衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
令和3年6月11日

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。

○とかしき委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。
よろしくお願いをいたします。
今日も尾身先生にお出ましをいただきました。
田村大臣も、お疲れのところありがとうございま
す。
与党の方が来週の十六日に国会を閉じるという
ことで、我々野党として、やはり、延長してもら
わないと、補正予算も審議するべきだし、閉じて
本当に大丈夫なのかということで延長を要請をし
ているところでございますが、与党がはねつけた
場合は、この厚生労働委員会も次どういうふうに
なるか分からないということで、私も今日、尾身
先生に特に、国会の機会がもうなくなる可能性も
ありますので、聞くべきことを端的に聞いてまい
りますので、是非お答えいただければというふう
に思います。
尾身先生にお伺いしますが、例のオリンピック
に対するいろいろなリスクの評価の提言なんでご

ざいますが、当初は五月中旬頃、今年の五月の中
旬ですね、先月の中旬頃、提出する予定だったと
いうふうにも聞いているんですが、それはそうい
う状況だったのでございますか。
○尾身参考人 提言といいますか、これは、私ど
も、この一年以上、政府に対して感染対策の助言
をしてきた者として、オリンピックが開催される
となると地域への感染の影響がありますよね、だ
から、そういうことについては、オリンピックの
開催の可否というよりも、その開催することによ
る感染拡大のリスクというものについて評価する
のは我々の責任だろうということはずっと考えて
きましたけれども、いつ発表するかということを
我々は明言をしたこともないし、今も、なるべく
早くやろうと思っていますけれども、今の段階で
いつということをまだ決める段階では、今のとこ
ろ、私どもの方の今の準備の状況の中で、いつと
いうことは今のところまだ決めていないというか、
我々の専門家の間で、ということであります。
○長妻委員 報道で出ておりまして、西浦先生が
取材に答えておられるんですね。こんなことをお
っしゃっておられるようであります。
尾身先生と西村大臣は毎日のように感染対策を
話し合っていた、その中で五月中旬、尾身先生か
ら西村大臣に提出したいという話を持ちかけた、
ところが、ちょっと待ってくれないかという返事
があったと。で、提言を出すのは、緊急事態宣言
の期限である六月二十日まで待ってほしいと言わ
れ続けた、こういうふうに報道によると西浦先生
が取材に答えているようなんですが、おおむねこ

んな感じなんですか。
○尾身参考人 これは、先ほど申しましたように、
我々は、プロとしてこういうことを議論する、で、
いずれ我々の考えをお示しするというのは、そう
いうふうに思っていまして。
これは、かなり大変な作業で、ずうっと、去年
の専門家委員会、専門家会議という、もう去年の
二月の頃からですけれども、私どもいわゆる専門
家、専門家会議から分科会とかいろいろ、アドバ
イザリーボード等々になりましたけれども、私ど
もいわゆる専門家というグループ、私も含めて、
このコロナの感染というのは極めて重要なので、
普通は、普通の審議会だとか、私もほかの会議に
出たことがありますけれども、これは、国あるい
はこの場合は厚生省から開催があると、そこに行
って、行くとある程度ペーパーが用意されて、そ
れに意見を述べるというのが、まあ普通ですよね。
しかし、我々は、もう当初から、単にそこに行
って二時間か三時間の会議で、政府から諮問され
たことにその場で答えるというようなことではと
てもこのコロナ感染症に対して我々の責任を全う
することができないということで、いわゆる我々
の専門家で勉強会というのは、実はもうこれは当
時から、専門家会議と専門家会議、当初は十日に
一遍とか七日に、そのぐらいの頻回で、まあ分科
会の方もそうですけれども、この間に実は時々は、
もう毎日のように、あるいは土日ということで、
我々の間で、しかもそれは二時間とかじゃなくて、
大体もう六時間ぐらい、土日になるとやっている
んです。
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そういうことで、今回もやりました。これは、
かなりやりました。そういう中で、いろんな意見
が、当然、専門家としても立場が違うし、私のよ
うにいわゆるパブリックヘルスという、患者さん
を診るというよりもそういう観点で見る、研究者
もいる、臨床家もいる、行政官というか保健所の
人たちもいる、そういう中で、いろんな意見が出
るんです。
そういう中で、そのことは、西村大臣にはそう
いうことをしていますよということは申し上げま
したけれども、今書かれているように、西村大臣
とは毎日会っていますから、そういうことを今勉
強会でいろいろ考えていますということを申し上
げましたけれども、そこに書かれているように、
その時点で、何かまとまったものが当然そのとき
にあるわけじゃない、今でもまだ進行中で、そう
いう意味で、まとまったものを出していないわけ
で、したがって、そこでやめてくれとかいうよう
なことは全くございませんでした。
○長妻委員 こういう話が本当だとすると、私、
国会が閉じるのは、会期というのがありまして、
六月の十六日というのがもうあらかじめ決まって
いて、ちょっとうがった見方をすると、政府から
国会が閉じた後に出すように誘導したというふう
にも見えなくもないんですね、発言が事実であれ
ば。それはちょうど、タイミングで、国会が閉じ
た直後に、あるいは閉じるときに出す、つまり、
国会での議論ができないタイミングというのが非
常に私は残念なんですが、今、尾身先生がおっし
ゃっていただいたような、相当な時間をかけて真

