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ということで、この間、様々な場所で、大臣から

その上で、国家公務員倫理規程に違反する会食

○委員長（浜田昌良君） 行政制度、地方行財政、

は、国民に疑念を抱かれないものというふうに言

─────────────

○委員長（浜田昌良君） ただいまから総務委員
選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調

─────────────
会を開会いたします。

まず大臣規範ではどういうふうになっているんで

われているわけですけれども、この部分について、

質疑のある方は順次御発言願います。

査を議題とし、質疑を行います。

理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となって

ごとく、そうした特定の方々から利益供与を受け

しょうか。

冒頭、本来ですと、この総務省の様々な問題に

るというのはもうとんでもないことであると、許

○那谷屋正義君 立憲・社民の那谷屋正義でござ

ついては、まさにコロナ禍の中で国民に政府から

されることではないということなんでしょうけれ

おりますので、その補欠選任を行いたいと存じま
理事の選任につきましては、先例により、委員

いろいろなお願いをしている、協力要請をしてい

ども、やはり特に政務三役に関しては、一般の国

○国務大臣（武田良太君） 大臣規範は、当然の

長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議

るところの中で、それを実現するためには、やは

家公務員と違って、やっぱり政治家という立場で

います。よろしくお願いいたします。

ございませんか。

り国民の政府との信頼関係というものが非常に求

各界各層の幅広い方々の御支援をいただかなくて

す。

○委員長（浜田昌良君） 御異議ないと認めます。

められている。その中にあって起こった残念なが

はならないし、また幅広い政策分野に携わってい

○委員長（浜田昌良君） 政府参考人の出席要求

─────────────

るということで、国会こぞってこの問題について

でしたら、やはり与党さんもしっかりと質疑をす

がトップバッターをさせていただきますが、本来

僚になったからには、やはり自分の立場というも

避けられないと思うんですけれども、しかし、閣

く中で多くの交流を持つ機会というのはこれもう

くためにも、幅広い人脈というものも形成してい

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、理事に片山虎之助君を指名いたしま

らこうした問題でありますので、今日は野党の私

に関する件についてお諮りいたします。

真相究明をしていくということが望ましいのでは

す。

行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信

責任感ある行動を取らなければならない、こうい

のをしっかりと自らわきまえた上で会合に臨む、
その上で、まず今回、国家公務員の倫理規程に

うことが大臣規範ではないかなと、このように考

ないかということをまず申し上げなければならな

違反する疑いがある会食の調査ということで総務

えております。

及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員
内閣審議官藤田穣君外九名を政府参考人として出

省さんには精力的に行っていただいたと。膨大な

○那谷屋正義君 私も、今言われたことについて

やはり自らしっかりとした倫理観と節度を持って

席を求め、その説明を聴取することに御異議ござ

調査だったというふうに思います。一応、一応で

は同意をいたしますし、大変重要なことだという

いというふうに思っております。

いませんか。

すね、敬意を表しておきたいというふうに思いま

ふうに思いますが、まあこれは総務省の問題では

会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局

○委員長（浜田昌良君） 御異議ないと認め、さ

す。

〔
「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よう決定いたします。
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に思うわけでありますけれども、これは、接待す

