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知事記者会見の概要 

 

日 時：令和元年11月19日(火) 10:00～10:49 

場 所：記者会見室 

出 席 者：知事、総務部長、秘書課長、広報広聴推進課長  

出席記者：15名、テレビカメラ5台 
 

1 記者会見の概要 

広報広聴推進課長開会の後、知事から1件の発表があった。 

その後、代表・フリー質問があり、知事等が答えて閉会した。 
 

2 質疑応答の項目 

発表事項 

(1) 山形県立図書館のリニューアルオープンについて 

代表質問 

(1) 台風第19号による稲わら流出への対応について 

フリー質問 

(1) 台風第19号の被災者に対する支援策について 

(2) 知事の政治資金パーティーについて 

(3) 中華航空による山形－台北間の定期便の検討状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜幹事社：毎日・産経・YBC＞ 
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☆報告事項 

知事 

皆さん、おはようございます。めっきり寒くなってまいりました。朝夕など冷え込みが

続きますので、県民の皆様には風邪などひかれませんようにくれぐれもご自愛いただきた

いと思います。 

 

さて、山形県総合文化芸術館のプレオープンについて申し上げます。 

本県の文化・芸術活動の拠点であり、山形県の魅力を発信する新しい複合文化施設であ

る山形県総合文化芸術館は、来年 3 月 29 日に開館いたしますが、これに先立ち、12 月 1

日にプレオープンのイベントを実施いたします。 

当日は「大ホールお披露目式」として、大ホールの緞帳披露や施設紹介のほか、飯森範親

さんの指揮による山形交響楽団の演奏を行います。また、ミニコンサートやワークショップ、

館内体験スタンプラリーなど、施設全体を活用し、参加費無料でご家族で気軽に参加いただ

ける催しとして、「山形県総合文化芸術館オープンハウス」を併せて開催いたします。 

大ホールお披露目式のチケットは、すでに完売しておりますが、オープンハウスはどな

たでもご参加いただけます。山形が世界に誇るものづくりの技術と伝統の技が存分に活か

されている施設でありますので、ぜひこの機会に山形県総合文化芸術館に足をお運びいた

だきたいと思います。 

 

では、恒例となりました、イベントや祭りのご紹介です。 

11 月 23 日（土）ですが、勤労感謝の日、その日に鶴岡市の春日（かすが）神社で農作物

の収穫に感謝する新嘗祭が開催されます。また、これに合わせて国指定重要無形民俗文化

財の「黒川能」が上演されます。 

同じく、11 月 23 日ですが、新庄市ゆめりあ交流広場で、「最上地区民俗芸能フェスティ

バル」が開催されます。仁田山獅子踊（にたやまししおどり）や稲沢番楽（いなさわばん

がく）、鮭川歌舞伎など、最上地域の伝承文化団体などによる上演が行われます。 

また、11 月 23 日と 24 日には、朝日町の朝日町民体育館で、「第 40 回朝日町産業まつり・

第 39 回朝日町りんごまつり」が開催されます。りんごの品評会のほか、りんご釣り大会や

杵つき餅の振る舞いなど、楽しいイベントが行われます。 

県民の皆様も、ぜひお出かけいただければと思います。 

 

では私から発表が 1 点ございます。山形県立図書館のリニューアルオープン日について

申し上げます。 

山形市緑町の遊学館の中にある山形県立図書館につきましては、9 月末に大規模改修工事

が完了しまして、現在開館に向けた準備を行っているところです。予定どおり順調に準備が

進んでおりますので、令和 2 年 2 月 1 日にリニューアルオープンすることといたしました。 
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2 月 1 日、2 日の土日の 2 日間にリニューアルオープンイベントとして、記念講演や読育

