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 立国社の尾 かな子です。
質問に入っていきたいと思います。
法案の質疑に入る前に、ちょっとコロナ関係の
ことでお聞きしていきたいと思います。
まず、非常事態宣言のことについてお聞きした
いと思うんですけれども、昨日の新型コロナウイ
ルス対策本部で、東京や大阪など八つの都道府県
を除く三十九県で緊急事態宣言を解除するという
ことが正式に決定をされました。
私の地元の大阪府を始め、兵庫県、京都府は、
引き続き、緊急事態宣言特定警戒地域のままとい
うことになりました。
一方で、大阪府は、いち早く出口モデルをつく
るということで、十六日零時、つまり、あすの日
付が変わったら独自の自粛解除を進めるというこ
とになっており、商業施設や千平方メートル以下
のパチンコ店、インターネットカフェなど、また
居酒屋も営業時間を夜十時まで二時間延長して、

幅広く休業要請を解除する、兵庫県や京都府も歩
調を合わせて調整していくということが報道をさ
れております。
ということは、国が非常事態宣言特定警戒地域
だということを指定しても、休業とかの要請の権
限は都道府県知事ですから、極端な例になると、
特定警戒区域といえどもほとんどの休業要請がな
くなって、特定警戒区域か、それ以外の地域かと
いうことの違いが出なくなることも実際に考えら
れて、非常事態宣言の有効性が問われるような、
こういう事態も想定をされるわけですけれども、
これについて政府としてはどのように考えていま
すでしょうか。
○安居政府参考人 お答え申し上げます。
特定警戒都道府県とその他の地域において必要
となる取組についてございますけれども、それは
それぞれ基本的対処方針に大枠を明記しておりま
して、各都道府県はそれに基づき対応をしていた
だくことになります。
特定警戒都道府県におきましては、外出の自粛
に関し、法の四十五条一項に基づく、最低七割、
極力八割程度の接触機会の低減を目指しまして協
力の要請を行うものとされているほか、イベント
の開催につきましても基本的に自粛の要請を行う
ものとしております。一方、その他の地域につき
ましては、外食の自粛に関しましては、これまで
にクラスターが発生した施設などに限定して要請
するとされているとともに、一定規模以下の人数
のイベントに関しましては、適切な感染防止策が
実施されていることを前提として開催することも

可能とされております。
このように、特定警戒都道府県とその他の地域
で、感染拡大防止に向けた取組につきましては、
感染状況に応じ、そもそも差異がございます。
一方で、施設の使用制限等につきましては各都
道府県知事の裁量でございまして、その解除につ
いても各知事の責任において判断されております。
大阪府のみならず、その他の各都道府県におきま
しても休業要請の緩和に関する独自基準の検討が
進められていると承知しています。
各都道府県とは日ごろよりコミュニケーション
を図っておりまして、各都道府県が地域の感染状
況に応じまして適切に感染拡大防止に取り組んで
いただけるよう、引き続き、サポート、調整をし
ていきたいと考えております。
○尾 委員 住民にとって非常にわかりにくいん
ですね。いわば二重基準で、特定警戒だと言って
いるから引き続き警戒しなきゃいけない、でも、
あそこもここも休業が今自粛は解除ですよという
状態になって、本当にわかりにくいなというふう
に感じておりますので、この辺は、やはり、国と
都道府県知事、非常にコミュニケーションをとっ
ていただいて、住民が混乱することのないように
していただきたいと思いますので、強く要請して
おきたいと思います。
非常事態宣言については以上ですので、御退席
いただいて結構でございます。
では、引き続き、新型コロナウイルス対策のこ
とについてお聞きをしていきたいと思います。
今回の法案でもそうですけれども、介護、医療
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の体制をどうしていくのかということも法案の中
に入っていきますので一つお聞きしたいんですが、
介護施設や病院などで今クラスターが発生をして
おります。
私の地元のなみはやリハビリテーション病院、
ここは集団感染が起こりまして、きのうの時点で、
感染者が百三十三人、そこからの関係者で濃厚接
触者の方の感染も十一人、死亡者もついに十人と
いうことになりました。また、例えば北海道の介
護老人保健施設、いわゆる老健ですけれども、こ
この茨戸アカシアハイツというところでは、十二
日までの感染者が七十七人、死亡者が八人と報告
をされております。
つまり、介護施設やリハビリを提供する施設、
こういうような接触が避けられないところにおい
てやはり感染が広がっている。特に、リハビリを
行うということは、私も介護現場にいましたから、
リハビリ室というのはいわばスポーツジムみたい
になってしまう。呼気が上がりますから。ですの
で、専門家の方も、もしかしたらリハビリ室が感
染源になっている可能性ということも指摘をされ
ており、非常にこれは悩ましい状況かなというふ
うに思っております。
まず確認ですけれども、現在、介護施設や老健、
回復期リハビリテーション病院などでのクラスタ
ー発生件数、どれくらい起こっているかというこ
とについてお答えください。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど川内委員のところでもございましたが、
自治体からの御報告をもとにいろいろ整理してご

