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平成28年10月17日(月) 知事記者会見 

 

知事 

皆さん、おはようございます。だいぶ秋めいてまいりました。 

まずですね、国体であります。このたび、岩手県で開催されました、第 71回国民体育大

会におきまして、カヌー競技の 14年ぶりとなる競技別男女総合優勝がありましたし、また

女性アスリートの活躍がありまして、冬季大会のスピードスケートの好成績というのも加

わりまして、天皇杯順位が 26 位でございました。目標である 20 位台を達成することがで

きました。 

本県勢の活躍は、県民の皆様に大きな感動と元気を与えてくれました。これまで大会へ

向けて弛まぬ努力を重ねてきた選手の皆様、そしてご指導いただいたスタッフの皆様に、

心から感謝を申し上げたいと思っております。本当に御苦労さまでした。ありがとうござ

いました。 

 

それからですね、いよいよです。技能五輪全国大会と全国アビリンピックが今週の21日

金曜日から開会式ということで開幕いたします。大会には、ものづくりの技能・日本一を

目指して、努力を積み重ねてこられました全国からの選手約 1,700人が、各都道府県の代

表として出場されます。 

東日本大震災からの、東北のものづくりの復興と発展の視点にも立って、「輝け!ものづ

くり東北の未来」を大会スローガンに掲げて、約 4年間にわたり、多くの皆様の御協力を

いただきながら、選手の育成・強化を含め東北全体で準備を進めてきたわけでございます。 

技能五輪全国大会は、21日から24日まで、続いて全国アビリンピックは、28日から30日

までの日程で開催をいたします。既に、報道関係の皆様をはじめ、多くの方々に、競技日

程や見学シャトルバスなどを御案内する「総合ガイドブック」をお配りしているところで

あります。 

県としましては、来県されます多くの方々を温かいおもてなしでお迎えするとともに、

本県の魅力を積極的に発信していきたいと考えております。併催イベントとして、東北六

県の観光物産展やご当地グルメコーナーなどを開催いたします。 

多くの県民の皆様から会場に足を運んでいただき、選手を応援していただきたいと思っ

ておりますので、報道につきましても、どうぞよろしくお願いいたします。 

併せまして、 22日、23日の土日には、県総合運動公園南側駐車場で、「第66回山形県農

林水産祭」を開催いたします。木工品や旬の食材、加工食品の販売に加え、餅まき、また

山形112号のおにぎりの振る舞い、青空木工教室など、買って食べて見て楽しんでいただけ

るイベントとなっておりますので、ぜひお楽しみいただきたいというふうに思っておりま

す。 
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では、恒例となりました、祭りやイベントのご紹介であります。 

