厳格な水際対策を！

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、白石洋一君。
○白石委員 立国社の白石洋一です。
まず第一の質問は、新型コロナウイルス対策と
して、少なくとも二週間又は三月中の中国からの
全面入国禁止をするべきじゃないか。これは、二
日前に通告して、昨晩進展があったようですけれ
ども、確認したい事実や数字がありますので、そ
のまま質問させていただきます。
お手元の配付資料で、中国と日本との往来の状
況の確認をしたいということで、国交省の方が持
っているデータというのは便数だけですというこ
とでした。これは、三月に入ってから一週間で、
往復ベースで日本と中国との往来というのは二百
三十六・五ある。ですから、我々が普通に知って
いる便数ということでいえば、これの倍になるわ
けですね。四百七十便ぐらい中国との往来があっ
た。さらには、香港やマカオでも、あるいは台湾
でもあるということです。
お願いしているのは、人数ベースで直近の往来、

特に中国から日本にどれだけ入ってきているのか、
教えてください。
○石岡政府参考人 お答え申し上げます。
中国人の入国者数ということでお答えさせてい
ただきます。
令和二年一月における中国人の入国者数は、速
報値で八十八万八千五百五十八人でございます。
令和二年二月の入国者数、これは概数でございま
すが、約十一万人程度となっております。そして、
令和二年三月一日から三月四日までの四日間でご
ざいますが、この入国者数につきまして、これも
概数ではございますが、四千人を下回る程度とな
っております。
○白石委員 一月、八十八万人、そして二月が十
一万人、この四日間で四千人と、相当な数が、中
国の方が入ってきている。その中には、入国禁止
をしている武漢市のある湖北省や、あるいは浙江
省が、二月以降は入っていないということですが、
それでも相当入ってきていると思うんですね。
それで、次の、配付資料二ページ目ですけれど
も、ＷＨＯの毎日発表している状況報告。簡単に
これは見れるんですけれども、相当な方が累積、
そして、現在、一日当たりの罹患者がおられると
いうこと。
そして、その次のページですけれども、これは
バイドゥという中国の検索機関のホームページの
ところですけれども、下の地図は、累積、つまり、
治った方や死亡者も含む。これは、色があれです
けれども、真っ赤なんですね。そして、直近の罹
患者の数でいっても、上の地図、四川や広東、山

東、そして北京、こういったところは色が濃くな
っているわけです。
そういったことを考えてみると、非常に日本は
危険にさらされている、あるいはいたなというふ
うに思うんです。
そこで、厚労省に質問です。感染経路調査をさ
れているということなんですけれども、現在、湖
北省や浙江省以外の中国地域から新型コロナウイ
ルスがもたらされたと考えられるケースというの
はどれぐらいあるのでしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
三月三日の十八時時点で整理したものでござい
ますが、ＰＣＲ検査陽性だった者が二百六十九名
いるのでございますが、今先生御指摘がありまし
たように、湖北省それから浙江省以外の者という
ことは、めくって調べた結果では確認できていな
いという状況でございます。
しかしながら、中国及び韓国で感染者が引き続
き増加しているという状況でございますので、し
っかり水際対策をやっていかなければならないと
いうふうに考えております。
○白石委員 短期的には非常にインパクトがある
かもしれませんけれども、長い目で見れば、全面
入国禁止をして水際対策をしっかりする。遅きに
とか、早いとか、今は言いませんので、とにかく
それをやって、その方が感染を抑えることができ
る、国民の生命、健康を守る、そして、事業、ビ
ジネスについても長い目で見ればその方が得策で
あると考えます。
それで、厚労大臣、昨晩政府対策本部で決定さ
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問１

れた入国禁止の措置の背景、そして今後について
御所見をいただけますでしょうか。
○加藤国務大臣 きょうの閣議で、政府として、
中国又は韓国から来航する航空機又は船舶に搭乗
し、乗船した者であって、隔離や停留をされない
者については、検疫所長が指定する場所において
十四日間待機し、国内において公共交通機関をし
ないこと、これは要請ということでありますけれ
ども、しないということにさせていただきました。
具体的には、先ほど申し上げましたように、現
在でも、中国、韓国においては感染者が増加をし
ている。そして、国民の皆さんもこうした状況に
対するいろいろな不安を持っておられることも確
かにあります。
そして、国内においては、この一、二週間が非
常に大事ということで、イベントの自粛、あるい
は学校の休業等々、いろいろなこともお願いをし
ている。
そういったことを総合的に勘案して政府全体と
して水際対策を強化するということで、私どもだ
けではなくて、入管の対応、外務省のビザの対応、
国交省における入港、要するに着陸できる空港の
制限、こういったことを一連のパッケージとして
水際対策の強化をとらせていただいた、こういう
ことであります。
○白石委員 ただ、二週間の隔離施設での待機と
いうのがどういう意味を持つのかとか、疑問はあ
るんですけれども、引き続きこれはフォローさせ
ていただきます。
次の質問ですけれども、これだけ学校、小中高

