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。

○とかしき委員長 次に、尾 かな子さん。
〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
○尾 委員 立憲民主党の尾 かな子です。
一般質問の機会を頂戴し、ありがとうございま
す。
時間も限られておりますので、早速質問に入ら
せていただきたいと思います。
まずは、社会福祉法人の理事長によるセクシュ
アルハラスメントの報道についてお聞きをしてま
いりたいというふうに思います。
配付の資料にもつけさせていただきました。例
えば、二枚目、十一月十六日付の朝日新聞では、
障害者施設や障害者アートの美術館などの運営を
手がける社会福祉法人グロー、滋賀県、の北岡賢
剛理事長から性暴力やセクシュアルハラスメント、
パワーハラスメントを受けたとして、元職員の女
性ら二人が北岡氏とグローを相手取り、計約四千
二百五十四万円の損害賠償を求める訴訟を東京地
裁に起こしたと報道がされております。

続けて、この記事では、提訴は十三日付。訴状
によると、元職員は二〇一四年に出張先のホテル
の部屋で北岡氏にキスされたり性器を触られたり
した。その後も被害は続き、所属長に訴えても対
策はとられず、昨夏退職した。もう一人の原告で、
北岡氏がことし九月まで理事を務めた別の社会福
祉法人の幹部の女性は、非常勤職員だった一二年
にホテルの部屋で衣服を脱がされるなど、十年以
上にわたり被害を受けたという。原告の女性らは
十六日にオンラインで会見し、障害者の芸術の仕
事に情熱を持っており、自分さえ我慢すれば働き
続けられると思っていたなどと語ったというふう
に報道をされております。
東京新聞などでは、「被害が長期化 職場の無
理解も問題」、「福祉の職場 実力者からセクハ
ラ 「未来に残さない」」ということで、これも
報道がされているところです。
これは本当に私は重大なことだと受けとめてお
ります。障害者アートに思いがあって、その仕事
をするために、セクシュアルハラスメントの被害
を受けてもみずからの心に秘めたままだった被害
者の方々の思い、実力者であるがゆえに相談して
も解決につながらなかったということを思うと、
実は、この被害、もしかしたら氷山の一角ではな
いかという思いもいたします。次の被害者を生ま
ないためには、しっかりと事実を明らかにしてい
く必要があると思います。
この北岡氏は、二〇一八年には障害者自立更生
等厚生労働大臣表彰も受けておられますし、社会
保障審議会の障害者部会の委員や内閣府の障害者

政策委員会の委員も務められている。
昨今おやめになられたという話も聞きます。い
つ、どのような理由で辞任をされたのか、内閣府
と厚生労働省にお聞きいたします。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
北岡氏につきましては、社会保障審議会障害者
部会の委員でございましたが、このたび、十一月
二十二日に所属団体を通じて委員の辞任届が提出
されました。この辞任届を踏まえ、厚生労働省と
いたしましてはこれを受け入れることとし、昨日、
十一月二十六日付で委員の辞任となったというこ
とでございます。
御指摘の辞任の理由につきましては、一身上の
都合と聞いております。
○難波政府参考人 お答えします。
北岡氏につきましては、障害者政策委員会の委
員を十一月二十四日付で辞任されました。
これは、本人から辞任の申出があったことを受
けた辞任ということでございます。
○尾 委員 内閣府の方は、理由は何でしょうか。
○難波政府参考人 理由について具体的なところ
は承知をしておりません。
○尾 委員 これは理由もなく辞任されるんでし
ょうか。とりあえず理由は把握していないという
ことですね。
○難波政府参考人 お答えします。
理由については特に把握をしておりません。
○尾 委員 結構です。
次に参ります。田村大臣にお聞きしたいと思い
ます。
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北岡氏は、障害福祉の分野では非常に有名な方
でありまして、障害者行政にも非常に影響力があ
るというふうに報道をされております。
まず、大臣、この北岡氏は御存じの方なのか、
そして、この報道についてどのように受けとめて
おられるのか、お聞きしたいと思います。
○田村国務大臣 個別の案件、まだ事実がよくわ
からない、明らかにされていませんので、これに
関してはコメントは差し控えますが。
一般的にセクハラという問題は、これはあって
はならない話だと思います。雇用機会均等法で、
やはりこういうものは事業主がしっかりと対応し
なきゃならないというふうになっておるわけであ
りますが、この北岡さんですか、この人に関して
は、私は、もう最近はずっとお会いしていません
が、以前は何回かお会いしたことがございます。
○尾 委員 大臣、そうすると御存じの方である
ということだと思うんですけれども、どういう方
なのかというのは、大臣の御認識はどういう方と
いうふうに。
○田村国務大臣 滋賀で、アメニティーフォーラ
ムという障害者の方々、アートが中心なんですか
ね、いろいろな障害者団体の方々も参加される、
そういうところに、議員としてパネルディスカッ
ションに参加していただけないかということで、
超党派で、民主党の議員の方々とともに何回か参
加したというふうに思います。
○尾 委員 大体何回ぐらい、今おっしゃってい
ただいたアメニティーフォーラムに御出席されて
いますか。

