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と言っているにすぎないわけですよ︒
立会いはなくして︑そこで確保しようとした適
正というのはどうやって図られるのかと︒これは
もう今日議論する間がなくなりましたけれども︑
盗聴は密行なんですよね︑大臣︒傍受されている

後も︑警察庁は︑警察は過去も現在も電話盗聴は

所属の田中茂です︒

○田中茂君 日本を元気にする会・無所属会の無

今年の一月にＩＳに拘束されていたお二人の日

の安全確保について質問をさせていただきます︒

まず︑大臣の所信表明の中の︑国内外の日本人

していないという事実に反する答弁をこの国会で
行っています︒
警察庁︑おいでいただいていますが︑改めて伺
いたいと思います︒

したという事件の東京高裁判決は︑盗聴は︑その

我が党の緒方靖夫当時国際部長宅を警察が盗聴

識はございますか︒

基本的人権をどれほど侵害するかという︑その認

ど︒その盗聴︑つまり盗み聞きというこの手段が

して︑警察官である個人三名がいずれも県の職務

平成九年六月の国賠訴訟の控訴審判決におきま

○政府参考人︵橋清孝君︶ お答えいたします︒

願います︒

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 時間ですので簡潔に

きだと考えますが︑いかがですか︒

務省が事前に渡航計画を知り︑さんざんそれを思

言わば確信犯であったと思います︒そのため︑外

は︑事前にシリア行きをメディアで公表しており︑

の返納を命じ︑没収いたしました︒今回︑杉本氏

安全確保を理由に︑旅券法に基づいてパスポート

を表明したフリーカメラマンの杉本祐一氏に対し︑

外務省は︑メディアを通じてシリアへの渡航計画

本人︑残念ながら殺害されました︒また︑先月︑

性質上︑盗聴されている側においては盗聴されて

として行ったものと推認することができると判示

いとどまるよう説得したにもかかわらず翻意させ

緒方宅盗聴事件を行ったことを認めて謝罪すべ

いることが認識できず︑したがって︑盗聴された

しておりますが︑組織的犯行と断定した判決では

ときに知らされないんです︑当たり前なんですけ

通話の内容や盗聴されたことによる被害を具体的

この盗聴を実行したのは誰かと︒裁判所は︑本

ます︒

とって︑その精神的苦痛は甚大であると述べてい

話が盗聴されたかを知ることもできない被害者に

それゆえに︑誰との︑何どき︑いかなる内容の通

え認めないと︒こうした捜査機関にこんな卑劣な

○仁比聡平君 反省し謝罪するどころか︑事実さ

○委員長︵魚住裕一郎君︶ 時間です︒

行うことはないというふうに申し上げます︒

れるようなことを過去にも行っておらず︑今後も

いずれにしましても︑警察としては盗聴と言わ

渡航しようとした場合︑対応は困難との認識を示

菅官房長官︑日本人が無断でひそかにシリアへ

航し︑あのような残念な結果となりました︒

も事前に説得されたようでしたが︑最終的には渡

能でありますが︑ＩＳに殺害された日本人お二人

れば実は危険地域に渡航することも現実的には可

なったわけであります︒このような公表もしなけ

られなかったため︑パスポート没収という結果に

件盗聴は︑緒方靖夫の電話による通話を傍受する

手段を与えていいのかというこの声を本当に受け

されております︒確かに︑官房長官がおっしゃっ

なかったというふうに承知しております︒

ことによって日本共産党に関する情報を得ること

止めて︑私は︑一括提案をして成立を求めるなど

に把握し特定することが極めて困難であるから︑

を目的として計画的︑継続的に実行されたもので︑

たケースでは困難とは思いますが︑大臣は︑所信

内の安全確保はもとより︑国外の日本人の安全確

表明の中で︑テロ対策に絡み︑法務省として︑国

言語道断だと思います︒
質問を終わります︒

今からでも考え直すべきだと大臣に強く求めて︑

これには神奈川県警本部警備部公安第一課所属の
警察官が関与していたものと推認することができ
ると断罪をしているわけですが︑こうした判決の
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うふうに思います︒

