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。
○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。早速質問に入っていきたいと思います。
まずは、尾身理事長にお話をお聞きしたいと思
います。お越しいただいて本当にありがとうござ
います。また、今日も朝からずっと国会対応いた
だいていることに、本当に連日対応いただいてい
ることに心から感謝を申し上げたいと思います。
ありがとうございます。
前回、私が尾身先生と議論をさせていただいた
ときに、日本のコロナ対策の課題として、ＩＴテ
クノロジーによる自治体の疫学情報の共有、これ
が課題である、極めて発展途上国であるという評
価をされたと思います。
その部分を今日はちょっと更にお聞きしたいと
思うんですけれども、一応、ＨＥＲ―ＳＹＳなど
も導入をされました。もう少し具体的に、何がで
きていないのか、そして、それを実現するために

は、公表の仕組みを変えればできるのか、新たな
システム導入が必要なのか、それとも法改正が必
要なのか、もう少し詳しく教えていただければと
思います。
○尾身参考人 感染した人がどういう症状で、ワ
クチンを打っていたかどうかとか、どんな転帰だ
とかという情報がありますよね。そういう情報に
ついては少しずつ集まっているわけですけれども、
私が申し上げているのは、特に都心部ですよね。
都心部というのは、いわゆる匿名性という、都会
の匿名性ということで、平たい言葉で言えば、ク
ラスター感染の場がどこで起きているかというの
を、一部は分かっていますけれども、分からない
部分が多いんですね。
これが地方に行くと、その匿名性というのが比
較的低いので、感染の、どういうふうに、いわゆ
るリンクが分かる。ある県なんかは、リンクが分
からない割合というのはほんの一桁になっている
ぐらい分かっている。つまり、感染の状況が分か
っている。ところが、大都会を中心に、匿名性と
いうことで、一部は分かっているけれども、なか
なか。
それはいろいろな理由があって、都道府県と保
健所の設置市との関係だとか、あるいは自治体間
の関係だとか、いろいろ様々な、あるいは個人情
報の扱い方、こういうことがあって、実際にはデ
ータは現場にはあるんだけれども、そこでそのデ
ータがほかの、人々は動きますから、情報が必ず
しも十分に共有されていない。したがって、どこ
に感染が起きているのかというのがつぶさに分か

らないです。ということが実は、都会部における
感染対策を難しくしている理由なんですよね。
日本の場合には、いわゆるほかの台湾だとか韓
国に比べて、個人の権利、個人情報というものを
十分、民主主義の非常に進んだ国なので、そのこ
とがあるのでなかなか進まない。
個人情報はもちろん十分に守るという前提で、
もう少し、いわゆるＱＲコードなんかを例えば一
つの例で言えばお店に張っておいてもらって、そ
こに行った人はＱＲコードをタッチしてもらうと
いうようなことで、感染がどういうところで起き
たということで、複数の人が見ると、この二人の
関係が分かるので、感染がどういう。
こういうことを、もちろん、何度も申し上げま
すけれども、個人情報を十分保護した上で、感染
対策に必要な情報だけ。今までも感染者が出れば
いろいろ保健所の人は聞き取りしますけれども、
その同じレベルの情報で結構ですけれども、それ
を電子的に共有すると、一体どこで、広域に起き
ているのが一目で分かるということをもうやらな
いと、保健所の人たちが手書きでやっているわけ
ですよ、こういう状況はもうそろそろ。これは人
々に理解を求める必要がありますね。そういうも
のをやると、個人情報が問題。そういうことを十
分説明した上で、こういうシステムをつくらない
と、感染対策が後手後手に陥る、そういうことで
申し上げております。
○尾 委員 先生がおっしゃったようなところを
実現するためには、例えば政府の信頼性なんかも
必要になってくるかと思いますし、そういったこ
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とに対しての透明性の部分が非常に課題になると
思います。率直な御意見をいただき、ありがとう
ございます。
次の質問に行きたいと思うんですけれども、こ
れは今日も再三議論にありました、オリンピック
・パラリンピック大会、東京大会への提言のお話
でございます。
提言をまとめられるということを言っておられ
るわけですけれども、これはいつ頃、どのような
形で発表されるのかということについて、もう一
度確認させていただければと思います。
○尾身参考人 いつ頃という、タイミングについ
ては、政府というか組織委員会の方が二十日頃に
大事な決定をされるということですので、我々の
期待としては、我々の意見を参考にして決めてい
ただきたいという思いが、そのためにやるわけで
すから。組織委員会が最終決定をする前にやると
いうことが、そうでないと意味がないですよね。
もう一つは、どういう形にするかというのは、
いろいろな議論が今日、昨日から国会であります
けれども、私どもは淡々と我々の考えを今まとめ
中ですので、なるべく早くまとめて、これを何ら
かの形で、一番適切な方法でお示しをしたいと思
っています。
○尾 委員 国会が実は十六日で今閉じるという
話になっておりまして、二十日より前ということ
であれば、できるだけ国会で私たちも議論をした
いと思っておりまして、先生、十六日より前に出
していただくようなことはできませんでしょうか。
○尾身参考人 私ども、いろいろ感染状況を考え