剣に、ある意味で命を削って作られた提言だと思
いますので、本当に重く受け止めなきゃいけない
と思います。
これは提出先というのは、総理大臣も提出先の
一つなんですか。
○尾身参考人 いわゆる厳密な意味での提出先と
いうのは、恐らく、文書を書きますよね。今日も
この国会が終わってからまたどこかでみんなで会
って、今、文書を作りつつあります。そのときに、
どういう文面で、どなたに宛てるかというのも考
えて、まだ決まっていませんけれども。実質的に
は、名前がどういう人の名前になるか分かりませ
んけれども、私たちの期待というか、希望すると
ころは、そのことが日本の組織委員会というとこ
ろにも伝えたいと思います。
なぜならば、この感染の対策は二つの要素にな
るわけですよね。オリンピック委員会が主たる責
任を持つものと、日本の政府が責任を持っていた
だくという意味では、組織委員会の方にも伝わっ
て、それから政府、この場合は総理及び西村大臣
とか例えば田村大臣も含まれるかもしれません、
政府に対して、両方伝えていただければと、その
人を介してですね、というふうに思っています。
○長妻委員 そうすると、これは提出先というの
は重要だと思うんですけれども、総理大臣も提出
先の一つというふうに考えていいと。
○尾身参考人 今申し上げましたように、その文
面の中に総理大臣と書くのかどうかというのは全
く考えていませんで、それはよく分かりませんが、
私の申し上げているのは、この文の内容ですよね、

手紙というか、紙だけ、紙ということじゃなくて、
内容については、総理は国の感染対策の当然の責
任者であられますから、総理にも読んでいただけ
ればと私は思っています。
○長妻委員 そして、これも今朝の報道で流れた
のでございますけれども、この提言というか、皆
さんの研究の結果というのが、いろんな状況分け
があると思うんですが、オリンピックの延期や中
止というオプションは入っていないというふうに
報じられていますが、そういうことでよろしいん
ですか。
○尾身参考人 今申し上げましたように、この文
書は、まだ最終段階に至っていないので、これは
もう鉛筆が、それぞれの意見がいろいろあります
から、それはけんけんがくがくです、はっきり申
し上げて。そういう意味では、いろんな人がいろ
んな意見を言っているということで、最終版とい
うのはまだできておりませんので、それについて
はそういうことだと思います。それについてはま
だ決まっていないというか、今、文書を作ってい
る最中だということを申し上げたいと思います。
○長妻委員 そうすると、これは重要なことなん
ですが、いろんな状況分けというのがあると思う
んですけれども、オプションの一つに延期や中止
というのも含まれる可能性もあるということです
か。
○尾身参考人 これも再三申し上げていますよう
に、我々は、こうした道のプロとして、どういう
リスクがあるのか、あるいはどれだけのリスクが
あるのかないのかということをお示しする、その
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ために、今、データを集めたりというプロセスも
始まっていますけれども。
そういうことで、開催する、どういう形でする
というのは、再三申し上げているように、これは、
組織委員会、あるいは国の方も関係するかもしれ
ません、そういう開催の責任者が判断して決めて
いただくのが、私は、これが筋というか、それが
合理的なことだと思います。
○長妻委員 決めるのは筋ですが、先ほどおっし
ゃったように、中止や延期ということも入れるか
入れないかは、今、検討、議論中ということです
か。
○尾身参考人 いろんな関係者が判断していただ
くためのリスクについては、いわゆるオリンピッ
クの期間だけじゃなくて、これは私は昨日もここ
で申し上げたと思いますけれども、結局、ワクチ
ンが秋頃までにずっと加速しますよね、そういう
中の期間で、中で、今回、オリンピックがたまた
まそういうタイミングで行われるわけですよね。
そういうことで、オリンピックの期間の中のリス
クも当然我々は議論しますけれども、例えば、今
回、六月二十日に緊急事態宣言を解除した後のリ
スクというのも、オリンピック等はまだやってい
ないわけですけれども、そういうことのリスクも
含めて、トータルなリスクというのを評価して、
関係者の判断に資すればいいと思っています。
○長妻委員 あと、これは私も気になっていた点
なんですけれども、尾身先生がまさにこの場で発
言をされて、オリンピックについて、今の状況で
やるというのは普通はない、このパンデミックで