フェスティバル、企画展など、さまざまな催しを開催することとしております。 

また、より多くの皆様にご利用いただけるように、令和 2 年 2 月から、毎月第 2、第 4

月曜日を開館して開館日の拡大を行うほか、令和 2 年 5 月からは開館時間を 20 時まで延長

する方向で検討しております。 

このほか県立図書館のリニューアルオープンに合わせまして、「山形県公文書センター」

と「大学コンソーシアムやまがた」が遊学館に移転をいたします。 

また、新たに設置する遊学館カフェレストランの運営事業者も決定したところです。 

県民の皆様には、楽しみにしていただきたいというふうに思っております。私からは以

上です。 

 

☆代表質問 

記者 

幹事社の YBC の眞田と申します。よろしくお願いします。先月の台風 19 号について 2

点ほどお伺いさせていただければと思っております。 

高畠町や川西町を中心に稲わらの被害というのが出まして、これに対して県としてどの

ような対応をされているのかというのがまず 1 点お伺いしたいところです。2 点目が同様の

被害が隣県などでも発生して、宮城県では牛の餌用の稲わらの不足が懸念されております

が、県内でも宮城のほうから稲わらの供給受けていらっしゃると思いますが、この不足の

影響がどの程度あるのかというところと、この不足が県内の広範囲に及んでいる場合です

ね、県としてどのように対応に取り組むかを教えていただきたい。 

 

知事 

 はい、わかりました。では 1 点目からまいります。この度の台風では、本県でもほ場な

どに堆積した大量の稲わらの処理の問題が生じております。被害の状況につきましては現

在も調査中でありますが、私も 10 月 16 日に浸水被害の最も大きかった高畠町と川西町を

視察して、現地の状況を確認したところであります。 

稲わらの処理につきましては、政府で、現場から集積場までの運搬については農林水産

省、そしてその集積場から処理場までの運搬については環境省が、それぞれ支援対策を講

じております。その具体的な運用や実施の手順について、現場の不安が大きく、置賜地域

の市、町を中心に、稲わら処理に対する支援の要望をいただいておりました。 

これを受けまして県では、特に被害が大きかった市町村と早期処理に向けた打合せを行

い、円滑な処理に向けて市町村と連携して被害状況の調査を進めるとともに、建設業協会

などへの災害対応優先の協力要請や、被害の全体像把握のためのドローンによる調査の協

力を行っているところです。 

今後とも、被災した市町村や農業団体等と連携しながら、政府の支援対策を十分に活用



4 

 

して、農業者の皆さんの営農意欲が損なわれないよう万全の対策を講じてまいる所存でご

ざいます。 

2 点目ですけれども、牛の餌用の稲わらでございますが、肉用牛にとって、稲わらは肉質

に大きく影響する重要な飼料、餌であります。それで、この度の本県及び宮城県の被害で、

県内の生産者の稲わら確保に支障が生じていないか、各 JA や主な生産者から緊急に状況把

握を行いました。 

 その結果、肉用牛向けの稲わらは 76%が県内産、14%が宮城県産、残りの 10%が青森県

産というふうになっておりまして、このうちの県内産稲わらにつきましては、9 月から台風

第 19 号が襲来する 10 月中旬までは降水量が少なく、比較的天候に恵まれましたので、例

年並みに収穫できて、被害の少なかった県外産を含め、稲わらの必要量はおおむね確保さ

れる見通しでございます。 

今後とも生産者が稲わらを安定的に確保できるよう、生産者の皆さんの状況を把握しな

がら、農業関係団体と連携して対応してまいります。 

 

記者 

 ありがとうございました。幹事社からは以上です。 

 

☆フリー質問 

記者 

関連で、1 点お尋ねします。今回の台風 19 号の被害で、自宅に浸水された方々は、多くが

被災者生活再建支援法の基準値以下の、未満のですね、被害であったというふうに報じられ

ております。中には被災者への、こうした方々への救済策として独自の支援策を講じられて

いる自治体が出ているというふうにも報じられているのですけれども、現時点で県としてで

すね、この基準に満たない被害を受けられた被災者の方々に対して、どのような手立てを講

じていかれるというふうに考えておられるのか、教えていただければと思います。 

 