業者に偏りが非常にあるのではないかというふう

幅広いとかいうふうには思えない、いわゆる相手

いました。この調査の結果を見ると、どうしても

今大臣の方が、幅広くというふうなお話がござ

す。

に残念だと言わざるを得ないというふうに思いま

いあるいは事実が起こっていることに対して非常

とか、あるいはその以前だとか、様々そういう疑

ありませんけれども、この間、農水省においてだ

の中では必要だという価値観を持って臨まれたん

やはり顔つなぎというものがこの社会、そしてこ

おりでありますし、木田さんの価値観としては、

うことを国会の、現社長も答弁でされておったと

はとにかく顔つなぎというものが大事であるとい

と思いますし、特に東北新社の場合は、木田さん

した機会を設ければ設けるほど回数は増えていく

う方ですね、会食に誘う方の方がやはり多くそう

ですけれども、先生御指摘のように、お誘い、誘

コメントは差し控えさせていただきたいと思うん

いわゆる５Ｇあるいはビヨンド５というふうなと

○那谷屋正義君 今大臣言われるように、日本の

ます。

うに指導してまいりたいと、このように考えてい

れぞれの責任感を持って、倫理観を持って臨むよ

わけでありますけれども、しっかりと今後ともそ

ＮＴＴという特定の法人との回数がこれ表に出た

ただ、今回、この結果としまして、東北新社と

であります。

判断はしたくないなというふうに思っているわけ

で、全てがその浅ましい動機というふうには私は

ころで世界に後れを取っている、あるいは、ビヨ

であろうかと思います。
だから、私は、この情報通信の分野というのは、

る側も、それから接待される、受ける側も、どう
いう心理でそういった会議に参加をするのか、出

しれないなという後ろめたさを持ちながらこうい

側は、これは国家公務員倫理規程に違反するかも

せんが、いわゆる下心を持っている、調査される

接待する側には、言葉が適切かどうか分かりま

間の意見も取り入れながら政策をしっかりと固め

に勝っていかなければならない中で、積極的に民

となって強力なスクラムでこれは今から国際競争

を立ち上げたり、民間と一体となって、官民一体

Ｇ、６Ｇをするためには、民間とコンソーシアム

れとして、やっぱり国益として将来のビヨンド５

した言葉ですが、割り勘負けという言葉がありま

特にこの間、私もこの報告を聞いて初めて耳に

ついて言われております。

ころに総務省自らがうたっているように、四点に

にはやはりならないわけで、今後の再発防止のと

れていいという、接待が行われていいということ

けれども、だからといって、いわゆる接待が行わ

ンド５についても今国会で、この委員会でも法案

った会に参加をするというふうなことで、こうし

ていかなくてはならないという私自身も指示を出

すけれども、これ、割り勘だとするとこれは接待

やはり日本は５Ｇで遅れ、出遅れたというふうな

たあしき慣習がやはり問題だというふうに思うわ

しておるところでありまして、そうしたことから

に当たらないというふうな理解でいいのかどうか。

席するのかという部分についてなかなかひもとけ

けでありますけれども、その点についてどのよう

も、職員の方としても、やはりそうしたいろんな

私自身も、そういったいわゆる打合せというか、

を成立をさせていただいたという部分もあります

に感想をお持ちでしょうか。

幅広い民間の意見、今までなかった斬新な意見と

何というんですかね、そういう情報交換というこ

評論をされる方が多いんですけれども、それはそ

○国務大臣（武田良太君） その会合に臨む動機

いうものを聞きながらやはり勉強している、した

とにおいて会食は全く駄目だというそういう意見

ないわけでありますけれども、これ結構大事だと

については、その個々人のそれぞれの判断による

いという意欲も持っている者もおると思いますん

いうふうに思うんですね。

ものであって、ちょっと、私の方からはちょっと
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切関係ないんだということを証明する一つのあか