遊佐町では、 10月23日に「鮭のつかみどり大会」が開催されます。また、鮭川村でも、

「まるごとさけがわ鮭まつり」が開催されます。いずれも、泳ぐ鮭を捕まえるダイナミッ

クな体験イベントで、鮭汁なども楽しめます。鮭川村には私も行ったことがあるんですけ

れども、北海道まで行かなくてもですね、山形県内で鮭が登ってくる光景が見られます。

ぜひ、県民の皆さんもお楽しみいただければと思います。 

それから長井市のフラワ一長井線ですが、 10月23日に「フラワ一長井線まつり」が開催

されます。終日、片道100円で乗車できるほか、山形鉄道オリジナル駅弁の限定販売や地元

の皆さんによる売店、ミニ新幹線の試乗会など、各駅で多彩なイベントが行われます。ぜ

ひこの機会にフラワ一長井線をご利用いただきたいと思います。 

また、真室川町では、 10月23日日曜日に「第18回真室川町大収穫祭」が開催されます。

とれたての新鮮な農作物や地元の特産品の直売など、地元の美味しいものが味わえます。 

さらに、県内は紅葉が見頃の季節となってまいりました。鶴岡市では、 10月22日から23

日に「梵字川渓谷（ぼんじがわけいこく）・紅葉まつり」が開催されます。展望遊歩道ウ

ォーキングスタンプラリーや記念写真撮影などが行われ、絶景の渓谷美をお楽しみいただ

けます。県のホームページ「やまがたへの旅」にも"紅葉の見頃情報"を掲載しております

ので御覧いただきたいと思います。県民の皆様にも、ぜひ足をお運びいただいて、山形の

秋の魅力を楽しんで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 

朝日新聞の米澤と申します。 

阿部賢一元県議の政務活動費の問題についてお伺いします。阿部賢一元県議が、去る 12

日に、政務活動費の使い道が不適切だったとして、調査結果について会見をしまして、そ

こで約 547 万円分を返還する意向を発表しました。その中には、知事の女性後援組織の立

ち上げなどが行われた、2012年 10月 21日の大江町、西川町、朝日町 3町における会合の

会場費、人件費なども含まれています。知事は前回の会見で阿部氏の調査結果を待って対

応するとおっしゃっていましたが、これらの 3 つの町での会合がどのような性格のものだ

ったかということも含めまして、改めて知事の御所見をお伺いします。 

併せて、今後の刑事告発について、どう考えていらっしゃるのかについてもお伺いした

いと思います。 

 

知事 

はい、今、お尋ねのありました平成 24年 10月 21日の大江町、西川町、朝日町で開催さ

れた会合の主催者は、阿部元県議でありました。私は、御案内をいただいて出席し、御挨
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拶の中で、設立していただけるということに対する御礼の気持ちとそれから県政運営につ

いてお話をさせていただいたと思います。会合の中で、阿部元県議から女性の会の結成に

ついて提案がなされ、皆さんから御賛同いただき、大変ありがたいことだと元気づけられ

たことを記憶しております。 

その会合に係る会場費、経費の負担につきましては、私の後援会には一切ありませんで

した。その会場費の経費を政務活動費として支出していたということは、思いもよらなか

ったことであります。なお、私の後援会の収支報告書に、平成 24年 9月 4日、大江町、西

川町、朝日町の女性の会への「入会のしおり」印刷代として計上されておりましたが、こ

の印刷物は、主催者が発注して作成したものであって、後援会としては、その請求を受け

て支出したものであります。以上が事実でございます。 

なお、私の女性部設立につきましては、設立総会がなされて、そして事務局に届けがあ

って、そして後援会ということになるわけでございます。その設立までは、地元の支援者

の方々が、色んな負担、例えば会場代とかチラシ代ということになるかと思うんですけれ

ども、負担をしていただいていると思っています。ですからここで、後援会から印刷物代

を支出していたというのは、ここが誤解されるところもあったのかなと思っているんであ

りますけれども、日ごろ御支援していただいていて、御厚意に感謝しているということと、

将来応援していただけるという期待もありますので、原則、主催者の負担だと思いますけ

れども、請求があった場合にはお支払いしていたということであります。もちろん、印刷

代になりますけれども、政治資金規正法の支出項目で認められたものについて、というこ

とになります。そういったことをきちんと考えながら、請求があったものについては支払

うという基本的な姿勢だったということであります。ですが、色々取りざたされて誤解さ

れるようなこともあったと思いますので、今後は適切に対処するようにと指示をしたとこ

ろでございます。私、それから、後援会として、法的に問題となるようなことはしていな

いわけではあるんですけれども、色々とお騒がせをしてしまって、県民の皆様に御心配を

おかけしたということにつきましては申し訳なく思っているところであります。以上が所

感であります。 

2点目の、今後どうするかという御質問でありますけれども、まずは、政務活動費であり

ますので第一義的には議会の対応ではないかと考えております。政務活動費の収支報告書

訂正届が議長に提出されたと伺っておりますので、議会のほうで今後精査されるものと考

えているところです。 

 

記者 

後半のほうの、議会のほうで精査されるということをおっしゃっておりましたけれども、

議会の精査のところで問題点が明らかになった場合は、今後の告発について、知事のほう

として考えていかれるということなのでしょうか。 
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知事 

仮定のことは申し上げられないと思っています。やはり議会のほうがどう対処されるか

注視していきたいと思います。 

 

記者 

それから、前半のほうの最後のほうに、「お騒がせしたことについて申し訳なく思って

いる。」という所がありましたけれども、具体的にどの辺の所に後援会の支出のあり方に

問題があったと思っていらっしゃるのでしょうか。 

 

知事 

そうですね、議会の閉会日の時に、6時間ほど開催が遅れたと、その内容が印刷物のこと

だったと聞き及んでおります。その印刷物は私も後援会も見ていなかったもので、印刷会

社さんから取り寄せて見たわけでありますが、その会合の前段階で活用されたのでないか

と思っているわけでありますけれども、やはり、こういったことについて、こういうもの

を作ったから、というようなことをしっかりと確認してから支払う、とかですね、手続き

と言えるのかは分かりませんが、対処の仕方をもっと確実にするようにというようなこと

だと思います。 

 

