様々な対策を講じたわけであ

げ時に大きく経済が落ち込んだという反省に立ち

選択で決断をしたわけでありますが、前回の引上

具体的には、増収のおおむね二分の一を幼児教

えてございます。

観点からは、持続化給付金、家賃支援給付金、実

刻な影響ということで、中小店舗への支援という

を上げたのは正しかったということを発言されて

いますけれども、大臣、記者会見の中で、消費税

それから、消費税につきましてもう一点でござ

した。経済への効果はこれによって二兆円程度に

充てることに加えて、軽減税率の導入もいたしま

料の軽減特例の強化、こういった恒久的な措置を

の年金生活者への支援給付金、あるいは介護保険

育、保育の無償化に使う、あるいは最大年六万円

質無利子無担保融資など前例のない思い切った経

おります。我々は、十月に上げるということは、

抑制したわけでありますけれども、さらに、今御

ているところでございます。

営支援策を行っているところであり、また、需要

非常に景気も厳しい状況にあるわけでございまし

指摘ありましたポイント還元、プレミアム商品券、

なお、今、新型コロナウイルス感染症による深

の喚起という観点からは、特に影響の大きかった

て、この時点ではいかがなものかということを再

の影響を十二分に乗り越える二・三兆円分の予算、

旅行、飲食、イベントというものを対象としたい

が五％削減にもつながるというような発言もされ

税制上の措置を講じたわけでありまして、こうし

あるいは自動車、住宅購入に係る減税措置ですね、

ございます。

ておりますけれども、ちょっとこれは、困った方

た措置を講じて経済への影響を最小限にした上で

三申し上げたつもりでございましたけれども、こ

○野田国義君 ありがとうございます。

にいわゆる十万円給付するというような状況でご

消費税率の引上げを行ったわけであります。

わゆるゴー・ツー・キャンペーンを実施すべく、

このポイント還元につきましては、対象決済金

ざいますので、ちょっと消費税の話とは違うんじ

こういったものでそれを上回る、そうした経済へ

額は六・九兆円あったわけでありますけれども、

ゃないかと私は思いますけれども、大臣、どうで

げ分はその全額が社会保障財源に充てられるとい

のことと、いわゆる十万円ですか、給付すること

還元額は二千八百三十億ですか、だから国民の実

しょうか。

うことで、全世代型社会保障改革への第一歩が始

現在関係省庁とともに準備を進めているところで

感どうだったのかなということを改めて思ったと

○国務大臣（西村康稔君） お答えを申し上げま

まっているわけでありまして、幼児教育、保育の

のではないかなということを私自身も心配してい

からは増税という感も否めない事実になっていく

嫌なものでありまして、我々も本当はそれはやり

けれども、政治家は誰もが増税というのは本当に

昨年十月の消費税率引上げについてであります

上げたところであります。

にどうしても必要であったという趣旨で私は申し

いう意味で、そうした安定的財源を確保するため

無償化がスタートしているわけであります。そう

その上で、もう御案内のとおり、消費税率引上

ころでございます。

す。

るところでございまして、この消費税をどう扱っ

たくないわけでありますけれども、言わば苦渋の

逆に言えば、六月で終わるということは、七月

ていくのか、いろいろ持続化給付金とかゴー・ツ
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いるものというふうに思います。そうした趣旨で

