
1 

 

2021年 9月 17日～16日 

臨時国会 10月 4日開会、反響・共闘攻撃、総選挙 

 

衆院選、初の任期満了越え確実に 臨時国会 10月 4日召集で 

2021/9/16 19:19 (JST)9/16 19:31 (JST)updated共同通信社 

国会議事堂 

 加藤官房長官は 16日の会見で、菅首相の後継を選ぶ臨時国

会を 10月 4日に召集する方向だと明らかにした。これにより

衆院選は、任期満了の 10月 21日を越えて実施されることが

確実な情勢となった。 

 任期満了を越えるのは、自民党が 17日から後継を決める総

裁選に入るためだ。 

 選挙の投票日は日曜が慣例で、任期内に衆院選を行うなら

「10月 5日公示、17日投開票」が最も遅い日程となるが、4

日召集では間に合わない。 

 公選法は任期満了による衆院選に関し、満了日の 30日前か

ら前日までに国会が開かれていれば、満了日を越えた選挙も

可能と定めている。 

 

臨時国会、10月 4日召集を表明 加藤氏、任期前の衆院選な

し 

2021/9/16 12:51 (JST)9/16 13:08 (JST)updated共同通信社 

 加藤勝信官房長官は 16日の記者会見で、菅義偉首相の後継

を選出する臨時国会を 10 月 4 日に召集する方向で検討して

いると明らかにした。地方自治体の選挙事務を混乱させない

ように早期に召集日を決め「任期満了前の総選挙が事実上な

くなったことを明らかにする必要がある」と説明した。 

 衆参両院の議院運営委員会理事会で召集予告を行い、近く

閣議決定する見通しを示した。 

 10月 21日の任期満了前までに残り 1カ月となり「各自治

体で選挙準備を本格的に始めなければならない時期に来てい

る」と指摘。「自民党総裁選での新総裁選出を踏まえると、臨

時国会を召集する必要がある」とも述べた。 

 

来月４日に新首相選出 衆院選「１１月７日」の見方 

時事通信 2021年 09月 16日17時 53分 

記者会見する加藤勝信官房長官＝１６日午前、首相

官邸 

 加藤勝信官房長官は１６日の記者会見で、臨時国会につい

て「１０月４日に召集する方向で検討している」と明らかにし

た。９月２１日に閣議決定する方針。召集日に菅義偉首相の後

継となる新首相を選出する運びだ。衆院選に関しては自民党

内で「１０月２６日公示、１１月７日投開票」の日程が取り沙

汰されている。 

 加藤氏は衆院議員の任期満了が１０月２１日に迫っている

と指摘。「各自治体でも選挙準備を本格的に始めなければなら

ない時期に来ている。早期に臨時国会の召集を正式に決定し、

任期満了日前の総選挙が事実上なくなったことを明らかにし

ておくことが必要だ」と語った。 

 １０月４日に臨時国会で新首相が選出されれば、同日にも

新内閣が発足。これを受け、与党は８日に新首相の所信表明演

説、１１～１３日に各党代表質問を行い、直後にも国会を閉幕

する日程を想定している。 

 この場合、衆院を解散しなければ公職選挙法の規定で、衆院

選は１１月７日で確定するが、野党は衆参両院で予算委員会

開催を求めており、最終的に国会・選挙日程は新政権が判断す

る。 

 

新首相指名選挙の臨時国会 “来月4日召集方向で検討“官房長

官 

ＮＨＫ2021年 9月 16日 12時 52分 

  

新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国会について、加藤官

房長官は、来月 4 日に召集する方向で検討していると明らか

にしたうえで、「早期に召集を正式に決定し、任期満了日前の

衆議院選挙が事実上なくなったことを明らかにしていくこと

が必要だ」と述べました。 

菅総理大臣に代わる新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国

会は、自民党総裁選挙のあと、来月はじめに召集される見通し

で、政府 与党は、会期や審議日程は、新内閣のもとで判断す

る方針です。 

これに関連し、加藤官房長官は 16日午前の記者会見で、来月

4 日に臨時国会を召集する方向で検討していることを明らか

にしました。 

そのうえで「公職選挙法の規定上、衆議院の任期満了総選挙に

ついては、任期満了日の前30日以内に行うこととされている。

国会が開会されることになれば、国会閉会の日から24日以降、

30日以内に行うとされている」と説明しました。 

そして、加藤官房長官は、衆議院議員の任期満了が来月 21日

に迫っていることを踏まえ「各自治体においても選挙準備を

本格的に始めなければならない時期に来ている。早期に臨時

国会の召集を正式に決定し、任期満了日前の衆議院選挙が事

実上なくなったことを明らかにしていくことが必要だ」と述

べました。 

 