知事 

はい。災害対策本部というものを設置して、ずっと調査をしてきているところであります。

今日も本部会議があると聞いておりますけれども、まずは状況把握ということでまいりまし

たので、その対策というところが現在どうなっているのか、聞いてみたいと思います。 

 

防災くらし安心部次長 

防災くらし安心部次長の橋本でございます。ただ今知事からお話ありましたとおり、家

屋等の被害の状況なども、ほぼ市町村のほうに調査が進んできたような状況でございます。

そうした中でご指摘のとおり本県では、災害救助法あるいは被災者生活再建支援法につい

ては、適用がなかったというような状況にございます。そうした中で記者さんのほうから
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ご指摘がありましたとおり、市単独でですね、支援の策を出されている市町村がある、と

いうような状況は承知をしているところでございます。県としては、基準に満たないとい

うようなことについては、これは 6 月の地震などの際にもございましたけれども、その災

害救助法あるいは被災者生活再建支援法の適用の基準等々について、やはりもう少し実態

に合ったような形でできないかといったような点について、政府のほうにも要望していく

と、提案していくというような方向で考えているところでございます。 

なお県のほうでは、見舞金という制度を持っておりまして、半壊以上の世帯に対しては

見舞金という制度がございますので、これについて今準備等を進めているという状況でご

ざいます。 

 

知事 

はい。全国でやはり自然災害多発しているというようなこともありまして、災害救助法

の内容の見直しですとかですね、そういったことについて、県としても申し上げていきま

すし、知事会としてもそういったことをまとめて政府のほうに要望するというところも承

知をしております。なかなかその該当しなかったというところがあって、非常に大変な状

況だというふうに思っておりますけれども、そういうふうに救助法が適用なるような方向

ということが一つと、あとやはり床上浸水等が起こらないように、生じないように災害対

策をしっかりやっていく、そのことが大事なんだというふうに思っております。 

 

記者 

現時点では、県単（補足：県単独事業）で独自の支援策をとるご予定はありますか。 

 

知事 

そうですね。農産物被害とかですね、いろいろなものも出ておりますけれども、それに

対してどうしていくかというのを今検討中なんだと思います。床上浸水ということに対し

て、現時点ではまだ決まっていることはないのでございますけれども、将来に向けてどう

いうことをしていけるのか、そういったことはやはりこれからの話になるのかなと。今ま

でずっと状況把握ということできているものですから、これからということになるかと思

います。 

 

記者 

具体的な金銭給付も含めた支援策については、今後検討の余地があるという理解でよろ

しいでしょうか。 

 

知事 

そうですね、全国の例とか他県の例とかですね、いろいろなこともしっかりと勘案して、
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調べてですね、本県の見直しすべきところもあるかもしれませんので、そういったことを

しっかりと検討していきたいというふうに思います。 

 

記者 

はい。ありがとうございました。 

 

記者 

河北新報の吉川です。知事の資金管理団体主催の政治資金パーティーに関して、お伺い

します。過去 3 回のパーティーで、農協農政対策本部がパーティー券を大量に購入しなが

ら、半数近くがパーティーに欠席していた疑いがあります。任意の団体の農政対（補足：

県農協農政対策本部）によるこうした運用は違法だという指摘もあって、この点に関して

知事の違法性の有無について認識をお伺いします。よろしくお願いします。 

 

知事 

はい。政治資金パーティーの開催にあたりましては、政治資金規正法にのっとって、適

正に行ってきたと認識をしております。 

県農協農政対策本部からもご購入いただいたのですけれども、そのうち何人に出席いた

だいたのかということまでは承知をしておりません。 

私どもとしましては、パーティー券をご購入いただいたその分はですね、出席していた

だけるものというふうに考えて準備をしておりますので、パーティー券の購入は「パーテ

ィー出席のための対価」としてなされるものでありまして、政治資金規正法の寄付には該

当しないものと認識をしております。 

 