はという発言、私もここで聞かせていただきまし
たけれども、これが相当大きく報道もされました
けれども、この真意というのは、普通はないとい
うのはどういうふうな真意でおっしゃったんでご
ざいますか。
○尾身参考人 私の発言の趣旨は、非常に私にと
っては明確でありまして、今パンデミックですよ
ね。パンデミックという中、あるいは、日本で今、
感染者がいて、緊急事態宣言が出ている地域があ
るわけで、そういう中でやるのであれば、その後
半の方も私は十分言ったと思いますけれども、や
るという決断をするのであれば、ただでさえ今、
感染のリスクがあるわけですよね。今、ある。そ
の上にオリンピックという追加的なリスクがある
のは、これは当然考えられますよね。したがって、
やるのであれば、それなりのしっかりとした準備、
しっかりした国民へのメッセージというものを伝
えていただきたいというのが私の趣旨で、それ以
上でも以下でもございません。
○長妻委員 非常に重い言葉だと思います。
次にお伺いするんですが、オリンピック、パラ
リンピックを開催しますと、当然リスクは上がる
わけであります。お盆とか夏休みもありますけれ
ども、それにリスクがアドオンされるというふう
に私も思います。ということは、オリンピックを
やらない場合に比べて、感染でお亡くなりになる
方が増えるリスクというのは相当高いと思うんで
すが、それはそういう認識でよろしいんでござい
ますか。
○尾身参考人 私ども、やはり一番の関心事は、

感染者が増えるということと同時に、今、日本で
恐らく多くの人が一番関心があるのは、医療への
負荷ですよね。医療への負荷が、オリンピックを
開催すれば、その分追加的にかかるというのは、
これは誰も否定できない。
したがって、やるのであれば、そうしたリスク
があるということを十分認識をして、十分な対策
を打つことが私は求められるということを、これ
は再三申し上げていることだと思います。
○長妻委員 尾身先生がおっしゃるように、そう
いうリスクがあるという認識を持って十分注意深
くやる、こういう姿勢は、それは当然だと思うん
ですが、ただ、命が失われる、感染死が増えるリ
スクをなくすことはできないと思うんですが、こ
れはなくすことはできないという認識でよろしい
んですよね。
○尾身参考人 私は、これは運命論的な話ではな
くて、国、組織委員会がやる、国が決定するとな
ると、何もしないわけではないでしょうね、対策
を。そういうリスクが追加的にあるので、その追
加的なリスクをどう制御するか。これは、今でも
リスクはあるわけですよね、オリンピックをして
いない今時点でもリスクがあって、残念ながら、
このコロナというものを、感染者をゼロにすると
いうのは当分できません。
今できることは、我々は、感染をなるべく、特
に医療への負荷ということが、一般医療がどんど
んどんどん支障を来すというような状況は何とし
ても防ぎたいですよね。だから、そういうリスク
があるので、やるのであれば、そういうことに、
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医療への負荷というものがかからないように、負
荷が深刻にならないように十分な対策というもの
を打つということが求められるということだと思
います。
○長妻委員 これは、尾身先生、重要なところな
んでございますけれども、つまり、感染でお亡く
なりになる方が、オリンピックをやらないときと
やるときで、やった場合、いろいろなリスクは、
それは最小限に抑えるというのは当然だと思いま
すが、それでも感染でお亡くなりになる方のリス
クがなくなるということはあり得ないと思うんで
すが、そういう認識でよろしいですよね。
○尾身参考人 これは、オリンピックにかかわら
ず、今の状況というのは、これは我々はもういろ
いろなところで申し上げていますので繰り返しま
すけれども、緊急事態宣言を解除した後というの
が、またこれは緊急事態宣言の期間中と同様に非
常に重要だと思うんです。
実際には、オリンピックをやれと、やるとなる
と、解除してから一月ぐらいですよね。やるので
あれば、もう、緊急事態宣言を解除したとしても、
オリンピックをやるのであれば、一か月後に来る
わけですから、普通の対策を、普通のように解除、
オリンピックがないときと同じような解除をすれ
ば、そういうことで私は運命論的にどうというこ
とを、もちろん、人間は努力してもなかなか変わ
らない、政府がいっぱいやっても変わらないとい
うことはありますけれども、そういうことが分か
っているので、単にオリンピック期間中のバブル
の話ということに矮小化しないで、もう六月の二