ざいますが、例えば、今委員から御指摘がありま
したリハビリテーション病院という仕切りでの御
報告はいただいていないところでございますので、
明示的にちょっと数値がわからないところがござ
いますが、自治体のプレスリリース資料等を整理
させていただいて申し上げますと、五月十日の時
点で、医療機関で八十五件、それから高齢者福祉
施設で四十件という集団感染の発生が報告されて
おります。
委員からありましたなみはやリハビリテーショ
ン病院などにつきましてはもちろん当然リハビリ
を中心にやられているわけですけれども、今申し
上げました八十五の医療機関は全てリハが提供さ
れているか、あるいは、リハが提供されていても、
リハ室が多いのか、ベッドサイドがあるのかとか、
そういう詳細なところはちょっと現時点では把握
していないというところでございます。
○尾 委員 どこが感染源になっているのかとい
うのはクラスター対策班の方がまた調べていただ
くことになるかとは思いますが、どちらにしても、
本当に、介護現場もリハビリの現場も悩ましい状
況であることは変わりないと思うんですね。ワク
チンが開発されて終息するまでにはかなりまだ時
間がかかると言われていて、非常に不透明で、そ
れまでは、ウイズコロナ、新型コロナウイルスと
ともに共生をしていく方向性をやはり考えなけれ
ばいけない。
ただ、では介護、リハビリはどうすればいいの
か。全くゼロにするわけにはいかないわけです。
そこの妥協点というか、うまいこと折り合いをつ

けていかなければいけない、これは大きな課題だ
というふうに思っております。この辺を厚労省は
どのように認識していますでしょうか。
○大島政府参考人 確かに、リハビリテーション
は、利用者の廃用症候群の防止あるいはＡＤＬの
維持改善といった点で非常に重要であります。他
方、新型コロナウイルス感染症につきましては高
齢者、基礎疾患を抱える方は重症化するリスクが
高いということですので、今委員御指摘のとおり、
感染防止の徹底を図りながら実施をしていくとい
うことが求められるのではないかと考えておりま
す。
今、現時点ではありますが、四月四日付で、介
護施設等における感染拡大防止のための留意事項
を出しておりまして、リハビリテーションを含め
まして通所サービスを実施する場合の留意事項と
いたしまして、かなり細かく示しております。例
示しますと、可能な限り同じ時間帯、同じ場所で
の実施人数を減らすこと、定期的に換気を行うこ
と、利用者同士の距離について、互いに手を伸ば
したら手が届く範囲以上の距離を保つこと等々を
一応お示ししているところでございます。
ただ、これらにつきまして、もっと詳細に現場
の方あるいは専門家の方の御意見を伺いながら、
感染拡大防止とＡＤＬ維持の双方のバランスとい
いますか観点から、どういう形でリハビリテーシ
ョンを実施していけばいいのか、引き続き検討し
なければならないと考えております。
○尾 委員 このウイズコロナ時代に、クラスタ
ーが発生した場合は、やはり、どういうふうに感
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染したかという、感染経路をしっかりとすること
によって防げることもあるでしょうし、ただ、介
護もリハビリも接触なしにはできないものですか
ら、ここはやはり、これからまだウイズコロナの
時代が続きますから、しっかり、大臣、またこの
課題については御検討いただきたいというふうに
思います。
ちょっと、実際になみはやリハビリテーション
で起こった事象について、今後、第二波、第三波
が来るときに同じようなことが起こらないように
ということで質疑をさせていただきたいと思いま
す。
実は、ここでは、陽性が判明した二名の看護師
が出勤を求められて、実際に出勤するという事態
が起こりました。それで、同じシフトに入る看護
師が、それはさすがにおかしいんじゃないかとい
うことで、実は保健所にも相談をし、実は厚労省
にも電話をかけられたそうなんです。ところが、
かけた場所とか時間とかもありますから、そこで
は、自分たちの管轄外だとか、強制力がないとい
うことで、一番最初の第一報には行政は対応でき
なかったんですね。それで、更に民間の労働相談
のところに御連絡をされて、ちょっといろいろな
経緯の中でやっともう一度保健所に連絡が入って、
最終的には保健所が行政指導をしたということな
んです。同じ日じゃないんですよ、違う日に一名
ずつ、誰もいないからあなたが夜勤に入ってとい
うことで、陽性者が勤務を求められる。
なぜこんなことが起こるのか。感染症法は、感
染者に勤務制限がかけられているんですけれども、