ていますけれども、国会の状況までは、まだそこ
まで視野がいけないんですけれども、なるべく早
くしたいというのは思っていますが。
大事なことですけれども、私はたまたま代表み
たいな形ですけれども、様々なメンバーの意見を
聞いて、みんなが納得するような、いろいろな難
しい問題もありますから、そういう問題をもうし
ばらく議論してから、我々自身も納得したものを
出したいと思っています。
○尾 委員 できれば週明けぐらいには分かるよ
うにお願いしたいと思うんです。そうしないとこ
ちらが議論をちょっとできなくなるということで、
先生ちょっと頭の中に、国会の日程というのをち
ょっと頭に入れていただいて。
さらに、この先生の提言というのは、私たちや
市民も見られるような形でオープンにしていただ
けるものでしょうか。
○尾身参考人 これは、私のということじゃなく
て、有志の会がみんなでやっていることですから。
それで、一般の、委員を含めて、社会に共有す
るかというのは、私はそれは当然。恐らく、渡す
相手がいますよね、そこの相手に渡した後、渡す
前に社会に共有ということは普通はしませんよね。
相手に渡した後、相手もいいですよと言ったら、
なるべく早い時期に公表するということが我々の
役目だと思っています。
○尾 委員 ちょっと今、相手がいいですよとい
う、ただし書というか前提がついたんですけれど
も、私は、できれば提言はやはり国民みんなで共
有をしたいと思うので、もう少しだけ踏み込んで

