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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。

○野田委員長 次に、長妻昭さん。
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。
けさほど、辺野古の工事が再開されたという映
像が入ってまいりまして、玉城デニー知事が、つ
いこの前、総理がおっしゃる沖縄の民意で選ばれ
たにもかかわらず、きょう再開したということで、
昨日も野党で法的手続についての申入れをしたと
ころでございます。
聞くところによりますと、玉城デニー知事は、
総理に再度の面会を要請していたということでご
ざいますが、それを振り切ってきょう工事を強行
したということで、フロートの設置が今なされて
いるということでございます。
ぜひ、沖縄県と真摯かつ丁寧な話合いをしてい
ただきたい。立ちどまって、真摯かつ丁寧な話合
いをしていただきたいということを強く申し上げ
ます。この後、同僚議員がこのテーマについても
質問をいたしますので、ぜひ、総理、真摯な御回
答をいただきたいと思います。

そして、災害でございますけれども、大阪の北
部地震、そして西日本豪雨災害、台風二十一号、
そして北海道胆振東部地震など、大きな自然災害
が相次いでおります。亡くなられた方々に哀悼の
意を表するとともに、被害に遭われた皆様にお見
舞いを申し上げます。
そして、総理、いろいろ被災地を、我が党の議
員も関係者もお話を聞いて支援をしている中で、
非常に多い要望が、やはり、自宅や庭、これが大
変な状況になっている。自宅も、半壊もあるし、
においがきつくてなかなかもう住めなくなってい
る。
こういうようなときに、実は、被災者生活再建
支援法という法律がございますが、これが非常に
厳格過ぎる要件規定があって、余り、なかなか機
能していない。わかるんですよ。政府も、若干、
半壊について規制をちょっと緩めて、運用を緩め
ていただいたというのはわかるんですが、それで
もまだまだきちっと機能していないということで、
我が党含めて野党六党で、ことし三月、被災者生
活再建支援法という、半壊でも、一定の要件でも、
個人の住宅等々について再建のための支給をする、
現在三百万円になっておりますけれども、これを
五百万円に引き上げる、東日本大震災以降、非常
に建設費が高騰しておりまして、昔の基準ではこ
れは足りないということでございまして、我々は
この法案を提出したわけでございますが、総理に
事前にお見せをしておりますので、この考え方に
ついて、総理の見解を求めます。
○安倍内閣総理大臣 被災者生活再建支援法、支

援制度は、自然災害によりその生活基盤に著しい
被害を受けた方に対し、全都道府県の相互扶助及
び国による財政支援により最大三百万円の支援金
を支給するものであります。
このような制度の趣旨から、支給対象の拡大や
支給額の引上げについては、国や都道府県の財政
負担等の課題があり、慎重に検討せざるを得ない
ところでありまして、御指摘の法案については、
議員立法によるものでありまして、その取扱いに
ついては国会において御判断いただくものと考え
ております。
○長妻委員 非常にそっけない答弁で、我々、財
源も提示をして、この部分を組み替えればできる
という提言もしております。
国会で取扱いということなんですが、これ、自
民党は審議に応じていないんですよ。我々野党が
出した法案、一切審議しないと。こういう姿勢が
非常に目につくので、自民党総裁として、ぜひ、
こういう姿勢を改めていただきたい。
総理は、常日ごろ、野党は対案を示さない、批
判に明け暮れているばっかりだ、こういうふうに
国会でおっしゃっておられるんですが、例えば、
立憲民主党主導で、少なくとも、二十五本、通常
国会、法案を出しました、議員立法。原発ゼロ基
本法案、公文書管理法案、農業者戸別所得法案、
児童相談所の緊急強化法案など、ほとんど審議し
ないんですよ、自民党。
こういう対案をきちっと出して、審議しないか
ら世間の皆さんになかなかその中身が伝わらない。
いい案であれば、ぜひ、建設的な意見については
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取り入れていただきたい。
そして、総理は、野党はいろいろ批判だけに明
け暮れている、あと、一部、反対ばかりの野党だ
と言うんですが、通常国会では、政府が出した閣
法、六十一本ございましたけれども、我々立憲民
主党は、四十九本には賛成させていただいて、こ
れは積極的な提言も含めて議論に参加して、八割
の法案に賛成をして、ただ、カジノ解禁法とか過
労死をふやす働き方改革と称される法案、あるい
は、参議院議員をお手盛りで六議席ふやす選挙の
改悪法案など、これは当然反対しますよ。ですか
ら、余り皆さん、何でも反対、対案がない、こう
いうデマを流すのは、今後、やめていただきたい
ということは申し上げておきます。
そして、今回、衆議院の議長が異例の議長声明
を出したということで、これも代表質問でも何人
かの議員が触れましたけれども、これは尋常じゃ
ないことだというふうに思います。
こういうことをおっしゃられているんですね。
まず、事例を具体的に三つ、大島議長は出されて、
これは七月三十一日の談話でございます、議長声
明でございますが、一つは、森友学園をめぐる決
裁文書の改ざん、そして、厚労省の裁量労働制に
関する不適切データ、そして三つ目が、防衛省の
日報に関するずさんな文書管理。
これらの問題について、「民主主義の根幹を揺
るがす問題」だ、こういう非常に強い発言をされ
ておられる。「立法府の判断を誤らせるおそれ」、
「議院内閣制の基本的な前提を揺るがす」、これ
は尋常じゃない発言ですね。国会の権威が地に落

ちる、国会の役割が機能しなくなるような大問題
を皆さん方は引き起こしているんですよ。
総理、安倍内閣以下、その強い認識を持って、
いかに政治責任をとっていくのか、こういうこと
について、総理、いかが考えますか。
○安倍内閣総理大臣 議長の言葉をしっかりと受
けとめながら、そうした事態になったことを深刻
に反省する、そして、再発防止策をしっかりと徹
底していくことによって行政府としての責任を果
たしていきたい、このように考えております。
○長妻委員 そんな、何かちょっとした不祥事が
起こったときの答弁じゃないですか、今の。これ
はちょっとしたことじゃないんですよ。
例えば、森友学園に関する決裁文書の改ざん等
に関する報告書というのが財務省から出たのがこ
としの六月四日。ですから、それより後にこの談
話は出ているわけで。私もその六月四日の報告書
を見ましたけれども、大変不十分。その後の世論
調査でも、多くの国民の皆さんが、森友学園の問
題、解明されていない、こういうふうにおっしゃ
っているじゃないですか。
一体、政治責任は、どう、いつ、誰がどのよう
にとるのか。官僚の皆さんは非常に軽い処分が一
部ありましたけれども、これも大変論点は多いん
でございますけれども。一つ、まさに財務省の大
元締めの麻生大臣、留任をされたということで、
私は驚きましたが、麻生大臣、自分は適材適所だ
と思われますか。
○麻生国務大臣 自分の能力、適材か否かにつき
ましては、自分で判断するほどうぬぼれておりま