事業者を規制するものではないわけですね。です
から、ここにちょっとやはり法のすき間があった
のではないかなというふうにも感じられるんです
が、厚労省の見解をいただきたいと思います。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
労働者が新型コロナウイルスに感染しているこ
とが確認された場合は、今委員からお話がござい
ましたが、感染症法に基づき、都道府県知事が該
当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を
行うことができるとされています。この感染症法
の措置につきまして、厚生労働省のホームページ
におきまして、使用者に対して、感染症法に基づ
き都道府県知事より入院の勧告を受けた労働者に
ついては入院により就業できないことを御理解い
ただくとともに、都道府県知事により就業制限が
かけられた労働者については会社に就業させない
ようにしてくださいとお示ししているところであ
り、保健所からお願いというか行政指導をしたと
いうところです。
労働安全衛生法の第六十八条におきましては事
業者に対して伝染性の疾病等に罹患した労働者を
就業させることを禁止する措置の規定がございま
すが、感染症予防法における感染症については、
既に感染症予防法による行動制限の措置が労働者
に課せられるため、この措置の対象としていない
ところでございます。
引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策の
ために、使用者に対して、感染症法上の措置につ
いて理解をいただくよう、周知等に努めていきた
いと考えております。

○尾 委員 ということは、本来であれば、この
事象は、保健所に相談をすれば保健所がしっかり
ととめられた事象だということでいいんでしょう
か。確認です。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘がございましたように、個別
のケースで途中でその対応がどうだったかという
のはちょっとわからないところでございますが、
一般的に申し上げましたら、保健所にまさに御相
談いただいて、保健所の方で会社の方というか使
用者の方について御助言なり指導をさせていただ
くというような形になろうかと考えております。
○尾 委員 一つは、保健所が忙し過ぎるという
ようなこともあって、そこまで手が回らなかった
とか。ちょっと想像を超えたと思うんですね、感
染者の方が働くというのは。ただ、実際にクラス
ターが起こると、その日の夜勤はどうするんだと
いうところで、人がいないということが起こって
くる。そして、そもそもの原因は人手不足の職場
であるということがやはりあるかと思うんですね。
今、そういうところはどうなるかというと、同
法人、つまり同じ法人の中で看護師や介護士さん
を回してくださいね、行政はなかなか何もできま
せんというような形で、もちろん、クラスターが
起こればＤＭＡＴが入ったり、クラスター対策班
が入って、ＤＭＡＴは入院調整なんかをしていた
だくんですが、病院や施設自身のマンパワー不足
をなかなか補うまでになっていないんですよ。そ
こは法人さんでやってください、病院さんでやっ
てくださいということになっています。
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ここを、これから第二波、第三波が来てクラス
ターがまた起こる可能性を考えると、やはり、国
の支援、施設や自治体だけに任せていてはこれは
どうにもならないと思うんです。なので、国の支
援や支援体制構築が非常に重要だと思います。大
臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、こうした
介護施設あるいはリハビリの施設等は、感染症の
拡大の中においても、そうした利用者の方々、ま
たその家族の方々を守る上では欠かせない存在で
あり、継続的なサービスの提供が求められている
わけであります。
今お話がありましたように、新型コロナウイル
スの感染がそこで生じて職員が不足した場合など
などにおいてもサービスの提供が継続するように、
一時的に職員が不足する介護施設から応援要請が
あった場合には積極的に対応していただきたい旨
を都道府県を通じて関係団体等に要請をするとか、
従業者が不足する介護施設に対して、介護職員な
どの応援職員の派遣を調整する都道府県に対する
助成措置とか、あるいは感染者が発生した介護施
設等に対する職員の確保に関する費用などのかか
り増し経費の助成、こういったことも行っていく
とともに、医療崩壊あるいは介護崩壊を防ぐため
に、例えば看護職員については派遣調整事業によ
る支援等を、また各種団体との協力等の要請も行
わせていただいているところであります。
この令和二年度補正予算でも緊急包括支援交付
金を創設して、医療従事者等についての確保等に
当たり財政支援を行っていくというような措置、