十日から、もしやるのであれば、本気になって、
リスクがある、それをどう制御するかということ
に実は政府も組織委員会も一丸になってやるとい
うことが必要だ、そういう意味を申し上げている
と思います。
○長妻委員 今、緊急事態宣言の解除の話がござ
いましたけれども、脇田先生も先日こういうお話
をされています、感染研の所長ですけれども。四
週間連続で東京で人流が増加している、リバウン
ドの可能性が高い、今後、お盆、夏休みがあり、
感染を増加する要因がある、さらにオリパラは感
染増加の要因だと。
六月九日のアドバイザリーボードで西浦教授は
こういうふうに言ったと報道されております。緊
急事態宣言が六月二十一日に解除された場合、遅
くとも八月中に宣言相当の流行になることを避け
られない可能性を十分に想定する必要があると。
最悪の事態でお話しされたんだと思いますが、
そういう意味では、オリンピックも控えて、今月
二十日に解除して大丈夫なのか。私は、今、東京
のトレンドを見ると、これは到底解除できないと
思うんですが、尾身先生、いかがですか。
○尾身参考人 これは恐らく、近々、いわゆる基
本的対処方針の分科会、いわゆる諮問委員会とい
うのが開かれる、当然開かれると思いますので、
そのときに我々の意見を申し上げる機会があると
思いますので、そういうときにしっかりと、いろ
いろな意見があると思います。（長妻委員「現状
ではいかがですか」と呼ぶ）
それは、現状では、やはりどうして解除をする

かというのは、もう少し、しばらく時間がありま
すから、そういうことも含めて、今、今日ここで、
解除すべきとか、いや、解除しない方がいいとい
うことは言うのはちょっと難しいんじゃないかと
思います。
○長妻委員 この前段の質問で、私も何度か、死
者が増えるリスクはどのくらいあるのかというふ
うに聞きましたが、なかなかこれは尾身先生も、
分かります、答えづらいと思うんですね。
私は、今の問題は、みんなやはりこれ、言わな
いんですよね。つまり、頑張る頑張るだけで、亡
くなる方が増えるリスクが、なくすことができる
とはなかなか言えないし、あるということも言え
ないので、頑張る頑張るしか言えない。私は、こ
れは日本の議論の仕方の最大の問題だと思うんで
すね。
感染でお亡くなりになる方は、オリンピックが
ないときとあるときと、オリンピックを開催した
ときの方がリスクは大きいですよ、それは。田村
大臣、首をかしげていますけれども、そう思いま
せんか。オリンピックを全くやらないときとやっ
た場合、感染でお亡くなりになる方のリスクは、
オリンピックをやった場合の方が高くなるじゃな
いですか。そう思いませんか。ちょっと首をかし
げておられますけれども、私はその感覚も分から
ないんですね。
いや、普通、オリンピックをやれば、リスクは
高くなりますよ、お亡くなりになる方が増える。
であれば、それをしのぐオリンピック開催の大義
というのがあればいいですけれども、一体何なの
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か。それはあるんですか。与党の方とか聞きたい
ですけれども、命を上回る開催の大義、あります
かね。それが私はないと思うので、そうすれば結
論はおのずから定まると思うんですが、なかなか
そういう議論をどなたもされないということで、
非常にそういう思いを持っているところでありま
す。
それで、これは尾身先生にお伺いしますが、配
付資料の十九ページに、前回もお示しいたしまし
たけれども、報道の中で、提言の案、こういうよ
うなものが、いろいろな方の取材でだと思うんで
すが、出されるのではないかということで、国会
での論議というのも今回が最後の機会になる可能
性もあるのでお伺いするんですが、ここら辺の案
を含めて、大体概要としてはどういうようなもの
なのか、お話しできる範囲で教えていただければ
と思うんですが。
○尾身参考人 先ほど申しましたように、今文書
を書いている最中ですので、まだ決まっていない
わけですね。
むしろ、大きな筋としては、やはり私たちは、
オリンピックの期間中だけの感染対策ではなかな
か、そこだけでやるのは合理的でなくて、もう少
し広い、それこそ解除をした後からパラリンピッ
クが終わるぐらい、さらに、もう少しワクチンが
広範に、多くの国民に届くのが更に後ですよね、
そういうような長いスパンの中での感染対策とい
うものをしっかりと、何といいますか、立てると
いうことが、オリンピックというリスクが追加的
にあるわけですから、それに対処しようと思うと、

