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。

○盛山委員長 次に、尾 かな子君。
○尾 委員 お疲れさまでございます。立国社の
尾 かな子です。
きょうも夕刻まで質疑ということになりました。
非常に大事な法案ですので、いろいろお聞きして
いきたいと思うんですけれども、まず、ちょっと
先に新型コロナウイルス感染の対策のことについ
て数点お聞きをいたしましてから、雇用保険の方
に行きたいと思います。
まず確認をさせていただきたいと思うんですが、
ＰＣＲ検査のことについてです。
三月十四日の記者会見で総理は、今月中には一
日当たり八千件まで検査能力が増強できる見込み
ですというふうに発言をされたというふうに認識
をしております。これは非常に混同される場合が
あって、つまり、八千件の検査能力というのはイ
コール八千人できるというわけではなくて、私も
地元の公衆衛生研究所などでお聞きしますと、咽
頭拭い液と、たんがとれる方はたんをとるので、

お一人当たり二件、検体が出ることが多いという
ふうにお聞きをしております。
ですので、総理のおっしゃるこの八千件という
のは検体数だということ。ですから、計算上、も
しお一人が二検体出すとしたら、四千名分を確保
するということでいいのかということについて確
認したいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
ＰＣＲ検査につきましては、新型コロナウイル
スの検体採取マニュアルにおきまして、下気道由
来の検体、喀たんとかですけれども、と鼻咽頭拭
い液の二検体の採取をお願いしておりますが、た
んが出ない、下気道の方の検体がとれないなど、
難しい場合は鼻咽頭拭い液の一検体のみで構わな
いということにしております。
実際、患者さんの症状によって検体がどういう
ふうにとれるかということがありますので、一検
体又は二検体で検査しているということですけれ
ども、先生の例えで申しまして、必ず一人二検体
ということですと四千人分になりますし、一検体
ということであれば八千人分というようなことに
なろうかと思います。
○尾 委員 そうなんですね。だから、ＰＣＲ検
査の能力を見るときに、件数で見るのか、人数な
のかというのは、これは大分受ける印象が変わっ
てくるというふうに思うんですね。
更にちょっと確認をしてまいりたいと思います
が、山井委員の配付資料を使わせていただきます。
実は、十二ページの方に、厚労省さんが出してい
ただいた国内における新型コロナウイルスに係る

ＰＣＲ検査の実施状況というのが、二月十八日火
曜日から三月十四日の土曜日まで、国立感染研、
検疫所、地方衛生研究所・保健所、民間検査会社、
大学、医療機関ということで、数が並んでおりま
す。
これが、私はきょうの朝、部会でもお聞きした
んですが、国立感染症研究所は人、何人やったか、
検疫所も何人やったか、でも、地方衛生研究所・
保健所は何件やったか、民間検査会社は人か件か
ちょっとわからないというふうにお聞きをしてお
ります。これは事実でしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
山井先生の資料のこの横表だと思いますけれど
も、これは基本的には検体の件数で、報告があっ
た件数を計上させていただいているというふうに
御理解いただければと思います。
そんな中で、今先生お話があったようなところ
は、感染研は基本的に一人の方からは二検体とい
うよりは一検体でやっているとか、あるいは、検
疫所については逆に、状況によって違うのかもし
れませんけれども、二検体を検査していても一人
分を検査しているということで人数で、ニアリー
イコールで報告しているというようなことがあろ
うかと思いますが、ここに計上している数え方と
いうか考え方は基本的には検体数というふうに御
理解いただければと思います。（尾 委員「検体
数、全部」と呼ぶ）この表はです。
○尾 委員 私がきょうの朝聞いたのは、国立感
染症研究所は人数だというふうにお聞きをしてい
まして、それは違うということでよろしいですか。
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○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
今申し上げましたように、感染研は一人につき
一検体ということでやっておりますので、検体数
と人数がほぼ同じというような形で計上されてい
るということでございます。
○尾 委員 つまり、二検体あったとしても一検
体として数えているということですかね、国立感
染症研究所は。
○宮嵜政府参考人 申しわけございません、そこ
まで確認はしておりませんけれども、基本的には
一人につき一検体を検査しているので、記載上、
検体件数と人数がイコールだというふうに聞いて
ございます。
○尾 委員 ちょっと、この辺、整理をしていた
だきたいんですね。要は、何人検査をしたのかと
いうことと、何件検査をやったのかというのは別
なわけです。もしかしてこの表は混同されて数字
が載っているんじゃないかというように、きょう、
私が朝聞いたときはそういう感じだったんですね。
例えば民間検査会社なんかは件数なのか、人な
のか。これは今どうなっていますか。
○宮嵜政府参考人 御指摘のというか、このお示
しいただいている表で申し上げますと、この表は
基本的に検体件数で載せてございますので、民間
のところも検体件数という御理解をいただければ
と思います。
○尾 委員 では、もう少しここに、やはりこれ
は件数なんだということを書いていただきたいの
と、逆に言うと、これで見えないのは、人数が見
えないんですよ。実は何人やったのかということ

