この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

午後一時一分開議
○冨岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。尾 かな子君。
○尾 委員 立憲民主党・市民クラブの尾 かな
子です。
まずは、大臣、副大臣、政務官の皆様、就任お
めでとうございます。厚生労働委員会でまたしっ
かり議論をさせていただきたいと思いますので、
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
では、私の方から早速質問に入らせていただき
たいと思いますが、まず最初に、大臣にお話をお
聞 か せい ただ け れば と思い ま す。 新潮 と い う
雑誌八月号で、自民党の杉田水脈衆議院議員の発
言について、この受けとめをお聞きしたいと思っ
ております。
例えば、ＬＧＢＴのカップルのために税金を使
うことに賛同が得られるものでしょうか、彼ら彼
女らは子供をつくらない、つまり生産性がないの
です、そこに税金を投入することが果たしていい

のかどうか。
もちろん、前後の文脈もあるかと思います。社
会保障政策を担うこの厚生労働委員会において、
そして厚生労働大臣において、このような発言に
ついてどう受けとめておられるのか、大臣の御所
見をまずお伺いしたいと思います。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
○根本国務大臣 性的指向、性自認に対する不当
な差別、偏見、私は、これはあってはならないと
思います。多様性が確保され、全ての人々がお互
いの人権を尊重し、支え合う共生社会を実現して
いく、これが私は重要だと思っております。
厚生労働省としては、性的指向、性自認に関す
る職場での理解促進、働きやすい職場環境づくり、
セクシュアルマイノリティーについての相談も含
め、生活上の悩みに対する寄り添い型の相談、支
援などにしっかり取り組んでいきたいと思います。
そして、お尋ねの件ですが、私は政府の立場で
すから、政治家個人の見解についてはコメントは
することは差し控えたいと思いますが、私自身は
そのような見解は持っておらず、性的指向、性自
認に対する不当な差別や偏見のない社会づくりが
重要だと思います。
○尾 委員 この寄稿を受けて、読んだ当事者が
どうなったかというと、例えば、御飯が食べられ
なくなった、眠れなくなった、涙がとまらなくな
った、こういった実害が本当に出ました。そして、
私が聞いた話では、トランスジェンダーの方で精
神疾患をお持ちの方が、私は生産性がないという
遺書を残してお亡くなりになった、こういう話も、

私は、これは伝聞ですが、聞いております。
政治家の発言は非常に重たいものがあるんだ。
そして、この社会で差別を受ける集団にいる者と
いうのは、生きるだけで精いっぱいなんです。そ
のことをしっかりと政治家の皆さんはわかってい
ただかなければいけないと思っています。
この社会で排除される、でも自己否定しないで
何とか生きようとしている人たちに対してこのよ
うな発言が二度とないようにしなければいけませ
んし、厚生労働省の皆さんとしては、これは優生
思想にもつながる話であります。役に立たない人
は生きている意味がないんだ、子供を産まない人
は生きていかなくてもいいんだ、そういう発言に
もつながりかねない思想ですので、相模原事件も
ありました、しっかりと政府として対応や、その
ときには発言をしていただきたいということをお
願い申し上げたいと思います。
それでは、入管法、そして技能実習生について
お話を伺っていきたいと思いますけれども、きの
うから入管法の審議が衆議院で始まりました。本
会議での質疑を聞いておりますと、いかに管理を
していくのかということに非常に重点がありまし
て、いかに外国の方々とともに生きていくのか、
支援をしていくのか、そういう視点がどうも私は
欠けているように感じます。
最近聞こえてくる議論の一つとして、国民健康
保険について、外国籍の方々、外国人の方々があ
たかも不正受給をしているかのような報道やテレ
ビ番組が非常に最近見聞きされていますので、ま
ずここについて事実関係を聞いていきたいと思い
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ます。
七月の十一日の委員会で質問させていただいた
続きになるんですけれども、皆様のお手元の資料
一ページ目をごらんください。
昨年三月に、厚生労働省が約百五十万件の外国
人の年間レセプト全数調査、全てを調査いたしま
した。国保資格取得から六カ月以内に八十万円以
上の高額な治療を受けたものがあったのかという
ことですけれども、この約百五十万件、千四百八
十九万七千百三十四件の総レセプトの中で、六カ
月以内に八十万円以上の高額な治療を受けたもの
は、〇・〇一％の千五百九十七件だというふうに
ここには書かれております。
さらに、ここにいろいろありますけれども、こ
の千五百九十七件の中で不正だとしっかりと言え
るものはあったのかどうか、まずそこをお聞かせ
ください。
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。
外国人の国民健康保険の利用については、入国
目的を偽って在留資格を取得して高額の医療を受
けているという不適正事案があるという一部報道
があったことから、先生おっしゃいますとおり、
昨年三月に全市町村の一年分の国民健康保険のレ
セプトを対象として調査を行ったというところで
ございます。
その結果、在留資格の不正等の不適正事案はほ
とんど確認されなかったものの、その可能性が残
る事案もわずかながら存在していたということで
ございます。在留資格が経営・管理というような
在留資格であるにもかかわらず、給与所得の申告

