山谷拉致問題担当大臣記者会見要旨
日時：平成26年12月24日（水）22:34～22:51
場所：中央合同庁舎第２号館16階第１会議室
１．発言要旨
ありがとうございます。
このたび、再度 、国家公安委 員会委員長、 拉致問題担当 大臣、海洋 政策・領土問 題担当
大臣、国土強靱化 担当大臣及び 内閣府特命担 当大臣（防災 担当）を拝 命いたしまし た山谷
えり子でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
総理からは、そ れぞれの担当 分野について ８点の御指示 がございま した。引き続 き全力
で取り組んでまいります。
国家公安委員会 委員長として は、９月３日 の就任以降、 全国の警察 職員と心を一 つにし
て各種治安対策に 取り組んでま いりました。 特に国民の日 常生活の安 全、安心に関 わりが
深い事件等への対 応、サイバー 空間の脅威へ の対処、暴力 団対策、危 険ドラッグ対 策、交
通事故対策、災害 ・テロ対策の 強化など引き 続き対策を講 ずべき課題 が山積してい ると認
識しております。 良好な治安は 国民生活の基 盤であること から、引き 続き治安の確 保に全
力で取り組んでまいります。
拉致問題につい てであります が、全ての拉 致被害者の一 刻も早い帰 国に向けて全 力を尽
くしてまいります 。また、帰国 された拉致被 害者の方々が 日本で安心 して生活でき るよう
必要な措置を着実に進めてまいります。
海洋政策につい てであります が、国境離島 の適切な保全 管理、海洋 資源開発や海 洋産業
の振興などの施策を推進し、海洋立国日本の実現に向けて全力で取り組 んでまいり ます。
また、領土・主 権対策につい ては、竹島の 領土問題及び 尖閣諸島を めぐる情勢に 関して、
外交政策等との整 合性を確保し つつ、我が国 の立場につい て正確な理 解が浸透して いくよ
う内外発信の強化に努めてまいります。
国土強靱化につ いてでありま すが、国土強 靱化基本計画 やアクショ ンプランに基 づき、
国、地方、民間が一体となって効率的かつ効果的な取組を進めてまいり ます。
防災についてで ありますが、 発災時の対応 に万全を期す とともに、 国連防災世界 会議の
開催、土砂災害対 策及び火山防 災対策の推進 、南海トラフ 地震及び首 都直下地震と いった
大規模災害に対す る防災、減災 対策の推進な ど、国民の生 命、財産を 守るために全 力で取
り組んでまいります。
死因究明の推進 についてであ りますが、本 年６月に閣議 決定された 死因究明等推 進計画
に基づき、死因究 明等の推進に 関する施策に ついて、関係 府省庁と連 携して引き続 きその
実施を推進してまいります。
安倍内閣の一員 として精いっ ぱい努めさせ ていただく所 存でござい ますので、何 とぞよ
ろしくお願いいたします。
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以上です。
２．質疑応答
（問）警察記者クラブ、共同通信の三井です。
私のほうから２問お尋ねいたします。
まず、国家公安 委員長になら れて、再任さ れて、改めて 特に取り組 んでいきたい 課題、
先ほども大臣、冒 頭おっしゃら れましたが、 特に取り組ん でいきたい 課題について 改めて
お聞かせください。それが１点。
２点目は拉致問 題についてお 尋ねします。 被害者の方や 被害者の家 族の方に思い をいた
すと、一日も早い 解決が望まれ ますが、なか なか日朝協議 が大きな進 展がない中で 実行が
できていないと思 います。政府 も速やかに報 告を北朝鮮に 求めている わけですが、 今後こ
の問題について具 体的にどう取 り組んでいか れるのか、大 変難しい状 況ですが、そ の点に
ついてお聞かせください。その２点です。
（答）引き続き、 政府の治安対 策の責任者で ある国家公安 委員会委員 長という重責 を担う
ことになりまして 、身の引き締 まる思いであ ります。安全 ・安心は国 民生活の基盤 となる
ものであります。 現在、我が国 の治安は、刑 法犯認知件数 等の指標が 改善する一方 で、サ
イバー犯罪、サイ バー攻撃、国 際テロ、組織 犯罪といった 重大な脅威 に直面してお ります。