が、やはりこの表では見えてこない。検体数と人
数というのは、皆さんが不安に思われる中で、し
っかりと皆さんに発表していただく必要があると
思うんですね。
ですので、この辺は発表の仕方を工夫していた
だくなり、もし人でわかるものなら、それを理事
会に提出していただくなり、検討いただけないで
しょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
まず、先ほどの表は基本的に件数ベースという
ことですので、先生御指摘のように、どの数字が
どういう意味があるのかというのをしっかり書か
ないと誤解が生じると思いますので、しっかり表
記できるものはしていこうというふうに考えてお
ります。
それとは別に、それぞれの地方ごとの陽性者の
数とか検査の人数というのはホームページ上は別
の表で掲載されておりまして、これも報告ベース
ですので、どのくらい固まっている数字かという
と別ですし、県によっては件数で報告されている
ところもあるので、そこは、この県は件数ですよ
というような表記をしながらホームページにも載
せてございます。
いずれにしても、我々、こういう数字をわかり
やすく発信していくというのは大変重要なことだ
と思いますので、いろいろ御指摘もいただきなが
ら、よりよい、わかりやすいものにしていきたい
というふうに考えております。
○尾 委員 ちょっと、本当にわかりにくいんで
す。というのが、例えば、この検査件数の中には、

退院に必要な方がＰＣＲ検査をする、二回しなけ
ればいけない、これも入っているわけですよね。
そうすると、ますます、一体何人にしたのか、特
に新規でＰＣＲ検査した方が何人なのかというこ
とをやはり聞きたいところですので、それはちょ
っと整理して出していただけないでしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほどと重なりますが、都道府県別に報告があ
ったベースでは、人数ベースで出させていただい
ております。
今先生御指摘がありましたように、退院される
ときとかは二回続けて検査するとか、その前も、
入院するときに陽性が出ているので三回検査され
ているとか、そういうところはなかなかちょっと
今の状況ではつなぎにくいので、そこはわかりに
くいというか、大変難しいところなんですけれど
も、そういうところも除外しながらとか、配慮し
ながらできる限りわかる数字を今も載せさせてい
ただいておりますけれども、引き続きわかりやす
い情報発信に努めてまいりたいというふうに考え
ております。
○尾 委員 やはり、不安の原因の一つは数字が
わからないとかそういうことになりますので、し
っかりとわかるように出していただきたいという
ことを要望申し上げたいというふうに思います。
続いて、橋本副大臣、来ていただきました。自
見政務官とともに、この間、ダイヤモンド・プリ
ンセス号において感染症対策に本当に御尽力をい
ただきまして、心からねぎらいの言葉を申し上げ
たいと思いますが、本当にお疲れさまでございま
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した。
きのうから登庁されて、健康観察期間が終わっ
たということでありまして、いろいろな困難や課
題がその中であったかと思います。
今もやはり、ＤＭＡＴの方、ＤＰＡＴの方を含
めて対応された方には、さまざまな、何というか、
誹謗中傷や差別的な扱いがあったりとかしまして、
これは非常に大きな課題だと思っておりまして、
この経験をしっかり生かしていただきたいという
ふうに思っております。
そこで、橋本副大臣の方に数点ちょっとお尋ね
をさせていただければというふうに思っておりま
す。
それが、神戸大学の医学研究科の岩田健太郎教
授とのやりとりというかツイッター上でのことで
ありますけれども、岩田教授の方からは、船内の
ゾーニングについて、これが悲惨な状況であると
いうふうに指摘をされました。それに対して橋本
副大臣が、それを打ち消すかのような、船内の写
真とともに清潔のゾーンと不潔のゾーンというふ
うに紹介されるツイートをされたかと思います。
これは、ツイートを途中で取り消されたというこ
となんですけれども、この取り消された理由は何
だったんでしょうか。
○橋本副大臣 まずは、ねぎらいの言葉をいただ
きまして、まことにありがとうございます。これ
からもしっかり務めてまいりたいと思います。
さて、お尋ねの、御指摘のツイートでございま
すけれども、これは、ダイヤモンド・プリンセス
船内における感染症予防の取組ということで、厚