自民“臨時国会 政府が来月4日召集の方向で検討”立民に伝え

る 

ＮＨＫ2021年 9月 16日 17時 14分 

https://www.jiji.com/jc/giin?d=762e7a2d67b81a20930405271eeea8cc&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021091600558&g=pol&p=20210916at72S&rel=pv
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新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国会をめぐり、自民党

と立憲民主党の国会対策委員長が会談し、自民党は、政府が来

月 4日に召集する方向で検討していると伝えました。 

菅総理大臣に代わる新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国

会について、加藤官房長官は、午前の記者会見で、来月 4日に

召集する方向で検討していると明らかにしました。 

これを受けて、自民党の森山国会対策委員長は 16日午後、立

憲民主党の安住国会対策委員長と国会内で会談し、政府が、来

週 21日の閣議で 4日の召集を決める予定だと伝えたうえで、

17日、衆議院の議院運営委員会の理事会を開くことを提案し

ました。 

これに対し、安住氏は、召集日だけでなく会期も含めて提示す

るのが慣例だとして、直ちに受け入れられないという考えを

示したものの、17日の理事会の開催は合意しました。 

また、安住氏は、臨時国会では新しい総理大臣による所信表明

演説に加え、各党による代表質問や予算委員会などでの審議

を行うよう求めました。 

立民 安住国対委員長「会期幅決まらないのに召集はおかしい」 

  

立憲民主党の安住国会対策委員長は、記者団に対し「会期の幅

が決まらないのに国会議員を全員集めるのはおかしな話で、

すんなりとは認められない。新しい総理大臣の所信表明演説

だけではなく、衆参両院での各党による代表質問や予算委員

会も行うべきだ。新型コロナ対応をめぐる質疑に加え、新内閣

の各大臣の資質についてもただす必要がある」と述べました。 

 

野党側 新首相指名の臨時国会で予算委などの開催要求へ 

ＮＨＫ2021年 9月 16日 4時 47分 

新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国会で、野党側は、新型

コロナウイルス対策の議論を本格的に行うべきだとして、予

算委員会などを開くよう近く与党側に求める方針です。 

菅総理大臣に代わる新しい総理大臣の指名選挙を行う臨時国

会は、自民党総裁選挙のあと、来月はじめに召集される見通し

で、政府・与党は、会期や審議日程は新内閣のもとで判断する

方針です。 

立憲民主党、共産党、国民民主党の国会対策委員長らは15日、

新型コロナウイルスに感染した自宅療養者への対応が急務だ

などとして、臨時国会では、対策の議論を本格的に行うべきだ

という認識で一致しました。 

そして、新しい総理大臣も出席して予算委員会などを開くよ

う求めていく方針を確認しました。 

立憲民主党の安住国会対策委員長は「何もせずに感染の第6波

が来れば、さらに亡くなる人が増える。それを避けるためには、

しっかりとした会期の確保を要望したい」と述べました。 

安住氏は、近く自民党の森山国会対策委員長に、こうした方針

を伝えることにしています。 

また、野党側は、新規感染者数が減少傾向にある中、自民党総

裁選挙によって、政府・与党の新型コロナ対応が緩みかねない

として、政策提言などを通じて対策の強化を促していく方針

です。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 16日(木) 