それにふさわしい新しい感染対策というか。
それから、一般の人も協力していただく必要が
ありますよね。そういう意味では、私は何回も、
このオリンピックの前から、オリンピックの開催
にかかわらず、ワクチンが多くの人に、集団免疫
というのはちょっと早いし、なかなか、そういう
のを得るというか。
ともかく、多くの人が、希望者が打てて、一定
程度の安心感、このしばらくですから、そこまで
どうやって大きな山、つまり、また医療の逼迫と
いうようなことを起こさないようにするというこ
と、そういう文脈の中でこの議論をしないと、単
にバブルの話ということになると私は有効な対策
が打てないと思います。
○長妻委員 尾身先生、私がもう一つ気になりま
すのが、組織委員会とパートナーと言われるスポ
ンサーの方との打合せ会議を仄聞しますと、やは
りスポンサーの方々は、それは、大枚を払ってス
ポンサーになっているので、やはり自分たちのキ
ャンペーンで招待するお客さんとか、あるいは、
ＶＩＰ客の観戦用のチケットというのを持ってい
るわけですよ、枠が。やはりそこが相当気になる
ということを議論されているようなんですね。
そういう意味では、無観客というのはなかなか
組織委員会としても収益上ちょっと取りづらいと
いうことで、相当やはりお客さんを入れるという
方向に今なっちゃっているんですけれども、私は
これは本末転倒だと思うんですが。
その中で、分科会のある専門家の方がこういう
ことをおっしゃっておられます。観客を入れると

国内の感染リスクを高める、日本中から人が来て、
どこにも寄らずにそのまま帰るのか、帰ってくれ
るのか。私もそれはそうならないと思います。
こんなこともおっしゃっていますね。オリンピ
ックチケットを持った人は移動していいけれども、
それ以外の人は帰省も旅行も駄目と。お盆とか夏
休みがあるけれども、チケットを持った人は、そ
れはもう日本中から来ていいですよ、ところが、
チケットを持っていない人は、自粛で余り移動し
ないでくれと。
私は、少なくとも無観客にするというのはもう
常識だと思うんですが、尾身先生はどう思われま
すか、無観客ということについて。ここで本当に
明言いただければと思うんですけれども。
○尾身参考人 先ほども申しましたように、メン
バーの中でいろんな意見があって、一部のメンバ
ーのことがマスコミ、新聞に出ているということ
があって、これはまだ決めたわけではないので。
無観客、観客を入れるというのは、観客の数の
話ですよね。私たちは、今検討中のいわゆる我々
の考えのペーパーでは、観客を入れるとか入れな
いとかということに関わるリスクというのを評価
をするということはするつもりでいます。
○長妻委員 これはもう評価以前の問題で、スポ
ンサーの意向というのは、これはまあ無理ないこ
とだと思いますが、そういう感染対策とは別の意
向で左右されるというのは私は本当に切ない話だ
なと思うんですね。
尾身先生も、矛盾したメッセージを出さないよ
うにしなきゃいけない、あるいは、リスクを最小
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化するということをおっしゃっているので、政府
も是非しっかりとした議論をしていただきたいと
いうふうに思います。
そして、もう一つ、やはりスポンサー絡みで。
これも相当なスポンサーからの圧力があって、来
日するスポンサーですね。
これは聞きましたら、二十ページ、配付資料で
ございますが、来日するスポンサーの方々につい
ては、この「その他」の中に入っているというこ
とで、「その他」は、縮小した現在でも、オリン
ピックが一万四千五百人、パラリンピックが五千
百人、その中の何人かがスポンサーということ、
どのくらい占めるかはマル秘だということなんで
すが。
スポンサーの方も来日させるというのは、尾身
先生はいかが思われますか。
○尾身参考人 これはもう前から申し上げていま
すように、大会関係者といっても、恐らく、大き
く二つに分かれると思うんですよね。組織委員会
でどういうふうな分け方をしているかはちょっと
私は存じませんけれども、いわゆるゲームの運営
に直接、非常に必須な人とその他の大会関係者と、
大きく分けて。もう少し細かい分け方もできるん
でしょうけれども。オリンピックをやるのであれ
ば、選手は当然来て、審判とかいわゆるコアの、
ゲームを運営するのに必須な人たちと、それ以外
の直接は。
そういう意味では、感染のリスクがあるので、
できる限り、私は、そのもう一つの、二つ目のカ
テゴリーの人々は少なくするということが感染対

