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に活用するなど、緊急の対策を強く求めたいと思

休業要請など、様々御要請をさせていただいて厳

まさに事業者の皆さんには、時短要請あるいは

○国務大臣（西村康稔君） お答え申し上げます。

思います。

の更なる支援策についても併せてお伺いしたいと

最大二十万円の支援を行うこととしておりますが、

支援金、また、まん延防止等重点措置の場合には

言のときには上限六十万円の一時支援金、前回の

業主の方が関連されている場合には、緊急事態宣

うしたイベントやコンサート、演劇など、個人事

万円まで支援する枠組みがございます。また、そ

こういう五兆円の予備費をちゅうちょなく直ち
うんですが、大臣の見解をお伺いしたいと思いま

しい状況に置かれると思いますので、しっかりと

今回の緊急事態宣言の影響も踏まえ、更に検討を

す。

それで、ちょっと続いて質問させていただきま

す。

支援を行っていきたいと考えております。

電鉄、バス、タクシー、劇場、ライブハウスなど、

支給が行われています。映画館や旅館、ホテル、

延防止措置において、飲食店に対しては協力金の

けれども、二度目の緊急事態宣言、その後のまん

円まで支援を行うこととしております。そして、

ておりまして、事業規模に応じて月額最大六百万

御指摘のように合計三・六兆円の予算を措置をし

だいている飲食店に対する協力金につきましては、

まず、時短要請などに応じていただける、いた

○加田裕之君 終わります。ありがとうございま

必要な対策講じていきたいと考えております。

まして、五兆円の予備費の活用も含め、機動的に

いずれにしましても、必要となる支援策につき

続いては、飲食店以外の対応についてなんです

飲食店以外で時短協力や人流抑制の協力を求めら

御指摘の枠組みで地方負担分が配分された地方単

した。

しているところでありまして、詰めを急ぎたいと

れている業種に関しましても国の協力が不可欠で

独事業分の感染症対応分を上回る場合に、その上

は明白なことであります。まして、今回、無観客

抑制を受けて経営に深刻な影響が出るのは、これ

ルデンウイーク中ということで、不要不急の外出

今回の宣言期間に相当するこの大型連休、ゴー

していることを踏まえ、適切に対応していきたい

ども、今般の緊急事態宣言の時期が十一日までと

用の締切りが五月五日までとなっておりますけれ

活用して交付する仕組みとしております。この適

回る額の九五％を即時対応分二千億円で、それを

に、感染再拡大を防ぐための五つの対策をしっか

ました。再び緊急事態宣言を出すことがないよう

三月十八日、記者会見において、こうおっしゃい

す。

○吉川沙織君 立憲民主党の吉川沙織でございま

いうふうに考えております。

あると思っております。

で開催とかいろいろ言われております劇場とかな

というふうに考えております。

金が支給されないまま、時短協力業者やその他の

う現場の不安の声も上がってきております。協力

負担、そういうものが重くのしかかってくるとい

それの準備というのは、マンパワーや大きな財政

るんですが、急になかなか言われても、なかなか

キャンセル費用、こういったものを最大二千五百

い状況に置かれているわけでありますけれども、

トなどについては、コンサートや演劇、大変厳し

であります。これまでも、御指摘のあったイベン

も、今回、幅広く休業要請を行うことになるわけ

そして、飲食店以外の支援でございますけれど

五つの柱が機能しなかったために今回の三度目の

政府の掲げた、総理が記者会見でおっしゃった

そこで、お伺いいたします。

この国会報告がないのは誠に遺憾です。

とまで断言されたにもかかわらず、総理から直接

りやるのが私の責務だと。再拡大を防ぐのが責務

総理は、二度目の緊急事態宣言の解除に当たり、

どにおいても、オンラインでとかというお話もあ

今回の緊急事態宣言により影響を受ける事業者へ
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緊急事態宣言の再発出ということで、認識は合い