八代氏デマ発言「見過ごせない」 野党国対委員長が会談 共

産党の立場支える 

（写真）会談する野党国対

委員長ら＝15日、国会内 

 日本共産党の穀田恵二国対委員長は１５日の野党国対委員

長会談で、ＴＢＳ系番組「ひるおび！」（１０日放送）で八代

英輝弁護士が「共産党は暴力的な革命を党の要綱として廃止

していない」などと発言したことについて、「八代氏は自らの

デマ発言について、綱領に書いていないことだったと認めて

謝ることもしない。こういう形で公党を侮辱することは、民主

主義の破壊であり、許すことはできない」と表明しました。こ

れを受けて、立民の安住淳国対委員長は「このことは共通の認

識だ。われわれも黙って見過ごすことはない」として、共産党

の立場を全面的に支える考えを示しました。 

 また安住氏は、自民党総裁選報道の在り方や、今回のような

事実を歪曲（わいきょく）した選挙妨害の発言について「場合

によってはＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）への対応も考え

なければならない」との考えも示し、「総選挙を目前にして国

民を意図的にテレビが先導しかねない」と述べました。 

 八代氏は１０日の発言について、１３日の同番組で、自身の

発言を撤回するどころか「閣議決定された政府見解に基づい

たもの」と正当化しました。八代氏の発言は、「暴力革命」と

いう自公政権のデマ攻撃のうえに虚偽の発言を加える二重の

デマ攻撃です。市民をはじめ、学者・文化人、立憲民主党の国

会議員、社民党から市民と野党の共闘への攻撃でもあるとし

て、批判が広がっています 

 

共産、暴力革命目指しておらず 枝野立民代表 

時事通信 2021年 09月 16日17時 54分 

立憲民主党の枝野幸男代表＝１０日、国会内 

 立憲民主党の枝野幸男代表は１６日、共産党の「敵の出方論」

https://www.jiji.com/jc/giin?d=d862b7b6d4a0ba024379d7e8d12f959c&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021091600978&g=pol&p=20210916ds63&rel=pv
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に立った暴力革命の方針に変更はないとしている政府見解に

関し、「少なくとも共産党が暴力革命を目指しているとは全く

思っていない」と述べた。国会内で記者団に語った。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 17日(金) 

野党共闘壊すための攻撃だが逆に結束が強まった 共産党に

ついての虚偽発言 志位委員長指摘 

公安調査庁は、日本共産党が平和主義の党だと証明した 

 日本共産党の志位和夫委員長は１６日、国会内での記者会

見で、「敵の出方」論にかかわって問われ、不破哲三副議長（当

時）が１９８９年２月の衆院予算委員会で、公安調査庁が不当

な「調査」を始めてから３６年がたったもとで「『破壊活動の

証拠』なるものは一つでも見つかったか」との質問に、公安調

査庁長官が「見つかっていない」と答弁したことを指摘し、「こ

の質問から３２年。公安調査庁は６８年にわたって、不当な

『調査』を続けてきたが、『破壊活動の証拠』なるものは一つ

も見つけられない。皮肉なことに、日本共産党が平和主義の党

だと証明したのが、公安調査庁だ」として、「この事実によっ

ても『暴力革命の党』という攻撃は、まったく通用するもので

はない」と強調しました。 

問題の中心点は、「暴力的な革命を党の要綱として廃止してい

ない」 という虚偽発言に 

 またＴＢＳ系番組「ひるおび！」（１０日放送）でのコメン

テーターの発言について、「この問題の中心点は、『暴力的な革

命を党の要綱として廃止していない』という虚偽発言をした

ことにある。綱領のどこにもそんなことは書いていない」と批

判。「ＴＢＳのアナウンサーが『共産党の綱領に書かれていな

かった』と訂正・謝罪したが、本人は虚偽発言への反省をして

いない。反省を求めたい」と語りました。 

野党共闘に追い詰められての共産党攻撃 

 志位氏は、「この問題で大事なのは、こうした攻撃をなんの

ためにやっているかにある。それは野党共闘を壊すためだ。逆

にいえば、野党共闘が怖いからだ」と指摘。「野党共闘に追い

つめられて、共産党を攻撃しようとする。しかし、攻撃する手

口が見つからないから、昔からやっているものを繰り返した」

と述べました。 

 その上で１５日の野党国対委員長会談で、立憲民主党の安

住淳国対委員長が「共産党の立場を支える」と述べたことに触

れ、「“野党共闘を壊そう”と思ってやったが、逆に野党共闘の

結束が強まったのではないか。たいへんに心強いことだ」と強

調しました。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 16日(木) 