また介護の関係についてもそうした措置もとらせ
ていただいているところであります。
引き続き、第二次補正予算の議論もありますの
で、そうした中において、介護施設あるいはリハ
ビリ施設等々がしっかりその機能を果たしていた
だけるように、人が国の中にいるわけではありま
せんので、どこかにおられる方はどこかに行って
いただくとか、そういった調整ということにはな
りますけれども、そういった点に対する機能をつ
くったり、またそれを財政的に支援をしたり、そ
ういったことをしっかり考えていきたいと思いま
す。
○尾 委員 特に初期段階での即応性が非常に大
事になってきますので、今まで起こったクラスタ
ーのところ、同じようなことが起こっています、
ぜひちょっと次へつなげていただきたいと思いま
す。
あと、必要なのは、やはり、早期発見をしてい
くことによってクラスターにならないようにする
ことが大事だと思います。今、日経ヘルスケアの
調べでいきますと、こういう介護とか医療の従事
者での感染と利用者の感染を合わせると、全体の
感染者の一六・三％、つまり国内の新型コロナウ
イルス感染者の六分の一ほどが医療、介護、障害
福祉のセクターで生じているというふうに指摘を
されております。
例えば、イギリスなんかは四月下旬からエッセ
ンシャルワーカーは無症状であっても検査を受け
られるという体制を整えていまして、一日十万人
ずつ検査をしている、職場からでも個人で政府の

ホームページからでも検査ができるとか、カナダ
のオンタリオ州でも老人ホームで働く全職員に新
型コロナウイルスの検査をする方針が四月に決定
されているんですね。
ということで、やはり、高齢者や疾病のある方
を守るためにも、ここの介護や医療の関係者が早
期に検査できる体制をこれからつくっていく必要
があると思うんですが、大臣、これはいかがでし
ょうか。
○加藤国務大臣 これまでも、例えば感染が発生
した場合の濃厚接触者についても、発症された場
合にＰＣＲ検査をするというのが原則とされてい
ましたけれども、医療機関とか福祉施設等につい
ては、これは感染研の中ではできると書いてあり
ますけれども、基本的対処方針の中では「特に感
染が疑われる医療、施設従事者及び入院患者等に
ついては、率先してＰＣＲ検査等を受けさせるよ
うにする。」こういうふうに書いてあるわけであ
りますから、これができるようにしていくという
ことが非常に大事だと思っております。
そういった意味でも、ＰＣＲを受けられる場所
をいかにつくっていくのか。それから、今、抗原
の検査キットも出てまいりましたので、こういっ
たものも活用しながら、医療機関やあるいは介護
施設等において、感染拡大、先ほど委員は一四％、
一五％とおっしゃっておられました。クラスター
で見ると半分以上が医療機関か福祉施設、半分以
上という状況でありますから、逆にそこをどう守
っていくかということが今後の感染症の拡大抑止
をしていく上において非常に大きなポイントであ
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ろう、これは我々もよく認識をして対応させてい
ただきたいと思います。
○尾 委員 実際のところは、やはり検査を受け
られていません。私の周りで聞いても、発熱をし
ても、やはり、濃厚接触者ではないということで
断られて、一週間ぐらい待機をした後に、発熱が
おさまったら職場に復帰するということで、非常
に現場の方は不安を抱えています。もしこれで利
用者さんにうつしてしまったら一体どうなるんだ
ろうか。だからこそ、抗原検査もできるようにな
りますので、優先的に受けられるような仕組みを
整えていただきたいと思います。
あわせて、今、医療関係者については、コロナ
ウイルス感染対策をやっていらっしゃる方々に、
例えば都道府県や市が新たな手当をお支払いする
というようなことが出てきております。ただ、介
護についてはこの話が余り出てきていないんです
ね。同じように、エッセンシャルワーカーとして、
接触しますから、いろいろな感染の可能性もある
中で頑張っていただいている介護職に対しての手
当、これがやはり私は必要じゃないかなと思いま
す。大臣、いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 医療現場について、この間の、
診療報酬を引き上げまして、特に新型コロナウイ
ルス感染症の治療に当たっている方々には危険手
当が一日四千円払えるような診療報酬の引上げを
させていただきましたので、それをベースに、こ
れは報酬ですから、あとは医療機関がどう使うか
ということはありますけれども、それを対象とし
ていただきたいということを申し上げ、また、介

