資料①

新型コロナウイルス感染症対策における妊婦の扱い

「日本産婦人科感染症学会」による注意喚起（同会HPより）
➡ 日常予防（手洗い等）＋帰国者・接触者相談センターへの相談 ⇒ 一般的な予防に関する助言
➡ ２００９年新型インフルエンザや２０１６年ジカ熱では、妊婦の重症化、死亡率の増加や児の先天性障害の事例報告
➡ 妊婦が一般的に肺炎を発症した場合、横隔膜が持ち上がり換気を抑制、うっ血しやすく、重症化するリスクを指摘

日本は、
具体的な
配慮措置なし

働く妊婦さんからの切実な心配・不安の声
「免疫低下や重症化リスクを認識しても、働きながらの感染予防は実質困難」
「新型コロナウイルス予防のための休職はできず、休暇取得にも制限」
「復帰後の職場の人間関係、キャリアを考え、怯えながら出社するほかない」
「換気もリモートワークもない職場で不安だが、無責任に仕事を投げ出せない」
「満員電車で通勤、不特定多数と接客、病院等で働く妊婦の声を聴いてほしい」
「海外の妊婦罹患例をもっと集めて発表してほしい」
「イギリスでは妊婦に対し３か月の自宅待機命令がでたが、日本はどうなのか」

具体的な配慮措置（要望）
①
②
③
④

妊婦の出勤停止（同居家族にも在宅勤務を適用）
出勤停止の場合の所得補償と雇用確保（とりわけ非正規社員の妊婦）
妊婦が感染症に対し高リスクであることの情報周知
医療機関での適切な対応（罹患時）と妊婦への医療機関情報の周知

出典：日本産婦人科感染症学会ホームページ、
電機連合加盟組合からのご意見をもとに矢田わか子事務所にて作成

令和2年3月26日 参議院予算委員会
立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子

資料②

新型コロナウイルス感染症に係る各国の妊婦に関する対応策
国等
英

妊婦に対する対応等（概要）
国

発表等

○妊婦には、現在、不必要な社会的接触をすべて回避することを 3/16 ジョンソン首相声明
要求。

米

国

○コロナウイルスにより失職等した低所得の妊婦、又は小さな子 3/18 トランプ大統領署名
を有する母親を対象に、食費支援の観点から５億ドルの予算を
計上。

フィリピン

○妊婦は、自宅から出ることを禁止。

3/18 大統領府長官発表

○国外から移動するすべての者に対して、原則 14 日間、ホテル等 通告、発表等

中
国
において集中観察を行う。
（北京市、天津市、
○ただし、70 歳以上の高齢者、14 歳以下の未成年者、妊婦、基礎
山西省、河北省等）

疾患を患っている者等は、集中観察所に行き，PCR 検査を受け，
合格後に（北京市の要件）、自宅観察を行うことができる。

出典：英国政府、米国議会、在フィリピン大使館、在中国大使館ホームページより矢田わか子事務所作成
令和２年３月 26 日 参議院予算委員会 立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子

資料③

新型インフルエンザ対策における妊産婦向けのパンフレット

出典：厚生労働省ホームページ「新型インフルエンザ（A/H1N1）対策関連情報」より

令和 2 年３月 26 日 参議院予算委員会 立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子

資料④

依存症問題に取り組む民間団体への支援策
全国規模で活動する民間団体

予
算
額

支
援
内
容

依存症民間団体支援事業

地域で活動する民間団体
依存症に関する問題に取り組む民間団体事業

令和２年度予算 0.４億円（前年度＝0.3 億円）

令和２年度予算 地域生活支援事業 505 億円より自治体の事業
に支出

○全国規模で依存症問題に取り組む民間団体が実施する依存 ○地域で依存症問題に取り組む民間団体が実施する依存症対策を
推進
症対策を推進
○地方自治体から団体への支援（うち国が 1/2 を補助）
○国から民間団体への支援。補助率 10／10
○補助対象例
○支援例
(1)ミーティング活動
・必要な人材を養成するための研修
依存症者やその家族が悩みを共有することや情報交換ができ
・依存症に関する普及啓発等の活動等
る交流活動。（会場提供など）
○平成 30 年度は、８団体の事業を採択
(2)情報提供
依存症を抱える者やその家族の問題解決に資する情報提
令和元年度は、12 団体の事業を採択
供。（リーフレット作成経費など）
(3)普及啓発活動
依存症に関する普及啓発活動。（刊行物発行に要する費用援
助など）
(4)相談活動
依存症に関する問題の相談を受ける活動。（会場提供や相談
専門家への謝金など）

