
国会議員各位への公開質問状（回答）

６．その他　(その理由や説明をお書きください)　（５５名） 令和３年６月２３日更新

国会議員 選挙区 所属 自民党 派閥 議員名 ふりがな 内容・説明

衆議院議員 比例東京 自民 細田派 安藤高夫 あんどうたかお
報道等により中国国内で多数の人権侵害があるように見知ってはいるが、現時点ではそ
れがジェノサイドと断言できるほどの情報、知識はないので、今後も注意深く見守って
いきたい。

衆議院議員 京都6区 自民 麻生派 安藤裕 あんどうひろし

アンケートについてお返信をさせて頂きますが、このような形で国会議員を選別するア
ンケートというのはどうしても一概にお答えすることが難しいと思います。こうした中
国の人権侵害に無関心ではありませんが、お返ししないことが「黙認」ととらえられ、
公表という手法をとられると、少し戸惑いを覚えます。以上の件は、本人にも確認・共
有しており、アンケートの内容と少し趣旨が違いますので、こちらに書かせていただき
ました。何卒ご了承下さい。（秘書）

衆議院議員 福井1区 自民 細田派 稲田朋美 いなだともみ
ジェノサイドを行っている可能性が極めて高いと考える。しかし、それを認定する立場
にはない。

衆議院議員 京都1区 自民 二階派 伊吹文明 いぶきぶんめい
１か３だと思うが、実態の確認や双方の責任者の意見が十分でない私には無責任な返答
は出来ない。報道の限りでは、日本国憲法下ではありえないことだと思う。

衆議院議員 東京23区 自民 二階派 小倉將信 おぐらまさのぶ

基本的人権や民主主義の尊重は普遍的な価値であり、我が国も国際社会と連携してそれ
らを揺るがしかねない行為は是正すべきと思います。私もウイグルや南モンゴルの状況
を大変憂慮しており、人権外交を超党派で考える議員連盟等に所属し活動しているとこ
ろです。

衆議院議員 長崎2区 自民 細田派 加藤寛治 かとうかんじ
自民党外交部会において、事実関係を調査、対応方針を検討中であります。方針が決定
次第、それに沿った対応をいたします。

衆議院議員 比例北関東 自民 無派閥 神田裕 かんだゆたか
国内外で様々な見解があることは承知している。事実関係が明白でない中での判断はで
きないと思っている。

衆議院議員 熊本1区 自民 竹下派 木原稔 きはらみのる
「ジェノサイド」と認めうる。ジェノサイド条約に批准していない日本（特に政府関係
者）は、「ジェノサイド」と表現する資格がない。

衆議院議員 愛知1区 自民 無派閥 熊田裕通 くまだひろみち

現在、総務副大臣として政府の一員であるため、外交的影響も鑑みて断定的な判断は致
しかねる立場にあります。その上で私も新彊ウイグル地区における中国の人権侵害にあ
たる様々な報道は承知しており、重大な懸念と関心をもって注視しています。
基本的人権の尊重は最も重要であり、中国政府はこの件での各国の懸念を真摯に受け止
め、中立的な調査団の受け入れ等、透明性のある説明をすることが必要と考えます。

衆議院議員 群馬3区 自民 竹下派 笹川博義 ささがわひろよし
新疆ウイグル自治区の人権状況について非常に深刻と強い懸念を持っております。中国
政府は透明性ある説明責任を果たすことを求める。

衆議院議員 埼玉8区 自民 細田派 柴山昌彦 しばやままさひこ より詳細に調査すべき。

自由民主党（４４名）
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衆議院議員 東京11区 自民 細田派 下村博文 しもむらはくぶん
新疆ウイグル、香港、チベット等における人権侵害の状況は極めて深刻と懸念してお
り、日本政府は、国際社会とともに中国政府に対し、強く改善を迫るべきと考える。

衆議院議員 茨城1区 自民 石破派 田所嘉德 たどころよしのり

現在党内でも議論中ですが、ウイグル自治区の人権状況につきましては、深刻な懸念を
持っております。その中で、我が国を含めまして、その表現の仕方が異なるとしても、
国際社会が緊密に連携して、中国側に強く働きかけていくことが重要であると考えてい
ます。

衆議院議員 長崎3区 自民 細田派 谷川弥一 たにがわやいち 多数の人権侵害や弾圧はいかなる理由であっても許されることではないと思います。

衆議院議員 比例北関東 自民 麻生派 永岡桂子 ながおかけいこ
様々な証言や報告により、人権状況に懸念があることは間違いなく、改善に向けた働き
かけが必要。ジェノサイドが行われているのかどうか、実際の状況を中立的な組織が速
やかに調査すべき。

