国土交通
令和２年７月３０日

ことで、厚生労働委員会が開かれないということ

すけれども、しかしながら閉じられているという

春の記事の内容についての話があろうかと思いま

したらば厚生労働委員会の方で今日発売の週刊文

が閉じられたということでございまして、本来で

すと、御承知のとおり、六月の十七日にこの国会

なぜこの国交省でやらざるを得ないかと申しま

た。

ざいますけれども、御出席をいただけませんでし

ただきたいということでお願いをしたところでご

それから自見はなこ厚生労働政務官、御出席をい

○野田国義君 今日は、橋本岳厚生労働副大臣、

そうなりますと、このカードキーですか、これを

に記事が書かれているということでございまして、

ら翌朝まで橋本大臣は滞在をしているというよう

かしながら記事によりますと、七月の十七日夜か

は家族しか駄目だということ、宿泊等ですね、し

○野田国義君 それともう一つは、これ、宿舎に

しておりませんので、答える立場にございません。

たそのことというのはどういうことか全く承知を

○国務大臣（赤羽一嘉君） いや、先生の言われ

思われるか、一言お願いしたいと思います。

いますけれども、大臣、このことについてはどう

低下につながるのではないかと思うところでござ

いうことは、非常に水を差すというか、その士気

水と申しますか、災害が出ました。そして熊本、

私も福岡が、大牟田と久留米、非常にひどい浸

きたいと思うところでございます。

のではないかと、このことを指摘をさせていただ

いますので、しっかり今後説明をする義務がある

出たということ、これは非常に大きな問題だと思

くちゃいけない、そういうときにこういう記事が

下、一生懸命何とかコロナ禍を乗り切っていかな

にこれ本当に大きな問題と申しますか、士気の低

○野田国義君 以上申し上げましたように、非常

ません。

この件について私はコメントする立場にござい

で、今回この場で質問をさせていただきたいと思

他人に渡していたというようなことも言えるわけ
でございまして、これもルール違反と申しますか、

本当に目を覆うような被害が出たということはも

ただきたいと思います。

そこで、私の方も災害の方に話を移らさせてい

ったところでございまして、また、真意をしっか
り説明することが大切ではないかと思っていると

う今話があったとおりであります。

そこで、二点私は指摘をさせていただき、質問

そういうことに当たろうかと思うところでござい
ます。

ころであります。
そこで、私、考えてみますと、本当に今もお話

恐らくこの勤務時間というものはすごい時間にな

厚生労働省、大変な仕事量だと聞いております。

お二人しっかりと仕事をされました。そしてまた、

どん拡大をしておりますし、あのプリンセス号も

いなことも勉強しておりまして、やっぱり事実に

という場で、私、昔から報道による人権侵害みた

ちょっと言わない方がいいかもしれません、国会

て、私、全く知る立場にもございませんし、まあ、

○国務大臣（赤羽一嘉君） そうしたことについ

しているということも問題でありましたけれども、

たというような状況に、大牟田のは非常に老朽化

が設置されているにもかかわらず浸水、冠水をし

ゆる久留米も大牟田もポンプ場、いわゆるポンプ

していただきまして、あのポンプ場の問題、いわ

いしたいと思いますのは、一つは、大臣も視察を

通告しておりませんけれども、大臣に答弁をお願

るんではないかと、百時間、二百時間の残業があ

基づいた議論をされる方が、その方、個人の名前

ここは非常に大きな問題だと思いますので、新し

大臣、こういうことをやっていいんでしょうか。

るのではないかなと、そのように思っているとこ

を挙げられる以上、その方の名誉を守ることにも

いまたポンプに替えていただくとか、そういうこ

あっておりますように、この感染がどんどんどん

ろであります。

なるのではないかというふうに率直に思います。

そういう中にあってこういうことが起こったと
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の量ということでございまして、そういう対策も