出典：厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 依存症対策推進室
「ギャンブル等依存症対策について（令和元年９月２４日）」より矢田わか子事務所作成

令和２年 3 月 26 日

参議院予算委員会

立憲・国民.新緑風会・社民

矢田わか子

資料⑤

「宇宙基本計画」における政策項目
1 準天頂衛星システムの開発・整備・運用
2 準天頂衛星システムの利活用の促進等
3 利用ニーズの各プロジェクトへの反映
4 情報収集衛星等（光学）
5 情報収集衛星等（レーダ）
6 即応型の小型衛星等
7 先進光学・レーダ衛星
8 地球観測衛星事業に必要な制度整備等の検討
9 静止気象衛星
10 温室効果ガス観測技術衛星
11 その他リモートセンシング衛星開発・センサ技術高度化（１）
12 その他リモートセンシング衛星開発・センサ技術高度化（２）
13 技術試験衛星
14 光データ中継衛星
15 X バンド防衛衛星通信網
16 基幹ロケットの優先的使用
17 新型基幹ロケット（Ｈ３ロケット）
18 イプシロンロケット
19 射場の在り方に関する検討
20 即応型の小型衛星等の打上げシステム
21 宇宙状況把握（SSA）
22 海洋状況把握
23 早期警戒機能等
24 宇宙システム全体のミッションアシュアランス(機能保証)強化
25 宇宙科学・探査
26 国際宇宙ステーション計画を含む有人宇宙活動
27 国際宇宙探査
28 民間事業者の新規参入を後押しする制度的枠組みの整備

29 新事業・新サービスを創出するための民間資金や各種支援策の活用
等
30 部品に関する技術戦略の策定等
31 費用低減活動の支援及び軌道上実証機会の提供等
32 東京オリンピック・パラリンピックの機会を活用した先導的社会実
証実験
33 ＬＮＧ推進系関連技術
34 再使用型宇宙輸送システム
35 宇宙の潜在力を活用して地上の生活を豊かにし、活力ある未来の創
造につながる取組等
36 宇宙基本計画に基づく施策の政府一体となった推進
37 JAXA と防衛省との連携
38 調査分析・戦略立案機能の強化
39 国内の人的基盤強化
40 国民的な理解の増進
41 宇宙活動法
42 リモートセンシングに関する法制度
43 測位衛星の信号への妨害対応策
44 調達制度のあり方の検討
45 宇宙空間における法の支配の実現・強化
46 諸外国との重層的な協力関係の構築
47 各種課題解決に向けた衛星等の共同開発・相乗り等
48 産学官の参加による国際協力の推進
49 アジア太平洋地域における宇宙協力の推進
50 宇宙システム海外展開タスクフォース
51 宇宙安全保障の確保に向けたその他の取組
52 民生分野における宇宙利用の推進に向けたその他の取組
53 宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化に向けたその他の取組