の全国での休業ということになりました。その後、
どこまでこれが続くのかということを考えるわけ
ですね。
今、当面ということなんですけれども、春休み
の期間が過ぎて、その後どうなるのか。春休みを
過ぎても終息していない、おさまっていないとい
うことであれば、いわゆる始業期を過ぎても休業、
休校を続けるということもあると思うんです。
ですから、私は、これを機に、日本の学校の入
学や新学期の月を、受験期の、新型コロナウイル
ス、あるいは、いつもある風邪だとかインフルエ
ンザの発生、あるいは、雪の激しい地域だとか、
たまたま雪が降って受験地に行けないというよう
な不公平があると思うんですけれども、そういっ
たことを減らして、国際標準の九月の入学にする
ことを検討したらいいんじゃないかなというふう
に思うんです。
まず、厚労省に、過去十年の月別のインフルエ
ンザ罹患者の十代の状況というのはどうなってい
ますでしょうか。
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
我々は感染症発生動向調査というのを行ってお
りますが、全国約五千カ所の定点医療機関からの
報告のインフルエンザの状況でございます。
十代につきましては、直近の二〇一九年では年
間で三十八万件というふうになってございますが、
そのうち、週でとっておりますので、第一週から
第十三週が一月から三月になりますが、この時期
が三十八万件のうち二十六万件というふうになっ
ております。

また、例年の傾向といたしまして、十代の患者
というのは全体の患者の約二割を占めるというこ
とと、先ほどと重なりますが、患者の発生のピー
クというのは一月の下旬から二月上旬になってい
るというような状況でございます。
○白石委員 二十六万人が一月、二月に集中して
いるということ。
受験を迎えない学年もありますけれども、大学
受験、高校受験はこれからあります。そして、人
によっては中学受験。こういったことを考えれば、
九月に移行する。これが国際標準でもあり、大学
の方では、あるいは大学院では九月入学というの
は多くなっていますけれども、何せ高校卒業が三
月であるということで、ほとんどの大学の入学と
いうのは四月になっているということだと思いま
す。
それで、文科省にお伺いするんですけれども、
九月入学制度に移行することについての問題点、
何が障害になるとお考えになりますでしょうか。
○佐々木（さ）大臣政務官 先生から御質問いた
だきました日本の初等中等教育段階の学校の入学
時期につきましては、学校教育法施行規則第五十
九条に定めがございまして、「小学校の学年は、
四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
」このようにございます。そして、これが中学校、
高等学校等に準用されているところであります。
そして、入学時期の見直しにつきましては、先
生御指摘の国際標準という観点も含めてさまざま
な御意見があるということを承知しておりますけ
れども、現在の制度は我が国に社会的、文化的に

- 2 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
令和2年3月6日

これを機に９月入学に制度変更を
問２

深く根づいているという点、また、民間企業の活
動ですとか地方行政、こういった国民生活全体に
与える影響の大きさ、このことを考えますと、さ
まざまな観点からの慎重な検討をしていくという
ことが重要ではないかというふうに認識をしてお
ります。
いずれにいたしましても、まず、新型コロナウ
イルス感染拡大の防止対策につきましては、休校
の実施等を通じまして全力を尽くしていくという
ことが重要であるというふうに思っております。
○白石委員 社会的に与える影響ということなん
ですけれども、実は、明治三十三年までは九月だ
ったらしいんですね。つまり、それまではそれで
やっていた。その後、四月からになっているとい
うことですから、日本でやってやれないことはな
いというふうに思うんです。これから新型コロナ
がどうなるかわかりませんけれども、休校をずっ
と続けるということであれば、これを機に、九月
入学というふうに制度を変える一つの転機として
考えればいいんじゃないかということを提案させ
ていただきます。
次の質問ですけれども、新型コロナに関連して
ですけれども、先日政府が、新型コロナじゃなく
て、インフルエンザの治療薬であるアビガン、フ
ァビピラビルというものが効くんじゃないかとい
うことで、これの臨床研究を始めますという発表
がされて、かなり、これは中国でも効くというよ
うなことも伝えられていて、期待されているんで
すけれども、今このアビガンの状況というのはど
うなっていますでしょうか。