「共産党ＨＰ 綱領読んだ」 アクセス１日１．６万 「ひる

おび！」八代氏デマ発言機に 

 日本共産党ＨＰの綱領ページが１１日、過去最高の１万６

５５０ＰＶ（アクセス数）を記録しました。これまで、党ＨＰ

から綱領ページを見る人の数は、１日あたり１０００ＰＶ程

度でしたが、１０倍以上のアクセス数を達成する異例の事態

となっています。 

（写真）日本共産党綱領は党ホームページで見ることができ

ます 

 綱領ページへのアクセスが増えたのは、１０日に放送され

たＴＢＳ番組の「ひるおび！」で、ＭＣの八代英輝氏が「共産

党はまだ暴力的な革命を党の要綱として廃止していない」と

したデマ発言がきっかけです。 

 放送をきっかけに綱領を読んだ人たちからは、「しっかり読

みました。ひるおびで流されたことは改めてデマだと確認し

ました」「読ませて頂きました。少なくとも暴力革命の記述は

なかった」などの声が相次いでいます。 

 １１日以降も１２日に３３２３ＰＶ、１３日に９０８０Ｐ

Ｖ、１４日は７５３２ＰＶと高い水準でアクセス数が推移し、

綱領に高い関心が寄せられ続けています。６日から１２日ま

での１週間でのアクセス数では、２万６０８８に上りました。 

 

枝野氏「菅政権退陣追い込んだ」 立民代表、結党 1 年で強

調 

2021/9/15 21:15 (JST)9/16 08:28 (JST)updated共同通信社 

報道陣の質問に答える立憲民主党の枝野代表＝15

日午後、東京都新宿区 

 旧立憲民主、旧国民民主両党などが合流して生まれた立憲

民主党は 15日、結党から 1年を迎えた。枝野幸男代表は、政

府の新型コロナウイルス対策の遅れなどを厳しく批判した結

果「菅政権を事実上退陣に追い込むことができた。大きな成果

だ」と強調した。ただ党勢の伸び悩みに加え、共闘する共産党

との選挙区調整は進んでおらず、課題になっている。 

 枝野氏は「次期衆院選で政権の選択肢になるという合流の

目標は 1 年で到達できた。ここからが戦いだ」と東京都内の

視察先で記者団に述べ、結党 1 年を踏まえ、秋の政治決戦に

向けた準備を加速させる考えを示した。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 17日(金) 
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新政権で新基地阻止 「オール沖縄」４予定候補訴え 

 （写真）街頭演説後、聴衆

の拍手などに応えるオール沖縄の（前列右から）金城トオル

（４区）、ヤラともひろ（３区）、あかみね政賢（１区）、新垣

クニオ（２区）の各衆院予定候補＝１６日、沖縄県庁前 

沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設阻止をめざす「オール

沖縄」が次期総選挙で、沖縄小選挙区四つ全てで勝ち抜くため

１６日、沖縄１区の那覇市・県庁前と４区の豊見城（とみぐす

く）市内で、オール沖縄の予定候補４人が合同で街頭演説し、

必勝の決意を語りました。 

 １区の予定候補、日本共産党の、あかみね政賢衆院議員は

「新しい政権（野党連合政権）で、辺野古新基地建設を止めよ

うではありませんか」と強調。「１区から押し上げてください。

４人全員を勝たせていただきますよう心よりお願いします」

と力を込めました。 

 県庁前では、勝利に向けて力を合わせる「オール沖縄・あか

みね政賢１区の会」の共同代表１１人、あかみね氏を応援する

１４人の那覇市議が紹介されました。 

 ４区の金城トオル予定候補は「オール沖縄は特定のリーダ

ーが引っ張っているのではありません。県民の一人ひとりの

思いが結集した運動体なのです。オール沖縄は、意図的に誰か

が止めようと思っても止められるものではありません」と強

調しました。 

 ２区の新垣クニオ氏、３区のヤラともひろ衆院議員（立憲民

主党）の両予定候補も演説。参院会派「沖縄の風」の伊波洋一、

高良鉄美両議員が応援に駆け付けました。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 16日(木) 