生労働省が発表した資料をまずはツイートをして、
それに補足をさせるというような意図を持って、
検体採取により乗客等と直接接する者が防護措置
として着用していたマスクやガウン等を脱いでか
ら通るルートと、そうした業務に従事していない
者が通るルートというのを分けているということ
をお示ししようということを意図して投稿したも
のでございます。
ただ、こうした取組を、写真をぽっと上げたも
のですから、客船内という特殊な環境下で行い得
る適切なものと考えてはおりますけれども、その
画像に写っている場所が、例えば医療関係者が主
に通るエリアを撮影したものであるということで
あるとか、あるいは、船内の感染防御の全体のあ
り方、結局、それだけではなくて、乗員の方には
こういうようなことをやっている、乗客の方には
こうした手だてを講じている、それから我々サポ
ートに入った者についてはこうだということをき
ちんと御説明をしないままに、何というんですか
ね、画像だけぽっと上げて、それはあらぬ予見を
招くようなものであったかというふうにも思いま
したので、その画像については削除をしたという
ことでございます。
○尾 委員 ちょっと確認をしたいんですけれど
も、あの写真で写っていたシーンというのは適切
なゾーン分けだった、適切だったというふうに評
価されているのか、やはり船内という限られたと
ころではあれが限界だったというか、これは後か
ら検証はしなければいけないでしょうけれども、
その辺の御認識はどうだったんでしょう。