衆議院議員 比例北関東 自民 二階派 中曽根康隆 なかそねやすたか 党で議論を重ねているので、推移を見守る。

衆議院議員 比例北関東 自民 細田派 中根一幸 なかねかずゆき ジェノサイドを行っている可能性が高いため。

衆議院議員 石川3区 自民 岸田派 西田昭二 にしだしょうじ

これまでの国際情勢等をめぐる報道からも、人権侵害や弾圧について深刻な懸念を抱か
ざるを得ない状況であること。また、米国や欧州等で中国政府によるジェノサイドにつ
いて認めるという報道があることも承知しております。また、我が国において現在、超
党派の勉強会や委員会等でも議論が重ねられておりますが、ジェノサイド条約に批准し
ていない現時点において「ジェノサイド」という表現を使用することが適切であるかの
判断ができない。

衆議院議員 沖縄4区 自民 竹下派 西銘恒三郎 にしめこうざぶろう 私個人としては、ニュース番組を見るだけで由々しい問題であり、緊急事態と考える。

衆議院議員 岐阜1区 自民 無派閥 野田聖子 のだせいこ
新疆ウイグル自治区の人権状況については、深刻に懸念しています。国際社会と連携し
て働きかけていくことが重要です。

衆議院議員 熊本2区 自民 石原派 野田毅 のだたけし

衆議院議員 東京24区 自民 細田派 萩生田光一 はぎうだこういち

まず、現在政府の一員であるため、断定的なことは言えないことは御理解ください。私
も新疆ウイグル自治区の状況について深刻に懸念をしております。言うまでもなく人権
侵害は決して許されないことであり、ましてや同盟国をはじめ、ジェノサイドであると
世界から声が上がっている状況について中国政府は透明性をもって状況をしっかり説明
し、改善する必要がありますという旨を国会でも答弁を行ってきました。政府としても
引き続き中国に強く働きかけていきます。

衆議院議員 千葉12区 自民 無派閥 浜田靖一 はまだやすかず ジェノサイドと認めるが今後更なる確認をしたい。

衆議院議員 東京17区 自民 二階派 平沢勝栄 ひらさわかつえい
政府の一員なので返答は差し控えさせて頂きます。（但し、深刻な人権侵害や弾圧など
が行われていることは確実と思います。）
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衆議院議員 福岡7区 自民 岸田派 藤丸敏 ふじまるさとし それが本当なら大変なことです。許せることではない！

衆議院議員 比例北海道 自民 麻生派 船橋利実 ふなはしとしみつ
大変申し訳ございませんが、現在 政府の立場にあり、個人の見解は控えさせていただ
きます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

衆議院議員 岐阜5区 自民 無派閥 古屋圭司 ふるやけいじ

ジェノサイドであることは、現地から伝えられる数多くの映像や証言など、客観的事実
からも明らかである。しかし、立法府に身を置く国会議員としては、ジェノサイドと認
めるだけでは、その責任を果たしているとは言い難い。そこで、私が会長を務めるウイ
グル議員連盟をはじめ、チベット議連、南モンゴル議連、JPAC議連を全て超党派とし、
まずは国会決議を目指す。その上で、必要な法整備を進めていきたい。日米首脳階段の
共同声明でも深刻な懸念が共有されており、今こそ、具体的行動を進めたい。

衆議院議員 比例北関東 自民 無派閥 牧原秀樹 まきはらひでき あると思っていますが、証拠を見ていないので教えてください。

衆議院議員 比例南関東 自民 無派閥 三谷英弘 みたにひでひろ
現在、政務官として政府内での役職についておりますので、個人的な見解を述べること
は控えさせて頂きます。御理解賜れますと幸いです。

衆議院議員 福岡9区 自民 竹下派 三原朝彦 みはらあさひこ

中国政府の少数民族に対する苛斂誅求（かれんちゅうきゅう）は絶対に許されません。
「ジェノサイド」を聞くとアウシュヴィッツを思い出し、この言葉の定義が明確ではな
い（私の意識の中では）ので、ジェノサイド」を使用するのに判断が未だ決められずに
います。