とも必要だろうし、また想像もできないような水
両市の市長からも強い要望をいただきました。

留米市も両方とも同じような問題がございまして、

ないようであればしっかりと進めていきたいと思

はしっかり政府として共有して、検討がされてい

ナ禍にあって、ＰＣＲ検査、これがいわゆる県内

ども、このボランティアの問題が、いわゆるコロ

恐らく大臣、いろいろ話聞かれたと思いますけれ

につきましては、いわゆるボランティアの問題。

それから、両地域に、熊本も含めて共通する点

て、恐らく島根県の江の川もそうですし、人吉盆

あるということ、これは、まあここだけではなく

をしているという、多分地域的な構造上の問題が

ら、大久保市長からは、三年連続同じような浸水

んで懸命な努力をしましたが、大牟田市の市長か

両市についても、排水ポンプ、国交省から持ち込

が九州では三百四十名以上が現地に入りまして、

テックフォース、今話ありましたけど、大変地

ば大変有り難いと。

と、大臣からもそういった声を上げていただけれ

ていただくということで是非ともお願いをしたい

地のボランティアにも積極的に多くの方々が入っ

いますので、何とか増やしていくと、そして被災

にも非常にまだ低いと、少ないという状況でござ

○野田国義君 このＰＣＲ検査は、本当、全体的

っております。

に福岡も熊本県も限っているんですね、ボランテ

地もそうだと思いますが、そうしたことについて

元も、入っていただいて助かっているということ

その点について、取りあえずはテックフォース

ィアを、だから復旧がなかなかできないという状

は同じことは繰り返さないということで、しっか

で喜ばれているということも付け加えさせていた

今後考えていかなくちゃいけないと思っておりま

況になっているということでございまして、この

りこれも県と市と連携を取って対策を取りたいと。

す。

ＰＣＲ検査をどうか、そのボランティアを希望さ

詳細について、恐らく具体的な対策取っておる

だきたいと思います。

れる、全国からボランティアにおいでいただく、

それから、ゴー・ツー・キャンペーンについて

行ってまいったところでございまして、今回は事

と思いますが、私そこまで現時点で答弁できませ

あと、ＮＰＯの人手が足りないということも今

務局の方も快くというか引き受けていただきまし

そうすると非常に復旧も早く進むということでご

回少し顕在化した問題であります。これも、やっ

て、仕事をやっているところにも我々足を運ぶこ

質問を移りたいと思いますけれども、私、実を言

しょうか。

ぱり政府として、ＮＰＯに入られる方については

とができたということでございまして、これは良

んので、残念ながら、そうしたちょっとアバウト

○国務大臣（赤羽一嘉君） この件について昨日

それなりの感染症対策を取る等々ということが必

かったなと大変思っているところでございます。

ざいますので、そういった対策をちゃんとボラン

通告が全くされておりませんので、担当の局長も

要だと思いますが、私はちょっと国土交通大臣の

そこで質問したいと思いますが、御承知のとお

いますと、昨日、事務局の方に同僚議員と視察に

来ておりませんし、ＰＣＲ検査については厚生労

今の所管の中でそこまで手が回っておりませんの

り、この前倒しの問題、二十二日からすると、八

な答弁とさせていただきたいと思います。

働省の所管でありますので、私が正式な答弁する

で、そのことについて確認するようであれば厚生

月からなのを。そしてこの東京除外、それからキ

ティアのためにもすべき、そして地元の方々のた

わけにはまいりませんが、御質問ですので答弁さ

労働省の方にお問合せいただければと思います。

ャンセル料を返すということ。何かこれ、場当た

めにもすべきではないかと思いますが、いかがで

せていただきます。

私は政府の一員として、その質問があったこと

ポンプ場の問題につきましては、大牟田市も久
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り的で一貫性がなかったんじゃないかと、次から
ういったものも速やかに公表予定というふうに承