せんので、私自身としては、後世の歴史家の判断
にまたねばならぬと思っております。
○長妻委員 何かとぼけた答弁じゃないんですか。
本当に責任の重さを感じておられるのか。
財務省で、近財で自殺をされた官僚の方がおら
れます。お父様が岡山県に住んでおられて、こう
おっしゃっておられます。
親が言うのもなんですけれども、曲がったこと
が嫌いで、真っすぐな性分、小さいときから、上
司に言われることを反対するわけにもいかない、
上司に言われたとおりに書き換えたと遺書に書い
てありました、それを書いたことは本人の負担に
なったと思います、本当、わけのわからぬことで
巻き込まれた感じでしょう、うちのは下っ端の方
で仕事をしよった者ということで、大変無念な思
いを持たれておられると思います。
役所の論理、組織の論理と、個人の良心、これ
がせめぎ合う。日本は非常に集団同調圧力が強い
国だと言われておりまして、その中でも財務省と
いうのは非常に軍隊的組織だと言われて、その中
で、役所の論理と個人の良心のはざまで大変苦し
んだと思いますが、こういうみずから命を絶たれ
た方に対して、麻生大臣御自身の政治責任、どう
お考えなんですか。
○麻生国務大臣 本年の三月だったと記憶します
けれども、近畿財務局の職員が亡くなられたとい
うことは、まことに悲しい話だと思っております。
残された御遺族の方々のお気持ち、今おっしゃら
れたのもその一つだと思いますけれども、言葉も
ありませんが、静かに謹んで御冥福をお祈りする
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ものであります。
財務省としては、六月に、一連の経緯等につい
て調査結果を取りまとめて、関与した職員に対し
て厳正な処分を行ったところでありますけれども、
二度とこうしたことが起こらないよう、文書管理
の徹底、必要な取組を進めますとともに、問題行
為の発生を許した組織の風土の改革も含めて、信
頼回復に努めてまいりたいと考えております。
○長妻委員 何かこれ、御冥福をお祈りするのに、
役所が書いた紙を読むんですか。
総理、みずから命を絶ったというこの事件、事
案について、総理はどういうふうに思われますか。
○安倍内閣総理大臣 大変痛ましい出来事でござ
いますし、悲しみの中にある御遺族の皆様に改め
て御冥福をお祈りし、哀悼の誠をささげたいと思
っております。
公文書の改ざんはあってはならないことであり
ます。この委員会においても累次述べさせていた
だいたところでございますが、徹底して再発防止
に努めていかなければならない、このように考え
ております。
○長妻委員 トップの政治家が責任をとらないま
ま、同調圧力が強くて、それに対して異を唱える
ような空気、これができ上がったとは到底思えま
せん、財務省に。
これは、ＯＢの方がとうとう声を上げられまし
た。近財のＯＢの方始め、テレビにもお出になら
れて、実名でお話をされておられます。これにつ
いて、麻生大臣、どういうようなお考えを持って
いますか。

○麻生国務大臣 これは、既におやめになられた
方々でもありますので、このＯＢの方々のコメン
トについて、一つ一つコメントをすることは差し
控えさせていただきたいと思いますが、少なくと
も、一連の経緯等々につきましては、これは調査
結果を取りまとめて、先ほど申し上げましたよう
に、関連をいたしました職員に関しましては厳正
な処分をさせていただいたところでありまして、
今後とも、こういったようなことが起こらないよ
うに、我々としては、組織風土の改革も含めまし
て、信頼回復に引き続き努めてまいりたいと思っ
ております。
○長妻委員 これは、麻生大臣、おさまっていな
いから声が上がってくるんですよ。
我々もお話を聞きました、直接。
ある財務局のＯＢの方は、こういうことを言っ
ておりました。麻生大臣の留任、続投について、
あり得ないことだというふうに思います、当然、
最終責任はあるわけですから、責任をとっていた
だきたい。
そして、近畿財務局のＯＢの方はこういうふう
におっしゃっておられます。麻生大臣の留任、続
投について、私たちは実名で、ＯＢですけれども、
六人で同じように、○○君のお父さん、というの
は自殺された方のお父さんもテレビでこういうぐ
あいに実名を出した、自分たちの顔を出して、こ
の勇気を持たせたというのが、麻生大臣のあの無
責任ぶりですと。
つまり、自分たちが実名を出して、テレビで顔
を出して言わざるを得ないのは、麻生大臣が政治