記者 

関連してなのですが、例えば農政連（補足：県農協政治連盟）みたいに寄付が問題視さ

れないような一政治団体とは異なって、農政対は任意の団体です。この点について知事は

ご存じだったか、お願いします。 

 

知事 

はい。正直そこまではちょっと認識はなかったのでありますけれども、ただ、どのよう

な団体としてもご購入いただいた分は出席していただけるものというふうに考えて準備を

するものでありますので、ご購入する側の方がですね、私の政策に賛同してといいますか、

応援するというようなことで購入いただけたのではないかなと思っております。 

 

記者 

過去 3 回のパーティーの、パーティー券の購入枚数自体は、全体で二千何枚とか結構な
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枚数なのですが、いずれもその出席者を見ると 600 人から 800 人で推移しているとのこと

で、そこに購入枚数と非常に開きがあると。そうした場合、例えば大量購入した団体いく

つかあるかもしれませんが、そういったところがどれだけ出席したかというのはチェック

しない運用が続いていたということでしょうか。 

 

知事 

そうですね、もう出席していただけるというふうに考えて準備をしておりますので、そ

ういうチェックというよりも、出席していただけると考えて準備をしていたというふうに

思います。 

 

記者 

さくらんぼテレビの白田と申します。今月 15 日にチャイナエア（補足：中華航空）の関

係者が「山形－台北間の定期便化を検討している」という発言をされたそうなのですけれ

ども、まず山形－台北間が定期便化することを検討していることを聞いて、知事の所感と、

定期便になった場合、山形に考えられる影響というのをどう考えていらっしゃるか教えて

ください。 

 

知事 

はい。出張中に、その報道があったっていうのを聞いて、私非常にびっくりして、とい

うか喜んで、本当にそうなのかということをですね、ちょっと連絡したのでした。そうし

たらですね、これから申し上げますけれども、現在、国際定期チャーター便が運航されて

いる、山形－台北間の航空路線について、中華航空の担当者から「定期便化を検討する」

旨の発言があったという報道は承知をしております。 

台湾からの国際定期チャーター便につきましては、現在、昨年に続いて、秋冬期の運航

が始まっておりまして、今シーズンは、春夏期を含め、通年で過去最高となる 234 便が運

航される見込みでございます。 

本県ではこれまでも、中華航空に対して機会を捉えて定期便化について働きかけをおこ

なってきております。現時点では、具体的な話は出ていないという状況でありますが、定

期便化も見据えながら、チャーター便の一部座席を活用した県民のアウトバウンドの推進

や若者のパスポート取得支援などの取組みを進めております。また、国際定期チャーター

便の実績を積み重ねていくことが重要だと考えておりますので、引き続きしっかりと取組

みを進めていきたいというふうに考えております。 

本当に具体的に今そういう話が県に来ているわけではございませんでした。 

 

記者 

今、アウトバウンドということもありましたけども、春から冬にかけてチャーター便を
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運航している中で、定期便化になることでプラスのことというのは、改めて知事の考えを

教えてください。 

 

知事 

はい。定期便化になりますと、例えば週 2 回とか 3 回とかですね、そういったことが考

えられるわけなのですけれども、そうすると、定期ですから、非常にビジネスとかですね、

いろいろなことで計画的に県民の皆さん、あるいは台湾のほうの皆さんも使える、利用で

きるということになるかと思います。 

また、旅行の計画を、あるいは社員旅行といったそういったことも計画を立てる上でも、

定期的ですと、何月の何日は飛んでいるかいないかというふうなことをあまり配慮しない

で、何曜日に出かけて何曜日に帰ってくるとかですね、非常に安心して計画が立てられる

ようになるのではないかと思います。 

そして、それが安定的になるということと、あと、定量的といいますか、年間決まった

便数が毎年飛ぶということになりますので、やはり交流人口が確実に拡大していくという

ことになって、それはもう青少年交流であったり、文化交流であったり、いろいろな分野

に波及していくと思いますので、これはやまがた創生に大きく寄与すると思いますので、

ぜひともそういったことを視野に入れてね、しっかり取り組んでいきたいというふうに思

っているところです。 

 

