2021 年 7 月 16 日（金）13:00～14:30 めど
参議院議員会館 地下 1 階 B109 会議室
（議題 5.までマスコミオープン）

立憲民主党 新型コロナウイルス対策本部／
会派 厚生労働部会・文部科学部会 合同会議 次第
※議題 5.までマスコミオープン
※感染拡大防止のため、質疑を希望しない議員の先生方、秘書の皆さまにはオンライン（zoom）での
視聴をお願いしています。資料は事前にデータでお送りしています。
※オンラインで視聴している方のため、会場でのご発言は発言席のマイクを必ずお使いください。

１． 挨拶
２． 酒の販売事業者に酒提供を続ける飲食店との取引を行わないよう求め
る要請などについて、政府よりヒアリング（13：00～13：20 めど）
≪ご説明≫【内閣官房】三浦 明

新型コロナウイルス感染症対策推進室 内閣参事官

３． 新型コロナワクチン供給の現状などについて、政府よりヒアリング
（13：20 めど～13：40 めど）
≪ご説明≫【内閣官房】 西海 国浩 企画官
【厚生労働省】林 修一郎 健康局健康課予防接種室長
【国土交通省】西野 光
大臣官房危機管理室

４． 新型コロナウイルス感染症対策の補正予算の執行残について、政府よ
りヒアリング（13：40 めど～14：00 めど）
≪ご説明≫【内閣府】中尻 恒光 政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(経済対策・
金融担当)付参事官補佐
中山 公太 地方創生推進室補佐
【厚生労働省】戸原 智晶 職業安定局雇用保険課長補佐
安部 愛子 雇用環境・均等局職業生活両立課長補佐
谷口 哲也 健康局結核感染症課課長補佐
佐生 啓吾 医政局医療経理室室長補佐
【総務省】小牧 兼太郎 自治行政局地域政策課マイナポイント施策推進室長

５． 政府より前回会議の宿題返し（14：00 めど～14：20 めど）
≪ご説明≫【内閣官房オリパラ事務局】山本 要
参事官
渡部 保寿 参事官
【厚生労働省】 高城 亮 新型コロナウィルス感染症対策推進本部 参事官

６． 東京オリンピック・パラリンピック関係者の滞在ルールの見直しを求
める要望書について、取りまとめ（14：20 めど～14：30 めど）
７． その他
以 上（裏面に続く）