責任を一切とらない、これについての憤りという
のが彼らを、声を上げることになったということ
でございます。
その一方で、愛する財務省だということは言っ
て、愛する財務省だからこそ、何とかいい財務省
になってほしい。無念の死を、自殺された方です
ね、僕は非常に友達なんですけれども、死んでし
まうんですね、見ている間に顔つきが変わってし
まうような追い詰められ方をしてというようなこ
とで、こういう方々が声を上げておられるという
ことで、どんどんどんどん、まだおさまってない。
麻生大臣、責任をとらないということで、非常
に、現役含めて、現役が言えないことを代弁して
いる側面もあるんじゃないかと私は思いますけれ
ども、こういうことで示しがつくんでしょうか。
財務省というのは、国の中央省庁もそうですけれ
ども、民間を指導する立場にもあります。そのと
きに、こういうような無責任ぶり、いかがなのか。
当然、麻生大臣の留任を指名したのは安倍総理
でありますけれども、麻生大臣、このＯＢの皆さ
んの声にどういうふうに答えますか。
○麻生国務大臣 先ほど申し上げましたように、
退官をされたＯＢの方々のいわゆる御発言等々に
一々コメントしていくというのはいかがなものか
と思いますので、そういった……（発言する者あ
り）一つ一つ言うというのは一々というんじゃな
いんですか。一つ一つ丁寧にするというのを言っ
た方がよろしいですか。
今申し上げたとおりなので、そういった御意見
もあると拝聴させていただきます。
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○長妻委員 麻生大臣、現役の方が言えるはずな
いじゃないですか、この役所の強い同調圧力の中
で。だから、役所を変えないといけないというこ
とで、ＯＢの方が言わざるを得ない状況に、こう
いう方もおっしゃっておられるんですよ。本当は、
自分たちもいい年になりましたので、ゆったりと
したいんですと。それはそうですよ。静かな老後
を暮らしたいけれども、言わざるを得ない。義憤
に駆られて、六人の方が声を上げられた。
よっぽどですよ。こんなことは余り聞いたこと
がないですよ、実名でテレビで発言をされるとい
うことで。一々コメントできないと。現役の方は
しゃべれないですよ、そんなこと。
どうですか。麻生大臣、もう一度。
○麻生国務大臣 今申し上げたとおりで、一つ一
つコメントするというのは差し控えさせていただ
きます。
○長妻委員 それで、麻生大臣も記者会見で、留
任について記者に問われたら、留任するというの
は総理大臣の専権事項ですから、それはそちらに
言っていただかないと何とも答えようがありませ
んなんていう非常に投げやりの答弁をされている
んですが、総理、この一連のやりとりを聞いて、
これはけじめをつけないでいいんでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 麻生財務大臣・副総理にお
いては、安倍政権が発足して以来、経済の立て直
しに腕を振るっていただき、大きな成果を上げて
いただきました。経済政策の中核である麻生大臣
には、デフレからの完全脱却に向けて、引き続き
全力を尽くしていただきたいと思います。

他方、御指摘をいただいております決裁文書の
改ざんの問題によって国民の皆様の信頼を揺るが
す事態になったことに対しては、私も、行政府の
長としてその責任を痛感しているところでありま
して、国民の皆様に深くおわびを申し上げます。
真摯な反省の上に、二度とこうしたことが起こ
らないように、再発防止策を講じ、組織を立て直
していかなければなりません。麻生財務大臣には、
その先頭に立って責任を果たしていただきたい、
このように考えております。
○長妻委員 安倍総理、どんなに能力があったと
しても、責任をとらなきゃいけないときは責任を
とるんですよ、これまでも。
世論調査を見ても、これは申し上げるまでもな
いんですが、読売新聞で、麻生さんの留任、評価
しない、五七パー、共同通信でも五二パー、毎日
新聞でも六一パー、朝日新聞でも五四パーという
ことで、半分以上の国民が、おかしいと。
麻生大臣も十月二日の会見で、自分がふさわし
いかふさわしくないかは自分で決めるんじゃなく
て、国民の御意見で決める、こういうふうにおっ
しゃっているのでありまして、麻生大臣、どうで
すか、御自身のけじめ、進退、自分でつけるとい
う覚悟はないんですか。
○麻生国務大臣 先ほど答弁を申し上げたとおり
ですが、安倍総理から再任ということを受けまし
て、全力を挙げてきちんと職務を全うしたいと思
っております。
○長妻委員 これは財務省もそうなんですけれど
も、なかなか組織の同調圧力が強い。例の障害者

雇用の水増し問題も二十年以上続いていたと。つ
まり、誰も声を上げることができなかった。
民間企業も、例えば、たくさん今不祥事が発覚
しております。麻生大臣所管のスルガ銀行、審査
書類の改ざん、これは社長が辞任しました。神戸
製鋼所、品質データの改ざん、社長辞任しました。
東レの子会社、タイヤ品質データの改ざん、社長
辞任しました。東芝、利益水増し、社長辞任しま
した。東洋ゴム、免震ゴムのデータ偽造、社長辞
任しました。そして、今回、圧力ダンパーの、耐
震の問題も起こって、これは今継続中であります
けれども、ほとんどの企業はやはりトップが責任
をとっているんですよ。
能力は優秀かもしれないですよ。でも、示しが
つかないじゃないですか。組織の同調圧力に屈し
て、それが強過ぎて誰も声を上げられない。最後、
ブレーキがきかないでクラッシュするまで行って
しまうという、日本特有なのかどうかわかりませ
んけれども、そういう中で、民間のある意味では
範を示す立場の中央省庁が、麻生大臣、なぜそん
なに自分の地位にこだわるんですか。
○麻生国務大臣 今、民間の例をお引きになりま
したけれども、そういった例もあろうというのは
知らないわけではありませんけれども、私どもと
しては、きちんとした処分をさせていただきまし
た上で、今後の財務省というものの風土等々に、
体制等々、改革に全力を挙げてまいるのをもって
責任を果たすということにしてまいりたいと考え
ております。
○長妻委員 総理、どうですか。
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○安倍内閣総理大臣 先ほど答弁させていただい
たとおりでございまして、しっかりと職責を果た
していただきたい、このように考えております。
○長妻委員 いや、非常に、何というか、これは
大丈夫ですかね、財務省、こういうけじめのない
形でずっと続いて。
私は、中央省庁も、まあ民間企業もそうだと思
うんですが、学校もそうだと思うんですけれども、
本当に同調圧力が強過ぎて、なかなか個人の良心
や個人の疑問の声というのが届いていかない。大
きな不祥事が起こったときにも、不正を指示され
てもなかなかそれを断る雰囲気が組織の中にない。
こういうのを変えるには、やはりトップがけじめ
をつけるというのが一番いいんですよ。過去、組
織が変わったときはトップのけじめですよ。トッ
プのけじめがない組織は変わらない、これは教訓
じゃないですか。
本当に、私は国家の損害だと思いますよ。財務
省が本当にこれから風通しのいい組織に立ち直る
チャンスでもあるのに、なかなか、トップに責任
をとらない方がおられるということは大変残念で
す。
これは引き続きまた同僚がやりますけれども、
ぜひ安倍総理も麻生大臣も、国民の声をちゃんと
受けとめていただきたい。ＯＢの方の声はいろい
ろな方を代弁しているということも肝に銘じて、
議長すら民主主義の根幹を揺るがすとおっしゃっ
ているわけで、全くそれについての深刻な受けと
めがないということについてはまず強く申し上げ
ておきます。