問３ インフル薬ファビピラビル（アビガン）の新型コロナへの効能について

○吉田政府参考人 お答えいたします。
御指摘いただきましたアビガンにつきましては、
現在、厚生労働科学研究班におきまして、二月下
旬より観察研究として行っております。
この研究は、重篤化を防止するという観点から、
対象の患者さんについては、おおむね五十歳以上、
また、基礎疾患のある患者さんであって、低酸素
血症を呈し、酸素供与が必要になった方というこ
とで薬剤を投与して行っているところでございま
す。
○白石委員 その中間報告でもどういうふうにな
りましたというような、見通しを教えてください。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
現在、研究を始めさせていただいておりますけ
れども、見通しということで申し上げれば、研究
の結果を判断するには、一定数の患者さんに抗イ
ンフル薬を投与して、その効果を評価するという
ことが必要でございます。
具体的には、学会において示されておりますＣ
Ｏ Ｖ ＩＤ ― に 対 する 抗イン フ ル薬 によ る 治療
の考え方ということに基づきますと、十日から十
四日程度抗ウイルス薬を投与するということがま
ず必要であるでありますとか、あるいは、この観
察研究の性格上、投与対象となります症例がある
程度一定数蓄積した上でそれを評価するというこ
とが必要ということでございますので、この研究
班、非常に精力的に進めていただいておりますけ
れども、現時点で、今後の見通し、あるいは結果
について申し上げるというのは少し困難な状況で
ございます。

○白石委員一つのトラックのことについて教え

ていただきました。
もう一つのトラッグは、藤田医科大学が研究
を始めるというようなことも伝えられています
けれども、こちらの状況はどうでしょうか。
○吉田政府参考人 お答えいたします。
藤田医科大学病院におきましては、国立研究開
発法人の日本医療研究開発機構、いわゆるＡＭＥ
Ｄでございますが、この委託研究班として、軽症
あるいは無症状の患者さんを対象としたアビガン
の有効性の検証を目的とした、これは、臨床研究
法に基づく特定臨床研究という位置づけを持って、
この三月二日から研究を始めていただいていると
いうふうな状態でございます。
○白石委員 これは非常にこれだけ関心が高まっ
ておりますので、通常の薬の扱い以上に、今どう
なっていると、中間報告でいいですから、発信の
方をよろしくお願いしたいと思います。
次の質問です。夜間勤務について。
物づくり、これはラインを持って、そして、例
えばボイラーをたいているところなんかは二十四
時間ラインが動いていて、ですから、交代勤務、
それは三交代だったり二交代だったりがあって、
その場合、夜間勤務がローテーションで入ってく
るというものがあります。あるいは、医療とか介
護、コンビニ、そして飲食料、こういったところ
は夜間勤務が多いんだけれども、この分野で非常
に担い手不足、人手不足が激しいです。この分野
をもうちょっとしっかりと見ていかないといけな
いんじゃないかな。
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昨年、働き方改革で、時間についてどうするか
ということを主に議論しましたけれども、これか
らは、その質、働くきつさというところも焦点を
当てていかないといけないんじゃないかなという
ふうに思うわけですね。
それで、この夜間勤務についての実態というの
は、政府としてどのような把握をされていますで
しょうか。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの夜間勤務の実態でございますが、一つ
のデータとしまして、深夜に労働している方の割
合のデータというものがございますが、平成二十
四年の労働者健康状況調査というものでございま
す。これによりますと、過去六カ月間を平均いた
しまして、一月当たり四回以上、午後十時から午
前五時までの時間帯に一部でも業務に従事したと
回答された労働者の割合が二一・八％であったと
いうデータがございます。
○白石委員 二割の方が夜間勤務。その中でも、
やはり集中しているところもあると思うんですね。
例えば物づくりのところであるとか、あるいは医
療、介護のところもあると思うんですけれども、
これは違反している状況とか、そういった把握の
仕方もあると思いますけれども、そのあたりはい
かがでしょうか。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員の方から御指摘ございましたように、
労働者の先ほどの割合が多いというのは、先ほど
もありましたような製造業であったり、あるいは
運輸業であったり医療関係ということでございま

