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○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。 

 本日は、厚生労働行政全般につきまして御質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、日朝閣僚級会談中止の経緯についてお伺いしたいと思います。 

 先般、三月二十八日、私、この場におきましての質問で、大臣が三月三十日、シンガポ

ールを訪問されて、北朝鮮の金秀学保健大臣とお会いになられて被爆者支援対策などを協

議されるということでの御予定を伺っていたところでございますけれども、翌二十九日に

北朝鮮側の都合で中止になったということがございました。 

 これにつきましての経緯と、また今後の見通し、また大臣の率直な御感想をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） 先般ここで御報告を申し上げたところでございましたが、北朝

鮮側から、保健大臣の個人的な、個人的と申しますか、保健大臣個人の用件がどうしても

できて出席することができないので延期をしてほしいという申出がございました。直前で

ございましたのでこちらも大変戸惑ったわけでございますけれども、一応お受けをしたわ

けでございます。向こうからの申出によったものでございますしいたしますので、誠に遺

憾なことだというふうに思っておりますが、今後のことにつきましては、外務省を通じて

何らかありましたときには連絡をもらうようにしているところでございまして、現在のと

ころ、それ以後は何らないというのが現状でございます。 

 

○辻泰弘君 バイオテロ対策についてお伺いしたいと思います。 

 サッカーのワールドカップの開催が近付いておりまして、バイオテロが懸念される昨今、

感染症の異常発生を早期に察知し、迅速に対応するための対策が求められていると思うと

ころでございますが、厚生労働省はこれにどのように対処していくお考えか。また、昨年

の補正予算において措置された天然痘のワクチンの準備態勢はどうなったかということに

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 

○政府参考人（今田寛睦君） ワールドカップサッカーの開催期間中におきましては、感

染症法に基づきまして通常の感染症発生動向調査を徹底するわけでございますが、更に迅

速に感染症の異常発生を察知するということから、症候群別のサーベイランスというもの

を実施いたしまして、開催自治体を含めてブロックごとに検疫所あるいは地方厚生局、関

係の自治体等で構成されます協議会を設置いたしまして、連携体制の強化を図ることとい

たしております。 

 特に、症候群別サーベイランスでありますけれども、従来の方法でございますと確定診

断が付いたところで御報告をいただいているわけでありますけれども、生物テロを含みま

す感染症の異常発生を早期に察知するということ、そして迅速な対応を図るという観点か

ら、疾病の確定診断を待たないで、例えば皮膚の水疱が出たとか、あるいは呼吸器症状が

出たとか、そういう症状をもって患者さんの状態を毎日インターネットによって御報告を

いただく、そのための協力医療機関の確保、それから国立感染症研究所における体制とい

うものについて整備を進めているところであります。 

 これらにつきましては、サッカー期間中この特別な対応を維持いたしまして、感染症の

発生予防あるいは万が一の被害の拡大防止に全力を尽くしたいと思っております。 



 それから、御指摘の天然痘のワクチンでありますが、これは平成十三年度の一次補正に

おきまして二百五十万人分のワクチンの予算をいただいたわけでありますが、先月この二

百五十万人分につきまして全量納入をいただきまして確保されたところでございます。 

 今後とも、感染症対策に万全を尽くしていきたいと考えている次第であります。 

 

○辻泰弘君 後期高齢者の独立型医療保険制度の創設についてお伺いしたいと思います。 

 今後審議予定されております健康保険法等の一部を改正する法律案の附則では、平成十

四年度中に新しい高齢者医療保険制度の創設の具体的内容、手順、年次計画を策定し、お

おむね二年を目途に措置する旨の規定がございます。 

 この点につきまして、坂口大臣は、さきのテレビ番組におきまして、後期高齢者につい

て別方式で保険をやるのは一つの有力な考え方だと述べておられます。大臣は昨年の十月

のいわゆる坂口私案でも、七十五歳以上の後期高齢者医療は基礎年金とともに社会保障の

中枢であり、国庫負担を強化すべきものと強調されているところでございまして、このこ

とは大臣のかねてよりの強い御信念に基づくものだと思うわけでございますが、大臣のこ

の点につきましてのお考えと今後の進め方についてお伺いしたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） 後期高齢者医療につきましては、早くその見通しを立てなけれ

ばならないというふうに思っておりますし、抜本改革の中の一つの大きな柱にもしている

わけでございます。 

 先般、テレビ討論会におきまして私が申し上げましたのは、その中の一つの有力な方法

としてこの独立方式ということを申し上げたわけでございまして、突き抜け方式でござい

ますとか、あるいはまたその中間の案でございますとか、様々な案があるわけでございま

すが、そうした中の一つということを申し上げたわけでございまして、それ以上のことを

申し上げたわけでは決してございません。これから、いよいよそうしたことにつきまして

関係者の間でいろいろと議論を重ね、また国会におきましてもいろいろの御議論をいただ

きながら、そして最終結論を導きたいというふうに思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、高齢者医療の問題をどう決着を付けるかということが今後の

医療制度改革にとりまして最も大事な問題であるというふうに認識をしているところでご

ざいますので、努力をしたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 生活保護の問題についてお伺いいたしたいと思います。 

 現在、生活保護法による保護の実施要領などによりまして、炊事用具などの家具、什器

については二万五千円まで、また真にやむを得ない場合は四万二千円まで一時扶助費、す

なわち臨時的最低生活費として支給することが認められているところでございます。 

 厚生労働省は、先月、三月に、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、ルームエアコン

については、経常的な生活費の中から順次購入していけば足りるもので、家具・什器費と

して認定することは適当でないとの見解を初めて示されたところでございます。これは別

冊問答集という中での見解というふうに位置付けられているわけでございますが。これま

で東京都や大阪府ではそれらに対する支給を認めてきたところでございまして、このよう

な見解が示されたことによって再検討が求められるなどの混乱がもたらされるのではない

かと懸念されるところでございます。 

 そしてまた、聞きますと、地方が認めても国が認めないというなら、良しあしは別とし

て分かるわけでございますけれども、地方が認めるといずれにしても国も認めるんだとい

うことであるならばどういう意味があるのかというふうに疑問を持たざるを得ないところ

でございます。特に、冷蔵庫は最低生活の中に入れるべきではないかと思うわけでござい

ます。小まめに食料品を買えばいいではないかというような御主張も行政サイドにあるよ

うなことを聞いておりますけれども、大変冷たい感じを受けざるを得ないわけでございま



す。冷蔵庫は物を冷やすための、冷たくするためのものだから、それに関する行政も冷た

くしていいとは言えないと思うんでございますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。 

 