２０２１総選挙 オール沖縄 合同街頭演説スタート 県民

の命・暮らし守る ４氏勝利へ「共に頑張ろう」 

（写真）街頭演説

後、拳を振り上げ「オール沖縄」の全員勝利を誓う（右から）

金城、ヤラ、新垣、あかみね、伊波の各氏＝15日、沖縄県浦

添市 

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設阻止などを掲げる

「建白書」を実現する新しい政権を目指す、「オール沖縄」の

衆院沖縄１～４区の予定候補らが１５日、２区の浦添市と３

区のうるま市で、合同で街頭演説し、次期総選挙必勝に向けて

「共に頑張ろう！」と、拳を高々と振り上げてアピールしまし

た。 

 照屋寛徳衆院議員の後継の、２区の新垣クニオ氏（前北中城

＝きたなかぐすく＝村長）は、安倍晋三前首相、菅義偉現首相

と続く自公政権について「県民・国民の思いを無視し、声を聞

かずにやりたい放題やってきた」と批判しました。 

 「沖縄の未来は沖縄県民が決める。県民の命と暮らし生活を

守るため、１～４区の全てでオール沖縄が勝利し、沖縄から政

治を変えていく」と、力を込めて訴えました。 

 ３区のヤラともひろ衆院議員（立憲民主党）は「私たちが今

やるべきことは政権を代えることだ。沖縄の自立と自由を勝

ち取るために頑張る。みんなで変えていきましょう」と呼びか

けました。 

 １区の日本共産党の、あかみね政賢衆院議員、４区の金城ト

オル氏も演説。伊波洋一参院議員らも参加しました。１６日は

１区の那覇市・県庁前、４区の豊見城（とみぐすく）市で同様

の街頭演説を行います。 

 

河野太郎氏 学術会議に注文「防衛予算の研究は、軍事研究だ

からダメは短絡的」 

東京新聞 2021年 9月 16日 21時 38分 

 菅義偉首相による会員候補６人の任命を拒否した日本学術

会議の在り方について、自民党総裁選に立候補している河野

太郎行政改革担当相は「学術会議ももう少し、幅広いことを考

えたことをやってもらわなければいけない。防衛省の予算で

研究するのは軍事研究だからだめだみたいな短絡的なことで

はないようにやってもらわなければいけない」との認識を示

した。 

◆「もう少し国民にわかりやすく」 

 １６日に行われた報道各社とのグループインタビューで答

えた。 

 記者は、学術会議側が任命拒否の撤回や任命拒否の理由や

経緯を明らかにするようにしていることを踏まえ、河野氏が

首相に就任した場合、「任命拒否の撤回や拒否理由の開示をす

る考えはあるか」と尋ねた。 

 これに対し、河野氏は「学術会議について申し上げれば、科

学技術についてさまざま意見を述べるというところが政府か

ら独立してあるというのは大事だと思いますが、そこがじゃ

あどういう人たちを代表しているのか。どうやってそこのメ

ンバーが選ばれるのか。もう少し国民にわかりやすくしてい

く必要がある」と指摘。 

 「科学者あるいは学者と言われる方、有識者をどこまでの範

囲を代表していて、代表しているというのはどういう形でそ

こから代表が選ばれているかというのが今一つ分からないと

ころがある。そういうところはしっかり直していかないとい

けない」と語った。 

 さらに河野氏が防衛相だった時の経験として「最近の防衛

技術は軍事技術と民生技術がはっきり別れているわけではな
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い。むしろ民生技術で開発されたものを防衛にも使うという

ようなことが必要になっている。学術会議のように防衛省の

予算で研究をやるなみたいなことを大学に言って大学が『学

術会議が言っているもんでちょっと』ということになるのは

必ずしも国益に即しているとは言えない」と語った。 

◆６人の拒否「理由聞いて考えたい」 

 また６人の任命拒否については「６人についてどういう理

由で任命されなかったかというのは私もタッチしているわけ

ではない。一度きちんと政府の中で、任命されなかった理由と

いうのを聞いてみて考えていきたい」と説明。その上で「誰を

どのように代表しているのかという部分と、それからもっと

広い、防衛省の予算で研究するのは軍事研究だからだめだみ

たいな短絡的なことではないようにやってもらわなければい

けないだろうと。それはどういう風にやるのかは分かりませ

んが。学術会議とキャッチボールしていかなければいけない」

と述べた。 

 日本学術会議の会員候補６人の任命を拒否した人事につい

て、総裁選に出馬表明している岸田文雄前政調会長は「撤回は

考えません」との考えを示している。 

 