がある事例が二件確認されたということでござい
ます。また、既に出国しておって具体的な確認が
とれなかったというものが四件あるということで
ございます。
国籍による差別というようなことはあってはな
らないというふうに考えておりますが、被保険者
の支え合いで成り立っている国民健康保険でござ
いますので、その信頼を確保するという観点から、
適正かつ厳格な資格管理というものについては必
要というふうに考えているところでございます。
○尾 委員 先ほど言われた二名は、不正な在留
資格による給付である可能性が残ると書かれてい
るだけなんですね。不正であると認定できたもの
はあったのかなかったのか、この部分、お答えく
ださい。
○樽見政府参考人 そこは確認ができておりませ
ん。
○尾 委員 つまり、全数調査をして不正受給だ
と言い切れるものはなかったんです。根拠がなか
った。
なのに、次にされたことというのは、一枚おめ
くりいただいて、今度は、このような形で自治体
に、「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事
案に関する通知制度の試行的運用について」とい
うことで、窓口で今度調べなさいよということを、
文書を発出されたわけです。
この文書を発出された根拠はどこにあるんです
か。
○樽見政府参考人 国民健康保険で本人に聞き取
りを行って法務省に情報を通知するということの

法的根拠という御趣旨だと思います。
国民健康保険法におきまして、市町村は、被保
険者の資格等に関して必要があると認めるときは、
被保険者に対して聞き取りを行うことができると
いうふうになっています。また、出入国管理及び
難民認定法におきまして、これは法務省でござい
ますけれども、法務省は、関係行政機関に対し、
出入国管理に関する事務の遂行に関して必要な協
力を求めることができるというふうになっている
ところでございます。
こうしたことを踏まえて新たな取組を行ってい
るということでございます。
○尾 委員 不適正事例のこういうことを調べる
ための根拠事例はあったんですか。
○樽見政府参考人 先ほどお答え申し上げました
ように、全体の調査をした結果として、わずかで
ございますけれども、不適正の可能性がある事案
があるということでございますので、まさに、先
ほど申し上げましたが、国民健康保険の信頼を確
保するという観点から、きっちりとした対応を期
したいというふうに考えたということでございま
す。
○尾 委員 不正な事案を、疑いが残るだけで確
認できなかった。にもかかわらず、なぜこのよう
な調査をしているんですか。全くとして政策の整
合性がとれていないですよね。実際に実例があっ
て、その実例を防ぐためにこういうことをやりま
すということであれば、これは一応事実があるわ
けですけれども、事実が確認されなかったのにこ
れをやるということについて、本当にこれで正当
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性があるとお考えなんでしょうか。
○樽見政府参考人 昨年の時点でこの調査をする
というところで、いろんな報道等でも、不適正利
用があるんではないかということで、そういう懸
念というものが一定程度国民の間にあるというこ
とだと思います。そういう中で、適正かつ厳格な
資格管理を行っていくということについては必要
なことだというふうに思っております。
○尾 委員 事実を示していただきたいと思うん
ですね。そういう不正の事案があるという事実を
示していただいて政策をやっていただきたいと思
うんですけれども、済みません、事実を今度、委
員会の理事会の方に提出していただけないでしょ
うか、委員長。
○橋本委員長代理 後刻、理事会でお諮りをいた
します。
○尾 委員 じゃ、実際、窓口に行って、外国籍
の方がいらっしゃって、自分は国民健康保険で、
六カ月以内で限度額認定証が欲しいんだと来まし
た。そしたら、国保の窓口職員は、在留カードを
見せてくださいという、提出というか、そういう
のは権限はあるんですか。これは任意で求めるも
のですか。強制力はあるんですか。
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、国民健康保険法
において、被保険者に対して聞き取りを行うこと
ができるという規定はございますけれども、任意
で協力をいただくものでございます。
○尾 委員 わかりました。任意だということで
すね。