会における議事録、議事概要でございますね、そ

と思いますので、これはしっかり、今からでもち

うことが責任ある仕事をやっていくということだ

いうことが大切であると思いますが、どうですか。

次に話が変わったということでございますけれど
また、七月二十二日からゴー・ツー・トラベル

○政府参考人（蒲生篤実君） 意思決定を行うと

ゃんと公文書を残していくと、決裁をしていくと

そしてさらに、私何回も指摘させていただいて

事業を開始すると決定した件につきましても、新

いう部分といわゆる決裁という部分に関しまして、

知しているところでございます。

おりますけれども、決裁文書が何かないというこ

型コロナウイルス感染症対策の基本的な対処方針、

も、これ、誰がそういう決定をなされたのか。

とを今回も聞いたわけであります、ヒアリングの

やはり決裁という形式行為につきましては、通常、

そういったものを判断した結果というものを残す

それも踏まえまして、口頭で大臣に了承をいただ
なお、キャンセル料の関係に関しましても、東

という形で行われているものと承知しております

中で。そうなりますと、私、大きく言えば公文書

京都を目的地としている旅行と東京都に居住して

し……（発言する者あり）

責任を持った方が部下の提出した案の採否、可否、

だと思いますが、いかがでしょうか。

いる方の旅行につきましてキャンセル料の補償の

○委員長（田名部匡代君） 答弁続けてください。

いているところでございます。

○政府参考人（蒲生篤実君） 私の方から、まず、

対象とすることにつきましては、新型コロナウイ

○政府参考人（蒲生篤実君） はい。

管理法違反ではないかと。ちゃんとそういった決

決裁文書の有無に関しまして再度御説明差し上げ

ルス感染症対策本部からの提言も踏まえまして、

裁文書を責任持って作っておくということが必要

ます。

文書による決裁等は行っておりませんが、足下の

の対象とすることを延期したことにつきましては、

に居住している方の旅行につきましては当面支援

まして、全てにおいて決裁という形でのそういっ

というのは日常的に行われているところでござい

省庁も同じだと思いますが、口頭による意思決定

れにいたしましても、国土交通省に限らず、他の

きましてもそういった取扱いになっておるところ

おりますし、それは我々の方の文書管理規則にお

象になるようなものでないというふうに承知して

ます大臣が行った判断というものは決裁行為の対

な、国交省でいきます最高意思決定責任者であり

したがいまして、したがいまして、今回のよう

感染症の拡大傾向を受けまして、安倍総理、菅官

たものが残っているというものではないというこ

でございます。

口頭で大臣に了承をいただいておりますが、いず

房長官、西村大臣、赤羽大臣の四者において検討

とです。
（発言する者あり）はい。

まず、東京都を目的地としている旅行と東京都

した結果、新型コロナウイルス感染症対策分科会

も経験いろいろありますけれども、ちゃんと決定

○野田国義君 いやいや、それ違いますよね。私
○野田国義君 このことについては何度も問題に

したならば、それで、後になってでもその決裁は

失礼いたします。

らの提言も踏まえまして、口頭での大臣の了承を

なっておりますよね。検事総長の問題でもありま

ちゃんと残しておかなくちゃ。それが当たり前で

で御説明して了承をいただいた上で、同分科会か
いただいているところでございます。

した。口頭で、それも後付けでやってしまうと。

なお、この提言などにつきましても、その内容

ろを調べてもらいたいと思いますけれども、もう

しょう。この公文書法でしっかりその辺りのとこ
だから、ちゃんとこれは決裁を取っていくとい

これは非常におかしなことですよ。

等に関しまして、内閣官房のホームページにおい
て公表済みになっている等、さらに、ここの分科

- 17 -

国土交通
令和２年７月３０日

るんだけれども、例えばホームページなんかでも

が、昨日視察をさせていただきましたけれども、

それから、登録事業者へのチェック体制、これ

ますか。そう思いますよ。

だから、それしっかりやって。だから、本当に
今、国交省の入札結果なんかは全部オープンにし

いわゆる各会社から出向的な形でスタッフが集め

○野田国義君 何かそう言いますとそうおっしゃ

公文書を残さないのが今、安倍内閣と言われてい

ているでしょう。業者名もちゃんと書かれている

られていると。そこで仕事をなさって、またコー

結構です。

るじゃないですか。これがもう一番いけないとこ

じゃないですか。それとどう違うんですか。

それで、この登録事業、適正で、また安全なの

ろだと思いますので、猛省をよろしくお願いをし

今回に関しましても、必要なものは情報公開を

か。特に、この安全性などが今回の一番のゴー・

ルセンターが隣にあったということでございます。

それから、営業業務委託先の選定についてでご

させていただいているところでございます。例え

ツー・キャンペーン、コロナ対策で問題でござい

○政府参考人（蒲生篤実君） 済みません。

ざいますけれども、また、私ちょっと資料をもら

ば、採用した提案を行った方の名称は入れてあり

ますけれども、ここのところをどうやってやられ

たいと思います。

いましたけれども、また黒塗りということでござ

ます。さらに、通常公開しておりませんが、採用

今回のゴー・ツー・トラベル事業に関しまして

いまして、この応募者事業ですね、応募事業者名、

表させていただいているところでございます。

は、やはり単なる観光需要回復策ではなくて、ウ

ているのか。大臣、このこと御存じでしょうか、

任につながると、疑惑も持たれないということで

○野田国義君 ですから、国に対して応募すると

イズコロナの時代における安全で安心な新しい旅

しなかった提案を行った者の名称、さらに、各提

ありますから、是非ともしていただきたいと思い

いうことは、当然これはオープンにされると。ど

のスタイルを普及、定着させることを重要な目的

それから採点の結果。五つの事業者というか、が

ますが、いかがでしょうか。

こが、例えば、御社というか、Ａ社が応募すると

としておりますので、事業に参加する観光関連事

どうやってやられているか。

○政府参考人（蒲生篤実君） 今先生がおっしゃ

なればそのＡ社ということはちゃんと出るという

業者と旅行者の双方が互いに着実に感染症拡大防

案者の評価項目ごとの評価点及び合計点、企画競

いましたように、そういった形で公開を進めてい

のはもう分かって皆さん応募されていると思いま

止策を講じることが求められております。

手を挙げてきたと、応募してきたということを聞

くということは非常に重要なことだと思っており

すよ。何でそこまで逆に隠すのかということが非

具体的には、まず旅行業者、宿泊業者でござい

○政府参考人（蒲生篤実君） 済みません、まず

ますが、相手方に関しまして、やはり相手方のプ

常に疑義が生じるということですよね。そうでし

ますけれども、検温などのお客様の健康状態の確

争委員会の各委員の採点結果、企画競争委員会の

ライバシーとか相手方の営業上の利益、そういっ

ょう、国に応募してくるんですから。これは県で

認、客室、共用スペースの換気、消毒などの感染

いておりますけれども、ここも堂々とオープンに

たものもございますので、そういったものとの調

も市でも一緒ですよ。当然そのつもりで応募して

予防対策の確実な実施などを参加の条件といたし

私の方から御説明させていただきます。

整の中で他のそういったものを進めていくという

くるでしょう。うちは隠してくださいと、名前を、

まして、これらの参加条件を徹底、実施している

議事概要、そういったものはホームページ等で公

ことは努力すべきだと我々も考えているところで

応募したことを、そんなことを言ってくる人がい

していいじゃないですか。それが国民への説明責

ございます。
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ースの換気、消毒、参加条件を徹底、実施してい