衆議院議員 埼玉1区 自民 岸田派 村井英樹 むらいひでき

まず、私個人としてウイグル・チベットの人権状況は大きな懸念を有しており、中国政
府は国際社会の声に耳を傾け、この情報公開を進め、改善すべきと強く考えます。日本
政府としても、必要な対応を果断にとり、国際社会と連携して本件の解決に努めるべき
です。この点は明確にさせていただきたいと思います。そのうえで、「ジェノサイド」
の認定に関しましては、国際法上の人道に対する罪であることを踏まえ、客観的で明確
なエビデンス・基準、そしてこれらについての議論に基づくことが不可欠です。残念な
がら、我が国では、このことに関し、インテリジェンス情報を含め、必要な情報の把
握、少なくとも、国会議員への開示が行われておりません。また、ジェノサイドの基準
やこれに関する議論についても、低調です。こうした状況の中で、ひとりの国会議員の
立場で、「ジェノサイド」認定に関して、結論を出せるほどの材料がありません。必要
な情報を取得、開示し、国会、そして国家として立場を決定すべきであり、現時点で、
個人的な立場を申し上げる段階にないことをご理解ください。

衆議院議員 神奈川18区 自民 麻生派 山際大志郎 やまぎわだいしろう 進め方が良いと思えない。

衆議院議員 東京5区 自民 竹下派 若宮健嗣 わかみやけんじ
深刻な事態と受け止めており、安易に結論を出すべきではないと考えている。議員とし
て、今後の議会対応含めて責任をもって結果を示していく。
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参議院議員 比例 自民 岸田派 足立敏之 あだちとしゆき 党において議論が行われていると聞いている。その推移を見守ってまいりたい。

参議院議員 比例 自民 麻生派 有村治子 ありむらはるこ

深刻な人権蹂躍や「民族浄化」が行われており、その証言が次々になされていることに
対し、人道上、倫理上も、また民主主義国家の一員としても危機感を持っています。国
際的な定義を踏まえ、ジェノサイド（大量虐殺）という用語を、外務省がどう定義する
のか。明確な見解を早急に示し、「ジェノサイド」という言葉の意味するところの国民
的理解を共通のものにして、正々堂々と本題を論じ主体的な発信をすることが必要だと
考えます。

以下、質問状内容の不適切な箇所に対する意見も合わせて所見を述べる。

<質問状の不適切な箇所について〉

①『強制収容所への収容や虐殺、臓器売買、洗脳教育、民族語の使用禁止、ウイグル人
女性に対する集団レイプ、ウイグル人の子供を作らせないための強制赴任手術等・・・
（中略）が実施されています。』とあるが、これらは一部の国やシンクタンク等による
発表であり、客観的証拠を伴った全容解明は尽くされていない点には留意する必要があ
る。（実際に証言者などが出てきていており深刻に懸念しているが、更なる決定的な証
拠を掴み国際社会の下に晒して糾弾しないと、中国政府の対応に変更を加えることは困
難。）

②『欧州各国やカナダ等の自由民主主義諸国でも認定や抗議の声を上げております。』
とあるが、事実としてジェノサイド認定を政府として行っているのは米国のみである。
英国においては、下院外交委員長からの「中国の政策がジェノサイドを構成するか認定
する正式な手続きを開始すべき」との書簡に対して政府は「ジェノサイドの認定は、政
府や非司法機関ではなく、権限ある裁判所によってのみ行われるべき」との立場を維持
すると回答。カナダにおいては、下院議会において「中国政府の対応をジェノサイドと
認めることを政府に求める」野党の動議が可決されたことを受け、カナダ外相は「独立
した国際機関によって信頼のおける調査が行われていくことを求めていく」と回答。オ
ランダにおいては、下院外交委員会が「中国におけるウイグル人の扱いをジェノサイド
と表明する動議」を採択するに先立ち、オランダ外相は「政府は、ジェノサイドの認定
に当たり、国際法廷及び国際刑事法定の判決、学術的調査による明白な結論、及び国連
による認定をガイドラインとする。現状、これに該当しない」と回答。

③『我が国の政府、外務省は、中国のこれらの人権弾圧と虐殺をジェノサイドとは言え
ないと、認定を拒否しております。』とあるが、まったくの事実誤認。本年1月26日に
行われた自民党部会での外務省員による発言を取り上げたものと思われるが、出席者か
らの「日本政府としての中国政府のかかる対応をジェノサイドにあたると認識している
か」との問いに、「そういった表現は用いていないが、懸念を持っている」と回答し、
『日本政府として、現状ジェノサイド認定はしていない』ことの事実を述べたものであ
る。政府や外務省が中国政府のかかる対応を許容しているのでは全くない。

以上のことを踏まえた上で、個人的見解を述べる。

うとたかし参議院議員 比例 自民 竹下派 宇都隆史
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<個人的見解〉