○橋本副大臣 何というんでしょうかね、最終的
には政府の方で検証いただくというふうに思って
おりますので、そこでさまざまな御評価をいただ
くものだというふうに思っておりますし、私もそ
の検証にはしっかりと御協力をしていきたい、こ
のように思っておりますが、そのゾーニングにつ
いては、感染症の専門家の先生方にも御意見を伺
い、というか、先生方にこういうふうにすべきだ
ということを御指導いただいてやっておりました。
その中で、業務を行うゾーンと検体採取等で汚
染したガウン等の感染防護具を脱ぐゾーンを分離
して、まあ、ゾーンを分離してというかルートを
分けていて、要は、こちら側を通る人は、例えば、
陽性の乗客の方に診察等を行った、ウイルスに暴
露した可能性のある方がこちら側を通って、そこ
で順次防護具を脱いで、そして消毒をして、そこ
から先に入るというルートと、それ以外の、例え
ば私のような事務的なことをやっている者が通る
ルートというのを分けていることによって、その
両者が一緒に通り、出入りする中で感染が広がる
ということを防ぐ、そういうルート分けをしてい
たということです。そうしたことを通じて、ゾー
ニング、要するに、この空間はどういう人がいる
場所ということを分けていたということにつなが
っている。
ただ、結局、先ほど申しましたように、その画
像一枚でその全体を、口頭で今いろいろ御説明し
ましたが、説明し切れていたかというときっとそ
うではなかった、ちょっと、ある意味でまさにあ
らぬ予見を招く可能性があるなということを思い
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ましたので削除したわけですけれども、ただ、ゾ
ーニングそのものについては今申し上げたような
形でしておりましたし、また、感染の制御の支援
チームの先生方が巡回してアドバイスというかコ
ンサルテーションを随時していただきまして、指
摘をされた点についてはその日中に対応するとい
うようなことで改善を積み重ねていっておりまし
た。
また、二月五日以降に個室管理等々の措置を始
めたわけですけれども、ゾーニングなどの措置が
とられて、それから徐々に発症者が減少し、二月
十九日の時点でほぼ感染者の発症がないという状
況で、これは資料でそういうのをお示しをしてお
ります。そういう意味でも、船内での感染拡大防
止の措置が有効に行われていたということは二月
十九日の専門家会議におきましても確認されたと
ころと承知をしております。
○尾 委員 ああいうふうに一枚写真を出したと
いうことについては、やはり課題があったという
ことですよね。この辺、どういうふうに情報を出
していくかというのは、やはりリスクコミュニケ
ーションにおいても非常に大事だと思っておりま
す。
あと、済みません、ちょっと一点だけ短く確認
させていただきたいんですが、岩田先生と橋本副
大臣の意見が分かれているところが一点あって、
船内でお二人が会われたのかどうか。岩田先生は
ツイッターで、橋本岳さんにはお目にかかってい
ませんとツイートされているんですけれども、副
大臣の方は、お見かけした際に私から御挨拶をし

て、御用向きを伺ったものの明確な御返事がなく、
よって丁寧に船舶から御退去をいただきましたと
いうふうにあるんですね。これは事実としてはど
ちらでしょうか。
○橋本副大臣 私の認識している事実ということ
を申し上げるしかないのですけれども、私はその
ときに、船内の作業スペースの奥の方で一人でパ
ソコンを打っておりました。大きなマスクをし、
それから厚生労働省の作業着の上着を着、あと衛
生用のポシェットをつけて、アルコールをぶら下
げてみたいな、そんな格好をしておりました。岩
田先生だと私は認識をしましたけれども、ただ、
直接面識があったわけではございません。おられ
ましたので、厚生労働省の橋本と申しますが、岩
田先生とお見かけをしますがというお声がけをし
たと認識をしております。名刺交換を実はしよう
としたんですが、お断りになられましたので名刺
交換はできておりません。こういう状況がござい
ました。
ですので、今振り返ってみますと、もともと私
と岩田先生は今まで面識がございませんでしたの
で、突然厚生労働省の橋本ですと言われて、その
人が副大臣だったかどうかということを、私も副
大臣ですということをあえて申し上げてもおりま
せんので、そこは岩田先生がそういう御認識をさ
れなかったのかなというふうに私は受けとめてお
ります。
○尾 委員 じゃ、お互いの認識にちょっとそご
があるということで、こういうふうに会った、会
わないという話になったのかなというふうに思い