これは、ことし一年間運用ということでやって
おられるかと思うんですけれども、実際に自治体
の窓口から通知というのはあったのか。さらに、
その通知を入管の方で、地方入管管理局の方で調
べて在留取消処分に至った例はあるのかというこ
とについてお伺いいたします。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
本制度開始よりこれまで、市町村から地方入国
管理局へ通知を受けているのは数件でございまし
て、現時点で、調査等を終了したもののうち、在
留資格の取消しを決定するに至った事案はありま
せん。
○尾 委員 結局、これは誰のために、何のため
にやっているのかということですよね。まるで外
国の方々が不正に国民健康保険をやっていて、窓
口でもこうして取り締まるんだというようなこと
で、言えば萎縮効果しか生んでいないと思うんで
すよね。
本来、日本に住む人であれば国民健康保険に入
れるわけですから、それを、このような形で何が
やりたいのか、正直わかりません。そして、今回、
入管法で更にたくさんの方を受け入れるというの
に、こういうことにどうして力を入れているのか、
事実がないことをなぜやっているのか、本当によ
くわからないんですね。
ちなみに、私、地元は大阪ですけれども、実は
大阪市は、もう既に国民健康保険の窓口業務とい
うのは委託になっているんです。派遣の会社がや
っているんですね。ということは、一年ごとに派
遣の会社、もし委託事業が変われば派遣の会社も

かわり、もちろん人もかわるわけです。このよう
な派遣職員の方が入国管理の専門知識を持ってい
るんですか。
国民健康保険の方々も、この入国の人が、この
人、例えばここの三ページにあるような、留学生
であるにもかかわらず通学している様子がない、
どうやってわかるんですか。会社員であるにもか
かわらず通勤している様子がない、窓口でどうや
ってわかるんですか。
こういった入管に関しての専門知識をお持ちで
あるのか、そしてこういうのをどうやってわかる
んですかね。教えてください。
〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○樽見政府参考人 こうしたいわば窓口での状況
ということについて、自治体の職員に、一定の不
自然なところがあるかどうか、それで不自然なと
ころがあるとすれば、それの周辺のことを調べる
というようなことをやっていただくということで
ございますけれども、そこの知識といいますか、
具体的にどういうふうにやるかということについ
ては、その地域の実情、自治体の実情ということ
もあろうと思います。具体的にまた相談いただけ
れば、相談に応じていきたいというふうに考えて
おります。
○尾 委員 だから、こういうわからないものを
判断の基準で、自治体職員にこういうことをさせ
るのはおかしいと思うんですよ。
ちなみに、ちょっと技能実習生の場合、こうい
うことを把握しているかどうかなんですけれども、
健康保険に加入している、被用者保険に入らなき
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ゃいけない人、加入状況はどれぐらいですか。
○高橋政府参考人 健康保険あるいは厚生年金保
険、被用者保険でございますけれども、制度の対
象者が日本人であるか外国人であるかに特段差異
は設けておりませんで、したがいまして、技能実
習制度におきまして、健康保険、厚生年金保険に
加入すべきであるのに加入していないような人数、
こういったもの、あるいは加入している方の人数、
こういった方の人数につきましては把握していな
いということでございます。
いずれにいたしましても、年金事務所におきま
して、外国人就労者を多く含む事業所も含めまし
て、未加入の方がいないように、事業所に対する
調査、こういうものをしっかり行いまして、適用
促進を図っているところでございます。
○尾 委員 実態が、事実がない不正受給はこん
なに調べて、今現実に働いておられる技能実習生
の方々が本来は入れる健康保険に入っているのか
入っていないのか、どれぐらいの人が入っている
のか、この実態調査すらしていないというのはど
ういうことなんでしょうか。一体何を、誰を大事
にしているのかということについて、事実を把握
するべきだと思いますけれども、いかがですか。
○高橋政府参考人 健康保険、厚生年金保険、日
本人、外国人にかかわらず、事業所に雇用されて
条件を満たしている方につきましては必ず適用す
べきもの、法律に基づいて適用すべきものでござ
います。
したがいまして、日本人、外国人問わず、未加
入の従業員が多いと想定されるような事業所も含