○田村国務大臣 私、記憶にないんですが、厚生
労働省で出席したのを調べてもらったんですけれ
ども、四回ほど私の名前が書いてあって、その四
回とも出ていたかどうか、名前は四回書いてあっ
たということはあるようであります。
○尾 委員 厚労省にお聞きいたします。
じゃ、過去の、例えば、加藤厚生労働大臣や、
その前の根本厚生労働大臣、このアメニティーフ
ォーラムというのは出席されているのかどうか、
お聞きしたいと思います。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
御指摘につきましては、厚生労働大臣でなかっ
た期間の出席回数は把握しておりませんことから、
明確な回数をお答えすることは困難であると考え
ております。
○尾 委員 それでは、山本副大臣にお聞きした
いと思います。
山本副大臣、この北岡氏との面識はございます
か。また、アメニティーフォーラム、何度か出席
されているように、私、ホームページなどを見る
とそのようなんですが、何度ぐらい出席されてい
るのか。あわせて、今回の報道についての受けと
めもお聞きしたいと思います。
○山本副大臣 尾 委員にお答え申し上げたいと
思います。
北岡氏とは、障害者関係でお会いをさせていた
だいて、いろいろなお話も今までしておりました。
その意味で、アメニティーフォーラムの出席で
ございますけれども、障害者関係の方がたくさん
集まる交流の場ということで、私も調べましたら

九回出席をさせていただいております。
また、報道に関しましては承知しておりますけ
れども、大臣言われたように、まだこれは個別の
報道でございますので、事実関係も明らかであり
ませんので、コメントは差し控えたいと思います。
その上で、一般論としては、セクシュアルハラ
スメントは重大な人権侵害であり、あってはなら
ないもの、こう認識をしている次第でございます。
○尾 委員 ちょっと質問通告はないんですが、
大隈政務官、ちょっとアメニティーフォーラムで、
見ると、大隈政務官も、シンポジストで出られた
ことがあるのかなというふうに思うんですけれど
も、あるなし、もし御記憶あればお答えください。
○大隈大臣政務官 お答えいたします。
アメニティーフォーラム、滋賀県大津市で開催
される、私の地元からも障害福祉団体が何人も参
加されている大変すばらしい会だと私は認識して
おります。
出席させていただいたのは二、三回、シンポジ
ウムの参加が二、三回で、ここ数年は毎年欠かさ
ず、私も楽しみに、障害者アートも含めて、行か
せていただいているということでございます。
○尾 委員 せっかくなので、こやり政務官も、
滋賀県出身ということで、御面識はあるか、また、
どのような関係かとか、アメニティーフォーラム
に出たことはあるか、今の記憶で結構です、一言
お答えいただければと思います。
○こやり大臣政務官 お答えいたします。
残念ながら、私、フォーラムの方に呼んでいた
だいたことはないというふうに記憶をしておりま
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す。
以上でございます。
○尾 委員 今お聞きしているだけでも、大臣、
副大臣、そして政務官と、やはり関係が非常に深
い方であるということが、まあ、深いかどうかと
いうのは、済みません、あれですけれども、関係
があるということは今の答弁でわかりました。
含めて、あと、今、北岡氏については、社会福
祉法人としてさまざまな政府のイベントの委託も
受けておられるようなんです。
それで、まず、確認していきたいと思います。
まず、文化庁さんなんですけれども、文化庁さ
んにおいても、当該社会福祉法人が事務局になっ
ている事業があるというふうにお聞きしておりま
す。どのような事業にどれぐらいの金額、委託を
されているのかということをまず確認したいと思
います。
○杉浦政府参考人 お答えいたします。
今年度、文化庁では、障害者の文化芸術国際交
流事業実行委員会、これがありまして、これにつ
きまして、障害者芸術の振興等を図る目的で実施
している事業を採択しているところでございます。
（尾 委員「金額は幾らでしょう」と呼ぶ）失礼
いたしました。金額につきましては、令和二年度
は、八千二百八万七千円でございます。
○尾 委員 こういった事業を担う団体の理事長
が今回このような訴訟が起こされたということで
報道がされているわけです。税金を使ってこのよ
うな事業を継続するに当たっては、やはり法人に
このような事実があるのかどうかなどの確認や事