○政府参考人（真野章君） 御指摘をいただきましたが、生活保護世帯におきましても、

そういう冷蔵庫を始め、そういったものを保有すること、これはもう当然認められており

ます。今、先生御指摘の部分は、例えば長期入院をされていた方々が初めて生活保護を受

けられる、そういうスタートを開始するときにどういう状況かと。そして、その場合に日々

の生活をしていく上で必要不可欠な炊事用具、食器等の家具、什器がない場合に、経常的

な生活保護とは別に臨時的、特別としてどういう範囲を考えるかということでございまし

て、そういうものにつきましては、今、先生御指摘のとおり、計画的に購入していただく

ことをまずお考えをいただきたいということでございます。 

 ただ、しかし今申し上げましたように、新たな保護を開始する場合に最低生活に必要不

可欠であるとか、それらの物品を持っていない場合には支給しなければ緊急やむを得ない

という、必要不可欠、そして緊急やむを得ないときにはこの家具・什器費を支給するとい

うことになっておりまして、私どもといたしましては、従来、冷蔵庫その他につきまして

一律にこれを支給される実施機関があったり、一律に拒否をされる実施機関があるという

ことに勘案いたしまして、そうではなくて、この家具・什器費というのは、今申し上げま

したように、必要不可欠、又はさらに緊急やむを得ないという、この二つの要件を見てい

ただいて判断すべきものだということで、その取扱いをお示しをしたわけでございまして、

その受給者の置かれている状況に応じて実施主体がそれを把握し御判断をいただくべきも

のというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 この前から私申しましたように、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、ル

ームエアコンと、こういうふうに同列になっているわけですが、やはり冷蔵庫だけはちょ

っと私は質が違うと思うんでございます。 

 大臣、いかがでしょう。やっぱり冷蔵庫は最低生活の中に入れるのが社会通念になって

いると思うんですが、いかがでございましょう。 

 

○政府参考人（真野章君） 確かに先生御指摘のとおり、テレビその他と同列に今回お示

しをしましたことは、耐久消費財という並びではあったわけでございますが、いわゆる食

生活に不可欠な部分のものと、それから、そういうテレビのような部分と同じように例示

をしたということに関しましては、若干言葉足らずといいますか、その気持ちが、こちら

の趣旨が若干伝わらないような説明の仕方ではあったんではないかということは反省をい

たしております。 

 

○辻泰弘君 説明の仕方といいますか、活字になっていることでしょうから、それは説明

というよりも確定というか、そういう見解ということになると思うんですが、実態の面で

冷たくならないようにお取扱いをいただくようにお願いしておきたいと思います。 

 次に、救急救命士の問題についてお伺いいたします。 

 明日、四月十七日より救急救命士の業務の在り方等に関する検討会が開かれる、初会合

が明日持たれるというふうにお伺いしております。現在、医師にしか認められていない気

管内挿管の措置、あるいは医師の指示がなくても除細動器の使用を認めるなどのことがテ

ーマになろうかと思うわけでございますが、明日初会合が持たれるその会の検討課題と厚

生労働省の方針をお伺いしたい。また、中間報告、最終報告をいつごろ求められるのか、

そして来年度予算あるいは本年度の補正予算への反映はどのようになされていくのか、御

見解をお伺いしたいと思います。 

 



○国務大臣（坂口力君） 今お話しいただきましたように、明日から救急救命士の業務の

在り方等に関する検討会というのを出発させたいというふうに思っております。中身につ

きましては、救急救命士の問題だけではなくて、救急病院の在り方等につきましてもここ

で御議論をしていただきたいというふうに思っておりますが、今、委員が御指摘になりま

したことに限って言えば、一つは除細動器の使用であり、もう一つは気管内挿管の実施で

あり、もう一つは薬剤の投与と申しますか、使用と申しますか、それに関する問題でござ

います。 

 これらの問題、救急救命士の皆さん方がお使いをいただけるようにするのにはどういう

ふうな条件が必要なのかといったようなことにつきましての議論をしていただきたいとい

うふうに思っておりますが、中間報告につきましては、六月に中間報告を受けたいという

ふうに思っておりますので、二か月ぐらいの間御議論をいただいて中間報告をいただきた

いというふうに思っているところでございます。 

 

○辻泰弘君 それでは、次の問題に移らしていただきます。シックハウスの問題について

お伺いしたいと思います。 

 昨年のビル管法の質問のときに、私もこの問題を質問させていただきましたけれども、

今回の通常国会におきまして、国土交通省が、建築基準法改正においてホルムアルデヒド

やクロルピリホスを発散するおそれのある建築材料の使用を制限、禁止という形でシック

ハウス対策のための規制を導入されたということでございます。 

 私は、昨年、この場におきましても求めたところでございますが、やはり建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律に基づく環境衛生管理基準を定めた施行令や施行規則、

それを改正することによりでき上がった建築物に対しての規制も行っていくべきだと思う

わけでございますが、厚生労働省の方針をお伺いしたいと思います。 

 