申し訳ありません、提言は皆さんが見える形に是
非ともしていただきたい。それでよろしいでしょ
うか。
○尾身参考人 私どもはそういうつもりです。
○尾 委員 ありがとうございます。
あと、コロナ対策でもう一点お聞きしたいと思
うんですけれども、今まだパンデミックが進行中
ではありますけれども、コロナが落ち着いたとき
には、きっちりした検証、また記録が必要だと考
えています。
遺族ケアの重要性も先日議論させていただきま
した。記憶として残していくためには、やはり、
今回コロナで亡くなった方を追悼するような、そ
ういうメモリアルデー、そういう日の創設が実は
必要じゃないかと考えているんです。
例えばアメリカでは、死者数が四十万人を超え
た一月、そして五十万人を超えた二月に、バイデ
ン大統領出席の追悼式をされて、そこで大統領は、
亡くなった人々と彼らの人生、残されたものを記
憶にとどめよう、そして我々はこれを乗り越える
と演説をされました。何かコミュニケーション能
力が非常に高いなと感じるわけですけれども。
アメリカは、新型コロナの死者数が、二つの世
界大戦とベトナム戦争での米国人犠牲者の合計を
上回っているという状態ではあります。なので一
概に同じだとは言えないんですけれども、ただ、
今も日本でも約一億四千万人もの方がコロナで命
を失っているという状況でして、一人一人の方に
人生があり、近しい方々がいらっしゃったと思い
ます。
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恐らく、新型コロナウイルスのパンデミックと
いうのは、ここで終わりという、きっちりそうい
う終わりの日があるわけではなくて、ワクチンを
ある程度打ち終わっても散発的に感染がある、そ
ういった性質があるので、なかなかこの日がメモ
リアルデー。災害であれば、この日、三・一一と
か一・一七ということで、しっかりとこの記念日
というのがあって、毎年毎年それを検証すること
ができたり、みんなで死を悼んだりすることがで
きるんですが、ちょっとパンデミックの場合これ
が難しいなというふうに感じています。
例えば、感染症でいえば、十二月一日を国際エ
イズデーというふうにもしていて、こういうやり
方もあるのかもしれません。今すぐ決めることは
できないのかもしれませんが、やはり、メモリア
ルデー、こういうことを考えておく必要があると
思うんですけれども、尾身理事長の御見解をお伺
いしたいと思います。
○尾身参考人 委員おっしゃるように、検証とい
うのは、コロナが落ち着いたときに、これは非常
に重要なので、やるべきだと思います。
それから、一専門家として、あるいは一国民と
いうか市民として、亡くなった方に対して本当に
心より哀悼の意を表する気持ちはもちろんありま
す。
それで、追悼の日といいますか、そういうもの
をつくるかどうかというのは、私の判断すること
じゃないので、それは政府が決めていただければ
と思います。
○尾 委員 ということで政府の方、田村大臣、

こういう追悼する日、記念日なりをやはり今後つ
くっていく必要が私はあると思うんですね。いか
がでしょうか。
○田村国務大臣 本当に我が国でも多くの方々が
この新型コロナウイルスでお亡くなりになられて
おられます。本当に御冥福をお祈り申し上げるわ
けであります。
こういうお亡くなりになられた皆様方のお気持
ちをどのような形で、国として思いをはせていく
のかというのを、これは国民の皆様方の御意見を
しっかりと我々お聞かせをいただきながら、厚生
労働省がその所管になるか、ちょっとどうか分か
りませんけれども、政府全体で検討していく課題
であるというふうに思っております。
○尾 委員 しっかり検討いただきたいと思いま
す。
私、先ほど日本の死亡者の方を一億四千人と言
ってしまったようです。一万四千人でございます。
申し訳ありません。
では、尾身先生、以上でコロナの質問を終わり
ますので、ありがとうございます。御退席くださ
い。いつもありがとうございます。
次に、精神病院における、精神病床における身
体拘束についてお聞きをしていきたいと思います。
今日は、この問題に長年取り組んでこられた杏
林大学の長谷川利夫先生も、そこで、傍聴に来て
いただいておりますので、しっかりとお答えをい
ただきたいと思います。皆さんに配付した新聞記
事のインタビューの先生であります。
まず、現状をお聞きします。