めまして、適正な届出が行われているかどうかの
調査をしっかり行いまして、内外ともにかかわら
ず、適用促進を図ってまいりたいと考えてござい
ます。
○尾 委員 しっかり働いておられる方々が本来
入れる健康保険に入れていないことの方が重要な
問題だと思いますよ。ですから、これはしっかり
把握してください。
大臣にちょっとお聞きしたいんですけれども、
今聞いてきましたけれども、はっきりと、今回、
入管法もありますから、国民健康保険から外国の
方を排除するつもりはないということを明言して
いただきたいと思いますし、もうこの調査は今回
で打ち切っていただきたいと思います。この辺、
大臣の御所見を伺いたいと思います。
○根本国務大臣 今までもやりとりがありました。
外国人の国民健康保険の利用については、昨年
三月に調査を行った結果、不適正事案はほぼ確認
されなかったものの、その可能性が残る事例もご
くわずかながら存在していたという記述がありま
す。
このため、もう既に、市町村から入国管理局に
通知する取組を新たに行うこととしましたが、要
は、国籍によって差別することになってはいけな
いことはもちろんであります。そして、引き続き、
国民健康保険の適正な利用に向けた対応について
しっかりと検討して、進めてまいりたいと思いま
す。
○尾 委員 今、報道で聞く限りでいくと、国民
健康保険の加入の扶養状況について、ちょっとま

た海外に住んでいらっしゃる方々は変えようなん
という話も聞こえてきております。
これも事実だけ申し上げると、今、四十兆円の
医療費の負担のうち、海外で医療を受けた医療費
の払戻しは、日本人の請求分も含めて二十七億円
です。つまり、四十兆円の〇・〇六％。この〇・
〇六％の話が、じゃ、一体これで、医療費を圧迫
するとかいう話になるんでしょうか。こういった
ちゃんと数字に基づいて議論していただくことを
これからもお願いを申し上げたいと思います。
ちょっと時間も少なくなってきました。技能実
習、少しだけ。
大臣、お聞きしたいんですけれども、技能実習
生の方から直接、大臣はお話を聞かれたことはあ
るでしょうか。
○根本国務大臣 まだありません。
○尾 委員 私たち、野党ヒアリングで今回、技
能実習生の方のお話をたくさん聞かせていただい
ております。残業代が何百万円も未払いだとか、
そして、一時間の残業代三百円とか、パワーハラ
スメントがある、いじめがある、強制帰国がある、
長時間労働、さまざま過酷な現実があります。
これが、今度、特定技能一号と接続されること
になるわけですから、今の劣悪なこの技能実習生
の現状を、大臣、一度お聞きになるべきだと思い
ますけれども、そのようなお心づもりがあるでし
ょうか。
○根本国務大臣 正確に言えば、私も、技能実習
生、私の地元にもおられるので、たしか、聞いた
記憶はあります。聞いた記憶はあります。
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○尾 委員 大臣、今、話が逆になっているので。
聞いていませんというのと記憶がありますという
のは違うんですけれども、今後、これから聞かれ
ますか。
○根本国務大臣 改めて聞いたことはないという
ことで、私も地元でさまざまな活動をしておりま
すから、そういう方に接したことはあるとお答え
を申し上げました。（尾 委員「今後」と呼ぶ）
まあそれは、さまざまな政策をつくる上において
はいろいろな形があります。その技能実習生の実
態をどう見るか、あるいはどんな御意見があるか、
それは私はさまざまな形があると思います。
○尾 委員 お話を聞くつもりはあるかどうかを
お聞きしておりますし、安倍総理、きのうの本会
議では、大臣が聞くようなお話をされていました
けれども、どういうことなんでしょうか。
○根本国務大臣 さまざまな形で状況は把握でき
ますから、それは私はいろんな対応、やり方があ
ると思います。
○尾 委員 ぜひともお聞きになった方がいいと
思います。自分たちの政策が現場でどうなってい
るのか、それがないと、政策というのは本当に有
効なものにならないと思います。
あと一つだけ聞きたいと思います。
今回、入管法で、変わることによって何がどう
なるのかということ、特定技能一号、二号という
ことですけれども、年金はどのようになるんでし
ょうか。外国人の方も含めて国民年金に加入する、
そして国民年金保険料を納めることが義務化され
ていますけれども、この辺を教えてください。