情聴取が必要ではないかと思います。いかがでし
ょうか。
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御指摘のこの事案につきましては、我々
文化庁の方でも報道で承知しているところでござ
います。
このため、事業実施への影響を今後精査の上、
適切に対応してまいりたい、このように考えてお
ります。
○尾 委員 適切に対処というのは、当該法人に
ヒアリングなどをしていただくということも含ん
でいるんでしょうか。
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、事業実施への影響を
精査する中では、例えば、採択のときに計画され
ていた事業が実施継続できるかどうかといったこ
とが重要になってまいりますので、今後の対応に
当たりましては、必要に応じヒアリングなども考
えてまいりたい、このように考えておるところで
ございます。
○尾 委員 事業を実施できるかどうかにもかか
わらず、税金を使ってやっている事業の事務局の
法人でこのような報道があるわけですから、確認
をいただきたいと思います。いかがですか。
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁は、先ほど申し上げたとおり、先ほどの
この事業に補助、採択しているわけでございます
けれども、それに当たりましては、きちっとした
審査、それから、その手続に基づいてやっており
ますので、その手続等に基づきまして、必要に応

じしっかりと対応してまいりたい、このように考
えております。
○尾 委員 ちょっとその認識は私は問題だと思
うんです。この訴訟は起こったばかりですけれど
も、本当にこれが事実であればゆゆしきことなん
です。被害者の方が勇気を持って声を上げられた
というふうに私は認識をしておりますから、これ
は受けとめていただかなきゃいけません。ちゃん
とヒアリングをしていただきたいと要望しておき
たいと思います。
次に、厚労省についてもお聞きいたしますが、
厚労省においても、障害者芸術文化活動普及支援
事業など、委託事業を当該社会福祉法人がされて
いるというふうに聞いております。どのような事
業にどのくらいの金額で委託をされているのか、
また、あわせて、厚労省としても、当該法人にヒ
アリングなどの事情聴取、事実確認をしていただ
きたいと思います。いかがでしょうか。
○赤澤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘いただきました障害者芸術文化活動普及
支援事業でございますが、都道府県と連携し、各
都道府県に障害者の方の文化芸術活動を支援する
センターを整備するとともに、これら都道府県の
センターを全国レベルで支援する団体を公募の上
採択し設置するものでございます。
当該事業では、今年度、全国レベルの支援団体
といたしまして、美術分野として社会福祉法人グ
ローが公募の上採択されているという状況でござ
います。額は、委託額が一千六百万円、令和二年
度、一千六百万円ということでございます。
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御指摘のヒアリングの件でございますが、大切
なのは適切に事業が実施されるということで考え
ております。今後の対応に当たっては、必要に応
じヒアリングなども考えられると私どもも認識を
しているところでございます。
○尾 委員 ちょっと、もう一回確認ですけれど
も、事業が継続されるに当たって必要だからヒア
リングをするのか。私が求めているのは、このよ
うな報道があったことについて、これはゆゆしき
事態だと思っていますので、当該法人にこういっ
た報道が事実かどうか、また、その法人がこの事
業を受ける今資格があるのかどうかが問われてい
ますので、事実確認をしていただきたいというこ
とを要望しているわけです。いかがでしょうか。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただきましたとおり、セクシュアルハ
ラスメントは大変な重大な人権侵害だと私どもも
考えております。
事業を実施するに当たって、私ども、こちらの
方に事業を公募でお願いしているわけでございま
すので、大切なのは適切に事業を実施されるとい
うことだと思っておりますが、今後の対応につき
ましては、先生の御指摘も踏まえまして、必要に
応じヒアリングなども考えられると認識しており
ますので、適切に対応したいと考えております。
○尾 委員 ちゃんと事実確認していただきたい
と思います。
私は、障害者アートをもっと広めていただくの
は、これはすばらしいことだと思っております。
厚生労働省にやっていただきたいと思っておりま