そして次に、外国人労働者受入れということで
ございまして、これは、皆様はいろいろ言い方を
気をつけて言われているんだと思いますが、事実
としては、戦後最大の受入れ幅になる、戦後最大
の受入れの拡大になるというのはもう間違いない
ことでございます。このときに制度設計を誤ると、
国家百年の計として国が誤るということは強く申
し上げておきたいと思います。
これは安倍総理に、外国人労働者拡大の哲学を、
まず大ぐくりの哲学をお尋ねしたいんですが、一
つは、多文化共生という形を一つの軸足に置いて
国を開いていくのか、あるいは同化政策というこ
とで、日本人になってもらうというような考え方
で国を開いていくのか。大きな哲学というのは、
総理、どういう考えですか。
○安倍内閣総理大臣 お答えする前に、混同して
いただくと困りますものですから、前もって申し
上げておきたいことは、政府としてはいわゆる移
民政策をとることは考えていないわけでありまし
て、いわば多文化共生あるいは同化というのは、
我が国に来られてずっとそのまま、家族の方々と
来られて永住する方々がどんどんふえていくとい
うことを念頭におっしゃっているのであれば、そ
ういう政策は私たちはとらないということは今ま
で再々申し上げているとおりでございまして、そ
このところを混同しないでまずいただきたいと思
います。
その上で、お尋ねの多文化共生型及び同化政策
については一義的な定義があるものではないと思
われますが、少なくとも、外国人に対して自国の

価値観等を強制するようなことがあってはならな
い、こう考えております。受け入れる外国人に対
し、社会の一員としてその生活環境を確保するた
め、現在検討を進めている外国人材の受入れ・共
生のための総合的対応策をしっかりと実行に移し、
来る側も受け入れる側もお互いが尊重し合えるよ
うな共生社会の実現に向けた環境整備を進めてい
くことが大切であると考えております。
再三申し上げておきたいことは、いわば永住と
いうことで、これは我々が移民として、いわゆる
移民として受け入れるという政策を今度とるわけ
ではないということでございまして、大変人手不
足が過熱する中において、そうした業種に限って、
一定の期限を設けて、基本的には家族の帯同なし
でということで今度新たな制度設計をしていると
ころでございます。
○長妻委員 これは、そういう詭弁というんです
か、一時的だけだからそんな哲学は要らない、ず
っと住んでもらうんじゃないんだからということ
で本当にいいのか。特定技能二号は、永住に結び
つく可能性も、門戸を開かれていますよ、今度の
法案で。
あるいは、その多文化共生、イギリス型と言わ
れております。その国の文化や言語も重んじなが
ら共生していく。ただ、これはいろいろ問題が起
こって、課題もある。フランスは、どちらかとい
うと同化政策、フランス人になりなさいという政
策だったんですが、これも、フランス人だと自分
は思ったけれども、いろいろなところで差別され
ていろいろ問題が起こるということで、どの国も
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これは悩んでいるわけでございます。
ただ、これはドイツとかフランスの過去の大き
な教訓があるんですよ、総理。ドイツも、オイル
ショックの前にトルコ人を、一時的ということで、
今回総理のおっしゃったのと同じような文脈で、
ガストアルバイターということで、ゲストワーカ
ーですね、大量に入れた、一時的だと。入れて、
仕事はいっぱいありました。ところが、その後、
一九七三年、オイルショックの後、受入れ停止を
した。そして、労働契約が切れても、しかし帰国
をしない、そして家族も呼び寄せ始めてしまった
ということで、非常に、ドイツ語がしゃべれない
トルコ人の方々が一つの地域に住んで、地域と断
絶して大きな社会問題になった。今も尾を引いて
います。
そして、フランスも、石油危機後、石油の危機
の前に、どんどん一時的に入ってください、人手
不足ですと。一九七四年、新規の受入れをオイル
ショックで停止をした。帰国を促したけれども、
帰らない。政府も、人道的見地から、家族の呼び
寄せもその後事後的に認めざるを得なかったとい
うようなことで、非常に社会に断絶を起こしたと
いうことで。
今なんですよ、今。今、ちゃんと哲学を打ち立
てて考えておかないと、こういう政策をいいかげ
んにやると、なし崩し的にやると、後、大変なこ
とになるという教訓があるわけでございまして。
ちょっと、では総理にお伺いしますが、私は、
非常に政府の案というのは生煮えで、もう来年四
月だから今月ぐらいに法律を上げろ、こんなよう

なことが打診されているようでございますが、と
んでもない話で。
結局、この法案で何人外国人労働者がふえる見
込みになるんですか、総理。
○安倍内閣総理大臣 私の後、担当大臣から答弁
をさせますが、例えばドイツの例を挙げられまし
たが、第二次大戦後の経済復興期にいわゆる移民
政策を、これは移民政策を明確に打ち出して、ト
ルコ等の周辺国から協定に基づいて外国人労働者
を受け入れたわけでありまして、その結果、現在
も相当数のトルコ人が国内に居住していると承知
をしております。
他国の外国人受入れに関する政策を評価する立
場にはありませんが、この移民政策については、
否定的な見解も含め、さまざまな評価もあるもの
と承知をしているわけであります。
我々は全くそれとは違いまして、ですから、し
っかりと制度設計をしつつ、あるいは、出入国管
理庁を今度はつくり、しっかりと管理をしていき
たい。何人等々という御下問につきましては、担
当大臣から答弁させます。
○長妻委員 ちょっと待ってください。
総理、間違いですよね、今のは。つまり、ドイ
ツも、移民政策というのは、確かに移民なんです
が、その定義でいうと日本も移民政策なんですよ、
国際的に言えば。ですから、ドイツも一時的に入
れたんですよ。ですから、そこは、帰れるような
仕組みがあった上で入れているわけですよ。
では、何人ぐらいふえるのか、おっしゃってく
ださい。