記者 

その印刷物というのは平成 24年 10月 21日の会合を開く前に印刷をされたものというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

知事 

 はい、そうだと思います。 

 

☆ フリー質問 

記者 

TUY鈴木です。今の関連で、知事は 14日に県議会に報告、紙を出されたということで

すが、もう一度その時の状況を説明いただけますか。あの、議会に説明されたという一連

の流れについてまだ知事から直接伺っていないものですから。 

 

知事 

そうですか。はい、わかりました。会派協議会から、会長、副会長名で要請書をいただ

きました。阿部元県議の政務活動費の支出に関することについて、私の後援会組織の立ち

上げ、それとの関わりについて新たな事実が出るようであれば、速やかに報告してもらい

たい、という内容だったと思っています。それをいただいて、それから、阿部元県議の公



5 

 

表もありました。そして、私の後援会事務局からも聞取りをして調べまして、全部合わせ

て大体わかってきたことがありますので、そのことを法律の専門家にも相談しながら文書

にして、議会のほうにですね、要請書をいただいていたことに対するきちんとした検討と

いうことになると思うんですが、こちらの側でも調べた結果というものをお知らせいたし

ました。という経緯であります。 

 

記者 

その返答の要旨としてはどういう感じなのでしょうか。 

 

知事 

 要旨ですか。今、手元にありますか。はい、えっと、読み上げた方がよろしいでしょう

か。 

 はい。私の名前で、山形県議会会派協議会 委員長 森谷仙一郎 様という宛名でお出

しいたしました。平成 28年 10月 14日の日付であります。タイトルは「阿部賢一元県議会

議員の政務活動費の支出について」であります。 

中身を読み上げますけれども、『吉村美栄子後援会として、阿部賢一元県議会議員の平

成 24年 10月 21日に係る政務活動費について精査した結果を、後援会の代表であります私

から報告させていただきます。平成 24年 10月 21日に大江町、西川町、朝日町で開催され

た会合の主催者は、元県議の阿部賢一氏でありました。私は、それぞれの地元の町長さん

と一緒に御案内をいただいて出席し、御挨拶の中で、私は県政運営について、町長さん方

はご自分の町政運営について、それぞれお話をさせていただいたと思います。会合の中で

阿部賢一氏から女性の会の結成についての提案がなされ、皆さんから御賛同いただき、大

変ありがたいことと元気づけられたと記憶しております。その会合に係る会場費の経費の

負担については、私の後援会には一切ありませんでした。その会場費の経費を政務活動費

として支出していたとは思いもよらなかったことであります。なお、私の後援会の収支報

告書に、平成 24年 9月 4日、大江町、西川町、朝日町の、女性の会への入会のしおり印刷

代として 130,199円が組織活動費として計上されておりましたが、これは主催者が発注し

て作成したものであり、後援会としては、その請求を受けて支出したものであります。以

上が事実であり、私からの報告といたします。』という内容であります。 

 

記者 

知事としては、この報告書を出したことで、議会への説明責任は果たされたとお考えで

すか。 

 

知事 

はい。そのように思っております。 
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記者 

山形新聞田中です。前段のほうでの知事の発言の確認を一つ一つしたいんですけれども、

要するに今回の阿部県議の件に関わると関わらずと、後援団体の設立の経費に関しては、

設立の合意がなったときの経費負担は、基本的に地元の方々の負担だという認識でこれま

で対応しているということなんでしょうか。 

 

知事 

はい、そういうふうに、原則として。ただ、あの例外もあって。というのは県内各地で

たくさんの女性部会、組織を立ち上げていただいておりまして、それぞれのやり方があっ

て、それぞれの皆さんのやり方を尊重していると申し上げましたけれども、そういうこと

がありますので、原則は今おっしゃったことなんですけれども、請求があったものについ

てはお出しすると、政治資金規正法に違反しない項目について支出する、という基本的な

スタンスであったということであります。 

 

記者 

そうすると、その、設立段階では地元の方々の負担とする、政治資金規正法等には問題

ないという御認識なんですよね。その後、設立されて、その後の活動経費に関しては、後

援会としてのものに関しては後援会として支出しているということになるんですよね。 

 

知事 

はい、そうですね。 

 