ます。こういうときにやはりしっかりコミュニケ
ーションをとるのは本当に大事だなと思うんです
が、今いろいろ状況が変わっていく中で、いずれ
にせよ、この巨大クルーズ船においての感染症対
策をこれからどうしていくのか、しっかり検証し
ていかなければいけないと思います。
その際に、やはり、政府による検証だけじゃな
くて、第三者の専門家が入った検証をすることが
大事だと思いますが、大臣、この辺はいかがでし
ょうか。
○加藤国務大臣 もちろん、政府でやるにしても、
政府の役人だけでやったのでは全く意味がないの
で、当然、第三者が中心になってやっていただく
ということが基本なんだろうと思います。それら
も含めて、ちょっと今、私の所信の文章を持って
おりませんが、所信においても、しっかり検証さ
せていただきますということを申し上げたところ
であります。
○尾 委員 第三者、専門家を入れて、しっかり
検証いただきたいと思います。
それでは、済みません、雇用保険法の改正案の
方に行きたいと思います。
まず最初に、今回の法案が束ね法案になってい
るんですね。何本束ねられているのか、簡潔にお
答えください。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
本法案でございますが、雇用保険法を始め、合
計六本の法律を束ねて改正をしております。
○尾 委員 働き方改革関連法案のときは八本だ
ったんですね。このときも多過ぎるということで
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私たちは抗議いたしましたけれども、これも、重
要な論点があるものが束ねられて六本になってい
る。それも日切れの法案があるということで、日
程的にも非常に厳しい中で議論しなければいけな
い。
高年齢者雇用安定法に関しては、これは非常に
大きな論点で、本当は切り離して議論をするべき
ものだというふうに思います。これを切離ししな
いまま審議に入ったということについては、遺憾
の意と、強く抗議をしておきたいというふうに思
います。
それでは、内容ですけれども、まず立法事実に
ついてお伺いしたいと思います。大臣、何のため
に七十歳まで働けるようにするんでしょうか。
○加藤国務大臣 何のために七十歳まで働けるか。
要するに、高齢者になられて、今、人生百年とも
言われている時代の中で、六十を超えても、六十
五を超えても、あるいは七十を超えても働きたい
という方がおられるわけであります。そうした方
々の希望をどう実現していくのかということ、こ
れは個人の問題。
それから、マクロ的に見たときに、御承知のよ
うに、いわゆる生産年齢人口と言われている十五
歳から六十四歳がもう既に減少し、これから更に
減少していくという中で、いわゆる支える、支え
られる側という二つに分解するのが正しいかどう
かと若干私も疑問は持ちますが、わかりやすく言
えば、いろいろな形で支える側の方をふやしてい
く、そういった意味においても、仕事をされる、
あるいは社会活動をしていただく、そういう形を

ふやしていくということが、社会の持続性をもた
らしていくことにもつながっていく、そういう環
境の中で、特にこれは働くということに着目をさ
せていただいて、特に六十五歳までは今継続雇用
制度がずっと来ているわけでありますけれども、
六十五歳以降も働く意欲がある方が働ける環境を
つくっていくということで、この法案を、この部
分については提出させていただいているというこ
とであります。
○尾 委員 今国会、安倍総理は施政方針演説で、
「高齢者のうち、八割の方が、六十五歳を超えて
も働きたいと願っておられます。人生百年時代の
到来は、大きなチャンスです。働く意欲のある皆
さんに、七十歳までの就業機会を確保します。」
こういうふうに演説をされました。
本当に高齢者のうち八割の方が六十五歳を超え
て働きたいと言っているのかという、まず事実の
確認をしたいんですが、内閣府にお聞きいたしま
す。この数字は、内閣府の、二〇一四年、つまり
六年前の高齢者の日常生活に関する意識調査から
出てきた数字かということを確認したいと思いま
す。簡潔にイエスかノーかで。
○渡邉政府参考人 内閣府が平成二十六年度に実
施いたしました高齢者の日常生活に関する意識調
査、こちらの調査結果について使われているので
はないかというふうに承知しております。
○尾 委員 総理の発言というのは、いつも誇張
があるんですね。
この調査結果をじっと見ると、この二〇一四年
の意識調査、三千八百九十三人の六十歳以上の男