全国の精神病床で身体拘束を指示した入院患者
というのは一年に何人ぐらいいらっしゃるのか。
また、それが増加傾向なのか減少傾向なのか、お
聞かせください。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねにつきまして、厚生労働省が行っており
ます調査では、精神科病院で身体的拘束の指示件
数、これは、毎年度六月三十日時点での指示され
ている拘束件数を調査しておりますが、この数で
ございます。二〇一九年度時点で一万八百七十五
件。二〇一七年度以降、減少傾向となっていると
いうふうに理解しているところでございます。
○尾 委員 どこから数字を取るかで全然違うん
ですね、これ。一つ、今回質問するに当たってい
ただいた、十五年分いただきましたけれども、実
は二〇一六年から二〇一七年で統計の取り方が変
わっているんですね。二〇一六年度までは身体拘
束実施の件数でした。二〇一七年度からは身体拘
束指示の件数になって、ちょっとこの統計の連続
性が失われているんじゃないかなと指摘をしてお
きますけれども。
今、審議官、減少していると言いましたけれど
も、二〇〇五年時点が五千六百二十三件です。こ
れがどんどん増加していって、二〇一三年には倍
増の一万二百二十九件。そして、二〇一七年に一
万二千五百二十八件。そして、今一万件ですから、
二〇〇五年から比較すると、やはり非常に増えて
いるわけです。
やはりこれは私は問題じゃないかとすごく思う
んですが、ちなみに、これは拘束の指示の件数で
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すけれども、この拘束をされた方がどれぐらい拘
束されたのかという期間というのは、六三〇調査
では把握されているものなんでしょうか。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
令和元年度の厚生労働行政推進調査事業費補助
金でやりました研究、こちらの方で一応把握して
おりまして、身体的拘束指示時間について調査は
させていただいております。
○尾 委員 これがやはり結構長いんですね。例
えば、十一の精神病院で身体拘束を受けていた二
百四十五人を対象に継続実施日を調べたら、平均
九十六・二日、つまり三か月間身体拘束している。
最も長い人は三年。一か月を超える人が百四人で、
全体の四二％だったわけです。こういう拘束期間、
厚労省の調査でもやはり長いという傾向はあるん
でしょうか。
○赤澤政府参考人 評価はなかなか難しいのでご
ざいますが、先ほど御説明させていただきました
調査では、令和元年度でいえば、十年以上が〇・
一％というデータになっているというふうに理解
しております。
○尾 委員 ちょっとやはり拘束期間もしっかり、
今、令和元年度とおっしゃいましたか。しっかり
と把握をまずしていただきたい。まず現状を把握
しないと改善点等見えてきませんので、お願いし
たいと思います。
さらに、今日、配付資料にありますけれども、
日本の身体拘束は、人口百万人当たりの実施数が
オーストラリアの五百九十九倍、アメリカの二百
六十六倍に上るとイギリスの精神医学誌に掲載を

されておられます。これは長谷川先生のチームで
お調べになったことですけれども。
この日本のいわゆる精神病床における身体拘束
が突出して高いことについて、この要因を厚労省
としてどう考え、評価しているのか、お聞かせく
ださい。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
日本の精神科病院における身体的拘束の実施率
が海外と比べて高いとする研究があることは承知
しております。当該研究における隔離、身体拘束
の集計方法は日本の集計方法と異なることがござ
いますので、一律に比較することは困難であると
考えております。
○尾 委員 本当にその答えだけでいいんですか。
ちょっと今の答弁じゃ私は納得できないので、も
う一度聞きます。
それは、国によって制度も違いますし、でも、
六百倍とか二百六十六倍って、やはり容易に日本
は身体拘束をしている、まずはその認識に立たな
きゃいけないと思いますけれども、赤澤部長、い
かがですか。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、当該研究にお
ける隔離、身体拘束の集計方法が日本の集計方法
と異なるため、一律に比較することは困難である
と考えておりますが、いずれにしても、身体的拘
束は、精神保健福祉法上、患者の方の医療また保
護を図ることを目的としておって、必要最低限の
範囲で行うものでございます。
仮に身体的拘束等が行われる場合であっても適