して分析をしていくということが大変大事だとい

国際テロに関しましてあらゆる情報を収集し︑そ

確保への対策ということでございますが︑まず︑

○国務大臣︵上川陽子君︶ 国外の日本人の安全

いと思います︒

になっていらっしゃるのか︑お聞かせいただきた

られます︒法務省としてどのような対策をお考え

保にも万全を期してまいりますとおっしゃってお

ないかというふうに思っております︒

供するということは︑私は非常に有効なことでは

ので︑ここで海外渡航に関する情報そのものを提

る方が必ず通過する場所ということでございます

出国審査場でございますけれども︑海外に渡航す

意識喚起を促しているところでございます︒この

の空海港の出国審査場に掲示をするということで

渡航情報のお知らせにつきまして︑全国の約五十

止等を促すために︑外務省から御提供いただいた

ようとするという日本人に対しまして︑渡航の中

おります︒

と同様に地方裁判所で審判を受けることとなって

ると︒つまり︑逆送されて起訴された場合は成人

当と判断した少年を検察官に逆送することができ

れ︑十四歳以上二十歳未満であれば刑事処分が相

有期刑の上限も十五年から二十年へと引き上げら

に少年院送致が十四歳以上から十二歳以上となり︑

厳罰化の方向にあると言われてもおります︒確か

ありますが改正をされてきております︒今︑また

が起きるたびに少年法の是非が問われ︑若干では

ざいますし︑これを関係機関にしっかりと提供を

きまして情報収集の強化に努めるということでご

そのためテロの可能性が一気に高まってきつつあ

パラリンピックが開催される予定でありますが︑

○田中茂君 二〇二〇年には東京オリンピック・

いような気がしております︒

昨今起きている事件はその理念を揺るがしかねな

少年法の理念は更生と保護にあるわけですが︑

法務省の取組といたしまして︑公安調査庁にお

し︑相互に連携協力をすることで政府全体として

るのではないかと思っております︒

も提供をしておりまして︑こうした要覧の要約版

覧というのを海外に進出している企業の皆さんに

また︑当方におきましては︑国際テロリズム要

る牽制になると思いますので︑法務関連としてで

段を講じることによって何らかのテロ活動に対す

ておりますが︑直接的効果がなくてもあらゆる手

を防止するということはかなり不可能だとは思っ

確かに官房長官おっしゃったあのようなケース

ては︑この事件を脅し文句に使うなど︑全く更生

を起こして逮捕されております︒この少年につい

人は︑二〇〇四年の仮出所後︑再び監禁致傷事件

悪な事件がありました︒その犯人である少年の一

めて遺棄したという︑世間を震撼させ︑極めて凶

瀬で女子高生を監禁し殺害してコンクリートに詰

一九八八年に︑当時未成年の少年たちが東京綾

の国外における日本人の安全確保の一翼を担って

につきましてはホームページにおきまして広く一

きる限りのことはやっていただきたいと思ってお

いるところでございます︒

般に提供するという形での取組もしっかりと行っ

した様子は見られなかったと聞いております︒

様々な事件で更生した多くの方たちもいるとは

ります︒
次に︑少年法に関しての質問をさせていただき

ているところでございます︒さらに︑こうした取
組について努力をしていきたいと思っております︒

川崎市で︑複数の未成年者が年下の十二歳の中

を感じておるところでありますが︑そのような中

察することが果たして効果的であるのか︑今疑問

思います︒現行の少年法の枠で処分対応︑保護観

場がございます︒この入国管理の今度出国をする

学生を殺害した事件はまだ記憶に新しいところで

で選挙権の年齢引下げに合わせて少年法の適用を

ます︒

日本人に対しまして︑外務省が今︑退避勧告を発

あります︒これまで︑未成年者による大きな事件

また︑法務省におきましては入国管理という現

出している国・地域︑こうしたところに渡航をし
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て扱われなくなる年齢も大体十八歳となっており