すし、例えば、厚生労働省の幹部職員の皆さんと
か議員が現場の障害者団体と意見交換されるのも、
それもすばらしいことだと思っております。これ
はどんどんやっていただければいいなというふう
に思います。
一方で、その厚生労働省の幹部や有力な政治家
とパイプがあるがゆえに、それが権力となって、
十年間に及ぶ法人内でのセクシュアルハラスメン
トが是正されない、そして、そのままこのことが
うやむやになって、実績のある方なのだから不問
にしようなどということは、やはりこれはあって
はならないことだと思います。
皆さんも言っていただいているように、厚労省
は、職場からセクシュアルハラスメントをなくそ
う、そうやって旗を振ってきた省庁ですから、そ
こはしっかり襟を正して聞いていただかなければ
いけないと思います。
もう釈迦に説法ですけれども、例えば、私は大
阪ですけれども、大阪では昔、横山ノック府知事
がいらっしゃいました。横山ノック府知事、セク
シュアルハラスメントにより辞任をされているわ
けです。一昨年も、財務事務次官が、記者の方に
対するセクシュアルハラスメント、これも大きな
問題になり、最終的には辞任をされました。どう
いう立場の方であろうが、どういう実績があろう
が、セクシュアルハラスメントはだめなんです。
このことについてはしっかり受けとめていただき
たいと思いますし、この報道の中には、被害者の
方はこういうふうにおっしゃっているんですね、
人権や尊厳を扱う福祉の職場で未来まで性被害を