切に実施されることが重要であるというふうに私
ども思っておりまして、現在、厚生労働科学研究
において、身体的拘束の最小化の手法について調
査研究を行っているところでございます。
身体的拘束につきましては、法令の規定に基づ
き必要最小限に実施することが基本であると私ど
も考えておりますので、引き続き、今行っている
調査研究から得られた知見の提供等により、適切
な医療が提供できるよう努めてまいりたいと考え
ております。
○尾 委員 やはりこれだけ違うんだということ
を認識していただかなきゃいけませんし、ちょっ
と大臣にもお聞きしたいと思うんですけれども、
やはり身体拘束というのはなくすべきものであろ
うかと。そして、もし必要でも、先ほどあったよ
うに必要最小限にとどめなければならない。こう
いう考え方に、厚労省、しっかり立っているとい
うことでよろしいでしょうか。
○田村国務大臣 身体的拘束ですけれども、これ
は精神保健福祉法上、指定医の診察によりまして
医療でありますとか保護のために必要性が認めら
れた場合というふうに、必要最小限であります。
ですから、漫然と身体拘束が行われないように、
医師としては頻繁にやはり診察をしていただく、
そういう基準が定められているわけであります。
具体的にといいますか、要件が、例えば自殺の
企画でありますとか自傷行為、これが著しく切迫
しているような、いわゆる、命、生命にまで危険
が及ぶおそれのあるような場合ですよね、こうい
うような場合。また、あと多動でありますとかい
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ろいろな場合でありますが、そういうものが一応
要件になっております。
今、説明がございましたけれども、やはり適切
に行われることが必要でございますので、適切な
身体拘束というものがどういうものであるかとい
うこと、これは今、厚生科学研究で研究をしてい
る最中であるということであります。
いずれにいたしましても、患者の皆様方の人権
がしっかりと守れるような形で適切な医療が行わ
れなければならないということでございますので、
厚生労働省といたしましても、そのような方向の
下で運用させていただいておるということであり
ます。
○尾 委員 自傷他害のおそれというときに、や
はり、医師や看護側の思いだけでやっているんじ
ゃないか、安易な拘束になっているんじゃないか、
それが各国と比べたときに非常に多い身体拘束で
あり、非常に長期にわたったり、件数が多いとい
うことだと思うんですね。
大臣、今、適切にという言葉を使われたと思う
んですけれども、私は、やはりこれは最小を目指
して、最小にしなければならないという思いがあ
るんですけれども、大臣として、やはりこれは、
そのおっしゃっている適切というのは、最小、最
低限だと。つまり、自傷他害とか、そういうこと
以外ではこれは安易にやってはならないものだと
いうことを、ちょっとしっかりと御答弁いただけ
ればと思います。
○田村国務大臣 先ほど、冒頭、必要最小限とい
うことを申し上げました。その上での要するに適

正なといいますか、そういうような意味合いで今
研究をやっておるということでございますので、
そのように御理解いただきたいというふうに思い
ます。
○尾 委員 こういう身体拘束をなくしていくた
めにやはり考えなければいけないのは、人員配置
基準だと思っております。一般病床と比べて医師
数や看護師数が少なくてよいということになって
いて、つまり、現場は、これは人員不足になって
いるんじゃないか、それで安易な拘束を生んでい
るのではないか。なので、やはり人員配置基準で
すね。今、精神病床、特例があって、なっていま
すけれども、これをやはり普通の病床の基準に戻
していく、これが大事かと思います。いかがでし
ょう。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。
精神病床における人員配置基準につきましては
一般病床と比べて低く設定されておりますが、療
養病床等と同等であり、これは最低基準を定めた
ものということでございます。
その上で、平成二十六年四月に策定いたしまし
た、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提
供を確保するための指針におきましては、例えば、
急性期の精神障害者の方を対象とする精神病床に
おける人員配置につきましては、新たに入院する
急性期の精神障害者が早期に退院できるよう、一
般病床と同等の人員配置を目指すということとし
ておりまして、これを踏まえ、急性期の精神病床
を有する病院において、個々の実情に応じた人員
の配置を促しております。