歳で︑それに合わせて刑事手続において少年とし

これを見ますと︑選挙権︑ほとんどの国は十八

いうことに関わる問題であるということで︑少年

成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかと

事司法全般において︑この少年法につきましては︑

いました少年法の適用対象年齢につきまして︑刑

○国務大臣︵上川陽子君︶ 委員から御指摘ござ

えをお聞かせいただけませんでしょうか︒

ではと思うんですが︑この点について大臣のお考

思っております︒

その点も考慮して検討していただきたいと︑そう

の秩序が成り立っていると思っておりますので︑

前で︑その後に責任が来る︑だからこそこの社会

権利を与えるんであれば義務が生じるのは当たり

に選挙権というのは︑先ほど言いましたように︑

性を合わせていただきたいと思っております︒特

十八歳未満にとの声が出てきております︒

ます︒これは当然といえば当然だと思っておるん

法固有の観点から検討を行う必要があるというふ

諸国の各種法定年齢ということです︒

今皆さんのお手元に配付しておりますが︑Ｇ８

ですが︑選挙権を与えるということは国の法律を

うに考えているところでございます︒

な凶悪な犯罪が起きたときに殊更感じることとし

次に︑こういう凶悪な犯罪︑川崎の事件のよう

作る国会議員を選ぶ権利も持ったと︒国の形を変

て︑犯罪関係者の保護が考えられます︒

今回の川崎事件︑犯人が未成年であれば︑少年

先ほどの︑御指摘いただきましたけれども︑
様々な改正がこの間行われてまいりましたし︑ま

法六十一条により︑いわゆるマスコミに関する規

えることもできる権利でもあります︒
選挙権付与十八歳引下げが成立した場合︑十八

た十八歳︑十九歳の者に対しまして︑保護処分と

通して︑加害者︑加害者の家族を含め︑実名入り

歳以上に選挙という権利を与えられたなら︑その

そして︑今︑少年法の適用対象年齢を満十八歳

で誹謗中傷やデマの情報も垂れ流し状態でありま

制である程度の加害者のプライバシーは守られる

ります︒責任は︑その投票によって選ばれた国会

未満に引き下げることが相当か否かにつきまして

したが︑被害者は︑被害者及びその家族であると

いうようなことについてのいろいろな御指摘もい

議員により決められた国家の基本である法律を守

は︑御指摘のように︑公職選挙法あるいは民法等

いうだけで︑プライバシーなどほとんどない状態

代わりに生じるのは︑当然︑義務と責任を負うと

り︑社会の一員として生活していくこととなるわ

のより一般的な法律による年齢の在り方も考慮に

になっていました︒

わけであります︒ただ︑今回はインターネットを

けであります︒ましてや︑国民投票権においては

入れる必要もあるというふうには考えております

確かに︑犯罪被害者等基本法が成立した︑犯罪

ただきました︒

国の根本原則の憲法に関わる権利をも得るという

けれども︑直ちにその保護処分の必要性が失われ

被害給付制度により︑被害者に対してある程度金

いうことであります︒この場合の義務は投票であ

ことであります︒

ているというふうな評価をする段階ではないとい

銭的な補償をすることは可能になっております︒

仮に選挙という権利を十八歳以上に与え︑少年

うふうに考えております︒

法での二十歳未満となれば︑権利だけを与え︑社

に思っております︒

あります︒特にインターネットを通じてだだ漏れ

族が︑守らなければいけないものはほかに数多く

ですが︑加害者もそうですが︑被害者及びその家

じてくるかもしれません︒したがって︑選挙権年

○田中茂君 国民投票法実施まであと三年半ぐら

になっている状態で︑少年法六十一条との整合性

必要な検討は更に行ってまいりたいというふう

齢を引き下げた場合は︑民法の成人年齢の引下げ

いありますが︑その間にはきっちりとその辺整合

会の一員としての責任を負わないという矛盾が生

にも関わりますが︑少年法の改正が必要になるの
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局の窓口︑電話等で人権相談を行っております︒