○大臣政務官（田村憲久君） 先生がおっしゃられましたとおり、この建築物における衛

生的環境の確保に関する法律、いわゆるビル管法でありますけれども、この中におきまし

て、多数の者が利用又は使用する建物に関しての維持管理の基準といたしまして、建築物

の環境衛生管理基準というものを定めております。 

 昨今、より衛生的で快適なそういう生活環境を求める声というのが非常に大きくなって

きておりまして、それに対応するために、我が省といたしましても、昨年十月に建築物衛

生管理検討会というものを発足をいたしました。この中で今いろんな検討をしていただい

ておるわけなんですけれども、この管理基準に関しましても、シックハウスの原因であり

ますホルムアルデヒドでありますとか、それを中心とする揮発性の有機化合物に関しての

濃度をどのように盛り込むか、その必要性も含めて今検討を進めていただいておるところ

でございまして、今年の夏ごろまでには結論を取りまとめていく形になってこようと思い

ます。 

 その結論を見た上で適切な対応を取ってまいりたいなと、このように思っておりまして、

引き続き各省とも連携を取りまして、今、このシックハウス対策、診断から治療法、また

普及啓発の推進、さらには相談体制をどうするかということまで含めて体制を整備してま

いりたいなと、このように思っております。 

 

○辻泰弘君 私、ビル管法の審議のときに、昨年、特別養護老人ホームや老人保健施設な

どがこの環境衛生基準を満たしていないケースが見られるということで、調査をして、し

っかりとその基準も満たすようにということでお願いしたところでございまして、改めて

そのことについてもお願いをしておきたいと思います。 

 次の問題についてお伺いいたします。 

 これも、私、昨年の十一月でございましたか、雇用問題についての質疑の中で、失業率



が現在ブロック別には出ているけれども都道府県別失業率が出ていないということで、や

はり都道府県別失業率があってしかるべきじゃないかという御質問を申し上げまして、大

臣も同感だというふうな御答弁をいただいたところでございます。その後、三月の初めで

ございましたか、都道府県別失業率が出たんですが、それは一年間の、昨年の一年間のや

つが都道府県別に出されたということでございました。私は、やはり毎月の都道府県別失

業率があってこそやはり細やかな対応につながるのではないかと、このように思うわけで

ございます。 

 そこで、厚生労働省の方は昨年も必要だと思うという認識を披瀝していただいていたと

ころでございますけれども、総務省の方のサイドとして、実際調査をされる方のお立場か

らして、この都道府県別の、また月別の失業率統計というものの必要性、有用性を認めら

れるかどうか、お考えを聞かせていただきたいと思います。 

 

○政府参考人（大戸隆信君） 誠に厳しい雇用情勢でございますので、より詳細な統計デ

ータを提供することは極めて重要だと認識しておるところでございます。 

 御指摘のとおり、本年三月に初めて都道府県別の、年平均でございますが、都道府県別

の完全失業率を試算値として公表いたしました。 

 ただ、毎月都道府県別結果を把握できるようにということになりますと、現在の労働力

調査の数倍に及ぶ規模にまで調査対象を拡大する必要がありますし、さらに、報告者負担

や国や都道府県の実施体制を拡大整備する必要があるという極めて難しい問題もあること

を御理解いただきたいと思います。 

 

○辻泰弘君 総務省の御説明ですと、現在、この統計に要するコストが十八億円で、都道

府県に広げると十倍ぐらいになるんだということをおっしゃっておられました。 

 私は、ＣＰＩが、消費者物価指数の統計、また家計調査報告の統計が県庁所在地という

ものを出していると。そういう意味で、都道府県別というか、余りに都道府県別の失業率

の統計のコストがかなり掛かるということであれば、県庁所在地に絞ってでもやってみて

はどうかと思うんですが、その場合の予算は幾らぐらい掛かると見ておられるでしょうか。 

 

○政府参考人（大戸隆信君） 都道府県庁所在地別結果ということについても検討いたし

たわけでございますけれども、実は、家計調査や消費者物価指数のように平均の消費支出

とか平均価格とかいうものを調べるのと違いまして、失業者というのは母集団の中で大変

出現率が低いものでございますので、これを正確に把握するためには非常に多くの標本が

必要になります。 

 県庁所在地結果につきましても、ほぼ都道府県別結果を出すのと同程度の標本数が必要

になるのではなかろうかと考えております。 

 

○辻泰弘君 昨年も大臣には、有用性といいますか、その価値については前向きなお話を

いただいたところでございますが、今後とも引き続き総務省に対して働き掛けていただい

て、ひとつそういう統計の実現にお力添えいただくようにお願い申し上げるわけでござい

ますが、一言お願いできますでしょうか。 

 

○国務大臣（坂口力君） 総務省におきましても大変努力をしていただいているところで

ございますので、でき得る限りまた総務省の中でも御議論をいただいて、そしてできると

ころから実施をしていただきたいというふうに思っているところでございます。 

 

○辻泰弘君 ワークシェアリングの問題についてお伺いしたいと思います。 

 政労使による検討が続けられてまいりましたけれども、三月二十九日、政労使によるワ



ークシェアリングに関する合意がなされたところでございます。政府の取組として引き続

きの検討課題となりましたのは、短時間労働者に対する公正・均等待遇の在り方と緊急対

応型に対する財政支援の二点が大きなところであったかと思うわけでございます。 

 そこで、私、日経連が出されております今年のいわゆる労問研報告、この中で、パート、

派遣などの短時間労働を推進していくんだという考え方を経営側としてお示しになってい

るにもかかわらず、それらに対しての均等待遇を図っていこうという主張がなされていな

い。そういう意味で、社会的な責任をいささか自覚されていないといいますか、それだけ

背に腹は代えられないということかもしれませんが、身勝手さ的なものを感じるところで

ございまして、そういう企業体質の中では、やはり短時間労働に対する公正・均等待遇と

いうものを図っていくためには、オランダにおいて一九九六年になされたような、労働時

間に基づく差別を禁止する法律というものの立法化が、やはり基本法的なものが前提とな

ると思うのでございます。 

 そのことについて方針をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） ワークシェアリングにつきましては、多様就業型ワークシェア