さらに、診療報酬におきましては、医師や看護
師について一般病床と同程度の配置を行った上で、
精神科救急や精神疾患患者の身体合併症医療を提
供する精神病棟につきましては、より高い評価を
行っております。
行動制限でございますが、精神保健福祉法にお
いて必要最小限に行われるべきということとして
おりますことから、御指摘の人員不足が直ちに安
易な拘束を生んでいるものとは考えておりません
が、先ほどもお答えした調査研究で得られた知見、
いろんな病院でどういうことをやられているかと
いうような知見の提供等も通じまして、引き続き
個々の病院の規模や機能に応じた体制の整備を推
進してまいりたいと考えております。
○尾 委員 調査結果はありますけれども、やは
り人員配置基準は安易な身体拘束を生む原因の一
つになっていると思います。
なぜこういうことを申し上げるかというと、神
出病院です。神戸の神出病院というところで、も
う私たちが想像を絶する、患者さんへの虐待が起
こっておりました。閉鎖的な場で、入院によって
第三者の目が入らない場で、やはりこういう事件
は起こったのではないか。
そして、何と昨日も、神戸新聞には、神出病院
の二十代の看護師が患者の胸ぐらをつかんだとい
うことで、警察に通報されております。神戸市に
も通報されたという事件が起こっております。
これは本当に神出病院だけの問題なのか、全国
の精神病床でやはり似たようなことが起こってい
るのではないかとも考えられるわけですが、まず
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は、この本当に想像を絶する、もう人権も何もあ
ったものじゃない、私ちょっと具体例は余りにひ
どいので申し上げませんけれども、厚労省として、
この神出病院の虐待案件はどう受け止めて、今後
どう改善させようとしているのか、お聞かせくだ
さい。
○赤澤政府参考人 精神科病院におきまして患者
に対する虐待等の人権侵害はあってはならないこ
とでございまして、こうした事案が生じたことは
大変遺憾だと思っております。
厚生労働省といたしましては、本件事案を重く
受け止め、都道府県等に対し、過去五年間で把握
している虐待が疑われる事案につきまして実態調
査を行いまして、その結果を都道府県等にまず情
報提供しております。
それから、精神科医療機関に対し、虐待事案の
発生防止や早期発見の取組強化、それから事案が
発生した場合の都道府県等への速やかな報告を要
請するとともに、都道府県等が行う実地指導にお
いて、虐待が疑われる事案の聞き取りを行うよう
実地指導要領に明記してお示ししているところで
ございます。
こうした取組等によりまして、今後とも精神科
医療機関における虐待発生防止を推進してまいり
たいと考えております。
○尾 委員 赤澤部長、都道府県に対して過去五
年間なかったかどうか実態調査をされているとた
しか今お答えになったかと思うんだけれども、そ
れって公表されたり私たちに資料をいただけたり
するものでしょうか。

○赤澤政府参考人 済みません、私が最初にお答
えした都道府県の調査ですね、公表していると思
いますので、大丈夫だと思います。
○尾 委員 身体拘束というのは、患者さんの心
にも大きな傷、それはそうですよね、私たちだっ
て、考えてみてください。いきなり全部の体が動
かなくなるんですよ。トイレも行けない状態にな
るんですよ。そういう状態は、本当に人権と、そ
して心に大きな傷を負わせます。身体機能も著し
く低下させるわけで、長時間体を動かせないこと
で、血栓ができる、呼吸困難、心停止を起こす、
エコノミークラス症候群のリスクも指摘をされて
いる。だからこそ、身体拘束は極力なくさなけれ
ばならない。
こういうふうな、今、人員配置基準はこのまま
でも、身体拘束を極力なくすために取り組んでい
る病院も出てきています。厚労省としては、やは
りこういった好事例をしっかり紹介して、広げる
ようなことが非常に大事だと思いますが、いかが
でしょうか。
○赤澤政府参考人 身体的拘束につきましては、
必要最小限の範囲内で行うこととされておりまし
て、その上で、更に身体的拘束の減少に資する取
組を行うことは、患者の人権に配慮した医療のた
めにも大変重要であると考えております。
例えば、身体的拘束の減少に資する好事例とい
たしまして、職員の方同士が拘束を削減するため
の方策について話し合う機会を持つ、それから、
入院患者の身体拘束件数を共有する等の対策を行
うことにより、拘束件数を八割以上も減らした精