すが、深夜労働に限った割増し賃金の関係につい
ての集計はございません。
平成三十年におきまして、労働基準監督署の監
督指導の結果、全産業において、時間外又は休日
労働、深夜労働に対する割増し賃金の支払いに関
する違反が認められた件数が二万九百八十七件と
いうことでございます。
○白石委員 相当な件数、二万九百ということで
ある。
先ほどおっしゃった労働者健康状況調査という
のは平成二十四年ということで、相当古いと思い
ます。ですから、最近どうなっているんだ、最近
特に人手不足、夜間勤務をする担い手がいないと
いうことでありますし、もう一つは、割増し賃金
の実態がどうなっているのかという数字も知りた
いわけですね。この数字は今まで調査したことは
ありますでしょうか。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
夜間勤務の今申し上げましたような健康の関係
についてということでございまして、その関係に
つきましては、海外の研究において、その可能性
を肯定するものと否定するものが見られるという
状況でございます。
現在、厚生労働省におきまして、交代制勤務、
夜勤と発がん性について、関連する文献の収集、
あるいは国際がん研究機関の評価結果を踏まえま
した海外の対応状況について情報収集を行ってい
るところでございます。現時点で明確な知見があ
るわけではございませんけれども、引き続き、情
報収集ということをしっかり継続してまいりたい

と思います。
それから、過労死等防止のための対策に関する
大綱というもので、その中で、過労死等の実態の
解明のために、深夜労働等の関連性を分析してい
く必要があるというものが記載されてございます。
私どもとしましては、この大綱を踏まえて、調査
研究をしっかり実施してまいりたいと思います。
それから、割増し賃金の違反件数の実態につい
ては、先ほど申し上げたとおりでございます。
○白石委員 国際がん研究機関によるものがある
ということなんですけれども、ぜひ、過労死の原
因、がんというよりも、体がきついということが
一番訴えられているので、その関係、体がきつい
ということの極端な例というのが過労死というこ
とだと思います。健康に対するどのような影響が
あるのかというのを、大綱にもあるということな
んですけれども、鋭意進めていただきたいなとい
うふうに思います。
そして、次の質問は夜間勤務の割増し率という
のは二五％ということなんですけれども、これは
私は低いんじゃないかなとも思うんですけれども、
制定時の根拠というのはどういうものでしょうか。
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘ござい
ましたとおり、現行、深夜労働に対する割増し賃
金率は労働基準法の三十七条の第四項におきまし
て、「通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分
以上の率で計算した割増賃金を支払わなければな
らない。」としてございます。
この割増し賃金の規定につきましては、制定時
におきましては、三十七条で、いわゆる時間外の
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労働、休日の労働、それから今の深夜業もひっく
るめて、そういうものをまとめた条文構造で、通
常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五
分以上の率で計算した割増し賃金を支払わなけれ
ばならないという条文構造になってございました。
そういう全体をまとめてという形で制定時の当
時のＩＬＯ条約におきまして、工業における全て
の労働者の労働時間は、一日八時間、一週四十八
時間を超えてはならないとした上で、超過時間に
ついて支払われる賃金率は、普通の賃金率の一・
二五倍を下回ってはならないとされていること等
を踏まえて定められたということで承知してござ
います。
○白石委員 時間外と休日勤務が二五％だから深
夜も二五％にしたということなんですけれども、
もう一度考え直してみる必要もあると思うんです
ね。そのために海外の事例というのはどんなもの
かということも調べてみる必要もあると思うんで
すけれども、私もちょっと調べてみてもなかなか
見つからないんですけれども、厚労省としてはど
のように見ていらっしゃいますでしょうか。
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のように、深夜労働の割増し賃金に
ついての状況ということについて、詳細な形の一
覧のようなものがなかなか難しゅうございますけ
れども、制度の有無も含めまして国によってさま
ざまであるというようなことでございます。
私ども、二〇一八年に海外情勢報告というもの
を出しておりますけれども、その中では、例えば
という形で、フランスにおきましては、一定の条