○山下国務大臣 まず、移民ということについて
でございますけれども……（長妻委員「いや、移
民は聞いていない」と呼ぶ）いや、それは紛れが
あります。
というのは、国連の……（長妻委員「人数を聞
いているだけ。だめ、また時間がない。時間がな
いですから。移民は聞いていないから」と呼ぶ）
まず、そこは明らかにしておかないと。今、おっ
しゃっているのが、正式な法的定義はありません
と国連は言っています。そして、ＯＥＣＤも、国
連が定義するロング・ターム・マイグラントにつ
いては、広く受け入れられているものでなく、適
用は困難であるということを言っています。
これを前提に申し上げますけれども、今回の新
たな受入れ制度は、深刻な人手不足に対応するた
め、現行の専門的、技術的分野における外国人の
受入れ制度を拡充し、真に必要な業種……（長妻
委員「何人ですか、人数。人数を聞いているんで
す」と呼ぶ）前提を申し上げております。（発言
する者あり）前提を申し上げております。真に必
要な業種に限り、一定の専門性、技能を有し、即
戦力となる外国人材を我が国に受け入れようとす
るものであります。
そして、受入れに当たっては、生産性向上や、
女性、高齢者の就業促進、人手不足を踏まえた処
遇の改善等の……（長妻委員「ちょっと一回とめ
てください、委員長。ちょっと、委員長、人数を
聞いているんだから、時計をとめて、時計」と呼
ぶ）
○野田委員長 御静粛に。
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○山下国務大臣 国内人材確保の取組を行っても、
なお当該業種の存続の、発展のために外国人材の
受入れが必要だと認められる業種に限って行うと
いうことになっております。（長妻委員「時計を
とめてください、時計。人数は、人数」と呼ぶ）
○野田委員長 大臣、簡潔に答弁してください。
○山下国務大臣 そうした中で、今、即戦力とな
る外国人材を期限を付して我が国に受け入れよう
とすることについて、今、業所管省庁と話しなが
ら……（長妻委員「人数、人数」と呼ぶ）
○野田委員長 法務大臣、簡潔に答えてください。
簡潔にお答えください。
○山下国務大臣 はい。
業所管省庁と審議しながら、今後お示しできる
ように今精査をしているところであります。
ですから、まず、前提がそういうものである、
必要なものを、真に必要なものを入れるという前
提の上で、どれだけ入れるのかということを精査
しているということでございます。（発言する者
あり）
○野田委員長 御静粛に。
○長妻委員 ちょっと、一度注意いただけますか。
○野田委員長 大臣、簡潔に答弁をお願いいたし
ます。
○長妻委員 結局、最後の一言じゃないですか。
まだわからない。
これは、じゃああれですか、いつわかるんです
か。今月中にはわかるんですか、当然、法案が出
てくるまで。
そうしたら、長いのでもう一点だけ聞きますか

ら簡潔にお願いしたいんですが、じゃ、いつ増加
人数がわかるのかと、十四業種とおっしゃってお
られますけれども、来年四月時点で十四業種から
ふえる可能性はあるんですか。
○野田委員長 山下法務大臣。
簡潔にお願いします。
○山下国務大臣 まず、受入れの規模に関しては、
現在、農業、建設、宿泊、介護、造船など十四の
業種から受入れの見込み数について精査をしてい
るところでございます。それについて各省庁と作
業中であり、できるだけ早く示せるよう鋭意作業
を進めておりますが、近日中に法案を提出予定で
あり、法案の審議に資するよう鋭意作業を進めた
いと考えております。
○長妻委員 そうすると、法案の審議入りまでに
は、業種の数を確定して受入れの規模も確定する
ということでよろしいんですね。
○山下国務大臣 法案の審議に資するように鋭意
作業を進めたいというふうに考えているというこ
とでございます。
○長妻委員 これ、全然生煮えなんですよ。人数
の規模もわからないということでありまして、当
然、上限はつけるんでしょうね、上限、受入れ人
数の。
○山下国務大臣 お答えいたします。
まず、上限というのは数値ということかという
ことでございますけれども、今回は数値として上
限を設けるということは考えておりません。
確かに、さまざま、外国人の受入れに応じて在
留資格に応じた受入れの上限を設定している国も

あれば、ないところもございます。
そうしたところが、制度の運用に当たっては、
できるだけ客観的な指標により人手不足の状況を
確認して、国内人材の確保や生産性の向上、取組
を行ってもなお外国人材の受入れが必要と認めら
れる業種に限り人材の受入れを行うということで、
まず一つは、外国人材が、入国に際して受入れ機
関との間で雇用契約を締結していることを前提と
しております。
まず第一に、労働者の需給バランスに、人手不
足の状況に応じた数の外国人材が受け入れられる
ことになるものと考えています。
そして、これは、業所管庁の求めに応じて、受
入れの一時停止、これも考えております。
したがって、今回の受入れ制度というのは、形
式的な数値基準を設けるのではなくて、実質的な
判断において上限をするということで、受け入れ
る外国人材の人数としての、いわば数値目標とし
ての上限規制は設ける考えはないということでご
ざいます。（発言する者あり）
○野田委員長 大臣、端的にお答えいただきたい
と思います。
○長妻委員 これは私も本当にいい仕組みにした
いと思っているんです。別に時間を稼いで質問を
短くするような意図があるとすれば、私はあるよ
うに感じるんですが、全く違うことをお答えにな
っておられる。
それで、人数の上限は、私が調べた限り、アメ
リカがある、イギリスもある、オーストラリアも
ある、カナダもある、シンガポールもある、台湾、
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韓国もあるということでありまして、それで、ド
イツについては今調査中ということでありまして、
州によってはあるという話もありますけれども、
まだわかりませんが、ほとんどの国であるんです
よ、上限が。
それで、私も、本当に日本が選ばれる国になっ
てほしいな、そして日本に来てよかったというこ
とを本当に願うわけでございますが、総理は所信
表明演説で、ベトナムの青年が日本で働いていた
ことを非常に美談としておっしゃいました。
私も、こちらにいる早稲田さんもなんですが、
東京都内にベトナムの僧侶がおられて、そういう
方がベトナム青年のお葬式をされておられる。も
う青年の位牌がいっぱい並んでおられて、技能実
習生などなど、自殺された方もたくさんおられま
す。
例えば、技能実習生で塗装の方は、二十代、こ
とし自殺されました。遺書がありました。暴力や
いじめがあってつらいと遺書にはあった。川辺で
首をつっておられました。
全体でいうと、技能実習生、平成二十六年から
五年間で十二人自殺されておられる。ただ、これ
は国が調べただけで、実際は全部把握し切れてい
ない、失踪者もいますから。こんな数字じゃない
と私は思います。
あるいは、十人で一軒家に住まわされていて、
その中の一人の方がそのおうちで首つり自殺をさ
れた、技能実習生。住宅の問題も非常にあるんで
すね。なかなか自分で借りられない、保証人がい
ない、あるいは大家さんがなかなか外国人の方を