います。

責務とまでおっしゃったわけですから、本来、こ

ております。私ども、誰も緊急事態宣言を何回も

かノーかで答えられるようなことではないと思っ

きまして、そんな簡単に割り切れる、何かイエス

○国務大臣（西村康稔君） 今回の感染拡大につ

ございます。

異株の対策の強化、スクリーニングを行っていま

に一月からは減ってきております。それから、変

に時短をお願いして、飲食店のクラスターは確実

策であります。これについては、飲食店の皆さん

○国務大臣（西村康稔君） まず、飲食の感染対

さい。

○国務大臣（西村康稔君） 私、途中、閣議で少

おやりになりましたでしょうか。

席されたと承知しております。

基本的対処方針分科会が開会され、西村大臣も出

今日も、国会報告、この国会報告に先立って、

の場に総理が出席いただくのが私は筋だったと思

出したいとは思っておりません。しかし、コロナ

す。三つ目、検査の強化も高齢者施設などで行っ

し抜けましたけれども、また戻りましたので、大

五つの柱って何でしたっけ。大臣、教えてくだ

は何回でも何回でも波は、流行は起こりますので、

てきて、高齢者施設のクラスターも減ってきてお

体九時四十五分過ぎまで行われたものというふう

ますでしょうか。合うか合わないかだけで結構で

これは諸外国見てもそうです。そのたびに強い措

ります。そして、ワクチン接種が四番目。五番目

に認識しています。

います。

置を講じて対応していく。国民の皆さんには大変

が医療提供体制の充実であります。

十五分ぐらいまでということであるならば、およ

○吉川沙織君 朝早くから御議論を真剣にいただ

ます。

そ三時間弱、様々な議論が行われたものと思いま

それぞれ全力を挙げて取り組んできて、一定の

七時に始まったと伺っておりますが、何時まで

申し訳ないんですけれども、そうした意味で対応
していく。
げて対応してきております。ただ、変異株が関西

○吉川沙織君 今大臣が御答弁くださいましたよ

す。

いたということだと思いますが、七時から九時四

圏を中心に急速に拡大してきた。もちろん、それ

うに一定の成果が現れたのであれば、解除が三月

例えばですが、二度目の緊急事態宣言発出のと

成果を持っているものというふうに認識しており

に対する監視とかクラスター対策もしっかり行っ

二十一日です。今度の再発出は、今日の国会報告

五つの柱については、それぞれ私ども全力を挙

てきておりますけれども、関西でこういった状況

きは、一月七日に、当時は諮問委員会でございま

除の件を諮ったときも、これ多くの議論あったん

の手続と、あと政府対策本部の決定を経て、二十
今日、朝、参議院本会議ございました。総理出

ですが、このときも二時間。二度目の緊急事態宣

になっていること、そして東京が関西のようにな

席の下で法案の質疑が行われましたけれども、そ

言解除の諮問委員会の議論の時間も二時間で行わ

したが、そのときは約二時間。それから、早期解

○吉川沙織君 五つの柱が機能したか、しなかっ

のときも総理は、これはしっかりやっていかなけ

れていて、今回、三時間弱にまで及んだというこ

五日からということになろうかと思います。

たか。もしこの総理が三月十八日の会見でおっし

ればいけないとおっしゃいました。三月十八日の

とは、多くの議論が出たのだと思われます。

らないようにするために、今回、緊急事態宣言を

ゃった五つの柱が本当に機能したのであれば、そ

解除のときの記者会見でも総理は、とにかく優先

お願いしたということでございます。

れが実現できていたとするならば、解除から一か

すべきはコロナの収束をしっかりさせるのが私の

例えばですけど、基本的対処方針分科会、直近

月で再発出という事態には至らなかったと私は思
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して、こうだから緊急事態宣言三回目どうしても