女に質問されていて、仕事をしている人がその中
で三五％、千三百五十六人、その中で七十歳まで
働きたいと言った人が八割なんです。仕事をして
いない人はそのとき六五％で、二千四百三十七人
いるんですよ。そうすると、この仕事をしている
人、仕事をしていない人を両方合わせると、実は
七十歳まで働きたい人は約五五％になる、こうい
う調査結果ですよね。これも確認です。
○渡邉政府参考人 先生お問いかけの件でござい
ますけれども、細かくデータを確認いたしますと、
先生がおっしゃったとおりの調査結果になってお
ります。
総理の施政方針演説につきましては、仕事をし
ている六十歳以上の方の八割がというところを根
拠に述べられたものと承知しております。
○尾 委員 ですから、高齢者のうち八割の方が
じゃないんですよ。二〇一四年の調査で、三五％
の仕事をしている人がこのまま七十歳まで仕事を
したいかといったときが八割であって、これは立
法事実として、私は、またまたごまかしがあるな
というふうにすごく思っております。こういう、
立法事実からごまかして議論をしようということ、
この姿勢に私は強く疑問を感じるところです。
ちょっと時間がないので各論に入っていきます
けれども、七十歳まで努力義務で働ける選択肢を
ふやしていこうということですけれども、じゃ現
在六十五歳まで本当に働けるのかということです
けれども、定年六十五歳の企業、今、定年を六十
五歳にしているのは二割弱なんですね。雇用確保
措置のある企業は九九・八％、〇・二％の企業が
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未実施、これだけだと結構できるようになってい
るのかなと思いますけれども、実はこの数字は常
時雇用労働者が三十一人からなんですね。つまり、
三十人以下の企業については、どういうふうにな
っているのかちょっとこれではわからないという
ようなことになっています。
ただ、日本において三十人以下の企業というの
は半数ぐらいあるというふうに言われていますか
ら、今本当に六十五歳までしっかりと雇用確保措
置がとられているのかどうか、まずはこれの実態
把握や行政指導が必要だと思いますが、いかがで
しょう。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
高年齢者の雇用状況集計結果、平成元年度によ
りますと、集計対象企業、これは常時雇用する労
働者三十一人以上の企業ということでございます
が、約十六万社のうち雇用確保措置を実施してい
ない企業が二百六十一社、〇・二％ということで
ございます。
一方で、常時三十人以下の事業主につきまして
も、法律上、雇用確保措置の実施状況を報告する
義務が課されているところでございます。これら
の報告を受けまして、雇用確保措置の未実施の企
業を把握した場合には、管轄のハローワーク及び
労働局から訪問等による指導を行った上で、改善
が見られない場合には指導文書の発出、なお違反
があるときには労働局長からの勧告、さらには、
改善が図られない場合には、企業名の公表を行う
こととされてございます。
これらの指導等により、これまで企業名の公表

を行った例はございませんが、今後とも、各企業
における実施状況を的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施し、適切に措置が講じられるよ
う取り組んでまいりたいと考えてございます。
○尾 委員 確認なんですが、三十人以下の企業
は六十五歳までの雇用確保措置を全部やっている
ということですか。
○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
九九・八％というのは、先ほど申し上げました
集計対象の企業、約十六万社の三十一人以上の企
業でございまして、三十人以下の事業所につきま
しては私どもは集計を行っていないということで
ございます。
○尾 委員 ですので、まずは、今六十五歳まで
ちゃんと雇用確保措置をしなきゃいけないのに三
十人以下の企業がどうなっているかわからない、
これは私は大問題だと思うんです。ちゃんと把握
していただきたいんですが、いかがでしょう。
○達谷窟政府参考人 私ども、繰り返しで恐縮で
ございますが、集計対象としては、先ほど申し上
げました三十一人以上の企業をやっているという
ことでございます。
三十人以下の企業、例えば、私ども、管轄のハ
ローワークとか労働局に御相談いただくこともご
ざいますし、そういう中で、必要な把握をした上
で、必要な指導を行ってまいりたいというふうに
考えてございます。
○尾 委員 いや、把握するべきじゃないですか
ということについて、イエスかノーでお答えいた
だけないですか。