残したくないんだと。この言葉を私はしっかり受
けとめなきゃいけないというふうに思います。
今、ミー・トゥー運動というのが世界じゅう広
がっています。なぜ声を上げているのか、それは、
自分が黙ってしまったら次の世代、次の仲間が同
じような目に遭うからです。それを何とか食いと
めたい。そのときには、権力関係でハラスメント
というのはありますから、非常に声は出しにくい
んですよ。それでも、今こうしていろいろな方が
声を上げているということを私たちは深く受けと
めていただかなきゃいけないというふうに思って
おります。
そして、やはり福祉業界においてこういうハラ
スメント、人権侵害、実はこれは氷山の一角で、
行われていないかということを非常に危惧してお
ります。
昨年は、男女雇用機会均等法が改正されて、セ
クシュアルハラスメント等に関する国、事業主及
び労働者の責務の明確化までなされたところなん
です。やはり福祉の分野というのはどうしても、
社会福祉法人がちっちゃかったりして、相談窓口
に行ったらそれが即そのハラスメントされる方に
も伝わってしまうとかそういったこともあって、
ちょっと法律どおりできていないんじゃないかと
思われることが多々ありますので、福祉の分野で
もしっかりとセクシュアルハラスメント対策、特
に事業主にはセクハラ防止の責務規定があること、
相談体制、受け付け体制の整備など、ここの福祉
分野に特化して重点的に取り組む必要が私はある
と思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
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○田村国務大臣 福祉分野に限らず、セクシュア
ルハラスメントがあってはならないというのは、
もう委員のおっしゃられるとおりでありまして、
事業主は雇用管理上の措置を講じなきゃならない。
言われるとおり、六月施行の法律でこれは強化を
されているわけでありまして、ちゃんと周知をま
ず事業主はしなきゃいけないですよね、セクシュ
アルハラスメントというものがいかにいけないも
のかということを。
同時に、相談者に対して不当に扱っては当然い
けないわけでありまして、そういうことも含めて、
福祉分野に特化するというよりかは、私は、全て
の働く方々、また雇われる方々に対して、特に雇
われる方々でしょうけれども、ＳＮＳやいろいろ
なものを通じて、セクシュアルハラスメントとい
うものは本来あっちゃいけないものですから、し
っかりと事業主としてそういうような対応をして
いただくようにということは、これはちゃんと伝
えていかなきゃならないと思っていますし、これ
からも厚生労働省としてお伝えをしてまいりたい
というふうに考えております。
○尾 委員 セクシュアルハラスメントというの
は表になりにくいんですね。暗数が非常に多いと
いうふうにこういう審議の中でも私も指摘をさせ
ていただいているものでありますから、しっかり
とこれは、泣き寝入りや暗数にならないような取
組、厚生労働省の皆さん一丸となってやっていた
だきたいと思います。
それでは、ちょっと次の質問に参ります。
次は、公認心理師の受験資格についてのはざま

世代ができているということについてお聞きをし
てまいりたいというふうに思います。
公認心理師資格は、取得のためには試験を受け
なければいけないんですけれども、この受験資格
については、移行期は特例を設けてこられたんで
すね。しかし、その特例措置があっても受験資格
がない方々、つまり、それでもこぼれ落ちてしま
って、はざま世代になってしまっている方がいら
っしゃるんですね。私が御相談を受けた方も、今
現在公認心理師試験の受験資格が取得できる大学
院に通っておられます。しかし、院生になって初
めて、もう一回改めて大学の履修科目を確認する
と、実は大学の履修科目の単位不足が判明して、
いわゆる公認心理師試験の受験資格がないという
ことがわかったんです。
この場合どうしなきゃいけないかというと、私
たちだったら普通、大学でその単位だけ履修すれ
ばいいんじゃないかと思うんですが、実は、この
制度においては、もう一度四年制大学に行き直し
て、その四年制大学の中で、四年任期の中でその
単位を取得してくださいと。それ以外に、こぼれ
てしまった単位取得をリカバリーする方法がない
んです。だから、もう一度、この単位のためだけ
に、例えば同じ大学、心理系の大学を出ています
から、四年制大学にもう一回行くというのは余り
に非現実的で、これは本当にどうにかならないの
かということを聞かれています。ＳＮＳなどを見
ていると、同じような方はやはりほかにもいらっ
しゃるんですね。アンケートをされたり、ツイッ
ターアカウントから発信されているんです。