7 月 16 日（金）立憲民主党新型コロナウイルス対策本部
／会派厚生労働部会・文部科学部会 合同会議の宿題事項など
※以下の項目に対して、必ず文書で回答してください。
【議題２】
① 西村大臣が発言した、酒の販売事業者に酒提供を続ける飲食店との取引を行わないよう求める要請、メデ
ィアや広告で飲食店を扱う際に順守状況に留意するよう求める要請は撤回しないのかどうか、検討の結果
を示してください。
【議題３】
② モデルナ製ワクチンの供給が当初予定より遅れることについて、河野大臣はテレビ出演の際に、4000 万回
よこせと突っ張ることはできたかもしれないが、ファイザー製ワクチン確保の交渉のために了解したとい
う趣旨の発言をしています。仮に交渉すれば確保できたのなら大失態と言わざるを得ませんが、当時の判
断の詳細と、その判断の根拠を示してください。
③ モデルナ製ワクチンの供給減を知っていたにもかかわらず、6 月 11 日の記者会見で河野大臣がワクチンに
余裕があると発言したのはなぜか、説明してください。
④ 厚労省はいつモデルナ製ワクチンの供給減を知ったのか、回答してください。
⑤ ワクチン接種後の抗体生成の追跡調査について、説明してください。
⑥ ワクチン休暇について、政府における検討状況について、説明してください。←※【追加】
（参考：ワクチン休暇に関する国会での答弁）
田村厚労大臣：
「企業で先進的な取組やられているという事例もあるというふうにお聞きをい
たしておりますが、どのようなその支援の仕方があるのかというのは、ちょっとなかなか我々も厚
生労働省という立場で難しいんですが、これ、いろんな事例を見ながら検討はさせていただきたい
というふうに思います。
」→＜厚労省から回答＞
西村大臣：
「今後、現役世代に回ってまいりますので、河野大臣の下でこうした現役世代に円滑に
進めていくためのやり方を考えておられると思いますので、今御指摘いただいた点（＝ワクチン休
暇）も含めて、現役世代がその後円滑に接種が進むようにしっかりと検討していきたいというふう
に考えております。
」→＜内閣府から回答＞
国土交通省政府参考人：
「政府として、ワクチン接種を今後加速していく過程におきまして、委員
御指摘のいわゆるワクチン休暇に関する検討も含めまして、安心して接種していただける環境を
整備すべく、厚生労働省等の関係省庁とも相談、連携しつつ、引き続き取り組んでまいりたいと思
います。
」→＜国交省から回答＞
⑦ 厚労省のサイトでは、モデルナワクチンに関して、１回目以降、２回目は早くて２１日以降としてい
るが（https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0072.html）
、アメリカ CDC（https://www.cdc.gov/vac
cines/covid-19/info-by-product/moderna/moderna-faqs.html）を見ると、２８日以上にするように（２
８日より短い場合は４日までは可能）と書かれている。厚労省は何の根拠もなく、２１日としており問題
であるが、この根拠は何か。
⑧ ⑦に関連して、オリンピックの東京都の都市ボランティアでワクチン接種の案内では、１回目を６月３０
日にしたが、２回目の案内が７月２０日～２７日までに打つこと、根拠として厚労省のウェブサイト（⑦）
が挙げられている。こちらも２８日よりも短い期間で打たせるように強制させること自体が問題であり、
接種間隔が短いと接種の有効性が失われるのではないかと疑われるが、政府の見解を説明してください。
【議題４】
⑨ 7 月 13 日の共同通信記事によれば「新型コロナウイルス感染症の対策で、政府が 2020 年度に 3 回編
成した補正予算計約 73 兆円のうち、概算で 3 割弱の 20 兆円程度を使い残していることが１３日、
分かった」とありますが、この点について詳細をご説明ください。
具体的には、以下の項目について、補正予算の執行状況（現状と今後の予定・見通しなど）をご説明
ください。
（１）全体の説明（財源、進捗状況など）→＜内閣府から回答＞
（２）休業支援金・給付金の説明 →＜厚労省から回答＞
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（３）小学校休業等対応助成金等 →＜厚労省から回答＞
（４）マイナポイント活用策 →＜総務省から回答＞
（５）協力金（協力要請推進枠等） →＜内閣府から回答＞
（６）緊急包括支援交付金（医療） →＜厚労省から回答＞
（７）更なる病床確保のための緊急支援 →＜厚労省から回答＞
【議題５】
⑩ 東京オリンピックの会場に入場するオリンピックファミリーや五輪関係者の規模について、大会全
体を通しての入場者数及び個別の会場における入場者数を示してください。
⑪ 五輪関係者の初日からの個室レストラン・コンビニの例外的利用の際、必ず監督者が帯同するかど
うか回答してください。また各宿泊施設に１，２名の監督者が配置されるとのことですが、仮に 3 人
目が行きたいと申し出た場合どうするのか回答してください。
⑫ 選手についてはコンビニや個室レストランに関する例外的ルールはないとのことですが、選手村に
選手以外の関係者も滞在するのであれば、その対応のための監督者を配置するはずです。選手村には
何人の監督者が配置されるのか、回答してください。
⑬ 入国直後の五輪関係者が来店することを相手先のレストラン、コンビニに事前に告知するかどうか、