策上合理的なことで、恐らく組織委員会もそうい
う方向で検討していただいているんじゃないかと
思いますけれども、是非その方向でやっていただ
ければと思います。
○長妻委員 これは、いろんな方と議論をしてい
ますと、私は、尾身先生、すさまじいパートナー、
スポンサーの方々からの意見というのがあって。
組織委員会は民間なんですよ、団体として。収益
がないと赤字になっちゃうんですね。だから、や
はりちょっと感染症対策、純粋なものとは違う力
学で決まりかけているんですよ。そこが私は本当
に解せないところで、こんなことで命や医療体制
が軽んじられるということはあってはならないん
であるというふうに強く思うんですね。
もう一つ、今パブリックビューイングがよく言
われていますが、尾身先生、ショーケーシングと
いう言葉は御存じでしょうか。あるいは、聖火台
を外に設けるということ、ショーケーシングの近
くに。これは御存じですか。
○尾身参考人 聞いたことはありますけれども、
詳細については、その定義とかそういうことにつ
いては私の専門外ですから、よく説明できるほど
は知りません。
○長妻委員 今日、オリパラ事務局も来ていただ
いていますが、ちょっと専門家とも共有してほし
いんですよね、どういう場外のイベントがあるの
かということもですね。
この一ページ目に配付資料をつけさせてもらい
ましたけれども、このパートナーショーケーシン
グエリア、ショーケーシングというのは、まあ、

パビリオンというか、展示場を作って、二か所、
臨海副都心で作って、屋外と屋内、そこをオリン
ピックプロムナードということで、長い道を作っ
て、途中に聖火台があると。これは、別にオリン
ピックを観戦するしないにかかわらず、多くの方
が訪れるだろうと。聖火台を中心とし、スポーツ
やアートのライブパフォーマンスや大会パートナ
ーの協力によるクールスポットや休息スペースな
どを展開すると。
これは、いろいろなパートナーと組織委員会の
やり取りを聞いても、やはりパートナーの方々は
すごく気にしているんですよ。やはり、ショーケ
ーシングは、これはやめてもらっちゃ困るな、こ
れはやってもらわないとというような、相当組織
委員会に懸かっていると思うんですが。
これは、昨日、私がレクチャーを受けたときに、
オリパラ事務局は、これは継続します、今、中止
ということはまだ決まっていませんとおっしゃっ
たんですが、ちょっと動きがあったようなんです
けれども、これは中止するということでいいんで
すね。
○十時政府参考人 お答え申し上げます。
ショーケーシングエリアについての御質問でご
ざいました。ショーケーシングエリアというのは、
委員御指摘のように、臨海部の青海、有明地区に
おいて、複数の競技会場が点在する中で、オリン
ピックプロムナードというエリアを設定して取り
組むものでございますが、組織委員会に確認した
ところでは、東京二〇二〇大会のパートナーがパ
ビリオンを出展する取組などが含まれておりまし
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て、青海アーバンスポーツパークに隣接した屋外
エリアと東京テレポート駅近くの展示場内の二か
所にこのショーケーシングエリアというのを設け
る予定と当初なっておりました。
ただ、集客予定数を含めて、現在のコロナの状
況も踏まえて、コロナ対策を踏まえた見直しを行
っているということで伺っております。
○長妻委員 見直しするのは当然ですよね、感染
対策強化とか。そうすると、中止じゃなくて、見
直しして、やる、そういう見直しの意味ですか。
○十時政府参考人 お答え申し上げます。
昨日から本日にかけて組織委員会とやり取りし
確認させていただいている範囲では、まだ中止を
決めたという事実はございません。コロナ対策を
踏まえて、現在見直しを行っているところという
ふうに伺っております。
○長妻委員 これは尾身先生にもお伺いするんで
すが、こういう場外のリスクというのは、もう最
小限にする、そして間違ったメッセージを送らな
いという意味では、こういうイベントについては、
尾身先生、どう思われますか。
○尾身参考人 ショーケースイベントといいます
か、これがどのぐらいのことになるか私は分かり
ませんけれども、基本的には、オリンピックに関
わって競技場の外で人流が、人流といいますか接
触の機会がその前後で増えるということ、このこ
とについて、私は、今回も議論はしていません。
だから、そういう意味ではコメントを控えますけ
れども、一般論としては、人々が集まって、接触
の機会が増えて、その前後で感染が増えるような