まず、こういう受験資格が得られていない、は
ざま世代の実情というのは把握されているのかと
いうことについて、一応大臣に通告を、では、参
考人で結構です。
〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○赤澤政府参考人 お答え申し上げます。
公認心理師は、心に悩みを抱えた方などに心理
に関する支援を行う国家資格であります。その質
の確保が重要であるということから、その受験資
格は、公認心理師法上、大学で基礎的な心理学等
の知識を一通り修得し、大学院でそれをもとに実
際の支援の場で活用できるよう実践的な知識や技
術を修得することにより、得ることができるとい
うふうにされているところでございます。
このような仕組みにつきましては、平成二十九
年九月の法律の施行に際して、全国の大学に対し
て説明会を開催し、周知を行ったことに加え、公
認心理師法施行時に大学在学中の方につきまして
は、履修科目の一部免除、本来であれば二十五科
目であるものを十二科目でよいという一部免除も
行っているところでございます。
こうした取組によりまして、大学在学中であっ
た方に対して一定の配慮を行っておりますので、
一部免除後の必要科目を履修できなかった方の状
況について、改めて調査をすることは考えていな
いところでございます。
○尾 委員 いや、これは完全な本当にゼロ回答
だなということで、では、この方は、本当にもう
一回四年制大学に行き直すしかないわけです。実
は特例がずっとあって、ちょっと前の方は大学院
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だけで公認心理師資格の受験資格は取れているわ
けなんです。ここで、だから、非常に、ちょっと
だけ年数が違うだけでこんなことが起こっている
わけなんです。
私、やはりこれはぜひ、まずは現状把握。試験
センターに連絡しても、試験センターは、あなた
は受験資格がありませんで終わりますから、これ
ではもう、まず事実把握できていないんですよ。
大臣、今の話を聞いて、ちょっとさすがにこれ
は問題というか課題はあると思うんです、この受
験資格のあり方。ちょっと現状把握とか、やはり
これは経過措置として単位取得を認めるとか、こ
ういう検討をしていただきたいと思うんです。い
かがでしょう。
○田村国務大臣 一応、今の話を聞いております
と、履修科目の一部免除ですか、一定の対応はや
ったという話ですよね。周知も多分十分にやって
いるんだと思います。
そういう意味からしたら、大変お気の毒な話な
んですけれども、制度がそういう話になっており
ますので、なかなか特例ということは、この方に
対して難しいのかなというふうに思いますが。
○尾 委員 この方だけではどうもないんですね。
同じように、このはざま世代、例えばわずか一年
だったりするんです、その特例期間が、大学で。
その機を逃したらもう取れないような仕組みとい
うのがやはりあったんですね、はざまですので。
だから、もう少しやはり丁寧にこれは見ていただ
きたい。これは要望にとどめますけれども、ちょ
っと研究していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。
次に、在日外国人無年金問題についてお聞きを
してまいりたいと思います。
実は、外国籍障害者の方々がいまだに無年金に
なっているということがあります。そもそも、在
日外国人の方々、日本国民でないということで、
国民年金に加入できていませんでした。一九八二
年の難民条約発効による国籍要件撤廃後も、この
とき二十を超える障害者は、関係整備法附則五条
によって、そのまま支給されないということにな
ったわけです。さらに、二〇〇五年から施行され
た特別障害給付金も、学生や主婦の方々というの
は救済されたのに、無年金外国籍障害者は対象と
されず、そして今も、二〇二〇年に至っても無年
金の状態が続いているというゆゆしき状態が続い
ております。
実は、この特定障害者に対する特別障害給付金
の支給に関する法律、これができたときに、附則
において検討というのがあったんです、第二条。
ちょっと、さっと読みますね。
日本国籍を有していなかったため障害基礎年金
の受給権を有していない障害者その他の障害を支
給事由とする年金たる給付を受けられない特定障
害者以外の障害者に対する福祉的措置については、
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事
情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合
性に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要
があると認められるときは、その結果に基づいて
所要の措置が講ぜられるものとするというふうに
検討事項を置かれたわけです。