記者 

すみません、テレビユー山形の結城と申します。よろしくお願いいたします。 

先ほどのパーティーの話に戻るのですけれども、まずその農業関係の団体がですね、任

意団体とはいえ、毎回定額のパーティー券を購入しているということが、今回どうしても

疑念の元になっているところだと思うのですね。 

それで、例えば割り当てがあるのかないのかとかですね、そういう疑いの目がいろいろ

向けられていて、今回のこういった話になっているというふうにも捉えられるのですが。

また、複数回パーティーをやっている場合は、識者に話を聞くとですね、大体その出席者

がある程度わかってくるはずなので、発行枚数とかですね、出席者の把握はある程度でき

るのではないかみたいにおっしゃっている方もいて、そういったことからもやっぱり疑念

の元になっていると思うのですが、今後、こういった話が出てきたことを受けて、知事、

今後のパーティーの開催に当たっての認識といいますか、どのようなところで例えば襟を

正していかなければいけないと思われたのかとか、今のご認識この話題が出てきたことに

対して今後のご認識みたいなものを伺ってもいいでしょうか。 

 

知事 

そうですね、まず、その政治資金パーティーの開催というものをですね、政治資金規正
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法にのっとって適正にこれからも行っていきたいというふうに思っております。 

そのパーティー券の購入なのですけども、やはり幅広くですね、ご支援をしていただき

たいという観点でご案内を各界・各層にしているかと思っています。そういう中で、私の

政治姿勢とかですね、政策に賛同してご理解をいただいた方にご購入いただいているとい

うふうに思っているところです。割り当てというようなことは、後援会としてまったくそ

ういうことはしてきていないというふうに聞いておりますし、これからもそういうことは

ないと思っています。 

やはりご購入いただける側の方々のご事情、状況によってご購入いただけるのだろうな

と思っておりますので、何枚というようなことは、やはりご購入していただける側の皆様

の事情だと思っていますので、私からそこまではですね、決めるとかそんなことはないと

いうふうに思っております。 

そうですね、しっかりと適正に、政治資金規正法というのがありますので、それをしっ

かり守っていきたいというのがやはり一番大きな観点です。 

 

記者 

はい、ありがとうございます。話がまた台湾との関係の話でもう 1 点ございまして、先

日、そしてこれからも予定が入っていると思うのですけど、台湾のほうで山形、先日だと

11 月の 8 日から 11 日までですね、台北のほうで山形のブースを出展したりとかして、観光

のアピールもされていますが、今後の展望としてですね、台湾との関係というのをどのよ

うに知事、捉えて考えていらっしゃるのかというのを改めて伺ってもいいでしょうか。 

 

知事 

はい。台湾というところはですね、地域というふうに言われておりますけれども、非常

に親日的です。それで、私も何回も行きましたけども、国民の皆さんも大変誠実といいま

すか、日本に対して親しみを持っているということと、本当に人柄もですね、日本人と似

ているなというふうに実感しております。 

東日本大震災の時だったと思うのですけれども、世界で一番台湾の方々が、小学生の子

どもも貯金箱も出してですね、日本の復興のために応援したということを聞いております。

そういったほんとに素晴らしい地域と、我が国、私にしては山形県ですけども、交流して

いくと、非常に私は今後もしっかりと継続をしていければというふうに思っております。 

そして、観光ももちろんなのですけれども、文化でありましたり、青少年の交流であり

ましたり、また農業とかいろいろな工業とか産業界の交流でありましたり、さまざまな分

野で交流をしていければと思っています。 

そしてですね、山形県、どうしても山に囲まれていて、その中でおいしいものを食べた

りしてですね、外にあまり行きたがらないというふうに言われておりまして、ですけども、

双方向で外に一旦出てみるとまたわかる良さもたくさんありますので、それはお互いにそ
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うかと思います。 

