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りまして、その対象というのは性質上占有の取得

個別にわたる事柄につきましては、お答えする

那谷屋正義でございます。今日は短い時間でござ

他方で、犯罪捜査ということで少し付言させて

す。

対象とはならないと考えられるところでございま

物を予定している刑事訴訟法の押収のそのものの

ありまして、有体物ではございませんので、有体

わゆる仮想通貨それ自体は財産的価値そのもので

えた物件は本人に返すのではなく、検察官に引き

まして、検察官に告発を行う場合には、差し押さ

されてございますが、同じく国税通則法に基づき

その返還を受けるべき者にこれを還付することと

に基づきまして、留置の必要がなくなったときは

件は、法令、これ国税通則法になりますが、これ

なお、一般論で申し上げますと、差押えした物

うわけであります。

ものを鶴の一声でお願いをしたいというふうに思

多々ある中で、まず最初に、多くのみんなが望む

思いますけれども、残念ながらそうじゃない面も

これはいい意味というのが一般的だというふうに

まず、鶴の一声なんという言葉がございます。

いますが、よろしくお願いをしたいというふうに

いただきますと、仮想通貨を利用した犯罪の捜査

継がなければならないとされているところでござ

理は全国一斉休校ということで学校の休校の要請

ことは差し控えさせていただきます。

として証拠を収集して保全するという観点からい
います。

をされました。この是非については今日は議論を

が可能な有体物に限られております。お尋ねのい

いますと、通常は、仮想通貨自体の押収をしなく

○浜田聡君 以上です。ありがとうございました。

しないで、別途またやらせていただきたいという

思います。

ても、その保有とか取引に係る履歴、記録を取得

○委員長（中西祐介君） 速記を止めてください。

何についてかといいますと、二月二十七日に総

することによってその目的を達することができる

ふうに思いますけれども、学校現場では今まさに

来年度計画というのを、もうほぼ詰まってきては

〔速記中止〕
○委員長（中西祐介君） 速記を起こしてくださ

のが通常ではないかと認識をしているところでご
ざいます。

るところであります。特に、修学旅行というもの

いるんですけれども、詳細にわたって今やってい
─────────────

についてどうするかということについて大変悩ま

い。

時間少ないですが、最後の質問になります。

○委員長（中西祐介君） この際、委員の異動に

○浜田聡君 ありがとうございます。
脱税事件で処分を受けた方が国税局に押収され

ころもありますが、この修学旅行というのは子供

れております。既に中止を決定をしてしまったと
本日、林芳正君が委員を辞任され、その補欠と

ついて御報告をいたします。

た物品が返ってこないという事例を聞いておりま
す。押収されてから二年以上たちますが、国税局

リンピックも大変大きな行事でありますけれども、

たちにとって大変大きな行事であります。東京オ
─────────────

子供たちにとってはそれ以上に修学旅行に対する

して高橋はるみ君が選任をされました。

検察はすぐに返還に応じてくれたのに対する国税

○委員長（中西祐介君） これより内閣総理大臣

は返還に応じてくれないという訴えです。一方、
局への不満となります。返還に応じない理由を国

思いというのは大きいというのが私が現場にいた

めておりました。

ときからの印象というか、そういうふうに受け止

に対する質疑を行います。
○那谷屋正義君 立憲・国民．新緑風会・社民の

質疑のある方は順次御発言願います。

税庁に御説明いただければと思います。
○政府参考人（田島淳志君） お答え申し上げま
す。
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ことでありますけれども、延期等において考えら