のであれば、議論の内容を示された上で、政府と

ざいません。ただ、国民の代表に対して報告する

国会報告は手続の場であって、了承の場ではご

されているのが分かります。

いたしますと、複数の構成員から多くの意見が出

議事録は三十ページに及んでいます。これを拝見

でございますけれども、このときも大体二時間で、

の議事録が公表されているのは四月の一日分まで

に生かされているかというのを見ていく必要があ

としても、分科会で指摘された内容が政府の取組

角的に出されています。行政監視機能を担う本院

けではなくて、専門家の皆様から様々な意見が多

○吉川沙織君 分科会では、宣言の発出、解除だ

ていきたいというふうに考えております。

だきながら、私として、できるだけ丁寧に説明し

きますが、この質疑の場で様々御疑問の点もいた

ういうことであればそういうふうにさせていただ

もちろん、長く詳しく申し上げること、もしそ

延防止等重点措置の効果ではないかと、このこと

いる。減少はしていませんけれども、これはまん

要はそこから上には上昇せずに何とか高止まって

その後、昨日まで千百人、千二百人のレベルで、

った四月十五日頃に千二百人に達したんですが、

ています。大阪も、四月五日から始めて、十日た

感染者の数はピークから四分の一ぐらいまで減っ

ば、宮城県では仙台に強い措置を打って、新規の

私も、私の理解なりデータなど説明をし、例え

止等重点措置の効果について分科会で議論があり

必要なんだという説明をしていただきたいと思い

りますので、是非お願いしたいと思います。

ました。

ます。

について説明申し上げ、何人かの方からも一定の

いずれにしても、始めてまだ間もないものです

そこで、直近の公表されている四月一日の対処

ということもしっかり検証していくことが必要と

から、これをしっかりと検証しながら今後に生か

今、委員会の冒頭で西村大臣からこの報告をい

ですとなっています。国会報告をもう少し充実さ

何人もの方から意見が出されています。また、こ

していきたい。効果がある場面、そうでない場面

効果はあるということの、そうした御指摘もいた

せるべきと、これは私、前回も申し上げましたけ

れらの議論のまとめとして、最後に尾身分科会長

があるかもしれませんので、しっかりとこのこと

方針分科会の議事録には、何人もの構成員から、

れども、もう少し国会報告ちゃんとするべきでは

が、今回この重点措置が実際に効果があったのか

は検証していきたいと思いますし、そうしたこと

ただきました。ただ、これ拝見いたしますと、や

ないかと思うんですが、いかがでしょうか。

ということ、一月の緊急事態宣言も含めて、時間

を分科会でも説明をし、しっかり公表もしていき

だいております。

○国務大臣（西村康稔君） 申し訳ございません。

を掛けないでしっかりとした議論が必要とまとめ

たいというふうに考えております。

まん延防止等重点措置の効果がどの程度あるのか

これ、前回よりもページ数、文字数は多分増えて

られています。

はり期間について御了解をいただいたところだけ

いると思うんですが、今回、緊急事態宣言に当た
き、また、本日議論があった点についても、こん

る時期に来ているのではないかと思いますが、い

この一年含めて、評価、検証する体制を具体化す

らは、そこは明確にする必要がある、指摘を受け

るのではないかと申し上げましたところ、総理か

総理に、検証の体制をしっかり整備する必要があ

○吉川沙織君 私、解除の国会報告の場の質疑で

な議論があった、こんな議論があったとは書いて

かがでしょうか。

ると答弁がありました。三月十八日時点では体制

つまり、政府の新型コロナウイルス感染症対応、

いませんが、中身について私なりに整理をして書

○国務大臣（西村康稔君） 今日もそのまん延防

って、より詳しく私の立場で御説明させていただ

かせていただきました。
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ータルでそういう体制を整備、解除後、今日に至