双方向で交流できるように、子ども達や若い人にもほかの地域も見てもらっていろんな

刺激を受けたりね、再認識をしたりして、地域、こちらの山形県の地元の発展のために寄

与すると思いますので、そういった意味でも交流拡大というような方向に持っていければ

というふうに思っております。 

 

記者 

先日の、その 11 月 8 日からの台北でのブースの出展なのですけど、手応え的にはどのよ

うなものだというふうに報告が上がっていらっしゃいますでしょうか。 

 

知事 

それはちょっと聞いてみたいと思います。 

 

観光文化スポーツ部次長 

観光文化スポーツ部の斎藤でございます。先日、11 月からですね、「日本東北遊楽日」と

いうふうな、東北観光推進機構などが主催するイベントに山形県のほうも出品しておりま

して、これは台北市と高雄市のほうで両方出品させていただいております。 

それで、本県の独自のテーマである、例えば冬の観光「雪」でありますとか、あるいは

おいしい食べ物、そういったところを中心に出品をさせていただいておりまして、現地に

行った職員から聞きますと、だいぶ手応えがあったというふうなことで伺っているところ

でございます。 

 

記者 

日本経済新聞の浅山です。政治資金の関係で素朴な質問で恐縮なのですが、知事は今ま

で基本的に無投票でですね、こられて、そんなに選挙にお金がかかっているわけではない

のではないかと、そもそもこういう政治資金パーティーを開いてですね、お金がそんなに

必要なものなのでしょうかと、知事は政治経験がない世界でですね、知事になられてです

ね、いわゆる普通の政治家とは違ったようなイメージを持っている人もいるかと思うので

すけど、そのあたり現実がどういうものなのかご紹介いただけると。 

 

知事 

そうですね、確かに無投票ということではありましたけども、ある程度やはりしっかり

と対立候補の方が出るものと予想をして、県内でやはり事務所を設けたりして、選挙の時

ですね、ある程度経費はかかっているというふうに思っております。 

それと、やはり日頃の政治活動ということもありますし、後援会活動もありますし、ま

た事務局の運営ということもありますので、やっぱり一定程度経費はかかっているという
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ふうに思っております。 

選挙は実際に相手候補が出ればまたまったく違う経費の出方だとは思うのですけども、

ただそのように予想して何か所も事務所を借りてですね、きちんとやるものですから、ま

ったくかかっていないというふうではないので、それはご理解いただきたいなと思います。 

 

記者 

すると、やっぱり次の選挙もにらみながら、いろんなお金がかかるという。 

 

知事 

いやいや、そこまで具体的に考えてやることではないと思っています。 

 

記者 

それと、ある種政治の世界に参加してみたいと言いますかですね、首長になってみたい

という人がいた場合に、やっぱりこれはなかなか現実問題としてはお金が非常にかかるも

のだということを、知事も日々痛感なさっているということなのですか。 

 

知事 

そうですね、選挙というのはやはり、私の場合は県内全域が対象でありますので、県内

全域に選挙の時は事務所を構えてですね、いろいろな方にお願いをして選挙活動をすると

いうことになりますので、やっぱり経費はかかるなというふうに実感をしております。 

 

記者 

ありがとうございました。 

 

記者 

たびたびすみません、パーティー券購入の件で、農協の組合員のほうからですね、特に

今回、農政対という団体が、各農協の出資金で活動している団体だということで、そうい

った購入して欠席を繰り返すというその運用については、思想信条の自由の侵害に当たる

のではないかとか、そういった指摘も出ていてですね、県として、農協を監督する立場に

あると思いますが、この点についてはどういうふうに認識していらっしゃるでしょうか。 

 

知事 

 はい。この山形県農協農政対策本部は、農協法に基づく組織ではなくて任意団体であり

まして、農協法に基づく指揮監督の対象とはならないということであります。 

 また、事務局を務めている県中央会に対する監督権限は、農協法上、国、農林水産大臣

のほうにありまして、県の中央会に対する指導監督の方針についてお答えをする立場には
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ないというふうに思っております。 