このような情勢の 中で、まずは 国民の日常生 活の安全・安 心に関わり が深い事件等 への的
確な対応が重要と考えております。
特に高齢者等を 狙う特殊詐欺 については、 警察の総力を 挙げて取り 締まることは もとよ
り、あらゆる機会 を利用して予 防活動を推進 する必要があ るものと認 識しておりま す。ま
た、増加を続けて おりますスト ーカー事案や 、配偶者から の暴力事案 等の人身安全 関連事
案については、被 害者等の安全 確保が最優先 であり、警察 だけでなく 、関係機関、 団体等
と連携して、的確に対応する必要があると認識しております。
国民が警察に寄 せる期待とい うのは非常に 大きなものが あると考え ております。 治安の
維持は、国家社会 の最も基本的 なものであり ます。対策を 講ずべき課 題が山積して おり、
国家公安委員会に よる警察の管 理を確実に行 うことにより 、適切に対 応してまいり たいと
考えております。
拉致問題につい てであります けれども、御 質問のように 、被害者の こと、また家 族のこ
とを思いますと、 一日も早く救 出、帰国を果 たさなければ ならないと 思っておりま す。拉
致は我が国の主権 を侵害し、国 民の生命・身 体に危険を及 ぼす治安上 重大な問題で ありま
す。警察では、拉 致容疑事案と 判断された事 案はもちろん のこと、拉 致の可能性を 排除で
きない事案につい ても、その取 組を強化して 、事案の真相 解明に努め ているところ であり
ます。関係機関と 密接な連携を 図りつつ、警 察の総力を挙 げて全容解 明に努めるよ う警察
庁を督励してまいりたいと思います。
また、国連総会 で高いレベル の決議が採択 されたこと、 また、国連 の安保理（安 全保障
理事会）で議題と なって、議論 が始まったこ と等もござい ます。国際 社会が北朝鮮 の人権
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問題、拉致問題の 解決を、非常 に問題意識を 鋭く共有でき ているとい う状況の中で 、日朝
協議では早く報告 書を出しなさ いということ 、そしてまた 、関係国、 関係機関と密 接な連
携をしながら、北 朝鮮の人権問 題、拉致問題 の解決に向け て全力で取 り組んでいき たいと
考えています。
（問）ＮＨＫの藤井と申します。幹事社として３問聞かせてください。
１つ目なんです が、薬物対策 について質問 いたします。 危険ドラッ グの乱用者に よる事
件や事故が依然と して後を絶た ない現状であ りますが、薬 物対策につ いて今後どの ように
取り組まれるかお聞かせください。
（答）危険ドラッ グについては 、その影響に よると見られ る事件、事 故が後を絶ち ません。
依然として深刻な 問題でありま す。警察にお いては、販売 店舗の実態 把握やこれら に対す
る突き上げ捜査等 の徹底、危険 ドラッグの流 入防止に向け た関係国と の情報交換等 を実施
しております。
また、 厚生労 働省に おい ては、 今月17 日に施 行され た改正 医薬品 医療 機器等 法(医 薬品、
医療機器 等の品 質、 有効性 及び安 全性の 確保等 に関す る法 律)に 基づい て、立 入検査 、検
査命令等が実施されており、警察としても協力を行っているところであ ります。
引き続き、厚生 労働省麻薬取 締部、都道府 県衛生部局と の連携を密 にしまして、 危険ド
ラッグの危険性に ついての啓発 強化、そして 政府の緊急対 策に掲げら れた施策が効 果的に
推進されるように、警察を指導してまいりたいと考えております。
（問）続いてなん ですが、取調 べの録音・録 画や通信傍受 対象の拡大 、又は、司法 取引制
度の導入など、刑 事訴訟法の改 正案が来年の 通常国会に提 出される見 通しですけれ ども、
新たな制度に警察としてどのように対応していくのかお聞かせください 。
（答）録音・録画 制度について は、事件の立 証に有効な面 がある一方 で、被疑者か ら十分
な供述を得られな くなる等の問 題もあり、犯 人の検挙、事 件の解決を 責務とする警 察とし
ては、重い課題を背負うことになると認識しております。