リング、中長期的展望に立ったものでございますが、併せまして、緊急避難型と申します

か、この二、三年を視野に入れましたものと、双方あるわけでございまして、その両方を

今後どう進めていくかということになろうかと思います。 

 取りあえず緊急避難型からスタートをさせようということになるわけでございますが、

しかし、緊急避難型であれあるいはまた多様就業型であれ、労使の皆さん方の協調もさる

ことながら、政府といたしましても、そこで何をしていくのか、制度として何を取り入れ、

そして財政的には何ができるのかといったことにつきましても早急に検討をしなければな

らないというふうに思っております。 

 財政的な面につきましては、いずれにいたしましても、もう今年度の予算がスタートを

いたしているわけでございますから、今急に特別な財政措置をというわけにはまいりませ

んけれども、現在の与えられました中で何ができるかということを考えていきたいという

ふうに思っております。 

 また、もう一方のパートタイム労働者の問題につきましては、今後、パートタイム労働

者とそれから正社員との処遇の均衡につきまして、パートタイム労働研究会において議論

を進めているところでございまして、本年の二月でございましたが、中間報告を受けたと

ころでございます。 

 今後、この問題につきまして更に検討を進めていきたいというふうに思っておりますが、

このパートタイムの問題は、ただパートタイムの問題だけを考えていればいいかといえば

そうではなくて、いわゆる正社員の皆さん方の働き方というものとも非常に関係が深いわ

けでございますし、また正社員の皆さん方の働き方が今後どう変わっていくかということ

とも併せて考えなければならないわけでございますので、そうした角度からトータルに見

ながらパートタイム労働者の問題も結論を出したいというふうに考えております。 

 

○辻泰弘君 この合意文書を拝見させていただきますと、財政措置については、「今後二―

三年間程度行われる新たな雇用調整の手段であるという観点に立って、」ということをあえ

て付言されておりまして、こういう見地から特段に配慮していこうというような意思をお

持ちなのかと私は見ておるようなことでございますけれども、既存の助成金の改定という

ことでもいいのかもしれませんが、いずれにしましても、せっかくのこういうワークシェ

アリングという大きなうねりといいますか流れというものを受けて、政府としてそれを促

進していくという意思表示を何らかの形で示していただくようにお取組をお願いしておき

たいと思います。 

 それでは次に、解雇基準、解雇ルールの法制化のことについてお伺いいたします。 



 これは、さきの三月二十九日の規制改革推進三か年計画においてコメントがあるわけで

ございます。「解雇について、労働基準法は予告手続等を規定しているだけで、解雇そのも

のは、現在のところ、いわゆる解雇権濫用法理を始めとする判例法で規制されている。し

かし、解雇の有効・無効に関する労使双方の事前予測可能性を高めるためにも、解雇の基

準やルールについては、これを立法で明示することを検討する。」ということが閣議決定さ

れているところでございます。 

 昨年十一月には大臣が、タウンミーティングでございましたか、この解雇ルールのこと

について見直し方針ということを表明されて、若干その時点では労使双方から異論が出て

大臣が戸惑っているという御答弁もあったかと思うわけでございます。 

 私は、解雇基準、解雇ルールの法制化に当たっては、いわゆる東京高裁の判例四要件、

人員削減の必要性、解雇回避の努力、解雇対象者選定の合理性、労使協議など手続の妥当

性という四要件が前提となっての立法化であるべきだと考えるところでございますが、こ

の閣議決定に基づく検討というものがどのようなプロセスを経てなされ、またどのように、

いつまでに対処される方針であるのか。昨年の大臣の発言は、十一月、タウンミーティン

グで、今から見ますと来年の通常国会に必要な法案を提出するというふうなことを言って

おられたわけでございますが、その点についての御方針をお示しいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） 労働政策審議会の労働条件分科会におきまして今検討を進めて

いただいているところでございます。 

 いずれにいたしましても、雇用問題というのは大変我々にとりまして大事な問題でござ

いますしいたしますから、この解雇ルールというのはやはり明確にしておいた方がいいの

ではないかと私は思っている次第でございます。ただし、その内容につきましては、これ

は労使双方の御意見も十分にお聞きをしなければならないというふうに思っておりますし、

そして各学識経験者の皆さん方の御意見もお聞きをしたいというふうに思っております。

もちろん、今までの司法上の結論等につきましても十分に配慮していかなければならない

というふうに思っているところでございます。 

 もう少し早くこのお話合いが進むのではないかというふうに思っておりましたが、やは

り始めてみますと様々な御意見もこれありでございまして、思っていたよりも長く掛かっ

ているというふうに感じております。ここは決して焦らずに、よく御意見を聞いて、そし

て進めたいというふうに思っております。 

 したがいまして、今国会に法案を提出するということは不可能でございますけれども、

今後も精力的にひとつ議論を積み重ねていただきまして、そして結論を得たいと考えてお

ります。 

 

○辻泰弘君 派遣労働についてお伺いいたします。 

 これも三月二十九日閣議決定の規制改革推進三か年計画におきまして「派遣労働者の拡

大」という項目がございます。「派遣労働者にも、他の労働者と同様に職業選択の自由が認

められるべきであり、就くことのできる職種（業務）や働くことのできる期間が制限され

ていることは問題があることから、対象業務や派遣期間の制限については、これを原則と

して撤廃することが望ましいとの考え方に留意する。」という記述になっております。これ

は、今までの書き方よりはかなり規制緩和といいますか、対象業務、期間の制限撤廃の論

者の主張を前面に出されていることだと思うわけでございます。 

 私は、雇用、労働、安全、衛生、環境などのいわゆる社会的規制というものは、単純な

規制緩和の論理を当てはめるべきものではなく、そのことによって国民生活の向上には必

ずしもつながらないというふうに思うわけでございます。 

 とりわけ、今日の就職難という現状の下で、一方的な規制の撤廃ということによって、

使い勝手のいい、いつでも切れる労働・雇用形態が増大し主流になっていくということが



懸念される。今は雇う側の立場が強いという状況があるわけでございます。規制の見直し

に当たっては、あくまでもフルタイムとパートタイムの均等待遇を目指す努力とパッケー

ジでなければならないと思うわけでございますが、この閣議決定を踏まえつつどう対処さ

れるか、お聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（澤田陽太郎君） 今御指摘の点につきましては、昨年の八月三十一日から、