 農協ということでありますけれども、県では常日頃から各農協に対して監督する立場と

いうこともありますので国の監督指針をふまえ、法令順守の徹底を求めているところです。

パーティーとか何ら関係なくしっかりと県としてやるべきことはしっかりやってきました

し、これからも引き続きしっかりと取り組んでいくことになると思います。 

 

記者 

 ありがとうございます。 

 

記者 

 今のパーティー券に関連してちょっと 2 点ほど質問させていただきたいのですが、知事

は欠席を前提としていないので法に触れないというご認識でいらっしゃるというふうにさ

きほどおっしゃられましたけれども、そもそも出欠をとれば、入口で出席をとって欠席し

た人の分は後で精算すればいいではないかという指摘もあったやに聞いておりますが、こ

の件についてのご見解を伺えますか。 

 

知事 

 そうですね、出席とるということはやはりしてきませんでしたですね。なかなかその時

間にどっと来られますので、出席となるとなかなか大変なのではないかなというふうに、

私としては推測をするところであります。 

 ただほんとに皆さんに出席していただきたいと思っていますので、出席していただける

ものと思って準備をしていると思います。他にパーティーをやっている方々もやはりその

ように思われているのかなと思っています。だから、そうですね、政治資金規正法という

んですかね、そこでも出欠というようなことまでなっていないんじゃないかななんて思っ

たりしますけれども、とにかく多くの方に来ていただきたいという思いでやるパーティー

なので。あるいは、出席すると思っていても当日やむなく来られなくなるとかね、そうい

った方も結構いらっしゃるのかもしれないですので、厳格に出欠というところまでできる

のかどうか、ちょっとなかなか大変なことではないかなというふうに思っております。 

 

記者 

 入口でチェックする実務上の問題だということでしょうか。それとも、もう売った限り

は来るものだというふうに捉えていらっしゃるということでしょうか。 

 

知事 

 はい。ご購入いただいたということは出席していただけるというふうに思って準備をし

ているところです。 
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記者 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

 毎日新聞の後藤と申します。パーティーの件で、知事の政治資金規正法上の解釈を確認

したいのですけれど、先ほどご自身でおっしゃったようにパーティーの出席の対価として

パーティー券を買っていただいているので、そもそも寄付には当たらないということもお

っしゃっていたと思うのですけれど。今もさっきの質問の答えでですね、パーティー券を

売った以上は出席していただけるものとして準備しているということだったと思うのです

けれど、私どもの取材でですね、知事の政治資金パーティーというのは、立食パーティー

じゃなくて着席パーティーだと聞いているのですけれど、その場合ですね、会場設営の段

階で当然人数を確定して用意しなきゃいけないので、そうなるとそれがその 800 でも 1,000

でもいくつでも、その時々の判断がおありだと思うのですけれど。残りの方はですね、さ

っきの話じゃないのですけれど逆に当日ね、急に都合がついて来られるようになっても、

席がなければ出席できないわけで、つまりその対価性というものがですね、知事がそうい

う人数を絞った段階で失われると思うんですけれど、この場合個人とかですね、政治団体

だったら要するにそれを寄付に切り替えたところでですね、政治資金規正法上は問題ない

と思いますけれど、今議論に上がっているその任意団体の場合は、寄付が、その政治資金

規正法上認められていないので、そこが多分グレーゾーンとして問題なんだと思いますけ

れど、知事はまさに政治経験なしということでですね、クリーンな政治というのに県民の

かける期待も大きいと思うのですけれど、ご自身は今こういう、意図せずして巻き込まれ

たのかもしれませんけれど、今の論点でどのようにお考えですか。 

 