第一に、ジェノサイドという犯罪行為にあたるかどうかは、個人が判断すべきものでは
ないと考える。よって設問自体が正しくない。原則として、ジェノサイドが行われたか
どうかの判断は、その権限がある司法機関においてなされるべきである。

第二に、犯罪行為を認定する以上、明白な論拠や証拠が必要であり、まずは事実と全容
を解明するため、中国に「国連などの国際機関または第三国による透明性のある査察」
を受け入れさせるべく国際的圧力をかけるべきである。

第三に、日本にはいわゆるマグニツキー法の様な人権を理由とした制裁法は存在しない
が、外為法（経産省及び財務省の所管）要件に合致する場合には、同法に基づく措置を
取ることも可能である。中国に対して厳しい措置で臨むことには強く賛同するが、制裁
を行う場合は政府全体としての意思決定の下で決定し、経済界も含めた国全体として、
それ相応のリスク（報復）を許容する覚悟が必要である。

最後に苦言を一つ呈しておく。公開質問状には、『回答なき場合、「黙認」する立場と
判断させていただく』との表記があるが、このような個人の意志を拘束する表現には断
固として抗議する。強制的な手法で個人の意思確認をすべきではない。また回答が得ら
れないからといってレッテル張りをする行為には賛同できない。（私個人は皆さんの活
動自体に大いに賛同する立場であり、できる限り多くの方から行為を賛意を持って受け
止められる活動にすべきと思う。）よって、回答しないこともれっきとした言論・意志
表示の一形態であり、それはそれで「無回答」として公開すべきである。

参議院議員 岐阜 自民 細田派 大野泰正 おおのやすただ
人権侵害や弾圧等は知る限りでも耐えがたいものがある。国際社会の一員として日本も
中国政府に対し問題解決を更に積極的に働きかけるために、我国として直接調査を受け
入れさせて、真実を明らかにし、根本的解決を目指すべき。

参議院議員 奈良 自民 細田派 佐藤啓 さとうけい 現内閣の一員である為、回答を差し控えたく存じます。

参議院議員 兵庫 自民 細田派 末松信介 すえまつしんすけ
許しがたい人権侵害や弾圧等が行われているのではないかと深刻な懸念をもって注視し
ている。中国政府は真実を明らかにすべきだ。国際社会とも緊密に連携を取りながら、
問題を解決していかねばならない。

参議院議員 比例 自民 無派閥 そのだ修光 そのだしゅうこう

中国での少数民族ウイグル族の不当な扱いが人権侵害にあたるとして、EUに続き、米英
カナダも対中制裁を科した等の対応を見ると、中国政府がジェノサイドを行っていると
認めるに足る状況があるのであろうと、私は思う。他方で、日本政府が態度を表明する
ことを躊躇していることに慮ると、それなりの理由があるのではないか、とも思う。国
際社会の動きの中で、日本の国益にかなう態度の表明を行うことが重要であり、与党国
会議員として戦略的に政治的アクションを起こしていきたいと思う。

参議院議員 比例 自民 無派閥 中西哲 なかにしさとし
現在、外務大臣政務官であるため回答は控えさせていただきます。ご理解いただけます
と幸いです。

参議院議員 比例 自民 竹下派 宇都隆史 うとたかし



国会議員各位への公開質問状（回答）

６．その他　(その理由や説明をお書きください)　（５５名） 令和３年６月２３日更新

国会議員 選挙区 所属 自民党 派閥 議員名 ふりがな 内容・説明

参議院議員 奈良 自民 細田派 堀井巌 ほりいいわお
中国によるウイグル人への人権侵害については大変憂慮している。我が国として人権侵
害の情報や証拠を集めるとともに、国際社会においてジェノサイドを含む言葉の定義の
明確化を図ることが重要。

参議院議員 大阪 自民 細田派 松川るい まつかわるい
政府の職にあるあため、アンケートへの回答を控えさせて頂いておりますこと、ご理解
賜れれば幸いに存じます。どうぞよろしくお願いいたします。

参議院議員 神奈川 自民 無派閥 三原じゅん子 みはらじゅんこ
新疆ウイグル自治区及び香港等に関しましては、重大な人権侵害が行われているという
報告が数多くあり、深刻な懸念をしております。中国政府には具体的な行動を強く求め
ます。

衆議院議員 佐賀2区 立民 大串博志 おおぐしひろし
この度のアンケートですが、決して「黙認」してはおりません。アンケートの取り方が
少し乱暴過ぎませんか？（秘書）