「安倍・菅政治」転換なるか 自民総裁選、政治姿勢も焦点―

菅首相、１６日で就任１年 

時事通信 2021年 09月 16日07時 10分 

官邸に入る菅義偉首相＝１５日、東京・永田町 

 菅義偉首相が就任して１６日で丸１年。自民党総裁選への

再選出馬を断念したことで、菅政権には近くピリオドが打た

れる。この間、首相は森友学園問題をめぐる公文書改ざん、日

本学術会議の会員候補の任命拒否、「政治とカネ」といった問

題で説明に背を向ける姿勢が際立った。「安倍・菅政治」の負

の側面とも言うべきこうした政権運営がどう変わるのかが、

総裁選の大きな焦点だ。 

 ◇説明軽視、行き詰まり 

 「国民に説明ができる人でないと駄目だ。菅首相が反面教師

になるような人が望ましい」。与党関係者は１５日、自民党が

進める後継総裁選びにこう注文を付けた。 

 学術会議の任命拒否は、政権発足から間もない昨年１０月

に発覚した。首相は「総合的、俯瞰（ふかん）的活動を確保す

る観点から判断した」と繰り返すばかりで、具体的な理由は示

さないまま。森友問題では公文書改ざんの経緯を記したファ

イルの存在を国が認めた今年５月、「結論が出ている」として

再調査を拒否。２０１９年参院選で大型買収事件を起こした

河井克行元法相夫妻側に、自民党本部が相場の１０倍とされ

る破格の１億５０００万円を提供した経緯も説明せずじまい

だ。 

 政権末期を迎えても、説明に後ろ向きな首相の姿勢は変わ

らない。新型コロナウイルス対応に専念するとの理由で総裁

選不出馬を表明したものの、対策を協議するため野党が求め

る臨時国会召集は拒んだ。緊急事態宣言の拡大や延長、解除に

伴う政府の国会報告にもほとんど出席しなかった。 

 首相が説明を尽くそうとしないのは、巨大与党の数の力を

背景とした「安倍１強」体制の下で肥大化した「長期政権のお

ごりの表れ」（立憲民主党幹部）とみられている。「安倍政治の

継承」を掲げて政権に就いた首相は、意に沿わない意見や異論

に耳を貸さず、説明を軽視する安倍政権の手法を踏襲したが、

コロナ禍で行き詰まった。 

 ◇コロナ対応に反省か 

 後継首相の下で政権運営は変わるのか。森友問題の再調査

には、どの候補者も後ろ向きだ。岸田文雄前政調会長は「国民

が納得するまで説明を続ける」と発言したものの、安倍晋三前

首相の不興を買ったとみるや「再調査は考えていない」と軌道

修正。河野太郎規制改革担当相は「必要ない」と言い切り、も

ともと安倍氏に近い高市早苗前総務相は、係争中であること

を理由に「コメントは控える」とにべもない。 

 学術会議問題で、岸田氏は首相に就いた場合でも「人事の撤

回は考えない」と明言。高市氏も「（任命を拒否した）理由を

明確に説明すればいい」と語り、再考の余地はないとの立場だ。 

 ただ、「政治とカネ」の問題では目前に迫った衆院選をにら

み、世論を意識していることがうかがえる。岸田氏は「党の説

明責任、透明性、ガバナンス改革を考えなければいけない」と

語り、１億５０００万円の支出も早期に説明すると表明。高市

氏も「選挙支援は透明性をもって公平にやっていかないとい

けない」と強調した。 

 国民に切実な問題であるコロナ対応では、首相の説明不足

が内閣支持率の急落を招いたとの反省からか、説明の重要性

を訴える場面も目立つ。岸田氏は「国民の共感が大事だ。説明

を国民は求めている」と述べ、河野氏も「国民の声に耳を傾け

て政治をやらないといけない」と力説した。 

 

尾身氏、宣言下の制限緩和に異論 飲食店の酒提供など政府

方針巡り 

2021/9/16 12:50 (JST)9/16 14:25 (JST)updated共同通信社 

参院厚労委の閉会中審査で答弁する新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長。右は田村厚労

相＝16日午前 

 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長

は 16日の参院厚生労働委員会で、今後、緊急事態宣言を出し

た場合でも飲食店の酒類提供を認める政府の行動制限緩和方

針に異論を唱えた。「緊急事態下にそういうことをするべきで

ない」と強調。日本の医療制度を巡り「根本的な見直しが必要

だ」とも述べた。 

 政府は、10 月から 11 月の早い時期に希望者全員のワクチ

https://www.jiji.com/jc/giin?d=f63b32557bd8a2a0292134a658fb87c2&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=e0fff8eb00054f79e2b08ab48a876417&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=dba4f5099178787d6398d1695161b9ed&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=489b6a5cf02ef7341b2b098cd217df31&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5ec60cc8b57423d301fd720ad85d1198&c=syu
https://www.jiji.com/jc/giin?d=5d6acaa036f90c7654142d103e9617e7&c=syu
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021091501077&g=pol&p=20210915at93S&rel=pv
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ン接種完了を想定する。接種の進展を前提に、宣言下でも行動