受け入れないということで。ですから、多くが会
社の寮というか、会社の指定したところで。例え
ば、建設の技能実習生、これもベトナムの方です
が、一年ちょっと、技能実習生で、ワンルームに
三人住んでいるということで、結構いいうちに住
めますよということを母国で言われるんだけれど
も、来てみると、何人も雑魚寝だというのが結構
あるんですね。
私も、十数人のベトナムの方にお話を聞きまし
た、実習生の方に。そして、今の方は、とびとい
うことで来たけれども、技能実習とはいえ、もう
荷物を運ぶばっかりだと。高いところで荷物の上
げおろしとか。あるいは、会社に集合して現場ま
で二時間とか一時間かけて行くけれども、時給制
なので、結構、時給制、日給制なんですよ、建設
現場。そうすると、移動するところは時給が出な
い。でも、厚生労働省の基準だと、管理監督下に
あって、一回会社に集合して車の中で打合せする
わけですから、時給は発生しなきゃいけない、こ
ういうようなこともあるわけでございます。
そして、外国人労働者、今の仕組みの中であっ
ても、拡大のスキームはないにしても、今の仕組
みでもどんどんふえて、今百三十万人ということ
でありまして、そして、いろいろな問題が非常に
多く起こっています、技能実習生。その問題を解
決してから慎重に門戸を広げる計画を立てるべし
というふうに私は強く思うわけでございます。
そして、もう一つ深刻なのが、ちょっと、では、
これは法務大臣に短く答えていただければと思う
んですが、失踪者ですね、技能実習生で。ことし

の一月から六月までで何人ぐらい失踪されました
か。
○山下国務大臣 四千二百七十九名というふうに
聞いております。
○長妻委員 今の数字は多分、きのう私も初めて
聞いて、初めて発表されたということだと思いま
すが、これは異常ですよ、はっきり言って。異常
ですよ。技能実習生が、去年は最高の七千八十九
人失踪した、いなくなっちゃった。そして、去年
は一月から十二月までですが、ことしは六カ月だ
けで四千二百七十九人。これは今初めて発表され
た数字だと思いますが、そうすると、六カ月です
から、倍にしたら、また史上最高になる。
政府がよく言っているのは、技能実習生は、去
年の十一月に新法をつくったから、それ以降はち
ゃんとしているんですよ、こういうふうにおっし
ゃっていたけれども、全然違うじゃないですか。
そして、きのう聞きましたが、ことしに入って
も、ミャンマーの方の被害、やはり、日本人の社
長が一人だけで、あと全部実習生というところで、
結構、給料の未払い、実習生が九人おられるとこ
ろ、これは、社長一人と日本人一人で、プラス九
人のミャンマー人の方。あるいは、社長一人だけ
で実習生五人、それだけの会社ですよ。社長一人
で実習生五人。これは、もう長時間労働、一人の
方は、一カ月、残業だけで二百時間以上していた
のではないかということで指摘があったわけでご
ざいます。
四千二百七十九人、ことしだけで。つまり、こ
としも相当数になると思うんですが、逃げた方が
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悪いのか、私は一概にそうとは思いません。全然
話が違う、もう逃げざるを得ない、このままじゃ
死んでしまう、こういう方々も私は多くおられる
んじゃないかと思いますけれども、こういう現状
をほったらかしておいて、技能実習制度は残した
まま、今度は別の特定技能一号、二号を広げて、
どんどこどんどこ入れていく、あとは、ほかの省
庁、頑張ってちょうだい、自治体がちゃんと受入
れ体制してくださいと。非常に無責任じゃないか
と思うんですよ。
私は、受入れ自体、一切だめだと言っているわ
けじゃないんですよ。気持ちよく日本で仕事をし
て、いいイメージで帰ってほしい。そして、日本
に一定の要件で、住みたい方は、また厳密な審査
をしていろいろな手だてを考える、こういうこと
をしないで本当に大丈夫なのかということを強く
申し上げたいわけでございます。
結局、これも驚くんでございますが、この中で
見つかった方もいるそうでありますが、いまだに
見つかっていない方が不法滞在になっている。違
法状態でどこにいるかさっぱりわからない。国内
にはいる。その技能実習生の方が六千九百十四人
もおられる。六千九百十四人の技能実習生の方が、
元、もう技能実習生の資格が外れているのかどう
かわからない、違法状態ですから、母国に帰らな
いで日本のどこかにおられて、何をしているか、
どこに住んでいるか、さっぱりわからない、違法
状態で。こういうことをしていて、本当に日本が、
総理は所信表明で、尊敬される国というふうにお
っしゃいましたけれども、本当にそうなのかとい

うふうに強く思うわけでございます。
そして、お伺いしたいんですが、経済企画庁の
論文がございまして、一九九〇年の六月に出た論
文でございますが、経済企画庁のクレジットの論
文。外国人労働者（単純労働）が五十万人入る場
合、単純労働分野の賃金は一四％下がります、こ
れは日本人も含めてですね、百万人だと二四％下
がります、こういう試算を経済企画庁が当時出し
ているんですが、この試算、この考え方というの
は、今の日本国政府も維持をされておられるんで
しょうか。総理、じゃ、どうぞ。
○安倍内閣総理大臣 これをお答えする前に、先
ほどドイツ移民についての認識を示されたんです
が、ちょっとそれ、誤認がありますので訂正させ
ていただきたいと思いますが、オイルショック以
降、ドイツが移民を始めたのではなくて、これは
逆……（長妻委員「違う違う。オイルショックの
前と言っているんだよ。オイルショックの前です
よ」と呼ぶ）
いや、これは第二次大戦後に、オイルショック
後も……（長妻委員「オイルショックの前と言っ
たじゃないですか」と呼ぶ）
いや、オイルショック後に、政策の転換もあり
ますから、ここ、大切なところなんですが、いわ
ば、これは大戦後に、一九五五年にイタリアと契
約をまず結ぶんです。その後、スペインやギリシ
ャ、そしてトルコと契約を結びます。（発言する
者あり）これは大切なところなんです。日本と同
じだということをおっしゃったから、それは違う
ということを申し上げておきたい。それぞれの国