それが、やはり接待とかそういうふうなものは一

を持ち合わせているものではありませんけれども、
また、そうならないためにはどうしたらいいのか

ね。やっぱりこういうことがあってはいけない、

そういったことを望んでいるわけではないんです

二つ目に、倫理法についてのｅ―ラーニングや国

メッセージの発出と省内研修、各種会議での徹底、

一つ目に、大臣、次官からの職員へ向けた明確な

これを踏まえた具体的な対応といたしまして、

三つ目として、各部局において改めて利害関係者

ということが非常に大事だというふうに思うんで
総務省さんが言われた、いわゆるそのあらゆる

の範囲を確認するなど、それぞれの業務に照らし

しとして割り勘負けというのがあってはやはりい

領収証を相手業者からも取るし、事業者にもその

て最も効果的な方法で、全省庁におきまして倫理

家公務員倫理教本の職員全員への徹底、さらには

しないのか、いかがでしょうか。

理解を得るんだというような努力をされるわけで

法、倫理規程の遵守徹底についての取組がなされ

す。

○政府参考人（原邦彰君） お答え申し上げます。

すが、先ほど申し上げましたように、これ総務省

ているものと承知をしてございます。

けないというふうに思うんですけれども、これに

割り勘負けといいましょうか、例えば一万円の

以外にもいろんなところで起こっているという問

よっていわゆる接待という問題はクリアするのか

負担すべきところを五千円しか払っていなかった、

今後とも、人事院、国家公務員倫理審査会とも

題があります。

連携しながら、倫理法令の遵守について周知徹底

りしなければいけない、そういうルールの下で意

万円を超える会食、これについては届出をしっか

らないということになっておりますし、ただ、一

いうことであれば、それは倫理法令の違反にはな

ってもしっかりと自分の負担分を負担していると

国家公務員の服務規律の確保につきましては、

○政府参考人（藤田穣君） お答え申し上げます。

いてお考えを聞かせていただけたらと思います。

に来ていただいておりますので、是非その辺につ

分からなかったんですけれども、今日は内閣の方

れども、これはどちらに伺ったらいいかちょっと

ればならないというふうに思うわけでありますけ

ってくると、これはもう打合せどころか情報交換

食もそうですし、野球観戦というふうなことにな

交換といっても、東北新社との関係でいえば、会

先ほどの話でありますけれども、いわゆる情報

ふうに思います。

うということのないようにお願いをしたいという

かりと徹底をされて、国民の信頼を政府全体が失

ませんけれども、全省庁的にこうしたことがしっ

を図ってまいる所存でございます。

見交換をしなさいというのが現行ルールというこ

総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員

じゃなくて、いわゆる癒着に近いものが出てくる

政を打破というふうなことを言われるのであれば、

私はこれ、いわゆる菅総理が言われる縦割り行

その差額が出ている、この点については倫理法令
の違反になるということで、今回、多数そういう
事案が見られたわけであります。

○那谷屋正義君 そういったことを今後徹底され

に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等

わけであって、こういったことは厳にもうやめて

○那谷屋正義君 是非、総務省をまねろとは言い

るというふうなことだというふうに思うんですが、

を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、そ

いかなければいけない話だろうというふうに思い

全省庁的にやっぱりこうしたことが徹底されなけ

我々も、何というのかな、会食の回数が多いとか、

の適正な運用に努めるよう指示があったところで

ます。

委員から御指摘がありました、利害関係者であ

あるいは接待を受けたから今回これだけの人が罰

ございます。

とでございます。

せられ、罰せられたというか懲戒になったとか、
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ありますが、ＮＴＴ関連が非常に多い。