出典：内閣府「宇宙基本計画（平成 28 年４月閣議決定）
」より矢田わか子事務所作成

令和 2 年 3 月 26 日 参議院予算委員会

立憲・国民.新緑風会・社民

矢田わか子

資料⑥

令和２年度宇宙関係予算案（各省庁別の主なもの）

出典：内閣府ホームページより矢田わか子事務所作成

令和 2 年 3 月 26 日 参議院予算委員会 立憲・国民.新緑風会・社民 矢田わか子

資料⑦

「森友学園案件に関わる決裁文書の改ざん等に関する調査
報告書」にもとづく財務省幹部・職員２０名の処分内容
職責・氏名

処分内容

現職等

財務省理財局（当時）
①理財局長：佐川宣寿

懲戒処分相当（停職 3 か月相当）

国税庁長官
⇒退職

②理財局次長：中尾睦

懲戒処分（戒告）

横浜税関長

③総務課長：中村稔

懲戒処分（停職 1 か月）

駐英公使

④総務課職員（課長補佐級）

口頭厳重注意

⑤国有財産企画課長：冨安泰一郎

懲戒処分（減給 20%・3 か月）

⑥国有財産企画課職員（課長補佐級）

口頭厳重注意

内閣参事官

⑦国有財産企画課職員（課長補佐級） 口頭厳重注意
⑧国有財産審理室長：田村嘉啓

懲戒処分（減給 20%・2 か月）

福岡税務支局
理財部長

⑨国有財産審理室職員（課長補佐級） 懲戒処分（戒告）
⑩国有財産審理室職員（係長級）

文書厳重注意

近畿財務局（当時）
⑪近畿財務局長：美並義人

懲戒処分（戒告）

⑫管財部長

懲戒処分（戒告）

⑬管財部次長

懲戒処分（戒告）

⑭統括国有財産管理官

口頭厳重注意

⑮その他職員

職務上の注意

⑯その他職員

職務上の注意

東京国税局長

その他
⑰当時の事務次官：佐藤慎一

懲戒処分相当（減給 10%・1 ｶ月相当） 企業顧問

⑱当時の官房長：岡本薫明

文書厳重注意

財務事務次官

⑲報告書発表時の理財局長：太田充

文書厳重注意

主計局長

⑳

口頭厳重注意

理財局次長

同

理財局次長：富山一成

出典：
「森友学園案件に関わる決済文書の改ざん等に関する調査報告書」
、
新聞報道等より矢田わか子事務所作成

令和 2 年 3 月 26 日

参議院予算委員会

立憲・国民.新緑風会・社民

矢田わか子

資料⑧
標準例一覧

人事院「懲戒処分の指針」
「公文書の不適正な取扱い」に関する処分
ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の
公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、
免職又は停職とする。
イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とす
る。
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、そ
の他不適正に取り扱ったことに より、公務の運営
に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又
は戒告とする。

出典：人事院「懲戒処分の指針」より矢田わか子事務所作成

令和 2 年 3 月 26 日

参議院予算委員会

立憲・国民.新緑風会・社民

矢田わか子

森友学園問題（公文書改ざん）をめぐるこれまでの経緯

資料⑨
国会等
2017年

財務省

検察

赤木氏 手記より

豊中市議が国有地の売却額公表を求めて提訴し、問題が

2月8日 発覚
2月9日 朝日新聞が国有地売却問題を報道
2月17日
2月22日
2月24日

安倍首相が「私や妻が関係していたとなれば、総理大臣
も国会議員も辞める」と国会答弁
官房長官が、財務省理財局、国土交通省航空局と森友学
園問題について打ち合わせ
財務省佐川理財局長（当時）が「交渉記録は廃棄した」
と国会答弁
財務省理財局の指示に、赤木氏は抵抗したが決裁文書を

2月26日

改ざん

佐川氏発言後、決裁文書の改ざんが始まる？
3月6日 参院予算委が会計検査院に売却手続きの検査を要請
3月23日 籠池氏、国会証人喚問

財務省理財局から、会計検査院には「資料は最小限、で

4月頃

きるだけ資料を示さない」と指示あり

4月11日 会計検査院が近畿財務局を実地検査
５月頃

市民団体が佐川理財局長（当時）らを刑事告発

7月頃

市民団体が財務省職員らを刑事告発

10月頃

市民団体が佐川国税庁長官（当時）を刑事告発

11月17日

赤木氏に大阪地検から取り調べの打診

11月22日 会計検査院が検査結果を公表
告発状を受理後、大阪地検の捜査始まる？

12月25日
2018年
3月2日

朝日新聞が決裁文書に書き換えの疑いがあると報道

赤木氏、大阪地検検事から電話で聴取を受ける。

財務省が決裁文書の改ざんについて内部調査を開始

3月7日

赤木氏が自死

3月9日 佐川氏、国税庁長官を辞任
3月12日

財務省が決裁文書の改ざんを認める

3月27日 佐川氏、国会証人喚問
5月31日
6月4日

大阪地検特捜部が、佐川氏ら38人を不起訴に
財務省が改ざんに関する調査報告書を発表。
佐川氏の主導を認定し、20人を処分

11月22日 会計検査院が追加検査結果を公表
2019年
3月15日
8月9日

検察審査会が、特捜部が不起訴処分とした佐川氏ら10人
に「不起訴不当」と議決
再捜査した10人について、大阪地検特捜部が再び不起訴
処分とし、捜査締結

2020年

赤木氏のご遺族が、国と佐川氏を相手取り大阪地裁に提

3月18日

出典：財務省「森友学園に関する調査報告書」、新聞報道等をもとに矢田わか子事務所にて作成

訴
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資料⑩

公文書改ざんに適用される可能性がある刑法上の主な罪

刑法
（公文書偽造等）
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは
公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しく
は署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上
十年以下の懲役に処する。
２ 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
３ 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、
又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十
万円以下の罰金に処する。
（虚偽公文書作成等）
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は
文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
（公用文書等毀棄）
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役
に処する。

国家公務員法
（懲戒の場合）
第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、
免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令（国家公務員倫理法第五条第
三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。）に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
出典：電子政府総合窓口(e-Gov)法令検索
日本経済新聞（2018 年 3 月 27 日発信）より矢田わか子事務所にて作成
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