と移民政策のもとに契約を結んだんですよ。そし
て、今我々がやろうとしているようなこういう仕
組みのもとに、いわば就労者を入れようというこ
とでは全くないわけでありまして、第二次大戦後、
極端なこれは人手不足の中でそういう国々と契約
を結んだということであります。
オイルショック後に、むしろ失業者がふえたか
ら、技術者及び専門家以外の労働者を原則として
受け入れないということになった、こういう経緯
があるわけでありまして、我々がやろうとしてい
ることとはこれは全然違うということは、まずこ
れは大事なことですから申し上げておきたいと思
います。
そこで、お尋ねについてでありますが、お尋ね
については、これは当時の経済企画庁の人間が論
文として発表したものでありまして、政府として
お答えする立場にはないのでございますが、新た
な受入れ制度は、深刻な人手不足に対応するため、
現行の専門的、技術的分野における外国人の受入
れ制度を拡充し、真に必要な業種に限り、一定の
専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を我
が国に受け入れようとするものでありまして、受
入れに当たっては、生産性向上や女性、高齢者の
就業促進、人手不足を踏まえた処遇の……（発言
する者あり）これから答えますから、ちょっと聞
いておいてください。
○野田委員長 御静粛にお願いします。
○安倍内閣総理大臣 高齢者の就業促進、人手不
足を踏まえた処遇の改善等の国内人材確保の取組
も行ってもなお、当該業種の存続、発展のために
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外国人材の受入れが必要と認められる業種に限っ
て行うものでございまして、そうした御懸念は当
たらない。そして、日本人と同等の報酬が払われ
るということを前提にしているということもつけ
加えておきたい、このように思います。
○長妻委員 御懸念は当たらないという一言なん
ですが、この経済企画庁の広報室が発表した論文
は、バックデータはすごくいっぱいありますよ。
バックデータはあるんですかね、総理。
それで、先ほどドイツの話も、私が申し上げて
いるのは、オイルショックの前に大量にドイツに
外国人労働者、トルコの方々を入れたということ
を申し上げているわけでございます。
そして、予算もわからない。これ、政府に聞い
たんですよ。今回、四月から仮に拡大をするとし
たら、それをサポートする予算は幾らぐらいです
かと言ったらば、法務省だけじゃ答えられないと
いうので、じゃ、法務省がまとめてください、ほ
かの厚生労働省とか省庁でまとめて、概算要求幾
らぐらい出しているんですかと聞きましたら、わ
からない、きょうまで答えられないということで
ございまして。
入れたは入れたけれども、後は野となれ山とな
れじゃ困るんですよ。私が困るんじゃなくて、や
はり親御さんも心配だと思いますよ。異国に行っ
て、本当に約束と違うような、かわいい子供を送
り出して、全然違うようなことで働かされて、そ
して失踪みたいな形や、あるいは自殺をするとか、
そういうような目に遭わないような日本にしない
と、国際社会から信頼を失いますよ。

私もいろいろな技能実習生に話を聞きましたら、
最近、口コミで、ＳＮＳも皆さんやられているの
で、韓国がいいと、近くだったら。もう今は韓国
がいいんだと、異口同音におっしゃっておられま
した。
そういう意味で、日本は、選ばれない国になっ
たら、私は、非常によくないんじゃないかと。こ
れは総理と同じだと思うんですよ。
ですから、総理、ぜひ立ちどまって、今国会で
上げて、来年四月に実際に受け入れるって、何で
すか、これ。地方からは確かに、人手不足だ、入
れてくれという声はわかりますけれども、人間で
すからね、ロボットじゃないですから。
まさかこんなことはないと思いますけれども、
参議院選挙の前にこういう措置をした方がいいん
じゃないかという考えがあるとすれば、私はとん
でもないことだと思います。急ぐ必要はない、じ
っくりと考える。
まず、七千人も毎年失踪するような、失踪とい
う言葉も私ちょっとおかしいと思うんですね、何
か逃げた方が悪いみたいな言い方ですので、ちょ
っとこの言葉も考えなきゃいけないと思うんです
が、これを分析して、何がこうなっているのか、
こうならないような仕組みをつくらないといけな
いということを、まずはきょうは申し上げておき
ますので、よろしくお願いをいたします。
そして、最後、時間もありませんので一点だけ、
消費税の件ですが、これもポイント還元とかプレ
ミアム商品券とか、随分大盤振る舞いだなと思い
ます。ポイント還元にすると、実際、そこのポイ

ント還元を受けたら、食料品は事実上消費税六％
になっちゃいますよ。
これ、どうやってその財源を確保するのかとい
う、当初これはお金持ちも恩恵を受けられるわけ
ですから、ポイント還元というのは。
我々は、使い道も非常に疑問を持っておりまし
て、これは私も、当時、三党合意のときに国会で
答弁を何度もしましたけれども、三党合意で、こ
の消費税増税の目玉は総合合算制度だ、こういう
ふうに自民党の方と一緒に言っていたんですよ。
今回何にも、削られちゃった、総合合算制度。
これは、医療とか福祉とか障害者福祉あるいは保
育料、この四つを一つの御家庭が足し算して自己
負担、四つあると高くなるので、あるいは三つで
もいいんですけれども、そして、一定の金額以上
は毎月いただかないという、頭打ちにする、格差
是正の決定打の制度なんですよ。これをなくしち
ゃっている。
そして、幼児教育無償化。私も、本当にお金に
余裕があるんならいいと思いますけれども、まず、
だって、待機児童対策じゃないですか。しかも、
幼児教育無償化は、これは山井議員が試算をされ
て、これは厚労省の福祉行政報告例などにも基づ
いていくと、今回、一兆円近くですよ、お金を使
う。
この幼児教育の無償化について、例えば年収一
千万円以上の方の世帯に五百七十億円入る、しか
し、住民税非課税世帯は二百六十億円ということ
で、低所得の方に非常に薄い。あるいは年収三百
六十万円以下の世帯には九百三十八億円入る、で