件を満たす深夜労働を行った労働者に対して割増
し賃金と健康面でのフォローアップを受ける権利
を付与ということであったり、あるいは、韓国に
おいては、深夜労働の割増し賃金については通常
の賃金の五〇％以上の加算、それから、フィリピ
ンにおいては、深夜労働は一〇％以上の割増し加
算というような形で私どもとしては把握している
ということでございます。
○白石委員 ぜひ厚労省としても、ほかのところ
に委託ということでもいいですから調べていただ
いて、私は、今この二五％というのはちょっと海
外からの比較では低くなっているんじゃないかな
と思うわけです。
それで、大臣、深夜勤務の実態であるとか、あ
るいは健康への影響、海外の動向、これを省とし
て調べた上で、働き方改革の続きとして、働く質、
特にきつさにフォーカスした改革をする、特に、
その一環として割増し賃金等の深夜勤務の見直し
というのも考えたらいいかと思うんですけれども、
いかがでしょうか。
○加藤国務大臣 たしか委員とは昨年の予算委員
会でこういった話題について話をさせていただい
たことを今思い出しながら聞かせていただきまし
た。
働く方々の処遇というんでしょうか、働く環境
をどうしていくのか、今委員御指摘のほかにもい
ろいろなポイントがあるというふうに思っており
ます。
そういったことについては、最終的には労政審
の場でお決めをいただく、あるいは、その手前に

おいてはいろいろなところで勉強していただいて、
それを労政審に上げていただくというプロセスで
これまでもやってきているところでありますので、
これはやらないとか、これはやるとかという思い
を持っているわけではありません。
今御指摘の点については、制度についてはお話
がありましたけれども、実際、それぞれの事例と
しては、法律で決めた以上にお支払いをされてい
るところ、あるいは、夜働く人に対しては、特別
に夜食、深夜に夜食等、さまざまなサービスとい
うんでしょうか、それを提供している事例もある
というふうには承知をしております。そういった
事例も含めて、より良好な勤務制度が確保される
ように努めさせていただきたいというふうに思い
ますし、その前提として、先ほど、海外のことを
調べたらどうか、国内のことについて調べたらど
うかというお話もありました。
どういう形でやるのか、特に、国内の場合、統
計が今非常にかちっとした仕組みになっているも
のですから、簡単に足せないということもありま
すけれども、そういったことも踏まえながら、ま
ず実態を把握するということが非常に大事だと思
いますので、それに向けて中で検討させたいとい
うふうに思います。
○白石委員 ぜひ実態を把握していただいて、労
政審も、実態把握、データがないと検討もできな
いと思うので、よろしくお願いします。
最後の質問になりますけれども、保育ですけれ
ども、保育園の入園条件というのは、保育の必要
性というのがあるということで、この保育の必要

保育園の入園条件は地方によって緩和を

問５
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性というのは、あらあら、共働きだったり、ある
いは一人親で世話をする人がいないということな
んですけれども、ただ、この条件を地域によって
は緩和してもいいんじゃないかな。
保育園が見つからないということも、それは地
域によってはあるでしょう。それは都会を中心に
ありますが、田舎の方では、そんなにえり好みさ
えしなければ保育園の定員は確保されている。そ
の中で保育の必要性というのをがちがちやってい
たら、むしろ弊害が起きるという部分があると思
うんです。
例えば、一旦入園しました、でもお母さんが失
職しました、三カ月たっても職が見つかりません、
では子供は退園しないといけないんでしょうかと
いう声もあります。
こうなると、本当に子供の育ちに悪影響が起き
ると思うんですけれども、この点、厚労省という
よりも内閣府さんの担当だと思いますので、お願
いします。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の求職活動による保育の必要性認定に関
しましては、雇用保険制度に基づく失業等給付の
給付日数が九十日を基礎としているということを
踏まえまして、認定の有効期間は三カ月程度とい
うふうに通知において規定をしているところでご
ざいます。
しかしながら、今御指摘ございましたように、
有効期間の経過後も引き続き求職活動をされてい
て、保育が必要な状況にあると認められる場合に
は、再度認定することも可能というふうになって

ございます。
保育の必要性の認定につきましては、各市町村
において個々に状況を把握していただいて認定す
るという仕組みになっておりますけれども、国と
しては、約三カ月の有効期間経過後も引き続き求
職をされているということなど、保育の必要性が
認められる場合には、再度認定をしていただき、
必要な保育がきちんと受けられるように、今後と
も周知を図っていきたいというふうに考えており
ます。
○白石委員 これは自治事務ということで、地方
によって相当違いますので、裁量を認めていく方
向でお願いしたいと思います。
質問を終わります。
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