記者 

わかりました。ありがとうございます。あともう 1点ですね、刑事告訴のほうでお聞き

したかったんですが、第一義的には議会の対応で検討するというようなお話だったんです

けれども、これ、公金であるので、公金が支出されて不正に取得したとなると、被害者は

県であり、県民になるんだと思います。その県民の代表である県政運営のトップである知

事として、被害者の方々の声を代弁しての判断になるのかなと思いますけれども、議会の

対応を精査というのは、議会のどういう動きを見極めたうえで御自身として刑事罰、法体

系上の責任の追及の仕方をどう考えるのか、それをもう少し具体的に教えていただければ

と思います。 

 

知事 

そうですね、政務調査費、今は政務活動費に名前が変わっているわけでありますけれど

も、毎年度、1億 6千万円くらいの予算を拠出しているわけであります。で、それは議員さ
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んそれぞれの政務活動費に使われております。公金でありますので、適切に使っていただ

きたいと心から願っております。そのことについての調査権というものは議長にあるわけ

であります。そういうわけで、第一義的には議会の反応を私は見ていきたいと申し上げま

した。そういったこと、全国的なこと、県民の皆さんの色んな思いといったことを総合的

に判断して、考えていきたいと思っております。 

 

記者 

河北の阿部と申します。ちょっと話題が変わるのですが、昨日投開票のあった新潟の知

事選に関連してお伺いしたのですが、地元原発の再稼動に慎重な野党系、米山候補が当選

されたということで、鹿児島知事選に続いて原発の施策に厳しい民意があらわれたのかな

あというところであるのですが、隣県の知事としての受け止めを教えていただけますでし

ょうか。 

 

知事 

 まず以って、当選されました米山さんですが、当選されたので、おめでとうと申し上げ

たいと思います。それで、そのご判断というのは新潟県民、鹿児島のこともおっしゃいま

したけれども、それぞれの県民の皆さんのご判断ということが当選結果になったものと思

っています。新潟県に関して言いますと、現在もまだ泉田知事でありますけれども、三県

知事会というものを大震災前は一年おきにやっていたんですけれども、大震災が起きてか

らは毎年開催ということにしております。福島原発事故で避難者の方々が新潟県と山形県

に、やはり、地理的にも歴史的にも近いということで、いらした経緯もあります。そうい

うところで、原発事故に対して色々な思いがやはり県民の皆さんもおありになったのかな

あと思うところであります。それはただの推測でありまして、ご判断がとにかく結果とし

てあらわれたとみているところです。そしてまた私としましては、どういう方が隣県の知

事になられようとも隣県であることに変わりはございませんので、本当に新潟県さんとは

色々な面で連携をしてきました。ドクターヘリも連携しておりますし、日本海側というこ

とで観光も連携しております。それから高速道路もですね、県境を繋ぎたいという思いが

ありまして、そこも連携していただいております。フル規格も連携ということで始まって

おりますので、色々な面で隣県の連携は大事であります。新しい知事さんが誕生されてか

らもしっかりと連携を働きかけて、一緒になって地方創生にがんばっていきたいと思って

おります。 

 

記者 

 河北新報の宮崎です。また話題変わってなんですけれども、知事の退職金の件について

お伺いしたいのですが、9月定例会でですね、吉村知事は三選に向けて立候補を表明されま

した。09年の知事選の際には退職金の廃止を公約に掲げて初当選、13年の時は結果的に退
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職金を辞退されるという対応をとられました。仮にですね、今回の次期知事選に当選され

た場合に退職金については受け取るのか、それとも辞退されるのかその辺のところの対応

をどうされるのか教えてください。 

 

知事 

 そうですか。今、答えるべきなのか、議会軽視と言われないかとかですね、はい、いろ

いろありますが、今までの流れをみていただければ、大体分かっていただけるのではない

かと思います。 

 

記者 

 というのはどういうことですか。 

 

知事 

 今、ちょうどですね、これからどういう政策というようなことで検討中でありますので、

そのことを皆さんに公表するときが来ると思いますので、その時に一緒にお答えしたいと

いうふうに思いますが、ただ、今までの流れが変わるようなことはないだろうと、私自身

思っております。 

 

記者 

 ということは 1回目は受け取らない、2回目は結果的に辞退、3回目も受け取らない方向

ということなのでしょうか。 

 

知事 

 ご推測にお任せしますけれども、別に流れを変える必要はないかなと自分では思ってお

ります。 

 