護現場においても、例えば先ほどのリハのケース、
これは病院ですかね、施設の場合においても、そ
こで新型コロナウイルスが発生してそれに対応す
るといった場合に対しては危険手当的なものが出
せるということに今はもうなっております。
それは、直接対応しただけじゃなくて、そこに
いるいろいろな職員の方はいずれにしてもいろい
ろな形で対応されていますから、そこまでは来て
いますが、では、今委員おっしゃった、そうでな
い介護施設をどうするのかということでありまし
て、そうしたお話も頂戴していますので、今、先
ほど申し上げた二次補正の議論をしております。
ちょっと、これは今議論しているところで、これ
からどうなるということを今ここで明言できませ
んけれども、そうした声があるということはしっ
かり承って、対応していきたいと思っています。
○尾 委員 二次補正でしっかりと、現場で頑張
っていただいている介護の関係者の皆さんに、私
たちの感謝の気持ちが伝わるような、そのような
予算をとっていただきたいということを強くお願
い申し上げたいと思います。
それでは、法案の中の介護福祉士の話をさせて
いただきたいと思います。
ことしは介護保険制度ができてもう二十年、そ
して介護福祉士制度はできてもう三十年以上がた
っております。私自身も介護福祉士です。介護現
場で、介護の仕事の重要さ、そして賃金の安さと
いうのも身をもって経験をしてまいりました。
今回は、養成校において試験が免除される、義
務づけが延長されるという話が出てきております。

これは私は看過できないというふうに思っており
ますので、このことについてお伺いしていきたい
と思います。
確認ですけれども、介護福祉士という国家資格
の専門性とは何なのか、そしてその専門性は何に
よって担保されるのかということを、まず大臣に
確認をさせていただきます。
○加藤国務大臣 介護福祉士は、社会福祉士及び
介護福祉士法において、専門的知識及び技術をも
って、身体上又は精神上の障害があることにより
日常生活を営むのに支障がある者に心身の状況に
応じた介護を行うこと、また、その者及びその介
護者に対して介護に関する指導を行うことを業と
する者と規定をされているわけであります。
ここで言う専門的知識及び技術とは、養成課程
で習得する人間の尊厳と自立に関する理解、認知
症の方や障害のある方などの心と体の仕組みの理
解、これらの知識をもとにしたコミュニケーショ
ン技術や生活支援技術であるというふうに考えて
おります。
○尾 委員 それは何によって担保されるんでし
ょうか。
○加藤国務大臣 こうした介護福祉士の専門性に
おいては、そうした養成課程また実務経験等々に
よってなされるわけでありますが、実務経験ルー
ト及び福祉系高校ルートにおいては、現状、国家
試験の合格によって担保している。養成施設ルー
トにおいては、従来、二年以上の養成課程をもっ
て担保してきましたが、介護福祉士の資質と社会
的評価を高める観点から、資格取得方法の一元化
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を進め、平成二十九年から国家試験の義務づけを
導入したところでありますが、経過措置のもとで
は、養成施設卒業者であって国家試験に合格して
いない方についても卒業後五年に限り介護福祉士
となれるということになっております。
これらの方がその後も介護福祉士であり続ける
ためには、国家試験に合格するか、五年間連続し
て実務に従事している必要があり、こうした仕組
みによって専門性の担保が図られているというふ
うに認識をしております。
○尾 委員 社会福祉士及び介護福祉士法では、
第三十九条で「介護福祉士試験に合格した者は、
介護福祉士となる資格を有する。」ということを
きっちりと書いてあるわけです。そして、これは、
二〇〇七年度改正によって、全員が国家試験を受
ける、つまり一元化されるということをちゃんと
ここに書いたわけですよね。ただ、附則でもって、
ずっと経過措置の延長ということをしてきたわけ
です。
今、二〇〇七年度改正ですから、十三年たって
いるんです。ところが、今回、更に五年延期する。
今回の延期は一体何度目の延期なのか、そして延
期の理由は何なのか、ちょっと端的にお答えくだ
さい。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
養成施設ルートの国家試験の義務づけにつきま
しては、平成十九年の社会福祉士及び介護福祉士
法等の一部を改正する法律において規定され、平
成二十四年に施行する予定でございました。その
後、平成二十三年と二十六年の二度の施行延期を