れで私は国民の皆さんの負担軽減にはつながって

減をしようということでありますので、これはこ

ば五％分に匹敵する、それだけの金額を負担を軽

円、十二・九兆円分ありますので、消費税でいえ

一人十万円の特別定額給付金も、これは約十三兆

め行ったわけでありますけれども、そのうちのお

をしようということで、様々な、持続化給付金始

皆さんに厳しい状況にある中で何とか負担を軽減

その上で、今般のコロナのこの影響で、様々な

丁寧に記録は残さなきゃいけないという認識で取

緊急事態ということでありますので、できる限り

○国務大臣（西村康稔君） 私も、今回、歴史的

についてお聞きしたいと思います。

要なことだと思うわけでございますので、この点

元総理がおっしゃったように、そういうことが重

私はしっかり、やはり、歴史が判断すると中曽根

ところでございますけれども、このことについて

信じてられないんじゃなかろうかなと思っている

文書管理につきましては、今の安倍内閣は国民に

内容については丁寧に説明、記者の皆さんから、

一時間半ぐらい掛けて記者会見を行って、議事の

いておりますし、また毎回専門家の皆さん自身が

まで同様に、議事概要という形でかなり丁寧に書

ことを伺ったものですから、過去についてはこれ

家の皆さんの御意見としてそれは出せないという

る形では、これまでのものについてはやはり専門

ますので、そういう意味で、今回、名前を特定す

のリスクとか、そういったものを負うわけであり

とによって、ある意味訴訟のリスクとか個人攻撃

こういったことも行ってきていますので、何も

これフルオープンで行っています。

専門家会議につきましても、これまでの過去の

隠すものはないんですけれども、やっぱりプライ

り組んできているところであります。

○野田国義君 今、最後にもおっしゃいましたけ

分についても名前を特定する形で、発言内容とそ

申し上げたところでございます。
ど、負担軽減というより、本当にこれもう生活が

バシーとかあるいは風評被害とか、そういうこと

を考え、あるいは専門家の皆さんの個人のリスク、

れを一致させる形で公表ができないかと、私自身
も、様々な御指摘いただき、また専門家会議のメ

できなくなっているというような、生きるか死ぬ
かの問題という国民の方々も大勢いらっしゃるわ

ただし、速記録はありますので、ない部分も録

こういったものを考えると、過去のものについて

ただ、これは、一回目のときに自由に率直に意

音等からちゃんと起こしますので、これは記録と

ンバーからもそういった御指摘があったものです

それから、再三取り上げられております専門家

見を言っていただくということで、専門家の皆さ

してしっかりと残して、やがては、時が経ればそ

けでございますので、その辺りのところもしっか

会議の議事録でございます。私は、本当にこの今

んからは、これ様々な地名とか、それから、ある

ういったリスクも減りますので、国立公文書館に

は自由に率直に御発言いただくという約束の下で

の安倍政権というのは、記録を残す、あるいは公

発生をした、新規感染者が発生をした業種である

移管をして公開されるということで、私自身は記

から、専門家の皆さんと相談をさせていただいた

開するということをやらない、なぜなんだろうと。

とか属性であるとか、これ個別のものがいっぱい

録をしっかりと残していきたいというふうに考え

り御認識をいただきまして、よろしくお願いをし

私、この行政、政治で最も必要なものは、オー

出てくるわけでありまして、まさに個人情報に関

ているところでありますし、今後の会議について

始めたものですから、これは出せないと。

プンにしていく、公平、そしてまたクリーンにや

わる、プライバシーに関わる部分もありますし、

は、専門家の皆さんの御了解もいただきましたの

ところでありますが。

っていくというようなことが非常に重要なことで

それから、専門家の皆さんが名前が特定されるこ

たいと思っております。

あると思っているところでございまして、本当に
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で、個人の名前と発言内容を特定する形で残して
望させていただきたいと思います。