○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。
現状は先ほど申し上げたとおりでございますが、
三十人以下の事業主につきましても把握するよう
に努めてまいりたいというふうに考えてございま
す。
○尾 委員 しっかり把握していただかないと、
どうなっているかわからない、現実がわからない
まま政策だけが進んでいくということは非常にお
かしい状態ですから、ちゃんと把握して報告して
ください。
次に行きますけれども、高年齢者雇用安定法の
問題について今からやっていきたいと思います。
六十五歳までは高年齢者雇用確保措置だったん
ですね。それが今回、七十歳まで、就業確保措置
というふうに名前が変わるわけです。そして、先
ほどからいろいろな委員の方が指摘されているよ
うに、業務委託契約とか、三つの種類の社会貢献
事業については、労働契約でない委託契約ができ
るような努力義務が定められたということです。
これは確認になりますけれども、この業務委託
などをやることによって、労働関係の法規、つま
り労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、そ
して例えば労働審判、こういうのはもう使えなく
なるということでよろしいですか。
○小林政府参考人 お答えいたします。
創業支援等措置につきましては、実態として労
働者性が認められる場合を除きまして、労働基準
法、労働安全衛生法、最低賃金違法、労働審判法
等の労働関係法令は適用されないところでござい
ます。
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○尾 委員 これは、関係者からは、まだ派遣の
方がましだと言われるぐらい。労働者というとこ
ろから外れるというのは、何かあったときに守っ
てもらえる法律がなくなるということなんです。
これを雇用安定法、高年齢者の雇用安定の法律に
入れるというのは私は間違っていると思います。
今までは労働審判で三回でできたものが、今度は
どうするんですか。裁判所に行って民法で闘う、
そうしないと問題解決しない、こういうスキーム
になるということですよね。これは本当に私は問
題だと思っています。
きょう配付資料でもお配りさせていただきまし
たけれども、高年齢者の方が委託契約によって長
時間労働で追い詰められて自死されるなんという
ことが起こっているわけです。
今問題になっているのは、例えばコンビニエン
スストアのフランチャイズオーナー。これは労働
者じゃないということで、一日も休めず三百六十
五日、何年間も働き続けなきゃいけないとか。あ
と、布団の丸八グループとかタニタ。こういうと
ころでも、業務委託契約になって、結局、最低賃
金以下で働かされたりとか、マイナス分を貸し付
けられるとか、丸八なんかはそういうことまで起
こっているわけです。
今、新型コロナウイルスで感染で問題になって
いるのも、こういう委託の人たちが結局セーフテ
ィーネットにひっかからないということが問題に
なっているのに、なぜ今このときに高齢者雇用安
定法にこういう委託ということを位置づけなけれ
ばいけないのか、私は理解に苦しみます。

次に、労災事故のことについてお聞きをしたい
と思います。
高齢になると、当然、視力や動作にも課題が出
てきて労災事故が多くなる、これは私が配付した
新聞の中でも指摘をされております。これは、労
災の範疇に委託の場合は入らないということです
よね。ということは、一体どうなるのか。例えば、
転倒による労働災害は六十歳以上が三九・五％な
んですよ。六十歳以上の死亡も全体の四割。
やはり、高齢者が事故しやすい、お亡くなりに
なりやすい、なのにこれを本当に委託だというこ
とで外していいのか。例えば、シルバー人材セン
ターは重傷の場合は報告する義務があります。や
はり、創業支援等措置でも労働者の死傷病報告な
どをしていただくべきじゃないでしょうか。お答
えいただきたいと思います。
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のございました死傷病報告自体は、こ
れは雇用労働者に関する罰則つきの労働安全衛生
法に基づいて義務づけられておるものでございま
して、これとなかなか同列に論ずることはできな
いわけでございますが、この死傷病報告を事業主
に義務づけております一つの目的、これは、事業
者が災害発生状況ですとか発生原因を把握するこ
とで災害防止に取り組むようにするところにある
というふうにされております。
こういったことを踏まえますと、今般、創業支
援等措置を行うに当たって、労使合意の上で運営
計画を定めていただくことになるわけでございま
すが、こういった中に災害防止のための措置を講

ずるということはもちろんでございますけれども、
災害発生があった場合の再発防止措置を検討すべ
きといったようなことも指針に盛り込むことが考
えられるところでございまして、どういったこと
が考えられるか、よく審議会で御議論いただきた
いというふうに思います。
○尾 委員 創業支援措置は、まだちょっといろ
いろ論点があります。私の質問時間は終わりまし
たので、これは引き続き、あす、しっかり聞いて
いきたいと思いますので、きょうのところは以上
で終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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