制限を緩和し、酒の提供や旅行、大規模イベント開催も認める

方針。尾身氏は「ワクチンの感染予防効果はそれほど完璧でな

い」と指摘した。 

 

共産党 検査受けやすい環境整備へ 手当金の特例措置など提

言 

ＮＨＫ2021年 9月 16日 18時 25分 

新型コロナウイルス対策をめぐり、共産党は、感染の再拡大を

防ぐには検査を受けやすい環境整備が必要だとして、感染が

確認されて仕事を休むことになっても賃金の 8 割に相当する

手当を受けられる特例措置の実施などを求める提言をまとめ

ました。 

これは、共産党の志位委員長が、16日の記者会見で明らかに

しました。 

提言では、今後、感染の再拡大を防ぐには、検査を受けやすい

環境整備が必要だとして対応の強化を求めています。 

具体的には、検査で感染が確認され仕事を休んだ場合に、その

期間の賃金の 3分の 2程度が受け取れる公的医療保険の「傷

病手当金」について、特例で 8 割に引き上げるべきだとして

います。 

また、自主的に大規模検査を行う企業や大学などへの補助金

の拡充に加え、子どもの感染が増えていることを踏まえ、学校

などを通じて各家庭に PCR 検査キットを配布することも求

めています。 

志位氏は「無症状の人を放置していては感染の第 6 波が起こ

る。感染者が減少傾向にあるこの時期にこそ、検査を徹底する

ことが必要だ」と述べました。 

 

しんぶん赤旗 2021年 9月 17日(金) 

今こそ、ワクチンと一体に大規模検査を求める 日本共産党 

志位和夫 

 日本共産党の志位和夫委員長が１６日、菅義偉首相に要請

した「今こそ、ワクチンと一体に大規模検査を求める」（全文）

は次の通りです。 

 感染力が非常に強く、ワクチン接種者でも感染するデルタ

株が主流になるもと、ワクチン接種一本やりでは新型コロナ

感染症の抑え込みはできないことは、国内外の事実が示して

いる。ワクチンと一体に大規模検査を実施し、感染の鎖を断つ

ことが必要である。 

 とくに新規感染が減少傾向となり、検査のキャパシティー

に余裕が生まれている今こそ、陽性者の周辺への迅速な行政

検査を幅広く行うとともに、無症状者への大規模検査を行う

ことがいよいよ重要となっている。 

 「いつでも、誰でも、何度でも、無料で」の立場で、大規模

検査の具体化をはかり実施することを強く求める。 

 １．国が補助金を出して、自主的検査を大規模に行う。 

 ――企業等では定期的なＰＣＲ検査を民間検査機関と契約

して取り組んでいる。これは無症状の感染者を早期に把握す

るうえで大切な取り組みである。企業、大学、商店会などで、

自主的な大規模検査が行えるように、国が補助金を出して強

力に支援する。 

 ――子どもの感染、家庭内感染への対策が求められており、

学校や幼稚園、保育園、会社などを通して、検査キットを家庭

に配布し、体調に変化を感じたらすぐに自主的な検査を行う

ことができるようにする。 

 ――自主的検査で陽性が判明した場合、医療機関での検査

は無料とし確定診断へつなげる。 

 ２．感染が集中するスポット（センター）に対し、国の責任

で集中的なワクチン接種と大規模検査を行う。 

 政府分科会の尾身会長は、「感染が減少傾向になっても、感

染が残るスポットが維持されてしまう。リバウンドを防ぐた

めに、スポットに集中的なワクチンをやってほしい」と発言し

ている（９月９日）。 

 ――感染が集中するスポット（センター）を明確にし、国の

責任で集中的なワクチン接種とともに大規模検査を行って、

リバウンドが起きないようにする。 

 ３．安心して休める保障を行う。 

 陽性となった時、安心して休める保障が必要である。 

 ――無症状でも２週間の自宅待機が必要となるため、既存

の傷病手当などの制度では不十分である。傷病手当をコロナ

特例として、賃金の 8割保障とする。 

 ――自営業者など対象外となる人には、国の休業支援金の

対象とするなど、所得保障を行う。 

◇ 

 ８月１９日の緊急要請で提起した、「原則自宅療養」の方針

を撤回し、医療体制の強化をはかること、とくに臨時の医療施

設の大規模な増設は、「自宅療養者」がなお１０万人という事

態のもと、引き続き急務である。 

 