この政府をしていただきたい、このことを強く要
それから、ちょっとアスベストのことについて

いきたいというふうに考えているところでござい
ます。

私も本当に、いわゆるそこで働く方々、あるい

は周りの環境というものをしっかり保っていかな

くてはいけないと思っているところでございます

だから、当然、発言ができないと逆におっしゃ

れ、やってしまえば意外とできるものなんですね。

プンになっていませんでした。しかしながら、そ

たときなんかは全然、議会含めて委員会とかオー

ます。これ私も、二十七年前ぐらいに市長になっ

本当にこれは、私は非常に重要なことだと思い

ますけれども、これ、御承知のとおり、この裁判

常に関心を持ちながらやっているところでござい

地でアスベストの訴訟が行われておりまして、非

で、その中でというか、私も、このこと、また各

もう皆さん御承知のとおりでございます。その中

一部を改正する法律案が成立をしたということ、

御承知のとおり、通常国会で大気汚染防止法の

労災を認定しているというレベルでありますけれ

体で約千件、このうち半数が建築業、これはまあ

ございます。石綿関連疾患の労災認定件数等は全

石綿の暴露防止、これは大変重要だということで

作業に従事する労働者の健康障害を防止するため、

○国務大臣（加藤勝信君） 建築物の解体、改修

す。

けれども、この辺りのところを大臣としてどのよ

ったけど、逆に発言をしておかなくちゃいけない

等は、国の責任に加えて企業の責任、そしてまた

ども。したがって、厚生労働省としても、労働安

お伺いをさせていただきたいと思います。

という方々も、いろいろな代表で国のこういった

一人親方への賠償などもこの訴訟で勝って入って

全衛生法に基づいて平成十七年に石綿障害予防規

○野田国義君 ありがとうございます。

会議に出席をされているわけでありますから、そ

きておるということでございます。それで、本当

うに思っておられるのか、お聞きしたいと思いま

ういう方々もたくさんいらっしゃるわけなので、

さらに、今後、二〇三〇年にかけて石綿が使用

則を定め、建築物の解体、改修工事に携わる労働

それで、この法律で強化をしていただいたとい

された建築物の解体工事が増加する見込みである

に健康被害というものが、私はこれを防止すると

と、ちゃんとそれが言葉として、また文字となっ

うことは認めるわけでございますけれども、さら

ことから、一層の対応の強化が必要であるという

私はもう思い切ってこれインターネット中継辺り

ても、ＡＩなんかでですね、ができるわけでござ

に、聞くところによりますと、石綿ばく露防止対

ことで、学識者、建設関係の労使等から構成され

者の方々の石綿暴露防止対策の徹底を事業者に求

いますので、私はこういったインターネット中継

策等検討会報告書において提言されたこの規則で

る検討会を平成三十年七月から令和二年四月まで

いうこと、非常に重要なことであると思っている

などを導入すべきではないかと、重要な部分はで

すか、の改正等も今行われているということです。

これ八回開催させていただいて、石綿暴露防止対

を、あれ大阪辺りがやりましたかね、そういうこ

すね。

もっと事前調査などの届出や、いわゆる計画届と

策について検討を行いました。

めているところであります。

当然、出席される方というのはそれを覚悟の上

か、調査方法を明確化するとか、資格者による調

ところでございます。

で御出席をいただく、又は御承認いただいた上で

査とか、そういうことがここでまた提言をされて

とぐらいやってもいいんじゃないかな。そうする

御出席いただいて発言をしていただくというよう

いると。

て、石綿の有無の事前調査を行う者の要件を新設

その結果を踏まえて、石綿障害予防規則に関し

なことが私は大切なことだと。オープンにもっと
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し一定の講習の修了を求めること、一定規模以上