の人権侵害を含む人権問題について︑全国の法務

法務省の人権擁護機関では︑インターネット上

擁護上看過できない問題だと認識しております︒

誉毀損等は被害が重大となるおそれが高く︑人権

ーネット上における個人のプライバシー侵害︑名

○政府参考人︵岡村和美君︶ 一般的に︑インタ

いします︒

考えておりますが︑この点について御見解をお伺

こういったものに対して早急な対応が必要だと

要ではないかと思っております︒この点︑過去に

高め︑再犯防止に効果のある方法を考えるのも必

けるか︑又は他国の例を参考にしつつ︑抑止力を

な性犯罪者に対するＧＰＳ監視のような制度を設

うことであれば︑一部の国で導入されているよう

そこで質問でありますが︑むしろ再犯防止とい

とはあってはならないことだと考えております︒

ような犯罪者をその地域に野放しにするようなこ

することであります︒更生に失敗したと思われる

ゃった︑何よりも大事なことは国民の安全を確保

するものでもありません︒さらに︑大臣がおっし

趣旨はよく理解しておりますが︑もちろん反対

が高齢者の介護施設化しているケースが増えてい

でいるのも事実であります︒ある意味で︑刑務所

所の視察をいたしました︒受刑者の高齢化が進ん

次に︑質問ですが︑先日︑私︑仙台の宮城刑務

おります︒

実行していただきたいと︑そういうふうに思って

高まる何らかのものがあれば︑ある程度考慮して

この質問をさせていただいたんですが︑抑止力が

○田中茂君 再犯防止ということを強調して私は

いるところでございます︒

依存離脱指導︑性犯罪再犯防止指導等を導入して

として︑平成十八年から︑刑事施設において薬物

我が国におきましても︑受刑者処遇プログラム

の問題も出てきます︒

この人権相談等でインターネット上の人権侵害に

は何度も同じ質問があったかもしれませんが︑御

返す受刑者が増え︑刑務所を住まいとするようで

ついて被害の申告を受けた場合︑私どもでは被害

○政府参考人︵黒川弘務君︶ まず︑法務総合研

は︑国民の税金で犯罪者を快適な状況で養うとい

るというのも聞いております︒微罪で再犯を繰り

調査をいたしまして︑その結果︑名誉毀損︑プラ

究所の調査によりますと︑委員御指摘のＧＰＳを

うことにもなりかねません︒実際︑刑務所生活の

意見をお聞かせください︒

イバシー侵害等の人権侵害に該当すると認められ

含む位置情報確認制度につきましては︑イギリス︑

者に当該情報の削除依頼の方法を助言するほか︑

るときには︑法務局が当該情報の削除をプロバイ

その他の再犯防止施策として︑例えばイギリス

法務省の方針として︑施設内での処遇と社会で

方が楽で︑人を刺すためにためらいはなかったと

○田中茂君 また︑大臣の所信表明で﹁犯罪に戻

では複数の機関で性犯罪者及び暴力犯罪者に関す

の処遇を連携させ︑改善更生の見込みのある者は

フランス︑ドイツ︑スウェーデン︑アメリカ︑カ

らない・戻さない﹂宣言がなされ︑犯罪者となっ

る情報を共有し︑これらの犯歴を有する者を監督

早めに社会復帰を促す︑また大臣の所信表明では︑

ダー等に求めるなど︑適切な対応に努めていると

た人を責任ある社会の一員として再び受け入れる

する制度が運用されておりまして︑またカナダな

一たび犯罪や非行をした者を責任ある社会の一員

して︑強盗致傷などの罪で何度も逮捕されている

ことが自然にできる社会を目指し︑こうした者の

どでは犯罪者処遇プログラムとして薬物乱用処遇

として再び受け入れることが自然にできる社会を

ナダ︑韓国で運用されております︒

住居と就労の確保を中心に︑国が地方︑さらに地

プログラム︑性犯罪者処遇プログラムなどが運用

目指すと述べられておられます︒

ころでございます︒

域コミュニティー︑国民の皆さんと手を携えて共

されていると承知しております︒

人もいると聞いております︒

に歩む新たな時代の取組であるとしておられます︒
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しかし︑高齢者は再犯を繰り返し︑刑務所に戻