神科医療機関もあることも私ども承知しておりま
す。
こうした好事例を紹介していくことは、身体拘
束の最小化を推進する上で有効と考えておりまし
て、先ほどもちょっと御紹介させていただきまし
た、現在進めております身体拘束の最小化の手法
に係る調査研究の結果も併せまして、今後、好事
例の普及方策について検討してまいりたいと考え
ております。
○尾 委員 長谷川先生もインタビューの中で、
人が人を縛るという行為をそんな簡単にしてはい
けないという当然の意識を社会的に醸成させてい
くことが必要で、精神科病院で起きている現実を
可視化させていくことが大事だというふうにおっ
しゃっています。しっかりと、神出病院のような
ことがほかの病院で起こっていないのか、また、
二度とこういうことが起こらないように、そして、
身体拘束の日本のもう本当に突出した多さ、これ
は改善していただかなければいけないと思います。
強く要望しておきたいと思います。
あと、次、ちょっとがらっと変わりますが、オ
リパラアプリのことをお聞きしていきたいと思い
ます。
ちょっと時間がありませんので、減額費用と内
容について、これは先日、参議院で伊藤孝恵議員
に答えていただいていますので、省略をいたしま
す。七十三億を三十八・五億円にされた。九月十
五日までの契約にされたということであります。
ちょっと、私の方に、先ほど、どういうふうに、
今度、じゃ、再委託と再々委託の会社はどうなっ
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ていますかと言ったら、やはり減額されても再委
託と再々委託で四十社連なっているというのは、
ちょっと私は衝撃を受けたわけですが。
既にオーストラリアのソフトボール選手団は入
国をされておられるわけであります。そうすると、
オリパラアプリを選手団に使っていただくといっ
ても、もう入国されているような方々はアプリ対
応していないわけですが、これはどういうふうに
される御予定なんでしょうか。
○時澤政府参考人 お答えいたします。
システムの稼働前に我が国に入国されました大
会関係者につきましては、入国手続に係る機能を
利用する機会はないわけでございますが、日々の
健康管理に係る機能や帰国時の陰性証明書取得に
係る機能につきましては、これは利用していただ
くということになると思います。
○尾 委員 そうすると、できましたのでダウン
ロードしてくださいみたいなことを、選手団に何
かしらの形でお願いするということになるんでし
ょうか。
○時澤政府参考人 このシステムの利用者につき
ましては、アクレディテーションを有する選手等、
大会関係者であります。したがいまして、入国さ
れている方につきましても、このアプリにつきま
してはダウンロードしていただいて、使っていた
だくということになると思います。
○尾 委員 私は、どのようにしてダウンロード
してもらう連絡をするのかというふうに聞いたん
ですけれども、ちょっと何かすれ違っている感じ
がします。

これは、選手団だけに三十八・五億というのは
めちゃくちゃ高いと思うんですよ、ＣＯＣＯＡは
四億ですからね。ＣＯＣＯＡの十倍がこのオリパ
ラアプリに使われる。それも、九月十五日で終わ
るんですよ。たった、それもまだできていません
よね、六月中にできるということですから、本当
に、七、八、九、二か月半のために四十億弱のお
金を使うアプリって一体何なのかということがあ
るんですね。
これをずっと私も審議官と議論してきまして、
途中からインバウンドに使うという文言がなくな
っているんです。契約を今回変えられましたけれ
ども、変更されて、確かにインバウンドへの活用
という言葉が契約書からもなくなりました。
そして、今後、じゃ、どうするのかということ
なんですが、日本への入国者全体向けのシステム
として活用すると書かれているんですね。日本へ
の入国者全体向けのシステムということは、新た
な契約を結んで、新たなアプリにする。それは、
いつ頃、どのくらいの価格を予定しているんでし
ょうか。
○時澤政府参考人 お答えいたします。
オリパラ後も、広く日本への入国者を対象とい
たしまして、入国に係る様々な手続を一つのシス
テムで一体的に管理する、この方針については変
更はないところでございます。
オリパラ後におきましては、内閣官房の下、入
国者の更なる利便性の観点から、査証申請との連
携を検討するほか、水際対策への活用につきまし
ても、新型コロナウイルスの異変種株をめぐる情