るのではないかと非常に懸念をしておるところで

路の更新実績は、平成二十九年度で四千九百七十

げた今後二十年間で更新が必要な管路等を前提に

一キロメーター、すなわち水道管路全体の〇・

それから、もう時間もございませんので最後に

しますと、管路全体の長さの一・二二％程度の更

ございますので、御検討のほどをよろしくお願い

実施状況について写真等により記録、保存などを

なるかと思いますけれども、この決算委員会にお

新を平均してやっていく必要がある、それに対し

の建築物等について石綿の有無の事前調査結果を

義務付けること等の改正を行うことにしておりま

きまして、審議で、措置要求決議というのがござ

て〇・七％ということですから、まだ届いていな

七％ということでありますから、本来、今申し上

して、六月十日に労働政策審議会に諮らせていた

いまして、下水道施設の耐震化あるいは老朽化対

いということであります。

をしたいと思うところでございます。

だいて、妥当である旨の答申をいただきました。

策、これを着実に推進しなさいというような措置

電子的に届けさせる制度を新設すること、作業の

厚労省としては、この答申を踏まえて速やかに
置が徹底されるよう事業所に指導を行ってまいり

ンネルもそうですけれども、非常にこのインフラ

そこで、私、非常にこの老朽化、道路も橋もト

水道事業に係る収支見通しの作成と公表の努力義

する計画的な水道施設の更新、更新費用を含めた

改正水道法が成立をしまして、水道事業者等に対

そうした状況を踏まえて、平成三十年十二月に

たいというふうに考えているところでございます。

をどう老朽化対策をしていくかということは非常

務を設けさせていただきました。

要求決議をさせていただきました。

○野田国義君 ありがとうございます。

に大切なことだと思っております。そこで、上水

石綿障害予防規則を改正し、改正規則に基づく措

このことにつきましては、私、この施工する業

道、これ、このまましてしまったら百三十年から

する技術者のところをレベルを高めないと、どう

うようなことでございまして、そういった施工を

設技術の審査証明書ということで出しておるとい

防止処理技術を高めようというようなことで、建

そして、そこではいわゆるアスベスト粉じん飛散

外郭団体で日本建築センターですか、があると。

調べておりましたら、一般社団法人に国交省の

ルを上げることが必要なのかなと。

になっておりますが、その施工する事業所のレベ

会なども受けなくちゃいけないというようなふう

のうち法定耐用年数、これ布設後四十年超がその

が、七十一万二千二百九十キロでありまして、そ

道管路全体は、これ平成二十九年度末であります

道協会の水道の統計等によりますと、我が国の水

○国務大臣（加藤勝信君） 公益社団法人日本水

いますが、いかがでしょうか。

でございますので、よろしくお願いをしたいと思

ろいろと更新をしていかないと危ないということ

変。だから、この上水道というところも、管をい

に。百三十年から百四十年ですよ。本当にこれ大

百四十年掛かるというんですね、更新していくの

分ということに対しては、令和元年度は百十九億

でありますけれども、例えば、基幹管路の耐震化

化等交付金という交付金の中の一部を充てるわけ

いただいておりまして、これは生活基盤施設耐震

水道施設等耐震化事業による財政的支援もさせて

います。

支援にも努めさせていただいているところでござ

手引も作成して、その周知、配付などで技術的な

おけるアセットマネジメント、資産管理に関する

確保に関する取組が促進されるよう、水道事業に

長期的な視点に立った計画的な施設の更新、資金

厚労省としては、全国の水道事業者等に対して、

者のレベル、まあ当然そこで従事する方々は講習

してもそういった健康被害、あるいは周り、周辺

うちの一六・三％を占めております。他方で、管

また、経営条件の厳しい水道事業者に対しては、

の方々に影響を及ぼすというようなことが出てく
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ないんですね。だから、しっかりこれ指導をよろ

首長も目立たないことなんでなかなかやろうとし

○野田国義君 こういった老朽化対策はいろいろ、

思います。

立っても着実に進むよう更に努力していきたいと

いて、こうした水道施設の更新が長期的な視点に

けれども百五十一億と、二六％増をさせていただ

に対して、令和二年度の、これ内示額ベースです

○小西洋之君 ありがとうございました。

六千三百七十円でございます。

月に初当選の参議院議員の場合、一千百七十七万

議院議員の場合、一千三百七万千十七円、昨年七

までに支給された歳費及び期末手当の総額は、衆

と思いますけれども、昨年十月三十一日から本日

週刊誌報道、昨年の十月三十一日ということか

○事務総長（岡村隆司君） お答えいたします。

理由等の刑事訴訟法に定められた逮捕の要件を満

に関し、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な

井あんり参議院議員に関わる公職選挙法違反事件

検察当局としては、河井克行衆議院議員及び河

○副大臣（義家弘介君） お答えいたします。

るという確証を持って逮捕しているのでしょうか。

したお二人について、公職選挙法違反を犯してい

まず、法務副大臣、検察当局として、今回逮捕

会議員が公職選挙法違反などの、つまり刑事犯罪

○小西洋之君 ありがとうございました。

っているものと承知しております。

たすと判断し、逮捕状を請求し、現在、捜査を行

それから、コンセッション方式、まだやってい

によって有罪の確定判決が出された場合に、今答

事務総長、重ねて、一般論でございますが、国

る自治体はないということでありますが、我々は、

弁いただいたような歳費などの経費について、国

で、先ほど申し上げた安倍総理の総理またあるい

しくお願いをしたいと思います。

本当に水というのは大切でございますので、コン

庫に返納義務というのは負うのでしょうか。

は総裁としての国民あるいは国会に対する説明責

刑事司法手続があるわけでございますが、一方

セッション方式、ちょっといかがなものかなとい

○事務総長（岡村隆司君） お答えいたします。
において、過去に支給された歳費、期末手当等を

ております。伺いますが、安倍総理ですが、昨年

今日は岡田副長官にお忙しい中お越しいただい

任の問題は重要だと思います。
国庫に返納することを定める規定はなく、返納義

の河井参議院議員の応援のために何度広島に赴い
○小西洋之君 国会議員は歳費などについて憲法

○内閣官房副長官（岡田直樹君） お答えを申し

ございますけれども。

ていらっしゃるでしょうか、選挙の前後含めてで
で身分保障の規定があるわけでございます。やは

以上でございます。

務は負いません。

国会議員について、裁判で有罪が確定した場合

うことを今も思っているところでございますので、
その意見を表明いたしまして、質問を終わりたい
と思います。
ありがとうございました。
○小西洋之君 小西洋之でございます。
質疑の機会をいただきまして、ありがとうござ
います。
まず、国会が負担する経費の観点の質問からさ

ただいまの小西先生の御質問は総理の政治家と

上げます。
員の所属する自民党の総裁である安倍総理の国会、

しての活動に関わることであり、政府としてお答

り、国会議員としてなおさら説明責任、特に両議

参議院の事務総長に伺いますが、昨年の週刊文

国民に対する説明責任が問われるものと思います。

せていただきます。
春に公選法違反が報道されました河井前法務大臣、

なお、その上で申し上げれば、総理は、以前の

えをする立場にはないと存じます。

以下、その観点で伺わさせていただきたいと思
います。

また河井あんり議員に支払われた歳費などの総額
は、この文春の報道以降、幾らになるでしょうか。
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