も、これはちょっと私からも申し上げにくいんで

手の話を、相手業者の話をしましたが、どう見て

ない話ではないかなというふうに思いますし、相

は今後そういうことのないようにしなければなら

っていくわけでありますので、是非そこのところ

なると、これはやっぱり、これはもう大問題にな

用で、相手がそれを負担したというふうなことに

のなら話は別ですけれども、全部それが相手の費

わけではありませんが、そういう形の自己負担の

ことを勘案してそのような、決して正当化できる

総務省の職員は一時間しかいないとか、そういう

ると。つまり、会食期間中の際は二時間か三時間、

割と国会業務とかで遅れて来る、それから早く帰

言われているようでありますが、総務省の職員が

ますが、傾斜配分、ＮＴＴの中で傾斜配分方式と

ありますが、これはＮＴＴの報告書に書いてあり

ありましたけれども、自己負担はしていたわけで

結構、先ほどもあった、割り勘負けという言葉

がないようにしていかなきゃいけないんだろうと

めたいものがないようにというか、抵触すること

ので、やっぱりそういったものは、きちっと後ろ

必要な費用については、後日になっても結構です

ぐ帰られたというような話もありましたけれども、

っても、以前、大臣の方から乾杯をしただけです

しても、やっぱり、たとえ五分しか出ないんであ

は言っておられないわけですけれども、いずれに

ということは、もちろんいいとは今も答弁の中で

るからということでもってこういうことがあった

は国会議員が遅れて来たりとか、あるいは早く帰

○那谷屋正義君 リーダー的であるとか、あるい

じゃ、いわゆるドコモ以外のところ、ＮＴＴ以

在り方がＮＴＴであったようでございまして、そ

いうふうに思います。

いうことでございます。

外のところとはこういうふうなものがないという

れに、総務省がそれをしっかりチェックしないで、

これ、もうお互いにチケット買って行くという

ことに対して、幅広くということになると、まあ

しっかりと負担をしなかったという問題もあるわ

いかもしれませんけれども、この辺はどう打開を

ということであります。

けでありますが、そういうこともあって多かった

という問題、これについてこれから質問をさせて

ない、いわゆる行政がゆがめられたのではないか

今回の報告の中で最も重要視をしなければいけ

総務省からやろうよという話はなかなか言いにく
されますか。

会食は三百件ぐらいございました、ＮＴＴも含め

結果の報告書、第一次というふうになっておりま

この行政がゆがめられた、第三者委員会の検証

いただきたいというふうに思います。

これもＮＴＴ、御指摘のとおり大変数が多くな

まして。そこは割と朝食会の勉強会ですとか、そ

すが、ここの中で唯一、この行政がゆがめられた

そのほかの通信事業者についても、これ三百件、

っております。数が多くなっている。職員、いろ

ういう形が多かったということで、ほかの通信事

○政府参考人（原邦彰君） お答えいたします。

いろヒアリングの中で傾向として出てきてまいり

のではないかという部分について触れているのが

なっております。当時の衛星・地域放送課の井幡

業者とも適正な自己負担を行った上で意見交換が
いずれにしても、ちょっとＮＴＴはそういうこ

課長の部下である担当者Ｃが放送政策課の職員に

ましたのが、ＮＴＴの場合、やはり通信事業の競
あって、お互いに意見交換を行うことが有意義で

とで、まさに競争政策のリーダー的存在であった

対して、事実上の打診、相談レベルの会話として、

資料の二十四ページ、二十五ページということに

あったというような職員も多うございましたし、

ということで数が多かったのではないかという傾

東北新社が外資規制違反の状態であり、どうした

あったということであります。

ＮＴＴ側、先日報告書出ましたけれども、第三者

向があるというふうに思います。

争政策を推進する上でやはりリーダー的な存在で

委員会の、これでも同じような指摘がなされたと
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けであります。