警察では、引き 続き捜査への 支障に留意し つつ、一層積 極的な試行 に努めるとと もに、
取調べ技術の更なる向上などに取り組んでいるところと承知しておりま す。
他方、通信傍受 の見直しや、 いわゆる司法 取引制度の導 入について は、実際の運 用をみ
る必要はあります が、振り込め 詐欺や暴力団 犯罪など、悪 質、巧妙化 する組織犯罪 等の脅
威から国民の安全・安心な生活を守り抜くために有用であると認識して おります。
刑事司法制度の あり方は、国 民の安全・安 心を確保する 上で極めて 重要な課題で ありま
して、私といたし ましても、世 界一安全な国 日本を目指し て努めてま いりたいと考 えてお
ります。
（問）最後に災害 対策について お伺いします 。今年は、広 島の土砂災 害、御嶽山の 噴火、
長野県北部の地震 など、多くの 災害が発生ま したが、今後 、災害対策 にどのように 当たっ
ていきたいかお聞かせください。
（答）広島の土砂 災害や御嶽山 の噴火等の災 害により亡く なられた方 々に深く哀悼 の意を
表するとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます 。
警察では東日本 大震災を始め とする各種災 害への対応を 通じて得ら れた教訓を踏 まえ、
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大規模災害発生時 に被災地に派 遣される広域 緊急援助隊等 による実践 的な災害警備 訓練の
実施や装備資機材の整備等により、災害対処能力の向上に務めてきたと ころであり ます。
今後とも自治体 、消防、自衛 隊等、関係機 関との更なる 連携の強化 や、災害警備 訓練施
設の整備等の取組 を通じ、警察 として大規模 災害に迅速か つ的確に対 応できる体制 の確立
を図るように督励してまいります。
（問）ＮＨＫの川 田です。重複 する部分があ りますが、拉 致問題につ いてお伺いし ます。
これまでの安倍内 閣では拉致問 題が最重要課 題、最優先課 題となって おりましたけ れども、
第３次安倍内閣に なっても引き 続きこの認識 でよろしかっ たでしょう か。改めての 確認と、
また、拉致被害者 の家族の方々 は集会を開く とき、今年に は結論をと 、解決をとい うこと
を訴えてこれまで こられたわけ です。今年 も 2014 年はも う終わろう としています 。第１
回目の報告は北朝 鮮側からは、 菅官房長官は 、常識的には 年内という ことを言って おりま
したけれども、こ れももう年末 になっており ます。改めて 第１回の報 告というのは まだス
ケジュール感が来 ていないかど うかというこ とと、今後政 府としてど のように取り 組んで
いくか、改めてお聞かせ願います。
（答）１日も早い 拉致被害者全 員の救出に向 けて全力で取 り組んでま いらなければ ならな
いと思っておりまして、今の状態は慙愧(ざんき)に堪えません。
拉致問題が最重 要課題である という安倍内 閣の方針は第 ３次安倍内 閣においても 全く変
わることはござい ません。被害 者、そして家 族のことを思 い、全力で 取り組んでま いりた
いと考えております。
（問）共同通信の 奥田と申しま す。先ほど、 国家公安委員 長の立場か らお答えいた だきま
したが、防災対策 について、火 山の防災対策 及び広島土砂 災害を受け まして土砂災 害につ
いても中央防災会 議の下部組織 のワーキング ・グループも できており ます。今後、 この２
つの対策をどのように進めていくのかお聞かせください。
（答）中央防災会 議の下に土砂 災害と、そし て火山噴火の ワーキング ・グループが 活動を
始めておりまして 、火山噴火に 関しましては 年度末を、そ して、また 土砂災害に関 しまし
ては夏までをめど にきちんと取 りまとめを行 い、政策ある いは予算付 けに生かして いきた
いと思っております。
本日の閣議でも 暮らしの安心 ということを 基本方針とし ております ので、力を入 れて事
前防災、被害の最小化ということを考えていきたいと思っております。
（以
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上）