派遣事業制度の在り方等につきまして労働政策審議会で調査検討を始めているところであ

ります。 

 検討の開始に当たりまして私どもが行政側として申し上げたことは、雇用就業形態の多

様化に対応した雇用の場の確保という観点、あるいは今先生御指摘の労働者保護措置の在

り方等、こうした観点に留意しながら、労働市場全体としての需給調整機能の強化を図る

という観点が重要であるということを申し上げております。 

 昨年から調査、審議は始まっておりますが、今後とも、平成十一年の、前回、派遣法改

正後の施行状況等の実情を可能な限り把握いたしまして、そうした状況の検証等々を踏ま

えた上で、労使関係者の意見も十分踏まえて御議論を進めていただきたいし、私どもも検

討を進めていきたいと、こう思っております。 

 

○辻泰弘君 昨日、首相官邸におきまして第一回総合規制改革会議が行われておりまして、

その中に、今年度、新年度の運営についてということでの方針、テーマが決定されたとい

うことでございます。その中に「「規制改革特区」的手法の検討」というものがございます。

「「規制改革特区」は、全国一律の規制について、地域の特性等に応じて特例的な規制を適

用すること、あるいは、一定の規制を試行的に特定地域に限って緩和することなどを検討。

その際、当該地域の地方公共団体の意見が十分に反映されるように留意。」と、こういうこ

とが一つの方針として、昨日、総理も出席の下に決められているようでございます。 

 その中で、八代委員のメモがございまして、特定の地域について個々の規制改革の社会

的実験が不可欠だと、このような御指摘があり、その規制改革特区の具体的なイメージと

して、就労規制等の緩和を一つのやり方とするビジネス特区だとか、あるいは多様な労働

者を対象とした弾力的な雇用・訓練システムを目指す雇用訓練特区、また、企業による病

院・研究機関の一体的運用を目指す国際医療特区ということを、これは八代委員の一つの

個人的見解かもしれませんけれども、こういうようなイメージが出されているところでご

ざいまして、これが今年の検討の一つのテーマになっていくということが予想されるわけ

でございます。 

 この雇用、労働と医療に関する特区ということにつきまして、大臣、今日時点での御感

想をお聞かせいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） この規制改革特区の話は、経済財政諮問会議等でも時々今まで

出たわけでございます。私、いつも出席しておるわけじゃございませんので私が出席しま

したときだけの話になりますけれども、そのときにも出たことがございます。私個人の意

見といたしましては、少し私は慎重な発言をいたしております。 

 と申しますのは、経済分野におきます特区を作るというのは、これは規制改革として私

は大事なことだというふうに思っておりますが、社会保障関係、とりわけこの厚生労働分

野におきますところにおきましては、どういたしましても、特区を作るということになり

ますと、いわゆるセーフティーネット等の立場で考えましても、そこに格差がかなり生ま

れてくる可能性がある。そういうセーフティーネットの中で地域による格差が生まれてい

いのかどうかという問題もございまして、この社会保障の、とりわけ社会保障の問題にお

きましては慎重に私は議論を進めるべきだという考え方を持っているわけでございます。

その議論の中でもそうしたことを申し述べた経緯もございます。 



 今後、全体としてどういうふうに進んでいくのか、私にも予測し難いところがございま

すけれども、我々といたしましては、ここは慎重に進めていただくようにお願いをしてい

きたいと思っているところでございます。 

 

○辻泰弘君 派遣労働者の健康保険組合のことについてお伺いしたいと思います。 

 この問題は、私、昨年の質問でもさせていただいたところでございますが、その後、先

ほども申しました三月二十九日の閣議決定、規制改革推進三か年計画におきましても、派

遣労働者の健康保険組合の設立を認めるとともに、適用基準の明確化等を行うことについ

て早急に検討を進めるというふうなコメントがあるわけでございます。 

 そこでお伺いしたいと思うんですが、人材派遣健康保険組合、当初、四月一日予定とい

うふうにお伺いしておりましたが五月一日になるような状況というふうにはお伺いしてお

りますけれども、その進捗具合といいますか状況についてお伺いしたいことと、ここにも、

閣議決定の文書にも入っております適用基準の明確化、このことをどのような基準にして

いくのかについて御説明をいただきたいと思います。 

 

○政府参考人（大塚義治君） ただいまお話がありましたような経緯で今日に至っている

わけでございますけれども、派遣労働者特有の就業形態、勤務形態に応じた社会保険、特

に健康保険の適用の在り方ということで、関係する団体とも御協議を重ねてまいりました。

五月一日を目途に総合健康保険組合を設立したいという御要望もございましたので、それ

に間に合うように事務作業を進めているわけでございます。 

 その中で、お話のございました適用基準でございますが、派遣労働者特有の形態といた

しまして、就労と就労の間に、短期間ではございますけれども、空白期間、待機期間とい

うのが生じるわけでございまして、これを厳密に仮に運用いたしますと制度間で適用が非

常に煩雑に動くということになりますので、一定の期間、原則一月というようなイメージ

でございますけれども、その間の短期の就労と就労の間の空白期間につきましてはこれを

継続しているというような処理ができるようにいたしまして、総合健保組合として運営で

きますように、五月一日というのを目標にしておりますので、できるだけそれに間に合い

ますように鋭意作業を進めているところでございます。 

 