らよいかといった話をしたとの旨の記述があるわ
たしました。

○政府参考人（原邦彰君） 吉野座長に確認をい

うか。

○那谷屋正義君 担当者Ｃの、対して担当者Ｂが

ございます。

いうふうに記述をさせていただいたということで

い話だというふうに思いますが、今日は、私は、

こういうのはもう絶対来ていただかなきゃいけな

意味すらおかしくなってくるということの中で、

ことになると、あえて第三者委員会を設けたその

すが、これを政府側が代わりに答弁をするという

ないとなかなかこれはかなわない話だと思うんで

招きをできないということになりました。本人で

したかったんですけれども、残念ながら今日はお

ことを私は吉野検証委員会の座長に直接お聞きを

制違反を知っていた事実を認めているのかという

る記述は具体的にどのような内容なものなんでし

ここにある事実上の打診、相談レベルの会話とあ

○那谷屋正義君 では、伺いたいと思いますが、

す。

て総合的に推認を行って記述したものでございま

おいてヒアリングの結果や収集した資料を踏まえ

えさせていただくが、御指摘の箇所は、委員間に

障が生じるおそれがあることから詳細な答弁は控

ることが難しくなり、今後の検証事務の遂行に支

ることについては、各方面からの今後の協力を得

御指摘の記述の根拠を一つ一つつまびらかにす

検証作業は続きますので、つまびらかに全てを明

た以上のことは、今後ですね、今後いろいろまた

答えは、今、私がこの関連については、御答弁し

お見せして、吉野座長から預かってまいりました

この点、委員からいただいた問いを吉野座長に

○政府参考人（原邦彰君） お答え申し上げます。

きたいと思います。

りがあったと認識しているのか、お聞かせいただ

り取りがあったかということ、どのようなやり取

れども、もう少しその辺の具体的などのようなや

そういうふうに言われたということでありますけ

この平成二十九年八月当時、東北新社の外資規

あえて吉野座長から伺った話をそのまま代読、代

らかにしてまいりますと、なかなかいろいろ検証

内容については、今申し上げましたとおり、そ

○那谷屋正義君 少し視点を変えて、報告書全体

ょうか。

○政府参考人（原邦彰君） 御指摘いただきまし

この記述にあるのが全てでございますが、その記

の中で総務省職員が外資規制違反を認識等してい

弁じゃありません、代読していただきたいという

て、昨日、全て委員から御指摘いただいた問いを

述は、担当者のＣ、担当者のＣから放送政策課職

たことを証言している箇所は、先ほど申し上げま

活動に支障が生じるおそれがあるということで、

吉野座長にお見せして、これから私がお答えしま

員へ、東北新社が外資規制違反であり、どうした

したように、ここだけと考えるわけですけれども、

○政府参考人（原邦彰君） 以下、吉野座長に確

すのは、全て吉野座長のお答えを私がお答えする

らよいかという事実上の打診、相談レベルの会話

検証委員会がヒアリングを行った総務省職員の中

要請をさせていただきましたけれども、いかがで

という形でやらせていただきたいと存じます。

の一連のやり取りの一環として、放送政策課の職

で当該放送政策課職員のみが、平成二十九年八月

今申し上げた回答を預かっていると、こういう状

○那谷屋正義君 そこで、第三者委員会として、

員から担当者Ｂに対して質問がなされ、東北新社

当時、東北新社の外資規制違反を知っていた事実

認をした上でお答えしております。

先ほど申し上げました平成二十九年八月当時、東

に聞いたらＢＳ左旋４Ｋの認定時は外資規制違反

を認めたという理解でよろしいのでしょうか。

しょうか。

北新社の外資規制違反を知っていた事実を認めて

ではなかったとの回答がなされたと認められると

況でございます。

いるのかということ、問いに対していかがでしょ
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十四ページから二十五、御指摘の、職員からのヒ