機会というのはなるべく避ける方が感染対策上は
合理的だということは一般論として言えると思い
ます。
○長妻委員 ここに来て、本当にスポンサー、パ
ートナーへの配慮というのが顕著になってきてい
るということで、心配なんですが。
尾身先生、オリンピック開催中にも、オリンピ
ックはやっているけれども、国民の皆さんに、例
えば営業時短とか、お酒を出す時間を制限すると
か、そういうような自粛措置をオリンピックをや
っている最中に出す、こういう可能性もあるわけ
ですか。
○尾身参考人 お酒云々については、これは緊急
事態宣言を解除した後どうするかということも考
えて、我々が直接、今、お酒というものを中心に
議論を進めているわけではありませんけれども、
私は……（長妻委員「オリンピック期間中」と呼
ぶ）オリンピックの期間中も含めて、何度も申し
上げましたように、前から始まるわけですね、オ
リンピックをやるのであれば。そういう意味では、
人々に何らかの感染対策上の協力をお願いすると
いうことは、多分避けて通れないと思うんですね。
具体的にどういうふうに協力をお願いする、な
るべくそれは、普通、当たり前のことですけれど
も、夏休みになって、お盆があって、どんどんど
んどん普通のような状況で人が動けば、これは感
染の拡大の契機になるということはもう分かって
いるわけですから、そういうことも含めて、なる
べく県の移動などを控えてくださいということを
含めて、我々としては、これを感染拡大をしない

という観点から、そういうことを政府を通して、
多分政府もそういうことを私はお願いするのでは
ないかと想像しますけれども、そういう一定程度
の協力というのは、これは必要なことだと思いま
す。
○長妻委員 実際、オリンピックをやっていると
きに、余り県外への移動はやめてほしいという、
いろいろな営業の自粛とかしても、なかなか聞く
耳を持てないんじゃないかと思う。これは心配で
す。
最後に一問、今、都内の小中高生を中心に、約
九十万人がオリンピックを観戦する。これは平時
であればすごくいいことだと思うんですが、今の
時期、私はこれはいかがなものかと思うんですが、
専門家の立場から、いかがですか。
○とかしき委員長 尾身独立行政法人地域医療機
能推進機構理事長、申合せの時間が来ております
ので、簡潔にお願いします。
○尾身参考人 それは、今委員の方は、観客を入
れるという前提ですよね。入れる場合にはという
ことで、その場合、全員を入れるんだったら、チ
ケットを持っている人はみんな入れるわけですけ
れども、何らかのセレクションが生じますよね。
そういうときに、今おっしゃったようなことなの
か、ほかのことなのかというのは、有観客にする
場合は、観客を入れる場合には、どれが一番合理
的かというのは当然考えるべきだと思います。
○長妻委員 これで質問を終わります。しっかり
とよろしくお願いします。
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