勢等を踏まえた検討がなされると承知をしており
ます。こうした検討も踏まえて、今回開発してお
りますシステムの資産を活用しながら、必要な見
直し、拡充を図ることとしておりまして、新たな
調達を行う予定でございます。
その時期につきましてはまだ未定でございます
けれども、例えば、今回のシステムを活用するこ
とで提供可能な入国手続に係るサービスにつきま
しては、オリパラ後速やかに提供する、こういっ
たことも現在検討しているところでございます。
○尾 委員 審議官、どれぐらいの価格かという
ことについては。
○時澤政府参考人 これも現在検討を進めている
ところでございまして、現在、具体的な予算規模
等についてお答えすることは困難なところでござ
いますが、現在の契約をオリパラ終了後までに短
縮することで契約額を縮減しつつ、今回の開発で
得られますプログラムソースや情報連携基盤等の
資産を活用した上で別途調達することによりまし
て、基本的には、必要なコストをトータルとして
は抑えることが可能というふうに判断をしている
ところでございます。
○尾 委員 危惧するのは、七十三億を三十八・
五億にしたけれども、また新たなアプリにすると
きに、また同じようなぐらいお金がかかって七十
三億になったとかいうのでは、これは本当に意味
が分からなくなります。
スムーズにということを言っていらっしゃると
いうことは、もうすぐ多分発注をされるんだろう
なと思いますから、また使えないアプリを更に作
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るんじゃないか。水際とかはもう厚労省でやって
いますから、それに更にまたアプリを作るという
のは本当に大丈夫なのか。また、今回、顔認証技
術を取りましたけれども、顔認証技術はオリパラ
観光客には使わなかったけれども、また違う顔認
証技術を追加するとか、そんなことにならないよ
うに、無駄の上に無駄を重ねるようなことがない
ように、強く申し上げておきます。
最後に、障害者差別解消法についてお伺いをし
たいと思います。
今国会のＬＧＢＴ新法についてですけれども、
私はまだ望みは捨てていないところであります。
だって、オリパラ東京大会は開催するけれども、
ＩＯＣが求めている素地に関する人権尊重はやり
ません、こんなことがあり得るのか。
本当に当事者は傷つけられるだけ傷ついて、法
律もできないとか。いやもう本当に、多様性と調
和と言っているんですよね。多様性と調和とか、
おもてなしとか言っているのに、それを担保する
法律すら作られないという国は、本当に私、許せ
ないと思っておりますので、しっかりやっていた
だきたいと思います。
質疑時間が終了していますので、一言申し上げ
ておきますが、差別解消法で私は何を聞きたかっ
たかというと、性同一性障害の方々は、差別解消
法の中に入るんですね。なので、これは診断書主
義でもありません。ですから、今皆さんが何かい
ろいろな議論の中で、これはどうなるんだ、あれ
はどうなるんだと言っているようなことは、実は、
障害者差別解消法の範疇の中で、地域の協議会で

もってやることができるということであります。
皆さん、考えていただきたいのは、そこに当事
者がいて、当事者の困難があるということです。
じゃ、トランスジェンダーの方はスポーツしなく
ていいんですか、スポーツジムに行けなくていい
んですか、トイレに行けなくていいんですか。そ
ういう困難をどうやって解消するかという、そう
いう視点に立って、是非、国会でしかできない立
法を最後までやっていただきたいということをお
願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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