
冤罪の温床‼

今国会で審議中 刑事訴訟法案5/19（委員会）5/20（本会議）
可決を予定

取り調べの時に被疑者が警察に共犯者などの情報を提供
することで自分の刑罰を軽減してもらうこと。
自分の罪を軽くするために無関係な人物を共犯者として
申告することで｢冤罪｣に結びつく可能性が高い。
｢罪を認めれば刑を軽くしてやる｣などの利益誘導や自白
の強要で無実の者が罪を認めてしまうことも起こりやす
くなる。

自白が取れない時、
録音・録画したものを証拠とする法案です

可視化は逮捕から自白まで、
全てを記録してこそ可視化になるんです
自白の強要後の映像など、
都合の良い部分だけを切り取ると
冤罪をまねきます

録音・録画？取り調べの様子が
可視化されていいんじゃない？

どうして反対するの？

えー？可視化になってない！

どんな法案？
司法取引冤罪の温床

薬物・銃・集団密航・組織的殺人 放火・殺人・傷害・逮捕監禁・
誘拐・窃盗・強盗・詐欺・恐喝

●立ち合いがなくなる
●通信業者が傍受して、暗号をかけて警察に提出する
このアドレス&電話番号を全部くれ、と警察が請求できる

●NTTなど通信業者が最初から最後まで必ず立ち会う
●NTTの事務所（全国に１か所東京しかない）に警察が
　出向くから、実際の件数が少ない⇒事実上の歯止め
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現　在 法案が可決されたら…対象対象 対象
４つに
限定

４から
13へ

警察の捜査方法を、第三者がチェックできる仕組みを作っていない！

爆発的
増加

電話一本で通信会社に盗聴依頼
あいつの LINE の記録
ぜんぶ提出してよ

犯罪と関係無いメッセージ？
見ないようにはするからさぁ～ ●FBやLINE、携帯電話も警察に盗聴されます。

※自由を愛する！市民連合 

刑事訴訟法等の改悪を許さない参議院会館前緊急行動5/19(木 )12時～13時　参議院会館前　15時～傍聴　17時～18時20分　抗議行動

家にいてもできることがあります。電話・FAX・メールで議員への働きかけを！マスコミへの取材・報道の呼び掛けを！
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氏名 備  考役職 政党 予想 TEL FAX 意見送付先 Twitterアカウント 部屋番号
① 委員 公明 × 03-6550-0326 03-6551-0326 http://www.uozumi.gr.jp/form/index.php @uozumi_yuichiro 326号室

② 理事 自民 × 03-6550-1110 03-3502-8897 http://showyou.jp/form/form_3.html @j_shoujinishida 1110号

③ 理事 自民 × 03-6550-0604 03-6551-0604 http://www.miyakeshingo.net/index.php @miyakeshingo 604号室

④ 理事 民進 ○ 03-6550-0416 03-6551-0416 不明 @aritayoshifu 416号室

⑤ 理事 公明 × 03-6550-0401 03-6551-0401 http://www.yakura-katsuo.jp/inquiry.html @Yakura_Katsuo 401号室

⑥ 自民 × 03-6550-1105 03-6551-1105 不明 @kunikoinoguchi 1105号室

⑦ 自民 × 03-6550-0408 03-6551-0408 http://www.tanakashigeru.com/contact/ なし 408号室

⑧ 自民 × 03-6550-0313 03-6551-0313 http://www.tsuruho.com/contact1/ @TsuruhoYosuke 313号室

⑨ 自民 × 03-6550-0812 03-6551-0812 http://makino-net.com/mail.html なし 812号室

⑩ 自民 × 03-6550-0913 03-6551-0913 kaz-maru@saturn.plara.or.jp @maruyamakun 913号室

⑪ 自民 × 03-6550-0819 03-6551-0028 senkyo@mizote.info  なし 819号室

⑫ 自民 × 03-6550-0901 03-6551-0901 yanagimototakuji_sangiinosaka@yahoo.co.jp  @YanagimotoOsaka 901号室

⑬ 民進 ○ 03-6550-1204 03-6551-1204 satsuki_eda@sangiin.go.jp なし 1204号室

⑭ 民進 ○ 03-6550-0605 03-6551-0605 不明 @OgawaToshioMP 605号室

⑮ 民進 ？ 03-6550-1212 03-6551-1212 http://kato-toshiyuki.com/contact/index.html なし 1212号室

⑯ 民進 ○ 03-6550-0320 03-6551-0320 http://mayamayuichi.jp/?page_id=1058 @MayamaMia 320号室

⑰ 共産 ○ 03-6550-0815 03-6551-0815 http://goo.gl/QwMAH2 @nihi_souhei 815号室

⑱ 生活 ？ 03-6550-0804 03-6551-0804 不明 なし 804号室

⑲ 無所属 ？ 03-6550-0322 03-3593-6710 http://kato-toshiyuki.com/contact/index.html なし 322号室

⑳ 無所属 × 03-6550-1201 03-6551-1201 http://www.m-yamazaki.com/reference.html なし 1201号室

氏名 備  考
 魚住  裕一郎

 西田    昌司

 三宅    伸吾

 有田    芳生 意見送付先なし

 矢倉    克夫

 猪口    邦子 意見送付先なし

 田中       茂

 鶴保    庸介

 牧野  たかお

 丸山    和也 e-mail

 溝手    顕正 e-mailは、広島事務所

 柳本    卓治 e-mailは、大阪事務所

 江田    五月

 小川    敏夫 意見送付先なし

 加藤    敏幸

 真山    勇一

 仁比    聡平

 谷       亮子 意見送付先なし

 輿石       東 元民主党

 山崎    正昭 元自民党、日本会議役員

与党/野党 予想 TEL FAX 意見送付先 Twitterアカウント

① 与党 × 03-3581-6211 03-5511-8855 https://goo.gl/b6RCd5 @jimin_koho 〒100-8910

② 与党 × 03-3353-0111 03-3353-0457 https://www.komei.or.jp/contact/ @komei_koho 〒160-0012

③ 野党 ？ 03-3595-9988 03-3595-9961 https://www.minshin.jp/form/contact/request @MinshintoNews 〒100-0014

④ 野党 ？ 03-3234-3330 03-3234-3332 info@seikatsu1.jp @seikatsu1pr 〒102-0083

⑤ 野党 ○ 03-3403-6111 03-5474-8358 info@jcp.or.jp @jcp_cc 〒151-8586 共産党

 自由民主党

 公明党

 民進党

 生活の党

※「予想」欄：「×」は刑訴法改正賛成、「○」は刑訴法改悪反対、「？」は態度不明
※⑲輿石東議員は、参議院副議長。元民主党

           ⑳山崎正昭議員は、参議院議長。元自民党
参議院議員会館(住所) 〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院会館 ※封書、ハガキを送る際には、住所の後ろに部屋番号をつけて議員の名前を書けば、各議員の部屋へ届きます

東東都千代田区麹町4-5-6麹町森永ビル
4F
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7

東京都新宿区南元町17

東京都千代田区永田町１-１１-１

住所
東京都千代田区永田町1-11-23

 ＜参議院   法務委員会   委員   所属政党＞
政党名

「刑事訴訟法改悪案」絶対反対！永田町アクション』5/18（水）19（木）20日 全て17時～18時20分   参議院会館前　