経まして、平成二十八年の改正により義務化の施
行時期を、準備期間を確保する観点から更に一年
延長となる平成二十九年度からとされ、五年間の
経過措置つきで施行されて現在に至っているとこ
ろでございます。このように、義務化の施行自体
は三度延期されているところですが、経過措置の
延長は、平成二十八年の改正で創設後、本法案に
おいて初めて盛り込んだものでございます。
それぞれの改正理由につきましては、平成二十
三年は喀たん吸引等の医療的ケアに関する新たな
教育内容が養成施設のカリキュラムに追加される
ことになったことを踏まえて延期したものでござ
います。平成二十六年は、介護人材の確保が困難
な状況を踏まえて延期したものでございます。平
成二十八年は、漸進的に国家試験義務化を実施す
ることとし、平成二十九年から五年間の経過措置
を設けることとしたものでございます。
○尾 委員 今回、なぜまた五年延期なんですか。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
厚生労働省として、介護福祉士の養成施設卒業
者に国家試験合格を義務づけることで資質を向上
させるという、二十八年当時の法律改正の基本方
針は堅持しているところでございますが、その上
で、平成二十八年当時と状況を比較すると、介護
現場での人手不足はより深刻化する中、養成施設
数、定員、入学生のいずれも減少し、養成施設に
おいては、外国人留学生の数が急増したものの、
その後の国家試験合格率は低調になっているとい
う状況がございます。
そうした状況のもと、介護サービスや養成施設

の関係団体からは経過措置を延長すべきとの御要
望をいただいておりますが、その一方で、介護福
祉士会や福祉系高校の関係者などから、資質の向
上のため予定どおり経過措置を終了させるべきと
の御要望もいただいているところでございます。
今般、こうした状況を総合的に勘案して慎重に
検討し、養成施設の教育の質を上げるための取組
とあわせて、介護福祉士が今後果たしていくべき
役割や資格のあり方などについて検討を行うこと
とした上で、介護サービスの提供に支障がないよ
う経過措置を五年間に限り延長することとしたも
のでございます。
○尾 委員 今理由を述べていただきましたけれ
ども、養成校に留学生の方がふえて国家試験の合
格率が低くなった、だから延長するんだというの
は理由になりません。
専門性の担保というものは何で行われるのか。
皆さんが国家試験によって合格した者をするとい
うふうにもともとしているんですから、今回もそ
うですけれども、介護の人材不足、これはやはり
解決をしなければいけませんから、どのようにし
て量を、働いていらっしゃる方を確保していくの
かが非常に大事です。ただ、質の問題と量の問題
は分けて考えるべきだということなんですよ。
せっかく日本で働こうとしていただいている外
国人の方が、働いていただくのは私は結構だと思
います。ただ、そのルートが、試験を受けずに、
そして受けて不合格でも五年間で介護福祉士を名
乗れるということであれば、試験を受けた介護福
祉士さんは一体何なんだと。福祉系高校も、ちゃ
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んと試験を受けて介護福祉士になっているんです。
なぜここだけ延長しなければいけないのか。
そして、国会の附帯決議は、介護職員の社会的
地位の向上のため、介護福祉士の養成施設ルート
の国家試験義務づけを進めると。国会はちゃんと
義務づけを進めるように求めてきた。そして、先
ほどおっしゃったみたいに、社会保障審議会の福
祉部会の議論は両論併記だったんですよ。にもか
かわらず、これは本当はもっと議論しなきゃいけ
なかった、専門部会か何かをつくって議論しなき
ゃいけなかった。なのに、わずか二回です、わず
か二回の審議会の議論、部会の議論で五年間の延
長を決めた。
これは、私のところにも皆さんから、一体厚生
労働省は介護福祉士をどうしたいんだ、何を考え
ているのかと。怒りと涙と悔しさが私のところに
もいっぱい来ているんです。国家試験に合格して
国家資格となるという当たり前の原則が、なぜこ
んなに何年間も延長され続けなければいけないの
か。先ほどのは理由になりません。
お聞きしますけれども、試験を受けない、不合
格でも介護福祉士を名乗れる人の制度は一体これ
であと何年続くんですか。そして、なし崩し的に
これは固定化されませんか。お答えください。（
発言する者あり）
○盛山委員長 じゃ、とめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 動かしてください。
辺見大臣官房審議官。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。