記者 

 退職金を受け取る受け取らないということを公約に掲げるような考えはあるのでしょう

か。 

 

知事 

 それは、最初の意気込みと言いますか、そういうのがあったものですから掲げましたけ

れども、それがメインというようなことにはならないというふうに思っております。 

 

記者 

 今、きちんと知事の口から表明できないというのはどうしてなんですか。 
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知事 

 やはり、色々な公約ということを今考えているところなので、今一つずつ出していくよ

りも一緒に出したほうがいいのかなと思っております。まあでも予想外の質問でありまし

た。はい。 

 

記者 

 流れとしては辞退の方向という流れで今のところ。 

 

知事 

 本当に追及の手が厳しいですけれども、流れは変えないでというふうに思っております。 

 

記者 

 わかりました。 

 

記者 

 YBC の熊坂です。また政務活動費の話に戻るのですが、先日、阿部賢一元県議が会見で

547 万円が疑念が残るとして返還する考えを示したわけですけれども、知事としては 547

万円を返還するという阿部元県議のご判断をどのように受け止めていらっしゃるか。あと

会見の中では547万円の詳細については結局明らかにされないまま終わりましたけれども、

今後県として独自調査などをする考えはおありなのかお聞かせ願いたいのですが。 

 

知事 

 まず本当に最初の報道があったときに大変ショックを受けたわけでありますけれども、

適切に使用していただきたいのが政務活動費でありますので。ただ所感ということであり

ますので、私はたしか 3 日間くらい報道があったと思うのですが、潔く辞職されたことに

ついてはですね、けじめをつけられたというふうに申し上げたと思います。そして、法律

の専門家である弁護士さんと一緒にですね、会見を行われて、色々な内容のことを公表さ

れたわけであります。547 万円でしたか、返還するというふうにされたということなので、

きっちりと対応されたのかなあというふうに思っております。ただ、今からの議会の方で

どういうふうにご判断になっていくのかなあというふうに思います。2点目はこれからのお

話しだったと思いますけれども、それは先ほど来のご質問と大体同じかなと思いますね。

議会に提出されたものを議会の方でどういう風に精査されて判断されるのかを注視しなが

ら、また県民の皆さんの声とかですね、全国的なこととか、そういった色んなことを総合

的に判断して私は考えていきたいというふうに申し上げたので、それが答えになるかと思

います。今のところ独自に議会を差し置いて県がということまでは考えていないところで
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ございます。 

 

記者 

 それに関連してですけれども、2012 年の会合の件ですけれども、9 月 4 日付けで知事の

後援会設立のしおりが作られて、計上されていたという話がありましたけれども、日付が 9

月 4 日で会合が 10 月 21 日に開かれるということで、事前に阿部さんの方で会計処理され

てるわけですけれども、その間、知事と後援会の方に本当に何も知らされることはなかっ

たのでしょうか。後援会設立とか、そういうことについて、その辺疑問があるのですけれ

ども。 

 

知事 

 4年前のことなので。そうですね、本当にたいていはですね、その時のことをしっかりと

逐一というようなことではないんですけれども、ただやはりここに来てくれと言われて行

って、私と運転手さんだったと思うんですけれども、そこに行ってお話を伺ったというこ

とがありましたので、特に文書とかいうことがないので、事務局でもそういったことがな

かったということを聞いておりまして、まあ聞いてなかったということであります。そし

て印刷物というのを今回初めてこういうものかというふうに事務局も私も初めて見たので

ありますけれども、こういう所に何時に来てくれということでそこへ行きまして、そして

内容を知って大変ありがたく思ったということであります。 

 

記者 

 だと、後援会設立は知事と後援会のほうでは一切知らなかったということでよろしいん

でしょうか。 

 

知事 

 そうですね、あのしおりというものが、しおり代といいますか印刷代をちょっと高額な

ので払っていただきたいということをスタッフの方から連絡があって、ネットバンキング

で振り込んだということを聞いております。ネットバンキングですから領収書も残らない

そうなんですね。どこそこの印刷会社に振り込んだっていう一行が通帳に出るだけという

ことでありまして、そういうふうなことだと聞いております。 

 

記者 

 知事の後援会に請求があったということですけれども、それは 10 月 21 日の会合より前

なのか後なのか。しおり代について阿部さん側から知事の後援会のほうに、ネットバンキ

ングと今おっしゃいましたけれども、支払うように請求があったのは 10 月 21 日の会合よ

りも前なのか後なのか、それについてはどうですか。 
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知事 