○辻泰弘君 パート労働者の雇用保険への加入確保の問題についてお伺いしたいと思いま

す。 

 パート労働者の雇用保険加入の要件は十三年四月に収入要件が撤廃されまして、現在は

一年以上引き続き雇用される見込みがあること、また一週間の所定労働時間が二十時間以

上であることと、この二つが要件となっているところでございます。 

 今日の朝日新聞を見ましても「会社は雇用保険の加入手続きをしてくれない。週平均二

十時間以上、十年働いてきたので、加入対象なのに。解雇でもされたら、次の仕事を見つ

けるまでの失業手当はどうなるのか、不安だ。」と、こういうような話をされているパート

労働者の方の御意見も出ておりますけれども、雇用保険の加入手続をしていない会社がか

なりあるのではないかと思われるところでございます。 

 パート労働者の当然の権利が確保されるよう、しっかりと実情を把握していただいて対

策を講じていただきたいと思うわけでございますが、この問題についての取組の方針をお

伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（澤田陽太郎君） 今御指摘のように、一昨年年収要件を撤廃いたしました

ので、その後、短時間被保険者の数が相当増えておりまして、今年の二月でいいますと、

十三年平均に比べまして四割ぐらい増えております。 

 こうした形で、パートへの適用資格のある人については当然適用手続がなされることが



必要でありますし、私どもも促進したいと思っておりますので、具体的には、いろんな機

会をとらえて適用要件を周知徹底するとともに、労働保険の年一回年度更新をやる際には

労働保険事務組合に相当御協力をいただいておりますので、労働保険事務組合を通じて加

入促進等々もやっていきたい、こう思っております。 

 なお、事業主が加入手続を取っていない事態であっても、パートの方が解雇等をされた

際に、よくよく調べれば加入手続が取られて当然の資格があったという場合には遡及して

確認するという手段もございまして、現にこれを発動しておりますので、そうした点も含

めてしっかりやっていきたいと思っております。 

 

○辻泰弘君 若年者雇用の問題についてお伺いしたいと思います。 

 今年の春の卒業された高校生の就職率は過去最低であったとお聞きしております。また、

今年の春の卒業の高校生、大学生を採用した企業も約三割だったというふうに伺っている

ところでございまして、若い方々の働く環境が大変厳しい状況で、それが増大していると

いうふうに思うわけでございます。 

 厚生労働省は、今日まで高校生の就職活動の際の、いわゆる一人一社制、指定校制の見

直し、あるいは若年者トライアル雇用事業などに取り組んでこられたところでございます

が、今後とも若年者雇用に全力を挙げていただきたいと思うところでございまして、厚生

労働省といたしまして、若年者雇用の現状をどうごらんになっているのか、またトライア

ル雇用事業などの進捗状況はどうか、今後の取組、方針を含めてお伺いしたいと思います。 

 

○政府参考人（澤田陽太郎君） この三月卒業の新規学卒者の内定率、一月現在あるいは

二月現在、いずれも厳しい状況にございます。とりわけ高校を卒業された方の内定率が七

五・七％と非常に低いということで、私どもこの四月から緊急対策を打っております。中

身は、文部省、学校と協力いたしまして、未就職者のリストをまず作ると。未就職者の方

に安定所に登録してもらう意思があるか確認した上で、登録しようという方につきまして

は個別の就職支援方針というものを作りまして、それに従って必要な職業指導、職業講習、

そしてトライアル雇用の適用、最終的には求人開拓、就職という形で四月以降やっていき

たいと、こう思っております。 

 トライアル雇用につきましては、昨年の第一次補正で付きまして、十四年度も引き続き

予算措置をしておりますので、十四年度、五万人規模で確実にやっていきたいと、こう思

っております。 

 

○辻泰弘君 失業者に対する社会保険の被扶養者の認定基準についてお伺いしたいと思い

ます。 

 これは先般、年金等の問題についての質問の中でも、私お伺いしてやり取りをしたとこ

ろでございますけれども、もう一度確認的な意味合いも込めて御質問したいと思います。 

 現在、失業者に対する被扶養者の認定は、失業給付の日額を年収、年間収入の百三十万

円を三百六十五で割った日額ベースの三千六百円と比較して、それで認定を導いている、

認定かどうか判断しているということになっているわけでございますが、このことは、さ

きにも申し上げましたとおり、失業給付が三百六十五日、一年間続くという想定とイコー

ルな認定の方法なわけでございます。 

 これは、昭和六十一年四月の国民年金課長通知によっているところでございまして、「「年

間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により

算定する」と、こういうことになっているわけでございます。ここで申し上げたいのは、

年間収入と言っておられながら、その時点での、その日の収入によって判断するというこ

とになっているというところが一つ。また、その中に「恒常的な収入には、恩給、年金、

給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るものがすべて含



まれること。」と、このような書きぶりになっておりまして、失業給付金が恒常的な収入の

中に入っているわけでございます。 

 そういう意味で、年間収入といいながら実際には日額でとらえている、また失業給付金

を継続して入る恒常的収入としてとらえているのは私はおかしいと思うわけでございます。

もし現在の運用を継続されるのであれば、この運用の通知の書きぶり自体を、表現自体を

直すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

○政府参考人（冨岡悟君） 被扶養配偶者の認定につきましては、生計維持関係の有無を

判断することが重要でございますが、この要素といたしまして認定対象者の収入状況が重

要でございます。この収入状況は年間を通じて一定したものではなくて、各時点において

変化し得るものでございます。そこで、被扶養配偶者の認定に当たりましては、認定時に

おける収入状況をもって判断することとしております。 

 なお、失業給付を受けておられる場合におきましては、あくまで失業給付が行われてい

る時点においての取扱いでありまして、失業給付の給付日数が満了してなお失業状態にあ

ると、こういった場合にはその時点におきまして第三号被保険者となるものでございます。 

 なお、続けて御説明申し上げますが、御指摘の通知にあります恒常的な収入といいます

のは、年間にわたって継続すると見込まれる収入に限るという趣旨ではございませんで、

年間にはわたらなくても、ある程度の期間にわたって継続すると見込まれる収入を含むと

いう趣旨でございます。こういったことから、失業給付も恒常的な収入として取り扱って

いるところでございます。 

 それから、通知のその表現についての御指摘がございましたが、多少繰り返しになりま

すが、通知におきまして年間収入と記載しております趣旨は、認定時における収入状況を

判断する指標として分かりやすいものとする観点から年間ベースに換算した額を示したも

のでありまして、文言と取扱いとが矛盾しているものとはなっておらないと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○辻泰弘君 一般的な常識で見れば、年間収入というのはやっぱりその一年間の収入の総