本件につきましては、経過措置の五年間を延長
するというものでございまして、現時点におきま
して経過措置を更に延長するということは考えて
おりません。
失礼いたします。（発言する者あり）
○盛山委員長 答弁者に申し上げます。
質問者の発言をよく聞いて、再度御答弁をお願
いします。
○辺見政府参考人 経過措置の期間は、五年間の
経過措置でございます。
○尾 委員 要は、五年延長すると、令和四年卒
の人から令和九年卒の人までが五年間でいけるん
ですよ。だから、最終的に令和十三年、二〇三一
年まで、介護福祉士試験が不合格でも介護福祉士
を名乗れるんです。だから、これからあと十一年
これは続くということでしょう。確認です。（発
言する者あり）
○盛山委員長 時計をとめてください。
〔速記中止〕
○盛山委員長 時計を動かしてください。
辺見大臣官房審議官。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
この経過措置につきましては、令和八年度の卒
業の方まで影響が及ぶことになりますが、この方
が卒業後五年間ということでございますので、令
和十三年までこの制度が影響するということにな
ります。
○尾 委員 なので、実は二〇〇七年の法改正か
ら二十四年間延長を続けることになるんですよ。
これは四半世紀ですよ。これで、いや、もう延長

はしませんと言われて誰が信じるんですか。介護
福祉士の質をどうやって担保するんですか。これ
からの超高齢社会で一番担っていただかなければ
いけない人たちに頑張る動機を与えないこの法改
正、私、これは絶対におかしいと思うんですよ。
それで、大臣、お聞きいたしますけれども、公
平性の観点からは全員に試験を義務づけるべきで
す。そして、先ほど申し上げたように、専門学校
を卒業して試験に合格していない方は例えば特定
技能へ移行して働くとか、そういうルートをつく
って質の確保と量の確保を、こういう形で何とか
両立を図るような、そういう検討をしていただけ
ないでしょうか。
○加藤国務大臣 経過措置については、平成二十
八年当時と比較をして介護現場の人手不足がより
深刻化しているなどの状況、また、先ほどお話が
ありました賛否両論はありましたが、総合的に勘
案して、介護サービス提供に支障が生じないよう、
経過措置を五年に限り延長することにしたという
ことであります。
今の委員の御指摘は外国籍の方のお話だと思い
ますが、外国籍の養成施設卒業者は、在留資格、
特定技能で必要とされる試験を受験することなく
介護分野の在留資格、特定技能に移行することは
可能であります。
しかしながら、養成施設に入学する外国人留学
生には、我が国での在留だけを目的としているわ
けではなく、我が国の介護福祉士資格の取得を目
指す方もおられます。こうした方々にとっては、
養成施設の現状の合格者のもとで経過措置が終了
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すれば、二年以上留学しても介護福祉士資格を取
得できない可能性が高まるように感じられること、
介護分野の特定技能に必要とされる技能よりも高
い水準である介護福祉士取得レベルを目指した教
育を受けているのにもかかわらず在留資格が特定
技能しか与えられないことということになります。
こうしたことを踏まえて、我が国の介護福祉士
資格の取得を目指す外国人の方々がふえつつある
流れというものもあります、そうした流れに水を
差すことなく、介護人材の確保が厳しい状況のも
とで、現時点で経過措置を終了させることは適切
ではない、こうして考えたところであります。
もっとも、今回の経過措置はあくまでも暫定的、
暫定的と言っても随分続いていると言われており
ますが、養成施設の教育の質の向上をさせて外国
人留学生の合格率を上げていく、これが基本だと
思っておりますので、それに必要な取組もしっか
りとやっていきたいというふうに思います。
○尾 委員 終わりますけれども、実は、介護福
祉士の養成校は、入学者数とか卒業者数や、国家
試験の受験者数とか合格者数が公表されておりま
せん。厚労省に報告はされているけれども、社会
福祉士や精神保健福祉士は公表されているのに、
介護福祉士だけが公表されていないんです。これ
はおかしいですから、これだけ延長するなら、こ
こはちゃんと公表していただきたいということを
お願い申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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