さい︒

考えていらっしゃるのか︑お考えをお聞かせくだ

法務省の方針の運用に当たって大臣はどのように

ないと︑そのように考えざるを得ません︒今後の

数に占める高齢受刑者の比率も増加をしていると

ございますので︑そういう意味で︑入所受刑者総

の二十年間ほぼ一貫して増加をしているところで

ざいまして︑実は高齢の受刑者数は残念ながらこ

今︑高齢の受刑者が増えているということでご

いくということが大事ではないかというふうに思

い︑そして戻さないと︑こういう趣旨を生かして

送っていただくことができ︑そして二度と戻らな

の確保に努め︑そして自立した生活をしっかりと

求人のマッチングというのも促進をしながら就労

これが密接に連携をし︑そして働く場所︑そして

応援してくださる協力雇用主の方々にも大きな協

○国務大臣︵上川陽子君︶ ただいま再犯防止に

いうところでございます︒また︑全体として見て

っております︒

たこれからもしっかりと取り組んでまいりたいと

ついて御質問をいただきまして︑さらに︑高齢化

も︑再入者の割合も高くなっているということで

こうしたことにつきまして︑さらにこうした制

力をいただきながら︑矯正施設とハローワーク︑

が進んでいるという実態につきましても︑御視察

ございます︒高齢受刑者の再犯防止という取組に

度につきましても御協力︑御理解をいただくこと

いうふうに思っているところでございます︒

をいただいた上での大変現実に即したお話をいた

つきましては︑大変重要で喫緊の課題であるとい

ができるように︑しっかりと取り組んでまいりた

りたがると︒これでは刑務所が抑止力になってい

だきました︒

うふうに認識をしているところでございます︒

刑務所出所者が犯罪を犯して再び刑務所に入所

いというふうに考えております︒

いということでございますので︑その結果︑再入

数が減少する中で再入者の減少率が相対的に小さ

でございますけれども︑刑務所に入所する者の総

と連携をして︑そして出所後速やかに社会福祉施

す地域生活定着支援センター︑そちらとしっかり

労働省の事業として都道府県が設置をしておりま

自立した生活ができない者に対しましては︑厚生

東日本の被災者である仮設住宅への入居も余儀な

納税者︑また︑いまだに二十二万人もいるという

せん︒ただ︑犯罪とは無縁に平穏に暮らしている

改善することが不要であるとは私も考えておりま

も関連法案が出ておりますので︑受刑者の処遇を

対策ということでございますけれども︑まず︑

者の割合というのが平成十六年以降上昇を続けて

設への入所でありますとか生活保護の受給などの

くされている方もいらっしゃいます︒このような

すると︑この再入者の数自体は実は減少をしてお

いる︑そして平成二十五年には約六割を占めてい

福祉サービスを受けることができるような︑必要

方々への対応にも力を入れることが必要な中で︑

○田中茂君 矯正施設内の医師不足で︑今国会に

ると︑これが実態でございます︒再入率を低下さ

な調整ということで︑これ特別調整ということで

そういう矯正施設における医師不足への対応につ

適当な帰り先がないというような高齢受刑者等で

せる︑そういう意味で︑再犯防止というのは非常

ございますが︑取り組んでいるところでございま

いて大臣も所信表明で述べられましたが︑そうい

ります︒そして︑入所者に占める割合ということ

に大事なことであるというふうに思っております︒

す︒

も大事ということでございまして︑そういう目標

事︑こうしたことを確保するということが何より

所者等を積極的に雇用していただく︑その更生を

な高齢の受刑者に対しましては︑前科を承知で出

また︑就労し︑自立した生活を送ることが可能

がむしろ急務であると私もそう思っておりますの

善よりも︑社会の一員として受け入れられること

う高齢受刑者に対しての矯正施設における待遇改

先ほど御指摘いただきました居場所︑そして仕

に向かってこの間︑取組を進めてきましたし︑ま
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で︑是非ともその点は︑高齢者に対する就労そし
て住まい︑その点を確実にやっていただきたいと︑
そう思っております︒