などお客様の健康状態の確認とか客室、共用スペ

なお、宿泊事業者等の申請を受けまして、検温

ども今構想して考えているところでございます。

際に立ち入って見てみるとか、そういったものな

後ホームページなどの状況を見たり、さらには実

は事務局の方でしっかりチェックした上で、その

ということをやっている会社かどうかということ

を義務付けておりまして、こういったものを守る

旨をホームページ上などで対外的に公表すること

でございます。

策ができるかと、これは非常に怪しいということ

るということになりますと本当にちゃんと安全対

○野田国義君 ですから、こんな簡単で登録でき

たいということで考えているところでございます。

ことを一つ一つやっていけるような形で今改善し

でしっかり見ていただいて、確認していただいた

して、しっかりとしたその要件を事業者さんの方

摘のとおりでございますが、その同意に当たりま

○政府参考人（蒲生篤実君） それは先生の御指

れば登録されるんじゃないですか。

いるのは、今のこのコロナウイルスというのをワ

ではありませんけれども、政府として申し上げて

○国務大臣（赤羽一嘉君） 私は感染症の専門家

どのようにそうなったらされるんでしょうか。

うな形になったらどのように思われるでしょうか。

すけれども、この感染拡大が更に広がるというよ

それで、大臣にちょっとお聞きしたいと思いま

に混乱もしているわけですよね、混乱をしている。

ー・トラベルが始まったことによって国民は非常

しかしながら、このことによって、このゴー・ツ

について、私非常に難しいと思います、確かに。

クチンの発見なくしてゼロリスクにすることはで

る旨の公表などの参加条件に関しまして、例えば、

昨日聞いたところによりますと、いわゆる監査

けていって、本当にこの経済ですとか雇用ですと

登録を受けた後に何か問題があった場合には、し

くというようなことでありますけれども、そのチ

かが成り立つのかと。最近各企業の決算報告がさ

きないと。しかし、他方で、じゃ、全国民が非常

ことも考えているところでございます。

ェックをしっかりこれやっていかないと、本当に

れておりますが、軒並み大変な大きな赤字で、こ

の方でお願いをしていくと。監査の会社にお願い

○野田国義君 そういうことを言っているんじゃ

感染症拡大が更にゴー・ツー・キャンペーンをや

れは大企業でそうですから、中小企業というのは

っかりと指導をした上で、それで問題が改善され

なくて、この登録の問題ですよ。二十一日からも

って広がったという形になると思いますよ。ここ

もっと深刻だというふうに思っております。

事態宣言期間中にずっとステイホームでずっと続

う一万四千ぐらいが登録されたということ、ほと

は本当に大事なところですから、チェックをちゃ

観光事業も、先ほど申し上げましたが、約九百

して、抜き打ちとかもたまにやりながらやってい

んどこれ登録、オーケーを出しているみたいなん

んとやられているのか、感染症対策がですね、こ

万人の雇用を支えている。本当に地場を支えてい

ないようなときには登録を取り消す、そういった

ですね。

のことをお願いをいたします。ちょっと時間があ

る企業というのは、これは皆さん地元それぞれで

そこの中身を聞きますと、三つのことでしょう。

りませんので、済みません。

新型コロナ感染症対策取扱宣言ですか、これに同

まあアクセルとブレーキ、それから、何か暖房と

が経営ができなくなるというんではなくて、そこ

の人たちの悲痛な叫びというのは、自分たちだけ

観光産業がある地域ばかりだと思いますから、そ

の表明・確約に関する同意書に同意すること、そ

冷房を一緒に掛けるようなものだというような表

に雇っている従業員の皆さんたちの生活も大変な

それから、最後になろうかと思いますけれども、

れから地域共通クーポン取扱いに関する同意書に

現をされた方もおられましたけれども、この問題

意すること、それから反社会的勢力ではないこと

同意すること、この三つを宣誓というか、同意す
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援は本当にしっかりやれということの御意見、御