○木下政府参考人 お答えいたします。
今回の特定技能に係る公的年金制度の適用の関
係でございますけれども、まず、公的年金制度に
おきましては、対象者が日本人であるかどうか、
あるいは外国人であるかどうかを問わず同等に適
用することとしておりますので、新たな受入れ制
度によって日本に来られる外国の方々にも公的年
金制度が適用されて、年金受給に当たっての条件
も日本と全く同等と考えております。
○尾 委員 脱退一時金はどうなるんでしょうか
ね。今、三年で、三年間しか脱退一時金はないで
すよね。でも、これから特定技能になったら、五
年、十年ここで働かれるわけですよね。それでも
三年しか脱退一時金はないということになるんで
しょうか。
○木下政府参考人 これまで日本に在留する外国
人の多くの方々は非常に滞在期間が短くございま
して、受給資格を満たす前に帰国することが多か
ったため、こうした外国人に対しまして、特有の
事情を踏まえて、例外的に帰国時に請求できる脱
退一時金制度が設けられております。
こうした中で、先生御承知のように、従来二十
五年とされていた老齢年金の受給資格期間が、昨
年八月から十年に短縮をされました。したがいま
して、受給資格を満たすためのハードルが非常に
下がったわけでございますけれども、これによっ
て、これまでよりも長い間日本に在留をして年金
保険料を納めることができる外国人が増加すると
いうのは、この新たな在留資格によって創設され
る可能性がございます。

こうしたことから、まずは、こうした外国人の
方々にも年金の受給権を満たしている方には年金
を受給していくことが必要であるというふうに思
いますけれども、その一方で、比較的短期間で帰
国をして年金受給権に結びつかない外国人の方か
ら引き続き脱退一時金を支給してほしいという希
望も、恐らく想定し得るものだと考えております。
いずれにしても、日本に在留されている限りは、
日本人であろうと外国人であろうと同じように公
的年金制度による保障を及ぼしていくという大原
則に立ちつつ、新たな在留資格で在留する方につ
きまして、脱退一時金制度のあり方も含めて、こ
れからの年金制度改革論議の中で、実態も踏まえ
つつ検討を行っていきたいと思っております。
○尾 委員 四月から入管法は新しくなるのに、
まだ年金制度がどうなるか決まっていない、これ
から検討する、こういうことで本当にいいんでし
ょうか。私たちは、合同審査、法務委員会だけで
はだめだということを申し上げています。こうい
ったこと、まだまだ問題は山積みですから、ぜひ
合同審査をしていただくことをお願い申し上げま
して、私の質問としたいと思います。
ありがとうございました。
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