この無年金になった外国籍障害者に対して、で
は、どのような検討がなされてきたのかというこ
とについてお答えいただきたいと思います。
○高橋政府参考人 国民年金法でございますけれ
ども、先生御指摘のように、昭和五十七年の難民
条約の発効に向けた法改正によりまして従来の国
籍要件の撤廃がなされ、その際、その法改正の効
力は、将来に向かってのみ効力を発生するという
ふうに規定されました。この取扱いにつきまして
は違憲性はないという判断がまさに最高裁におき
ましても出ているものでございます。
しかしながら、御指摘いただきましたように、
改正法施行前に障害者となられまして、日本国籍
を有していなかったために障害年金の受給権を有
していない方々への福祉的措置、これにつきまし
ては、特別障害給付金支給法の附則第二条の検討
規定がございまして、これに基づきまして、年金
局といたしましても、地方自治体に聞き取り調査
を行うなどしながら検討を重ねてきたところでご
ざいます。
しかしながら、我が国の年金制度は、拠出した
保険料に応じて年金を支給するということが原則
でございまして、国民年金への加入が任意であっ
た時期の専業主婦や学生で障害基礎年金等を受給
していない障害者の方々に対しましては、議員立
法によりまして特別障害給付金の支給を認めた、
これは極めて特例的な措置だと考えます。また、
その際、国会でさまざまな御議論があって、無年
金の外国人の障害者については対象に含まれなか
った経緯もございます。
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こういったことを鑑みますると、なかなか、無
年金外国人障害者の方々に年金制度の延長上の福
祉的措置として給付金を支給するということにつ
きましては慎重な検討をする必要があると考えて
おりまして、これまで結論に至ることができてい
ないわけでございますが、御指摘いただきました
法律の附則の検討規定ですとか附帯決議もありま
すので、引き続き検討はしてまいりたいと考えて
ございます。
○尾 委員 済みません、検討の具体的な中身と
いうのは、いつ、どのような検討が政府において
なされたのかということについてお聞きしたいと
思います。
○高橋政府参考人 これは、たびたびこれまでも、
時々、団体等からも御意見がございますし、国会
等でも御議論がございます。そのたびごとに、年
金局内、幹部を含めまして、議論を重ねてござい
ます。
先ほど申し上げたような、もともとの年金制度
の特質、それから、その特質の極めて特例的な措
置として特別障害給付金というのがある、それと
の関係でございますとか、それから、ほかの障害
福祉施策との関係等々を検討し、また、平成二十
二年には、地方自治体で、この給付金がないとい
うことで独自に事業を行っている自治体もありま
すので、その聞き取りなども行いながら検討を行
ってきたということでございます。
○尾 委員 ちょっと聞いていると、ほとんど検
討されていないように聞こえるんですね。
実際に、ここで、附則で検討というふうに言わ

れたわけです。二十を超えていらっしゃる方々に
何の過失もないわけですよね、外国籍障害者の方
々が。例えば、救済されている方々と、学生と主
婦とはまた違うわけです。この方々には何の過失
もなく、ただ単に一九八二年の難民条約のときに
二十を超えていたという、ただその一点でもって、
日本に住んで税金を納めているのに年金がない。
これが検討事項になっているのにずっとほってお
かれているというのは、私、これは本当にゆゆし
き問題だと思っております。
二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会の総
括所見でも、市民でない者に障害基礎年金の受給
資格を認めるよう立法を改正することと勧告もさ
れているわけなんです。
ちょっと、まず事実を聞きますが、実際、無年
金になっている外国籍障害者の方々は何人ぐらい
いらっしゃるのか。実態調査をされたことはある
んでしょうか。
○高橋政府参考人 御指摘の人数、無年金の外国
人障害者の方が何人いるかということであります
けれども、もともと、年金の事業運営上、加入記
録がない方々の情報というのを厚生労働省として
保有しておりませんので、なかなか、その方々の
実態を把握するということは難しいわけでござい
ます。
その中で、平成二十二年には、これらの方々に
独自に給付金事業を行っている地方自治体、六都
道府県、五市町村に対しまして、無年金外国人障
害者を対象とした現金給付策についての聞き取り
調査を実施してございます。