額になるのだと思うわけでございます。それで、今の運用のやり方でいきますと、結果と

して百三十万以下で終わった人に対して認定しないまま終わったということもあり得るわ

けでございまして、その点については私はやはり問題だと思うわけでございます。 

 ちょっと時間もありませんので先に参りますけれども、この問題についてはまた追っ掛

けていきたいと思っております。 

 次に、リストラ、倒産による失業者の社会保険料の問題についてお伺いしたいと思いま

す。 

 現在、失業の場合には、国保に入るか任意継続するか、この二つしかない。国保の場合

は保険料が前年度所得に賦課されるということで、前年度所得があった場合ということに

なりますから、かなり保険料が高い。また、任意継続の場合は二倍の保険料が必要になる

ということで、いずれにいたしましても負担が重いということが現実としてあるわけでご

ざいます。 

 そこで、前も私御質問申し上げたところですけれども、セーフティーネットを図ってい

くという見地から、何らかの配慮はなされてしかるべきだと思うわけでございます。現在、

国保法は七十七条で、保険料の減免、徴収猶予の規定を持っているわけですが、厚生労働

省はこの規定に基づく救済というものが地方自治体それぞれによってなされてしっかり機

能しているというふうに御判断されているかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

○政府参考人（大塚義治君） 今お話ございましたように、国保法の七十七条で減免ある



いは徴収猶予の規定がございまして、ほとんどの市町村でこうした条例をお持ちでござい

ます。具体的な適用は当然それぞれの市町村の御判断にならざるを得ないわけでございま

すけれども、様々な事由をすべてということでございますが、平成十二年度の計数で申し

ますと、全国九十五万世帯を対象に、総額で、金額で申しますと二百五十二億円、約二百

五十二億円の減免が行われているという実態がございます。 

 ただ、リストラという条件を特掲して処理しているわけではございませんで、前年所得

というやり方でございますからその後の状況変化で非常に、例えば収入が激減をするとい

う形で保険料を納めることが非常に困難だというようなケースについてこうした徴収猶予

若しくは減免という仕組みがございますので、市町村それぞれにおきまして適宜適切に対

処していただいていると考えております。 

 

○辻泰弘君 現状を見ますと、必ずしも十分機能していないのではないかと思うところで

ございまして、私ども民主党といたしましては、国保の保険料算定における特別の対策、

また任意継続時の保険料負担の軽減措置を図るべしということで、法案も用意させていた

だいて対応しようとしているところでございますが、どうかその点につきましても十分御

留意をいただいてお取り組みいただきたいと思います。 

 次に、看護職員の需給見通し、また今後の確保対策ということでお伺いしたいと思いま

す。 

 我が国における看護体制については、一病床当たりの看護要員数の国際比較という数値

から見ましても、また現実に私がお聞きします看護師の方から聞くお話、すなわち、夜、

一人当たりで二、三十人担当していて不安で対応し切れないんだと、こういうようなお話

から見ても十分とは言えない状況に今も置かれているのではないかと思うわけでございま

す。 

 計画を立ててやっていただいているところでございますけれども、看護要員の確保、手

厚い看護体制の確立に全力を尽くしていただきたいと思う次第でございますが、看護体制

の現状をどうごらんになっているのか、また今後の看護要員の確保対策についてお伺いを

いたしたいと思います。 

 

○国務大臣（坂口力君） これは計算の仕方によって随分違ってくるわけでございますが、

平成十二年に策定しました看護職員需給見通しというのがあるわけでございます。これに

よりますと、平成十三年では供給が需要を約三万五千人下回っております。三万五千人足

りない、こういうことでございますが、平成十七年には百三十万人前後で、おおむね需要

と供給が均衡するものというふうに見込んでいるわけでございます。 

 そういうふうに、今後、この計算でいきますと、現状を中心にして考えれば、これで十

七年ぐらいには均衡するというふうに考えているわけでございますが、先ほど御指摘を受

けましたように、人口十万人対比で見ますと、日本のベッド数というのは、諸外国、欧米

諸国に比べまして非常に多いわけでございます。看護婦さんの人数というのは、そう諸外

国に比べて少ないことはないわけでございますけれども、ベッド数が多いということでご

ざいまして、一ベッド当たりの看護職員数で見ますとかなり少なくなってくる。例えばイ

ギリスでありますと、百床当たりの看護職員数は百九人、ドイツでありますと百二名とい

うことになりますし、フランスでありますと六十九・七、日本は四十六・一とかなり少な

くなってくるわけでございます。この辺をどうしていくかということは、看護婦さんの数

だけではなくて、これからの医療制度をどうしていくかということと大きなかかわりがあ

るというふうに思っております。 

 現在の日本の医療は非常に忙しいというのが特徴でございます。なぜこんなに忙しくな

るのかというふうに私もいつも考えるわけでございますが、一つは、患者さんの皆さん方

の方はいろいろの病院を、選択の自由がございますから、一つの病気で幾つも掛かられる、



いわゆる渡り鳥をされるということもあるというふうに思います。病院の方はベッド数が

非常に多いということになっておりまして、双方相絡み合いながら非常に忙しい形になっ

ている。もう少し落ち着いた形で、そして現在の看護婦さんの皆さん方にももう少しゆと

りを持って仕事をしていただくようにしようと思いますと、病院そのもの、医療の現場そ

のものをもう少し落ち着いたものにしなければならない。そうしたことが医療制度改革の

中にも私は求められるのではないかと。 

 渡り鳥といったようなことができるだけ少なく、ゼロというわけにもまいりませんけれ

ども、できるだけ少なくしていくといったようなことで、患者さんの数は少なくなるけれ

ども、しかしそれなりに今までと同じようにやっていけるという体制にすればそれはいい

わけでございまして、そうしたひとつ、医療全体の動向というものが大きく影響するわけ

でございますから、そうしたことも大きな抜本改革の中では考えていかなければならない

と思っている次第でございます。 

 