回答して下さい。
⑭ 五輪終了後、日本国内に残る選手や五輪関係者の感染防止対策としてはどのようなものを講じるの
か、説明して下さい。
⑮ 選手村の発熱外来は常駐の医師・看護師何名で対応するのか、回答してください。
⑯ 選手村の中にこの人は入る、この人は入らないということが現時点で分かっているのか、選手村、外
部施設の滞在状況は大会期間中も管理されるのか、 回答してください。
⑰ 前回会議では「オリパラ関係者の宿泊療養施設がバリアフリーかどうか、確認のうえ回答してくだ
さい。
」との質問に対して、
「組織委員会に確認したところ、確保している選手用宿泊療養施設におい
ては、障害者等が利用しやすい環境が用意されていると伺っております。」との回答がありました。この
「障害者等が利用しやすい環境」とは何か、具体的に説明してください。
【追加項目】
７月１４日の『おはよう日本』や、１５日の『モーニングショー』で、入国初日や２週間以内の五輪関係の
外国人が、築地を散歩したり、自由にホテルから外出し、コンビニなどに行っているは実態が報道されている。
私たちが２週間以上前から何度も指摘している、外国人五輪関係者が隔離期間の２週間以内に、事実上、自由
にホテルから外出できることが、裏付けられた。このままでは、外国人から日本人への感染、日本人から外国
人の感染が急増しかねないので、それを防止するために、以下、質問と提案をします。１６日（金）１時のコ
ロナ対策本部で、書面でご回答下さい。
⑱ 五輪関係者外国人の宿泊ホテルは東京に何ヵ所あり、何人の外国人が宿泊していますか。1 ホテルあ
たり平均何人、合計何人の監督者つまり警備員がいますか。
⑲ それらのホテルの中で、五輪関係外国人の２週間以内の外出に警備員が帯同しているホテルは何ヵ
所ですか。
⑳ ３、五輪関係の外国人が、２週間以内に、ホテルからコンビニや個室レストランに外出した件数は、
７月１日以降、それぞれ何件ですか。そもそも外出の記録をとっていますか。
㉑ ４、１５日（木）晩に組織委員会が発表する、五輪関係者にルールブックを厳守させる対応策につい
て資料を配布して説明して下さい。
㉒ デリバリーやウーバーイーツの充実、活用により、五輪関係の外国人への食事サービスを整備する代わり
に、隔離期間の２週間以内のコンビニや個室レストランの例外的な利用も禁止すべきではないですか。
㉓ 五輪関係外国人が来日後、２週間以内に宿泊する東京のホテルの中で、ホテルのレストランやルームサー
ビス、デリバリーで食事が提供できず、例外的なコンビニや個室レストランの利用が認められるホテルは
何ヵ所ありますか。
㉔ ルール違反の外国人五輪関係者には、大会資格剥奪などの厳しい処分をする、という考えも組織委員会や
政府にあるようですが、それ以前の問題として、例外的にコンビニや個室レストランは利用できる。との
記述があるから、拡大解釈で、２週間以内の自由な外出が横行しているわけですから、それを抑止するた
めには、まずは、隔離期間である２週間以内のコンビニや個室レストランの利用を禁止することが先決で
はないですか。今のルールブックでは、例外的とは言え、コンビニや個室レストランの利用が認められて
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いるわけですから、認められているコンビニや個室レストランを利用し、厳罰を加えることは不可能では
ないですか。
『来日２週間以内のホテルからの外出は１５分以内にホテル戻って下さい』とのルールが、ホテルで外国
人五輪関係者に対して提示されている、との報道があるが、このようなルールがあるのは事実ですか。一
部であれ、そのようなルールが外国人に提示されているなら、そのルールを書面で提出し、ご説明くださ
い。
報道によると、
「政府と東京五輪・パラリンピック大会組織委員会は 15 日、新型コロナウイルス感染者の
濃厚接触者と判断された選手について、
試合直前のＰＣＲ検査で陰性の場合は出場を認める方針を固めた」
とされます。濃厚接触者が試合出場、練習参加が可能かどうか、説明してください。
（報道資料を参考のた
め添付してお送りします）
報道によると、東京オリンピックでは濃厚接触者と判定された選手は試合開始の６時間前に PCR 検査を行
い、陰性の場合は出場できるとのことです。新型コロナウイルスの潜伏期間及び PCR 検査の精度（偽陰性
／擬陽性の確度）を説明してください。
（報道資料を参考のため添付してお送りします）
バッハ会長が菅首相に、
『感染状況が改善したら、有観客にしてほしい』と、要望した。との報道がありま
すが、事実ですか。
五輪選手の陽性が発覚した際に、国籍や種目を公表すべきではないですか。
昨日、陽性であると空港で判定された五輪選手の国籍はどちらですか。その選手は検査のために、選手村
に入りましたか。今は選手村の外にいますか。その陽性選手の濃厚接触者や濃厚接触者疑いの五輪関係者
は何人で、その方々は選手村の外にいますか。以上

【資料提供のお願い】
6 月 30 日（水）および 7 月 8 日（木）の会議での宿題返し、議題１問４の回答にある、組織委員会において
策定中の「新型コロナウイルス対策競技会場向けガイドライン」
（仮称）の全文をご提出ください。
（最終版で
なく作成中のものでかまいません）
（質問）なお、
「作成中」とのことですが、いつ完成予定かお示しください
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