衆議院議員 愛媛3区 立民 白石洋一 しらいしよういち ジェノサイドの疑いが強い。

衆議院議員 比例東京 立民 末松義規 すえまつよしのり
ジェノサイドの詞の定義によるもので、断言することはできないものの、多大な人権侵
害や弾圧は、多数の報道で承知している。

参議院議員 比例 立憲 石川大我 いしかわたいが

ひとりの議員として、中国政府の行っている行為がジェノサイドであるか否かを認定す
ることは、私や事務所の調査能力からも困難と考えます。しかし、欧州各国やカナダ等
の政府がこうした事案について調査し、認定や抗議を行っていることから、日本政府に
ついても、積極的に情報を収集し毅然として態度を表明すべきと考えます。これから
も、民主主義を守り、集会結社の自由、表現の自由、信教の自由などの基本的人権は世
界共通の理念であり尊重すべき、との立場から、新疆ウイグル自治区や香港などで何が
起きている（た）のかについて、関心を持ち、注視、行動していきたいと考えていま
す。なお、香港については度々逮捕、身柄拘束をされているオープンリーゲイの民主派
議員である Rey Chan（陳志全）氏との交友があり応援していることを申し添えます。
注）本文を好評する場合は一部の抜粋ではなく、必ず全文を掲載することを強く求めま
す。

参議院議員 千葉 立憲 小西洋之 こにしひろゆき
中国における問題については、集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約第２条の行為と
の関係で深い懸念を有しており、その解決のため取り組んでいるところである。

立憲民主党（６名）



国会議員各位への公開質問状（回答）

６．その他　(その理由や説明をお書きください)　（５５名） 令和３年６月２３日更新

国会議員 選挙区 所属 自民党 派閥 議員名 ふりがな 内容・説明

参議院議員 比例 立憲 白眞勲 はくしんくん

本年1月に米国がウイグル自治区で行われていることをジェノサイドとして批判してい
ることは承知しています。日本政府は、日米外相階段や日米２プラス２の機会に、香港
そして新疆ウイグル人権問題に対する懸念を日米両国で共有した、と説明しています。
（尚、上記については、3月23日の外交防衛委員会で、私が質問し、茂木外務大臣が答
弁しております）ジェノサイドは人類が絶対許してはならない行為であり、最大限批判
されるべきものであると考えます。報道等で様々出ていることは承知していますが、私
としてはジェノサイドとする具体的な要件に関する情報を持ち合わせていないため、現
段階では明確な回答を控えさせて頂きます。もちろん香港等での状況は憂慮すべきもの
であり、これからも強い関心を持って人権侵害については注視してまいります。

衆議院議員 比例北陸信越 公明 太田昌孝 おおたまさたか

地球上で「ジェノサイド」を行い又これを許す人や国や政権があるとすれば、これを絶
対に許すことは出来ない。この地球上から、戦闘や原水爆も含め人権を脅かす行為を駆
逐する事が願い。しかし一方で現段階で、中国政府が「ジェノサイド」を行っていると
認定するのは、誠に難しいと思う。一部報道により、弾圧や強制労働、拘束や政治的抑
圧の可能性が高いとの情報はあるが、そのまま「中国政府によるジェノサイドである」
と認定してしまう事は、現段階で難しい。

衆議院議員 比例北関東 公明 岡本三成 おかもとみつなり
中国によるウイグル人などへの抑圧政策がいわゆるジェノサイドにあたる恐れが高いと
思うが、日本がジェノサイド条約に加盟していない状況ではジェノサイドの認定を表明
するのは、不適当と考える。

参議院議員 比例 公明 熊野正士 くまのせいし
新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻に懸念している。自由、基本的人権の尊
重、法の支配が中国においても保障されることが重要と考える。

衆議院議員 比例北関東 国民 浅野哲 あさのさとし

中国国内における深刻な人権侵害行為がおこなわれていると訴える多くの声を聞き、日
本の国会の一員として大変心を痛めると共に、そのような事態の一刻も早い解消にむけ
て全世界が連帯して取り組むことが重要であるとの考えを共有いたします。諸外国にお
いて中国政府によるジェノサイドが認定されていることを重く受け止めるとともに、我
が国としても主体的判断を早期に行うための調査を実施すべきと考えており、日本政府
に対して強く働きかけてまいります。

参議院議員 愛媛 無 ながえ孝子 ながえたかこ
かなり深刻な人権侵害が行われている認識している。国連が人権高等弁務官をはけんす
べく、中国と協議していると伝わってきているのでジェノサイドとの認定は国連の状況
を待ちたい。

公明党（３名）

無所属（１名）

国民民主党（１名）