○辻泰弘君 年金問題についてお伺いしたいと思います。 

 現在、年金は二十五年の資格期間が必要ということになっているわけでございます。そ

のために、四十五歳を過ぎてそれまで国民年金保険料をずっと滞納していた人、そのこと

自体問題でございますけれども、そういう方が新たに会社勤めをして厚生年金に加入する、

あるいは国民年金の保険料の納付を開始するということがあったとした場合に、七十歳に

達するまでに二十五年の納付期間に足りないということで老齢年金の受給にはつながらな

いというのが現状でございまして、その意味においては掛け捨てになるということになる

わけでございます。 

 もっとも、遺族年金あるいは障害年金の権利はそのことによって担保されるということ

ですから、それに全く意味がないというわけではございませんけれども、老齢年金には結

び付かないという意味で掛け捨てになるという状況が今あるわけでございまして、何らか

の形での救済が取れないものかと私かねがね思っているんですけれども、そのことについ

てお考え、教えていただきたいと思います。 

 

○政府参考人（辻哲夫君） 我が国の公的年金制度は、国民皆保険ということで世代間扶

養の仕組みを基本として、二十歳以上六十歳未満という幅の広い年齢層全体で、この方々

が必ず加入することによって成り立っております。 

 したがいまして、それを前提としておりますので、年金受給資格期間はそのうち少なく

とも二十五年を満たすということは必要だということが今の状況でございまして、その場

合、負担能力のない者に対しては保険料免除制度を設けていることから、受給資格期間、

この二十五年を満たすことは決して無理なものではない、そしてまた基本は四十年という

分厚い年齢層が御加入くださることによりこの年金制度が安定するという考え方でござい

ます。 

 また、三年以上保険料納付した国民年金の第一号被保険者につきましては、何らの年金

給付を受けずに死亡した際には死亡一時金を支給しているところでございます。 

 このような仕組みを取っておる中で、さらに二十五年間の受給資格期間を満たさない方

に対して一時金を支給するということは、今申しました世代間扶養の仕組みを基本として

いることから、自分の納めた保険料が自分に戻ってくるという考え方は取っていない、あ

るいはもらえないから納めた保険料に見合う分を一時金で返すという発想は、今言った基

本的な考え方と相入れるものでない上に、例えば長年保険料を納めて年金を受給し始めて

間もなく亡くなられた方との均衡も著しく欠くというようなことで、年金制度の根幹にも

かかわるということで大変難しいことと考えております。 

 今御指摘もございましたけれども、加入期間を六十歳から六十五歳までの任意加入ある

いは昭和三十年四月一日以前に生まれた方につきましては更に七十歳まで特例的に任意加



入を認めるといった、将来に向けてより納めていただいて年金権に結び付けるように配慮

をしておりまして、むしろ一時金でなくこのような方法で対処をしていくべきものと考え

ております。 

 

○辻泰弘君 年金について、最後、一問お聞きしたいと思います。 

 二十年ほど前に私、年金初めて勉強したときは、厚生省の本に日本の年金制度は修正積

立方式というふうに出ていたわけですが、今の年金制度を一言で言ったら何方式と言うべ

きか、それが一つ。それから、海外に勤務した場合の、二重に支払うということを回避す

るために年金協定が進められていると聞いておりますけれども、その状況についてお伺い

したいと思います。 

 

○政府参考人（辻哲夫君） 公的年金の財政は、今御指摘でもありましたが、一般的に、

当初は積立方式からスタートいたしまして、その後の年金額の改定や物価スライド制度の

導入などによりまして世代間扶養の要素を強めていきまして、最終的には完全な賦課方式

に移行するというのが一般でございます。 

 我が国は、そのような状況の下で我が国の公的年金の現状は、世代間扶養の考え方を基

本に置きつつ、少子高齢化が急速に進行する中で、保険料負担が急速に上昇し過度なもの

とならないよう、運用収入を確保するために一定の積立金を保有することとしております。 

 この今の現状を修正積立方式と見るか、あるいは賦課を基軸にして積立金を持っている

ので修正賦課方式と見るか、この区別をいわばどの積立金のレベルで、ところで修正積立

てと見るか修正賦課と見るかというのは、必ずしも定説はございませんが、今日の我が国

の公的年金は賦課方式を基軸にして財政運営を行っていると言えますので、財政方式は修

正賦課方式であると表現しても差し支えない状況であると考えております。 

 それから、年金通算の件でございますが、国際的な人的交流の活発化に伴いまして、海

外と今御指摘のように二重適用を防止する、あるいは海外での短い期間につきましても通

算をして海外から年金が出ますようにということで通算制度を今順次結んでおりますが、

現時点におきましてはドイツとイギリスの間で結ばれておりまして、ドイツは平成十年二

月、それからイギリスは平成十三年二月に発効をいたしております。 

 現時点では、これに引き続きましてアメリカとの間で正式の協定交渉を行っておりまし

て、またその他の国といたしましては、フランスとの間でも本格交渉に向けた準備を進め

ており、さらに韓国、ベルギーとの間でも協定交渉に向けた準備を始めつつあるところで

ございます。 

 

○辻泰弘君 終わります。 