- 10 -

a

衆議院予算委員会議事速報（未定稿）
平成30年11月1日

も、年収八百万円以上の世帯は一千五百億円も入
る。
何で高収入の方にいっぱい消費税が、増税分が
使われてしまうかというと、低所得の方は、今、
軽減制度があって、相当軽減されているんですよ。
ですから、結局、お金に余裕のある方に消費税の
増税分が無償でどんと行く。
私、お金に本当に余裕があればいいと思うんで
すが、都市部ですよ、待機児童が解消されていな
い。これをまずやってほしいんですよ。
こういう、非常に格差に取り組む姿勢のない使
い道というのは大変疑義があるわけでございまし
て、ぜひ総理、この試算を予算編成までに出すと
いうかつて国会答弁もありましたので、本当に、
来月ですか、今月ですか、出していただきたいと
思うんですが、いつごろ出せますか、年収区分上
の。お願いします。
○宮腰国務大臣 お尋ねの試算につきましては、
今おっしゃった山井先生の御試算、ありますが、
対象となる利用者あるいは年収階層別の構成割合
などについて、一定の仮定を置いて算出をされた
ものと承知をいたしております。
私ども政府としては、政府としての財政試算は、
今後、制度の具体的な検討とあわせて、平成三十
一年度予算の編成過程を通じて明らかにしていき
たいというふうに考えております。
○長妻委員 今明言いただきましたので、ぜひお
願いします。
そして、総理、私、気になるのが、総理のスロ
ーガン政治と言ったらなんですけれども、女性活

躍、そして一億総活躍、そして介護離職ゼロ、働
き方改革、どんどこどんどこどんどこ、生産性革
命、どんどこ、決着しないまま変わっている。
介護離職ゼロも、これは最新の数字で、介護離
職、つまり親の介護のために自分が仕事をやめざ
るを得なくなっちゃう、こういう離職が前年より
二万人近く増加しているんじゃないですか。
○安倍内閣総理大臣 お答えする前に、先ほど、
いろいろと問題点、出入国管理法の改正について
指摘をされましたけれども、今までの技能労働者
の問題点を指摘をされましたが、そういう問題に
対応するためにも、今度、出入国管理庁をつくっ
て、しっかりと管理をしながら、来られる外国人
の方々の人権もしっかりと守っていきたい、こう
思っているところでございますし、しつこいよう
でございますが、ドイツとは基本的に違う。
ドイツの場合は、これは外国人労働者募集協定
をそれぞれの国と締結をしていたわけであります
から、それとは全然性格が異なるということでご
ざいます。これは大切な点でございますから、あ
えてつけ加えさせていただいたところでございま
す。
そこで、御質問にお答えをさせていただきたい
と思いますが、家族の介護、看護を理由とする離
職、転職者数は、直近の数字で九・九万人となっ
ております。これは、五年前の前回調査、これは
五年ごとに御承知のように調査をするわけであり
ますが、前回調査で十・一万人であったのと比べ
て二千人の減少となっております。
その間、介護をしながら働く方は五十五万人ふ

えているわけでありまして、介護をしながら働く
ことが可能になった人たちが五十五万人ふえたと
いうことであります。
仕事と介護が両立できる環境の整備は大きな課
題であり、ニッポン一億総活躍プランに基づき、
介護離職ゼロの実現に向けた取組を進めています。
具体的には、介護サービスが利用できずやむを
得ず離職する方や、特養に入所が必要であるにも
かかわらず自宅待機する方をなくすため、二〇二
〇年代初頭までに五十万人分の介護の受皿の整備
を進めていくわけでございまして、二千人の減少
というのは、今までの傾向から比べれば、これは
五年ごとにとっておりますが、減少に転じたとい
うことであります。
○長妻委員 これはちょっとまたデータの件です
から、総理、慎重にしていただきたいと思うんで
すよね。
私の手元に総務省のデータがあって、これはち
ゃんとレクチャーも受けまして、五年置きなんで
すが、ただ、五年置きにやるんですけれども、前
年はどうでした、その前はどうでしたという聞き
方をしたときに、前年が八・一万人なんですね。
そして、最新が、平成二十八年十月から平成二十
九年九月が九・九万人ということで、二万人近く
ふえているんですよ、これ。大丈夫ですかね、総
理。
それで、ちょっと時間もなくなりましたので…
…（安倍内閣総理大臣「誤読です」と呼ぶ）じゃ、
総理、精査していただいて。
ぜひ、我々は、多様性を認める社会、お互いを
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認める社会。安倍総理は、何となく、日本を一つ
の色に染めるような、同調圧力を強めるような、
そういう価値を押しつけるような、そういう社会
というのは発展しないと思うんですよ。
我々はやはり、お互いの多様性を認め合う社会
こそ、適切な社会政策は結果として経済政策にも
なると。どんな環境に生まれても教育の機会がき
ちっとある。あるいは、非正規雇用が四割以上に
なって、生産性を下げる一つの要因にもなってい
る、内閣府も認めました。あるいは、男女の賃金
格差、先進国でこれほど格差が激しい国もない。
ＩＭＦのラガルド専務が来日したときに、女性
の労働力率を欧米、ヨーロッパ並みにふやせば一
人当たりのＧＤＰが四％ふえる、北欧並みにすれ
ば更に四％ふえる、八％ふえる、ＩＭＦの試算を
もとにそういうふうにおっしゃいました。
ですから、総理がおっしゃるアベノミクス、古
典的な経済の三つの政策ですよね、財政政策、金
融政策、規制改革。これを否定するわけじゃあり
ませんけれども、成熟国家日本はそれだけじゃな
くて、笑っておられますけれども、力の発揮を促
す社会政策もきちっとやらないと中長期の経済成
長は望めなくなっているんですよ、総理。
それを申し上げて、私の質問といたします。ど
うもありがとうございました。
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