しかしながら、これも一部の自治体が個々の要
件のもとで実施しておりますので、給付金、その
ような外国人の障害者の方々の全体像を把握する
ということはなかなか難しいというのが現状でご
ざいます。
○尾 委員 例えば自治体でそうやって独自のこ
とをされているところもあるわけです。やはり、
まずはどれぐらいいるのかという実態調査をして
いただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
○高橋政府参考人 先ほど申し上げたことの繰り
返しになってしまうんですけれども、これらの自
治体、それぞれのところで要件が違うわけでござ
いまして、それぞれごとにそれぞれの要件の中で
一部の自治体が実施している。そういったことか
ら、そこのところの状況を把握することによって、
では、全体のどのくらいいるかということの把握
は大変難しいということで、なかなか方法がない
ということで考えているところでございます。
○尾 委員 まず実態を調べないと、どれぐらい
の方がいらっしゃるのかということ、そうしたら、
どれぐらい予算が必要かということもわからない
わけですから、やはり実態把握は大事だと思いま
すし、国連からも人種差別撤廃委員会からも言わ
れているわけです。これはやはりちゃんと動かし
ていく、検討を進めていく必要があると思うんで
すね。
ちょっと時間がないので、私、質問していた分、
指摘にとどめますけれども、例えばハンセン病療
養所の在日コリアンの方々については、入所者給
与金、これは一般には自用費と言われているんで
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すけれども、名目で、例えば障害基礎年金と同額
が支払われているというような実は救済措置もこ
こではあったりするんですね。
なので、実は、この方々、昨年だったかな、年
金生活者支援給付金が来たときに、無年金だから
これももらえなくて、もう本当に自分たちはずっ
と日本に住んでいるのに何もないということを憤
っておられたわけですね。本当に、この障害のあ
る方々には何の自己責任もない。ただ単に日本政
府の都合の中で無年金のポケットに落ちてしまっ
たということだと思います。
大臣、やはり今、二〇二〇年、これはこのまま
にしておいてはいけないと思うんです。この外国
籍障害者無年金問題を解決するために、ちょっと
やはり何かしら検討を、検討と書いてあって、や
っているわけですから、ぜひとも検討いただきた
いと思います。いかがですか。
○田村国務大臣 今話があったんだと思うんです
が、そもそも年金を掛けていない方々は年金にか
かわるものはもらえないわけで、任意年金のとき
に掛けていなかった方々に対して、議員立法とい
うような、要するに、国民の皆さんに代表される
方々が法律をつくって、そしてそういう方々を、
救済というか、したわけですね。
そのときに、外国人の方々はそもそも入ってお
られない。当然ですよね、任意加入の権利もない
んですから。義務がなかったわけですからね。そ
の方々を救うといっても、年金は被保険者の方々
が要するにお金を出されて、その上でもらわれて
いる話なので、やはり国民的な御理解をいただか

ないと、これはなかなか難しいのであろうなとい
うのが話を聞いていての私の率直な意見です。
その上で、とはいいながら、検討というのはそ
の議員立法の附則で書かれているというわけであ
りますから、これからもいろいろな御議論がある
と思いますから、慎重に検討はさせていただきた
いというふうに思います。
○尾 委員 もう大臣おっしゃられたとおり、も
ともと、だから年金に入る資格はなかったわけで
すから、じゃ、そういうやはり特別障害給付金な
ど、こういうこともぜひ考えていただきたいと思
います。
最後、ちょっと時間がないんですが、一問、生
殖補助医療の親子関係について、ちょっと法務省
の方に確認をしていきたいというふうに思います。
今、生殖補助医療、非常に議論されているわけ
ですけれども、この親子関係についてはちょっと
いろいろまだやはり議論をしなきゃいけないこと
があると思いますので、聞きたいと思います。
嫡出否認権を喪失した父に対して、親子関係不
存在や認知調停等によって嫡出推定を外すという
ことを現在行われます。ですので、嫡出否認権が
ないということは永遠に法的父親であるという担
保ということではないという、この理解で合って
いるのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認
知したり認知されたり、親子関係を確認されたり
ということが、私これはあり得るんじゃないかと
思います。法務省、いかがでしょうか。
○とかしき委員長 堂薗法務省大臣官房審議官、
申合せの時間が来ておりますので、簡潔に御答弁

をお願いいたします。
○堂薗政府参考人 お答えいたします。
議員御指摘のとおり、現行の民法七百七十二条
の嫡出推定につきましては、判例で例外が認めら
れておりまして、一定の場合には嫡出推定が及ば
ないという場合があり得るということが解釈とし
て行われているところでございます。
ただ、それにつきまして、生殖補助医療でも同
じような解釈がされるかどうかというところにつ
きましては、現行法上確定した判例もございませ
んし、学説上も定まった見解がないというところ
でございますので、ちょっと確たることは申し上
げられないというところでございます。
○尾 委員 ちょっと時間がきょう来ましたので、
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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