と︑様々な対策ということにつきまして︑法務省

におきましては入国管理というところについては

管理行政は最も重要な取組でございます︒
また︑世界各国の人々が入国︑出国する日本の

入国管理のところの方針でございますが︑問題

しっかりと取り組んでいかなければならないとい

世界中で国際テロが頻発しているという状況から

のない外国人の訪日に対しましては︑可能な限り

玄関口として︑その審査管理を法務省の重要な責

にします︒

も︑法務省所管の入国審査︑出国審査が︑安倍総

円滑な入国審査を行い︑観光立国の実現にしっか

うふうに思っております︒

○谷亮子君 谷亮子です︒

理が施政方針演説で宣言された︑世界一安心な国︑

りと尽くしてまいりたいというふうに思います︒

務として担っていただいております︒また︑現在︑

第三次安倍内閣におきまして法務大臣に再任さ

世界一安全な国日本をつくりますということ全て

時間が来ましたので︑私の質問はこれで終わり

れました上川大臣始め︑梨副大臣︑大政務官︑

ある外国人に対しましては︑厳格な入国審査の実

しかし︑一方で︑テロリストを始めとする問題の

そこで︑大臣所信にございましたグローバル化

施等によりまして治安の維持︑安全︑安心な日本

に直結していくことになります︒
の中の新たな課題に対応するという関連の中で︑

ということでございますので︑それを同時に達成

そして法務省の皆様︑引き続き︑改めましてよろ
三月十九日に行われました大臣所信では︑法務

現状を踏まえた上での今後における出入国審査管

しくお願いいたします︒
省所管の平成二十七年度一般会計予算額は七千三

とを心掛け︑入国審査に臨むということでござい

していくということが求められているというふう

○国務大臣︵上川陽子君︶ 先ほど委員から御指

ます︒

理につきましての御所見と方針をお伺いさせてい

摘をいただきました二〇二〇年でございます︒オ

これまで個人識別情報︑これを活用いたしまし

百七十四億八千七百万円となっておりまして︑前

本日は大臣所信に対する質疑ということでござ

リンピック・パラリンピック東京大会が開催され

て入国審査をしておりますし︑また事前の旅客情

に思っております︒円滑かつ厳格な審査というこ

いますので︑私は︑出入国審査管理等につきまし

るということでございまして︑訪日外国人旅行者

報に加えまして乗客の予約に関する記録︑ＰＮＲ

ただきます︒

て取り上げさせていただきたいと思います︒

数も二千万人の高みを目指してということで︑政

ということでそうした取得に万全を期し︑また自

年度の当初予算額と比較いたしますと七十六億二

平成二十七年度の出入国管理関係経費といたし

府一丸となって最高のおもてなしができるように

千五百万円の増額となっております︒

ましては四百六十九億三千三百万円が計上されて

動化ゲートなどの導入ということで実施してきた

段階的にやはり体制づくりということは必要であ

また︑二〇二〇年までということになりますと︑

ろでございます︒

る顔認証技術の活用も検討をしているというとこ

と︑そういう方針で臨んでいるところでございま
一方︑昨年の外国人の入国者数は一千四百十五

おりまして︑昨年よりも十七億二千八百万円の増
リンピック・パラリンピック東京大会が開催され

万人ということでございまして︑過去最高の記録

ところでございます︒現在︑自動化ゲートにおけ

る二〇二〇年には︑訪日外国人旅行者数二千万人

ということでございますので︑二〇二〇年までと

す︒

の達成と観光立国の実現をするためには︑治安の

いうこと︑あるいはそれ以降ということを考える

額となっておりますが︑政府が掲げておりますオ

確保という観点からも︑法務省所管の出入国審査

- 43 -