ほどお答えしたとおり、ここの、今回の報告書二

が、私の方で吉野座長に預かってきた答えは、先

○政府参考人（原邦彰君） 繰り返しになります

ます。

った方もいるという発言があったところでござい

きた行政の仕事についてしっかりとお話しくださ

お答えになっておられますが、自分たちが行って

績、公正な任用というのが、絶対にこれは守って

○国務大臣（武田良太君） 人事は、能力また業

大臣、いかがでしょうか。

ならないというふうに思いますけれども、その辺、

じゃ、一方で、知らぬ存ぜぬだけで証言をする

っていきたいと思います。

いかなくてはならないわけでありまして、そうし

かけた記述、これが全てということでございます。

他の総務省職員に対してどのような感想を持たれ

○那谷屋正義君 是非そういったものについて、

○那谷屋正義君 そうですね。しっかりとお話し

○那谷屋正義君 今後の検証に影響するというふ

たんでしょうか、吉野座長は。

人事については公正公平な目で引き続きやってい

アリングあるいはいろんなペーパー、これを総合

うな話でありますけれども、実はここが一番肝な

○政府参考人（原邦彰君） その点については、

ただきたいというふうに思いますし、むしろ、こ

たことで不利益というものを絶対に被ることのな

んでありまして、ここのところがやはり今後しっ

報告書にもございますが、文書、いろいろなもの

うしたことに対して真実にしっかりと目を向けら

されたんでしょうね。

かりと明らかにしていただくということを改めて

が出てこなくて大変残念であったということでご

れる方というのは私は貴重な方だというふうに思

的に勘案して、二十四ページから二十五ページに

要請をさせていただきたいというふうに思うんで
ざいます。

いますので、今後のいわゆる職員の士気において

いように、私の方からもしっかりと目を離さずや

すけれども、そのことを是非座長の方にもお伝え

○那谷屋正義君 他の総務省の職員に対して残念

かなというか分かりませんけれども、良心とも言

言わせれば、総務省の、残されたといいますか僅

かというふうな相談であったと。つまり、私から

か、こういったやり取りが、ある意味どうしよう

ませんが、尊い命を絶つ事件もあったわけであり

つて、かつてというか、そんな遠い過去ではあり

の事実をねじ曲げることで良心の呵責と闘い、か

行政がゆがめられる経緯において担当の者が、そ

これ、何で私こういうことを聞くかというと、

っても議論を行いたいというふうに思います。是

会中になるのかもしれませんけれども、そうであ

に報告をしていただいて、本委員会にて、まあ閉

き続き行われる検証委員会の調査結果を必ず国会

これ、今後、これ第一次報告ですから、今後、引

時間の方がもう大分なくなってまいりました。

も、こういったことについては非常に気を遣って

ってもいいのではないかというふうに思います。

ます。この方が同じ轍を踏んでは絶対にならない

非そのことについてお約束をいただきたいと思い

だという感想を持たれているんですよ。これはゆ

いただきたいというふうに思います。何か変なや
り取りになってきましたね。

検証委員会として、この証言を得てどのような

わけでありまして、そういう方が、まあ特定もう

ますが、大臣、いかがでしょうか。

いただきたいというふうに思います。

感想を持たれたのか。

総務省としてはされているんだと思いますけれど

○政府参考人（原邦彰君） お答え申し上げます。

ゆしき問題じゃないですか。

○政府参考人（原邦彰君） これも吉野座長に確

も、今後この方には、この証言のことでいわゆる

情報通信行政検証委員会には、ほかの情報通信

それで、いわゆる放送政策課職員の発言という

認をいたしました。

出世の道が妨げるとか、そういうことがあっては

吉野座長からは、これ六月四日の記者会見でも
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行政についても検証を進め、再発防止に向けた御

○吉田忠智君 立憲民主・社民の吉田忠智でござ

向け手引きにおきまして、接種に当たっては、本

とがないように留意することを企業等における職

人の意思を確認するとともに、接種を強要するこ

今日は、ちょうど厚生労働委員会も今開かれて

域接種を実施する要件の一つとして記載をしてい

います。どうぞよろしくお願いします。

員会においては東北新社の外資規制違反の問題以

おりますけれども、また山本副大臣においでをい

提言をいただきたいと思っております。現に、委
外についても検証に着手しており、補助弁護士の

る次第でございます。

また、新型コロナワクチンＱアンドＡにおきま

ただきました。ありがとうございます。
まず、新型コロナウイルスワクチン接種につい

下で資料の収集、確認などの取組は進められてい
るところであります。
論で御判断いただくことであり、総務省としては、

上がっておりますし、マスコミにも報じられてお

別ということがあるんじゃないか、そういう声が

ワクチン接種についても同調圧力やあるいは差

められても、御本人が望まない場合には接種しな

ものであること、仮にお勤めの会社等で接種を求

なく御本人の意思に基づき接種を受けていただく

ですかという質問に対しまして、接種は強要では

しても、接種を望まない場合、受けなくてもよい

引き続き、客観的かつ公正に検証が進むよう、委

ります。新型コロナウイルスそのものについても

いことを選択することができる等をお示しをして

て何点か質問をいたします。

員会の求めに応じ万全の協力をしていきたいと存

感染者に対する差別事案が発生しているわけでご

いる次第でございます。

検証スケジュール、内容については委員会の議

じます。

ざいますけれども、今後、職域や大学などで接種

めいただくものというふうに承知しております。

あるいは差別をなくすためにどうした取組をされ

そこで、厚生労働省として、こうした同調圧力

の皆様が自らの判断で接種を受けていただくこと

するとともに、そうした情報を踏まえまして国民

的知見に基づいた正確で分かりやすい情報を発信

また、国会からのお求めに対して、これまでも、
これまで同様、真摯に対応してまいりますし、具

もこれから進められていくこととなります。

○那谷屋正義君 そこで最終の究極の目標も言っ

ておられるのか、まず伺います。

引き続き、このワクチンにつきましては、科学

体的な国会の運営の在り方については国会でお決

てもらいたいんだよね。やはり、ここに来て国民

が重要である旨を企業や大学に対しましても周知

○吉田忠智君 具体的に聞きますけれども、日本

○副大臣（山本博司君） 御質問ありがとうござ
このワクチン接種につきましては、その有効性

はこの間、ワクチンについての裁判もございまし

から多くの疑問を持たれていることに対してしっ
ゆる政府と国民との信頼関係を再構築するんだぐ

また安全性を国が分かりやすく発信をし、そうし

たし、国民の中に一定の抵抗感がある方もおられ

してまいりたいと思います。

らい言ってもらわないと、何か決意がどんなもん

た情報を踏まえまして国民の皆様が自らの判断で

るのも事実であります。ある意味では、外国より

います。

なのかな、ただ国会がお決めいただくとか、そう

受けていただくことが重要であると考えている次

かりとそれを明らかにしていって、総務省、いわ

いうことを優先して答弁されるとおかしなものに

ます。やっぱり集団免疫が本当に獲得できるのか

もそういう抵抗感は私は強いのではないかと思い
こうした考え方につきましては厚生労働省のホ

どうかというのはいろいろ議論はありますけれど

第でございます。
ームページにおいて公表しているほか、職域接種

なるんじゃないかなということを申し上げまして、
少し早いですけれども、私の質問を終わりとしま
す。
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