ろと負担が大きく掛かったところについて、負担

是非、総理大臣に、この分については、いろい

ように質問をされました。そのときには、文科副

方での委嘱審査の中でも、同僚の水岡議員が同じ

○那谷屋正義君 予算委員会の文教科学委員会の

しっかりと考えろということでございます。文部

れることということでいえば、例えば春を秋に延

増の分について、国でしっかりと面倒を見ていた

大臣が答えられたのは、とにかく中止はやめてく

費用が掛かってくるというふうなことで、現場で

期をする。すると、秋は大変な旅行シーズンにな

だけるという御決意をいただけたらというふうに

ださいと、取りあえず延期をしてくださいと、そ

春に予定していた学校は、このままでいくと、

りまして、ここで例えば航空機を利用する、修学
思っております。

して今そのことによってどういう状況が起こるの

科学省と観光庁において対応策を検討させたいと、

旅行で航空機を利用するとなると、ここに差額と

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 修学旅行につい

か、調査そして検討すると、こういうふうに言わ

は今本当に苦労されているわけでありますけれど

いいますか、いわゆる余分に費用が掛かってしま

ては、那谷屋先生が御指摘になったように、学校

れています。

御案内のように多分難しい状況になります。それ

うという状況が生まれてきます。

における教育活動として重要な役割を担うもので

検討というといろんな道がありますので、是非

このように思います。

この費用をどうしたものかというふうなことを

ございますし、子供たちにとっては大切な経験、

前向きに、そういったところについては安心して

も。

考えたときに、各学校の校長先生たちが大いに悩

そして本当に貴重な経験であり、思い出となるも

延期ができるような、そういうふうな言葉をもう

が中止なのか、あるいは延期なのかというふうな

まれる。といいますのは、修学旅行費だけを積み

のであろうと、こう考えております。ですから、

一言いただけませんでしょうか。

立てるのでも相当苦労されるわけでありますから、

単に中止するのではなく、当面延期するなどの工
また、現在実施をしている集中ヒアリングにつ

ります。

そういう意味では、このコロナによって、新型コ
得ないというふうになって、そこに生まれてくる

きましても、昨日お伺いをいたしました観光業界

○那谷屋正義君 これは相手が目に見えない新型

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 安心していただ

新たなその負担、あるいは、例えば、具体的に言

からも修学旅行に関連した要望が出されておりま

コロナウイルスということで、先行きは見えない

夫をしていただきたいと考えております。

いますと、子供たちが現地に行って、それぞれグ

した。是非実施をしていただきたい、あるいは延

わけですけれども、今総理から、現場の校長先生

ロナによってこういうふうな形で延期をせざるを

ループごとに分かれて見学をしますけれども、ジ

期をするのであれば時期をうまくずらしていただ

けるような検討をしていきたいと、こう思ってお

ャンボタクシーなんというのを予約すると一遍に

を始め教育関係者、保護者、子供たちが聞いたら
今回の要請に関わり、あるいはまた新型コロナ

きたい等々の要望もあったわけでございます。

タクシーの予約が今もう既に満タンだそうであり

ウイルスの感染が拡大することに鑑み、延期をす

それでは、鶴の一声の困った部分ということで

は何人も乗れるわけですけれども、このジャンボ
ます。したがって、それを普通のタクシーに分乗

ることによって様々な負担が掛かるわけでござい

ございますけれども、これ私ずっと思っていたん

大変喜ばしい話だったというふうに思いますので、

しなきゃいけない。一台で済むものが二台あるい

まして、那谷屋委員からはそういう負担に対して

ありがとうございました。

は三台というふうになると、ここにもまた余分な
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会議員も辞めるということははっきり申し上げて

まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国

すよ。私や妻が関係していたということになれば、

二〇一七年の二月十七日の総理の発言だったんで

のいろんなものを見ますと、やはり二月十七日、

そして、その改ざんに至るまでの経緯を、当時

かということであります。

ぜそこで改ざんが行われなければならなかったの

されていますけれども、やっぱり大事なのは、な

書の改ざんが行われたことだというふうな受取を

財務大臣を始め認識されているのは、ここで公文

たかというのは、この間、政府の皆さんは、麻生

の森友事件、森友関連について何が一番問題だっ

ですけれども、二年前からもそうであります、こ

方というかほとんどの方が、こんな発言したから

総理の発言ということ、これはもう日本の多くの

たかといったときに、今申し上げましたように、

て、まずなぜそういうふうな改ざん問題が行われ

も答弁をされていましたけれども、そうではなく

ていないというふうなことで昨日の予算委員会で

にもそのことが書かれていたのかというと書かれ

かったのか。ただただ、手記にも、あるいは遺書

ところを解明していかなければならない話ではな

て麻生財務大臣を中心として、本来ならばそこの

うところの解明も、やはり当事者である総理そし

そんなことがされなければならなかったのかとい

すけれども、それが全てではなくて、やはりなぜ

改ざん問題というのも大変重要な問題でありま

ものと承知をしておりますが、もとより改ざんは

また、捜査当局による捜査も行われた、行われた

的に調査をし、明らかにしたところでありまして、

財務省においては、麻生大臣の下で事実を徹底

のように思います。

ございます。改めて御冥福をお祈りしたいと、こ

は痛ましい出来事であり、本当に胸が痛む思いで

精励をした、していた方が自ら命を絶たれたこと

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 真面目に職務に

うんですけれども、いかがでしょうか。

ぎたんだなという認識を持っていただきたいと思

少し御自分でその認識を、これはちょっと言い過

をされたということについて、私は、やはりもう

ですから、ここでの答弁の中でそのように発言

うふうなことを言うつもりで聞いたわけではない、

別にこの森友関係の全ての責任を総理にあるとい

福島議員が聞かれていたわけですけれども、彼は

は要請じゃないんです。もうほぼほぼ命令になっ

斉休業を要請するというふうに言われても、これ

理の発言一言一言というのは大変重い。学校の一

ですから、私が今ここで申し上げたいのは、総

ますが、今回の決裁文書の改ざんなどについては、

あると、こう私も認識をしているところでござい

理大臣としての発言というのは大変重たいもので

確かに、那谷屋委員がおっしゃったように、総

あってはならず、今後二度とこうしたことのない

ない。とにかく、まず、総理もそのときに答えら

ちゃうんですよ。だから、多くのほとんどのとこ

平成三十年六月に公表された財務省の調査報告書

これは大変になっちゃったねというふうに思われ

れているように、初めてそのことを知ったという

ろが一斉休業にした。まだコロナウイルス感染者

において、平成二十九年二月以降の国会審議にお

おきたい、これ二度も答弁されているんです。し

ふうなお話でありましたから、そういう意味では、

がいない都道府県においても一応それをやるなん

いて森友学園案件が大きく取り上げる中で、更な

よう、再発防止を徹底していくものと考えており

ここで、ここの答弁で、この問いの答弁で総理の

というところが相当出てきていたわけでありまし

る質問につながる材料を極力少なくすることが主

ているんだというふうに思うんですよ。

進退問題まで答弁をするということは、さすがに

て、そういう意味では、非常に総理の発言が影響

たる目的だったとする報告がなされたと承知をし

かも、聞いた側は、これは当時民主党だったかな、

大きな影響があったのではないかというふうに私

力が大きいわけであります。

ます。

は思うところであります。
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そのときに、私だったら、あの質問に対して、