知事 

そうですね、これまでも何回もお答えしてきておりますけれども、やはり政治活動に必

要な資金をということで政治資金パーティーをやって、しかも法にのっとってしっかりや

ってきたという認識でおります。 

それで、その任意団体というようなことまでちょっと認識はなかったというふうに思っ

ております。ですが、全員に出席していただけるというふうに思って準備をしてきたとい

うふうに後援会からも聞いておりますし、私もそのように思っております。 

このように皆さんからですね、いろいろな観点からのお考えもお聞きをしまして、これ

からどういうふうにしていけるのかということをですね、考えてみたいというふうに思っ

ています。今すぐ結論が出るわけではないのですけれども、どういうことをしていけるの

かちょっと相談してみたいと思います。 
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記者 

 対価からですね、立食パーティーだったら、理屈の上ではですよ、仮に 2,000 枚パーテ

ィー券を売って 1,000 人しか来ないという準備であったとしても、2,000 人来てもですね、

食べ物・飲み物が半分になるだけですしね、対価として出席者は受け取れると思うのです

けれど、着席パーティーだとですね、用意していない分の食事というのは当然、後で来た

人は食べられるわけがないので、その段階でですね、対価性というのは失われてると見え

るのですけれど、そこらの法的解釈はどのようにされてるんですか。 

 

知事 

 そうですね、立食という形式もあったような記憶はあるんですけれども、大変だという

ようなこともあって着席になってきちゃっているかなというふうに思います。対価の考え

方ですよね。食べ物・飲み物というようなこと、あるいはいろんな人が話をしますので、

それを聞くというようなこともあるかと思います。いろいろな意味の対価もあるかと思い

ますので、やはり飲み物・食べ物のところはある程度きちんと確保しなきゃいけないかな

と思います。いらしていただいた方にはおいしいものを食べていただきたいというふうに

も思いますので、できる限り何百席か準備して、その状況を見てですね、イスやテーブル

を足してもらったりとかそういうことはもうしているかと思うんですけれども、できる限

りその人数に合わせて増やしていくというようなことをしてきたかと思っております。こ

れからもそういう努力は当日しなければいけないというふうにも思っております。 

 

記者 

 すみません、重ねてお尋ねしますけど、要はですね、任意団体がそのパーティー券を買う

のは合法と、政治資金規正法上なってるんですけれど、一方で任意団体はいわゆる寄付はで

きないと。で、今回あいまいなのはですね、法律のほうがあいまいなのかもしれませんけれ

ど、任意団体がパーティーを欠席したことがですね、寄付に当たるのかどうかというところ

に尽きると思うんですよ。で、私ども選管（補足：選挙管理委員会）にも確認しましたけれ

ど、いわゆるパーティー券は、パーティーに出席する対価だということで寄付に当たらない

というのが入口の判断なのですけれど、いまお尋ねするようにですね、立食パーティーだっ

たらそれで通ると思うのですけれど、着席パーティーだとプラスアルファで来た人はですね、

イスやテーブルを出されると言いますけれどそれは当然、常識的に考えてですね、食事・飲

み物なりの準備に限りがあるので、この段階で要はその人数設定から外れた人はですね、対

価を受け取ることができない状況にあるわけで。であればですよ、任意団体の分については

寄付は認められていないと法律で明記されているわけなので、そこの疑いを招かないように

ですね、それこそ出欠をとるなりですね、それほどの労力が必要なのか、ちょっと政治家じ

ゃないのでわかりませんけれど、政治とお金について県民なり国民なりの視線が厳しいとき

にはですね、そういう対応も必要だとはお考えじゃありませんか。 
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知事 

 そうですね、先ほどから答えを繰り返しておりますけれども、やはりご購入いただいた

方には、任意団体であれ何であれ出席いただけるものと思って準備をしているということ

なんでありますけれども、今の記者さんの話、特に団体の方ということになるかと思いま

すけれども、ほんとに当日来られなくなったというような事情の方もおられるかとも思う

んですけれども、任意団体かどうかというのも全員を調べていたわけではないかとも思う

んですけれども、ただ今回そのように皆さんからしっかりとその辺はしたほうがいいとい

うご示唆をいただいたので、できる限りですね、そのことに対して、何をしていけるのか

ちょっと後援会と相談していきたいと思います。 