委員会、予算委員会でも、このことについての支

これは、この国会でも、おいても衆参の国土交通

状況になるということの叫びがあるのも事実です。

ンジだというふうに思っておりますので、そうし

めるような環境をつくると。これは大きなチャレ

感染拡大はしないという中で旅行をしっかり楽し

底をしていただくと。やっぱり国民が、やっぱり

ものを出させていただいておりますので、この徹

質問を終わりたいと思います。

かなくてはならない、このことを申し上げまして、

ともリスクマネジメントとしてしっかり考えてい

いたくなるような事態が起きていないか、このこ

目について守っているということは、自らの会社、

われましたが、この誓約を書いた以上、詳しい項

とを守るために、旅行業者に対しても、先ほど言

ゼロかというような話ではなくて、当然安全のこ

うまでもないことなので、白か黒かとか一〇〇か

なことがあってはならないというのは、これは言

染拡大ですとかそうした感染の拠点をつくるよう

他方で、当然のことながら、このことにして感

落ち込みというものは大変これは危機的なところ

に、今大臣がおっしゃるように、我々も観光業の

うだと、そういう提言もさせていただいた。確か

あったわけでありますから、もう直接やったらど

○野田国義君 ですから、我々は、一・七兆円も

検討しているというのが私の正直な気持ちです。

のか、良い知恵を出せるのかということを真剣に

た状況の中でどうした形でやるのが一番ベターな

たことで、黒か白かという話ではなくて、こうし

し、被災をされた全ての皆様に心からお見舞い申

お悔やみを申し上げたいなというふうに思います

こういった災害で亡くなられた皆さんに衷心より

は最上川流域で大変な浸水被害がございました、

皆様、その他の地域で被災された皆様、また昨日

令和二年の七月豪雨、熊本始め九州で被災された

まず冒頭、大臣からもございましたけれども、

誠でございます。今日はよろしくお願いします。

○浜口誠君 立憲・国民．新緑風会・社民の浜口

どうもありがとうございました。

指導をいただいてきたところです。

ホテル、旅館のホームページですとかフロントに

そういう体制をつくる。それに加えて、我々も全

ないかと、そうしたことについてしっかりとした

れは言っていることとやっていることが違うじゃ

大阪では何と二百人超えて二百二十一人。そして、

人、それから愛知まで広がって百六十七人ですか、

えたということでございまして、東京が二百五十

しかしながら、昨日で御承知のとおり千人を超

いというふうに思っておりますので、その点、冒

与野党挙げて、しっかりと我々も支援していきた

いただきたいなというふうに思っておりますし、

是非国土交通省始め政府一丸となって取り組んで

まさに被災地のこれからの復旧復興に向けて、

し上げたいと思います。

国の運輸局が自ら現場を回りながら、我々の手で

我が福岡でも三桁になった、百一人。そして、沖

頭申し上げておきたいと思います。

にあるということは認識をしております。

しっかりとした、そうしたことが一番重要なとこ

縄でも四十四人が感染をされたという数字が出て

それを告知すると。それはお客さんに対して、こ

ろだと思いますが、感染拡大防止ができているの

きております。

同時に、お客様に対しても、これは簡単ではあ

果というものは十日後ぐらいに出てくるんですよ

改めて強く思いますね。そして、この四連休の結

こういう中で本当に大丈夫なのかということは

さんの意見も聞きながらという判断になろうかと

いくのか、感染状況も踏まえながら、専門家の皆

ども、今後、このゴー・ツー・トラベルどうして

連して、先ほど来いろんな御議論ありましたけれ

それでは、私から、ゴー・ツー・トラベルに関

かということも徹底的にチェックをするのは、こ

りませんけど、新たな時代における新しい旅の在

ね、十日後ぐらいに。ここのときに本当に目を覆

れ当然だと思います。

り方ということで、新たな旅のエチケットという
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