なきゃいけないと思うんです、当事者としても。

うふうに考えたのかというところをやはり推察し

で長く審議されるということに対してまずいとい

○那谷屋正義君 じゃ、なぜこの問題が国会の中

うに考えているところでございます。

ると承知をしておりますが、政府としてはこのよ

ったとは考えておりませんとの答弁がなされてい

務大臣から、総理答弁が問題行為のきっかけにな

ておりまして、また、この点については、麻生財

が行われている。

の年度末の大変重要な時期にそういうふうなこと

いうふうな思いの中で一斉休業というふうな、こ

あったらば大変なことになるというふうな、そう

しそれに反抗して学校を開いて、もし万が一何か

われたために、やはりこれはせにゃならぬと、も

ゃならないという話ではありませんが、総理が言

校一斉休業の要請、要請ですから必ずそうしなき

○那谷屋正義君 冒頭申し上げましたように、学

考えております。

ますが、こういうことであったというふうに私も

あるいはその前にもずっとこの間議論がされてい

この財務委員会でも議論になりましたけれども、

なんですよ。それが昨日の予算委員会も含めて、

ふうに本当に言い捨てていいんですかということ

と、あとは理財局長の責任で勝手な判断だという

ことがあの佐川理財局長にそういう決断をさせた

に譲るとして、総理があそこで進退問題を言った

いるとか関わっていないという問題は別途の議論

これは、森友の問題に安倍総理が全て関わって

と私は思っているんですよ。

ますが、だけど、進退問題を言ったことが全てだ

あの福島さんの質問に対してですね、とにかく今

せん、もう一度お願いします。

うこと、これに気付かれているかどうか、済みま

よ、この問題は。そこに一番端を発しているとい

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 那谷屋委員がお

うでしょうか。

してその辺のところを振り返っていただいて、ど

度その辺について、政府としてじゃなくて総理と

麻生大臣がよく言われます、いわゆる風土を直す

そのためには省の体質を直すというのを、これは

は、これからこういうことがあってはならない、

それも大事なことです。しかし、もっと大事なの

ないんだろうと。確かに、哀悼の意を込められた、

ます。

○内閣総理大臣（安倍晋三君） この財務省につ

っしゃったように、その質問に対して、全く私に

というふうに言われている。それはもう当然のこ

そこから考えると、総理の言葉が重いというふ

いて聞き取り調査等も徹底的に行った結果が、言

は身に覚えのない話でございましたし、その話は

とでありますけれども、しかし、風土を直そうと

初めて知った話なので、それについてはよく調べ

わば改ざんなどについては、先ほど申し上げたと

まさにそこで初めて聞いたような話でございまし

思ってそれぞれの公務員の皆さんが努力をしよう

人として、そのことでもう今、人が、命、亡く

おりでございまして、国会審議において案件が大

たから、これをいかに、全く関わりがないという

とした瞬間に、また総理がええっと思うような発

うに今御自分で言われましたけれども、ここで進

きく取り上げる中で、更なる質問につながる材料

ことを含めて、私の政治信条と絡めて、そういう

言がされた場合には、ひょっとしてそれが崩れな

てからお話をします程度にとどめて、本人の、御

を極力少なくすることが主たる目的だったとする

決意も含めてお答えをさせていただいたところで

いとも限らない。だから、今後のことを考えて、

なっているんですから、何で亡くならなきゃなら

報告がなされているということでございまして、

ございます。

絶対にないようにしたいという決意は分かります

退問題まで言う必要があったんですかね。もう一

政府としてはこのように考えているということで

○那谷屋正義君 それもよく分かります。分かり

自分の進退問題まで触れる必要は全くないんです

ございまして、繰り返しになり大変恐縮でござい
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ておきましたので、総理にも同じことをお伝えを

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 先ほども申し上

っしゃっていただきたいと思います。

どうぞ、この場を通じて赤木さんの奥様に一言お

いるはずですが、この経済班は今どういう動きを

昨年の秋に国家安全保障局に経済班が設けられて

況は御承知のとおりでございます。こういう中で、

今、新型コロナウイルス感染症の影響で、経済状

赤木さんも、この委員会を中心にした国会対応

に向けて、いわゆる景気状況について非常にいい

げたところでございますが、大変真面目に職務に

しているんでしょうか。

けれども、具体的にどうするか、まず総理自身が

しておきたいと思います。

ものになってきているというような、当初、厚労

精励をしておられた方がその命を絶たれた、大変

○内閣総理大臣（安倍晋三君） 経済班について

に言わば力を注がれたお一人なわけであります。

省からの資料が出されました。しかし、それはそ

痛ましい出来事であったと思いますし、奥様にと

でありますが、これまで八回にわたる国家安全保

自覚を持っていただかなければ、この問題は私は

うではなくて、自分たちの都合のいいものだけ出

っても、愛する方がああいう形で自らの命を絶た

障会議において、我が国国内への、これはコロナ

経済についてちょっとお伺いをしたいんですが、

したものであって、そうじゃないものについては

れた、本当に大変な思いをされたんだろうなと、

ウイルスに関してでございますが、我が国国内へ

その奥様がコメントも発表しておられますので、

全く出していなかったという問題で、これまた国

改めてお見舞いを申し上げたいと、こう思う次第

の感染者の流入及び国内での感染拡大を防止する

解決しないと思うんですよ。

会が大紛糾、大混乱に陥ったわけであります。

でございます。また、お悔やみを申し上げたいと

ため、まだ前例のない機動的な水際対策措置につ

昨年のいろんな、通常国会の中で、消費税増税

ことに……

思うところでございます。

これは、消費税の問題が総理だけの責任という
○委員長（中西祐介君） 質疑の終了時間が過ぎ

と思います。

平からも、森友に関して一つだけお伺いをしたい

○大塚耕平君 那谷屋委員に続いて、私、大塚耕

て、質問を終わらせていただきます。

ればこの問題は解決しないということを申し上げ

いずれにしても、総理に御自覚をいただかなけ

財務省は大変重要な役所であるので、財務省の士

○大塚耕平君 あわせて、先ほどは財務大臣にも、

総理大臣として大変申し訳ない思いでございます。

意味では、ああした結果となったことについては

お気持ちは察するところでございます。そういう

っておられるだろうと、このように思いますし、

我々のこうした答弁について様々なお気持ちを持

場は今まで申し上げているとおりでございますが、

今後も、四月に発足予定の国家安全保障局経済

す。

一体となって幅広い視野から検討を行っておりま

すが、国家安全保障局が中心となり、関係省庁と

よく見極める必要があります。詳細は差し控えま

ら我が国の経済及び安全保障全般にわたる影響を

ノロジーや原油価格の動向など、多面的な観点か

甚大な影響をもたらしておりますが、バイオテク

新型コロナウイルス感染症の拡大は世界経済に

いて決定をしてきたところであります。

赤木さんが自ら命を絶たれたことと国会での動

気が下がらないように、そして、財務省が組織と

班には、引き続き、世界的な感染症の影響拡大に

いずれにいたしましても、今の政府としての立

きの因果関係については、今、那谷屋さんがおっ

して国民の皆さんに信頼されるような展開になる

よる世界経済やパワーバランスへの影響など、重

ておりますので、おまとめをお願いします。

しゃったとおりだと思います。私から今日総理に

ように御尽力いただきたいということを申し上げ

○那谷屋正義君 はい、済みません。

一言御発言いただきたいのは一点だけです。
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