か医療の逼迫体制とかそういうのではなくて、ト

れのまん延防止等重点措置とか個々の感染状況と

れども、宣言解除後に体制を整備したか。それぞ

がないことを明確に認めていらっしゃるんですけ

います。

状況になっていると、こう発言が議事録に残って

でじっくり考えないと、もう対応できないような

ので、長期的にどういう戦略でいくのか、どこか

諮問されたことを答えるということしかできない

も直近の感染状況しか評価しないし、この会議も

とをまず申し上げたいと思います。

バイザリーボード、二つありますので、というこ

家の集まりと、私どものＡＩ、データ分析のアド

厚労省のアドバイザリーボード、感染症の専門

○国務大臣（西村康稔君） その前に、一点だけ。

ものがあります。それから、私ども、アドバイザ

○国務大臣（西村康稔君） まず、分科会という

生命と暮らしが懸かっていますので、是非そこは、

のであれば、やはり備えて対応しないと、国民の

も今日も何回も答弁されました、波は何度も来る

ですので、収束してから検証ではなくて、大臣

互いに状況を共有しながら判断をしております。

しております。そうした中で、お互いの状況、お

というようなことを含めて、いろいろ意見交換を

知事とお話をする中で、必要があるんではないか

請は要件になっておりませんので、私、いろんな

そして、緊急事態宣言の発出は、知事からの要

るまでされたかされていないか、それだけ教えて

リーボードということで、山中教授始め黒川先生、

途中だからということではなくて不断にやってい

ください。

四人の先生方にお願いをして、様々なデータの分

最終的には専門家の皆さんに御意見を聞いて判断

をしていきます。

ただきたいと思います。
そこで、緊急事態宣言について、少しその要請

析も御説明し、大所高所から御意見をいただいて
おります。

日分を拝見いたしますと、ある構成員の方がこう

○吉川沙織君 実は、その直近の議事録、四月一

ございます。

ボードで議論させていただいているということで

時点でのできる対応を分科会なりアドバイザリー

うことはございませんけれども、こういった今の

織の体制などについては何か新たに整備したとい

で真っただ中にあるものですから、それ以上の組

まさに三月十八日以降、このコロナ対策の最前線

ら積極的に協議を働きかけることによって大臣が

はなくて、感染拡大や医療体系の予測を示す国か

こから検討を始めて一週間近くたってから発出で

準も必要でしょうし、知事からの要請を待ってそ

と思います。だからこそ発出のための客観的な基

さなかにおいては一刻の猶予も、私、許されない

は二十五日からということであり、感染急拡大の

いますが、今の国会報告によれば、緊急事態宣言

東京、京都、兵庫は二十一日に行っていらっしゃ

緊急事態の要請に関しては、大阪府が二十日、

できる規定ですが、知事の要請ができるというこ

れていますが、一方で、まん延防止等重点措置は、

は、確かに特措法では政府対策本部長の権限とさ

○吉川沙織君 今、緊急事態宣言の発出に関して

応していきたいと考えております。

と考えておりますので、今後もそういうふうに対

いずれにしても、迅速に対応することが必要だ

す。

ような形で了承をいただいたということでありま

ございましたので、私ども説明し、最終的にこの

かと、首都圏三県は大丈夫なのかといった質疑も

今日も実は、愛知県とか福岡県とか大丈夫なの

おっしゃっています。今、西村大臣は答弁の中で、

いつもおっしゃる機動的な対応を実現すべきでは

とになっています。

と発出の関係について伺いたいと思います。

アドバイザリーボードがある、分科会があるとお

ないかと思うんですが、いかがでしょう。

そうしたことは随時進めておりますけれども、

っしゃいましたけれども、アドバイザリーボード
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んだとか、そういう立て付けを考えなきゃいけな

て、もう緊急事態宣言も知事の要請を待ってやる

ていますので、政府として、特措法の改正を考え

請を待ってから政府が検討するという格好になっ

でも、もう今、実際、緊急事態宣言も知事の要

県神戸市で自宅療養中に亡くなるということ、本

○国務大臣（西村康稔君） 私どもの地元、兵庫

ださい。

への対応として、それでよいのですか。お答えく

感染力が強く急変しやすいとされる変異株患者

されています。大臣、今御指摘のパルスオキシメ

そして、今、現場では必死に体制を組んで対応

を是非ともよろしくお願いします。

す。しっかりとこの変異株の特性を踏まえた改定

○高橋光男君 私は現場方針の改定を求めていま

必要な器材を配備すべきです。また、訪問診療は

ーター、足りていません。酸素濃縮装置というも

神戸市長も先頭に立って改善すべく最善の努力

医師のみならず看護師にも支援金を出して対応す

当に残念なことでありますし、本来あってはなら

をされていると思いますし、私どもも、病床の確

べきです。

いでしょうし、政府として、国として、知事の要
の効果検証を評価して、変異株の拡大など状況変

保、国として、私ども、できることも、今支援も

そして、病床確保です。今回の基本的対処方針

のも必要になってきています。国が責任を持って

化に即応した見直しを機動的に行い、実効性を確

行っているところであります。単なる経済的な支

案には、どう医療体制を確保、整備するのか、具

ないことだと思います。

保する必要があるのではないかということを申し

援だけではなくて、一つ一つの病院に声を掛け、

体策が何も示されていません。奈良では、改正感

請に応じるだけでなく、積極的に、主体的に取組

上げまして、私の質問を終わります。

一つ一つの病床を一つでも多く確保できるように

染症法に基づき、知事の要請を受けて民間病院の

○高橋光男君 公明党の高橋光男です。

ありがとうございました。

対応してきているところであります。

養、自宅療養に当たっての現場対応方針の改定も

しです。これは緩和されました。同時に、宿泊療

ず、変異株感染者増加を踏まえた退院基準の見直

うか。私はこれまで一貫して求めてきました。ま

大臣、こうした事態を見過ごしてよいのでしょ

た。心からお悔やみ申し上げます。

宅療養中の四十代の男性がお亡くなりになりまし

した。神戸でコロナ感染し、入院調整のために自

大臣、おとつい、あるニュースが目に留まりま

万全を期していきたいというふうに考えておりま

県、そして市と連携して、こうした体制の確保、

も必要ですし、病床も必要ですし、今後も、国、

聞いておりますけれども、まさにホテル療養の数

状況を確認しながら対応されているというふうに

また、医師会と連携して、お一人お一人の対応を、

けるように対応してきていると聞いておりますし、

パルスオキシメーターも全て皆さん持っていただ

まえながら対応してきておりますけれども、特に、

和とか、御指摘をいただいて、そうしたことも踏

そうした中で、御指摘のように、退院基準の緩

方創生臨時交付金の大幅な増額を求めます。でな

のための協力金を提供するため、自由度の高い地

加え、緊急事態宣言を受けた時短要請、休業要請

いずれにしましても、これらの対応への予算に

うすれば、もっと協力病院が出てくるはずです。

もその姿勢を方針に示すべきではないですか。そ

改正法にのっとって要請する、あるいは少なくと

院等に対して病床確保や人材派遣に必要な協力を

を防ぐため、仮に知事がしなくとも、国が民間病

づく要請は行われていません。今こそ、医療崩壊

労大臣もできます。しかしながら、一度も法に基

病床を確保することができました。この要請は厚

本日、三度目の緊急事態宣言が地元兵庫を含む

求めてきましたが、従来株と全く同じままです。

す。

四都府県に発出されることになりました。

変異株の言葉はどこにもありません。
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