 支払ったのは 9月 4日で。9月何日でしたか、になっているのでその時かなと思っており

ますけれども。 

 

記者 

 だと、事前に後援会関係者が。 

 

知事 

 後援会関係者というか、主催者である元県議が依頼したスタッフの方でありまして、私

の後援会関係者ではないですね。 

 

記者 

 後援会関係者には知らされてなかったということでよろしいんでしょうか。その方がお

支払いをしたと。 

 

知事 

 スタッフの方が私の後援会に「印刷物を作るので」か「作ったので」か、「お支払いをし

てください」と請求があって、電話だったのかもしれませんけれども、それで分かりまし

たということで私の後援会が振り込んだということです。 

 

記者 

 その振り込んだのが会合の前なのか後なのかということなんですが。 

 

知事 

 振り込んだのは 9月の日付になっているので、その日ではないかと思うんですけれども。 

 それで、会合の前におそらく最初申し上げたんですが、その使用方法がですね、使われ

たのがその会合の前に使われたものだろうと思いますので、結構参加していただくために

呼びかけるようなものではなかったかと思われます。ですから後では遅いわけですよね。

会合前におそらくお作りになったんだと思います。 

 

記者 

 だとすると、知事の後援会の関係者の方が、10月 21日まで女性の会の設立のことを全く

知らなかったというのは、ちょっと疑問が残るのですが。 

 

知事 
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 でも、見ていないんですね。だからどういう印刷物か分からなくて、ただその今回見た

わけなんですけれども、私は今度からは見てから確認してお支払いするようにっていうこ

とを指示したわけなんですけれども、その時は何も見ていないんです。ただ印刷物にお金

がかかったので払ってくださいという請求があって、その金額を振り込んだということだ

と聞いております。 

 

記者 

 ただ、それが後援会設立に関するものだとはわからなかったというようなお話・・・。 

 

知事 

 そうですね。印刷物ということでありますので、はい。 

 

記者 

 ええと、あとまあ知事は後援会の代表でいらっしゃいますし、今回、阿部さんとの関連

で問題になっている女性の会の代表でもいらっしゃるわけですけれども、こういったこと

については知らなかったとおっしゃってますけれども、会の代表として知らなかったで済

まされるのかどうか。その辺の責任のことについてはどうお考えでしょうか。 

 

知事 

 私が代表になる設立の時と設立の次の回から、私の後援会組織ということになると思っ

ていますので、設立の時はまだ代表ではないと思います。そこはやっぱり区分けしていか

なければと思います。 

 

記者 

 ありがとうございました。 

 

記者 

時事通信の梅崎と申します。今の一連の質問に関連してなんですけれども、ちょっとま

ず一点確認ですが、知事の冒頭のご説明の中で、しおりを発注したと説明されております

が、その主催者というのは阿部賢一さんということでよろしいんですか。 

 

知事 

 はい、そうです。 

 

記者 

 はい、わかりました。この会に先立ってですね、阿部賢一さんが先日の会見の中で、チ
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ラシを配っていたというようなことをおっしゃっていまして、チラシに書かれていた会合、

集会の名前っていうのは、どういうものであったか、知事の方で覚えていらっしゃれば。

あるいは、調査の中で明らかになっていれば教えていただきたいのですが。 

 

知事 

 そうですね。今回、自民党の会派がですね、入手していたということをお聞きして、私

の後援会でもその印刷会社に送っていただいて、私もチラッと見せてもらったんですけど、

今、手元にないんですね。どういう題だったのか、後でわかるかと思うんですけど。入会

申込書というのがあったかと思います。 

 

記者 

 いえ、その 13万いくらのしおりの話ではなくてですね、こういう会をします、10月 21

日に開きますっていうチラシあるいはハガキを送ったというふうに阿部賢一さんがおっし

ゃっていまして、ここに書かれていた 10月 21日・・・。 

 

知事 

 それは全くわからないですね。私はそれ見てもおりませんし、私にはそれ来ないから。 

 

記者 

 わかりました。伺いたいのは、この会がどういう名前だったかということなんですね。

では、知事が先程おっしゃっていた、案内が来て運転手と一緒に行かれたということでし

たけれども、その案内の中にはどういう会というふうに記されていたんですか。 

 

知事 

 文書では来なかったのではないかと思いますが。後でまた確認しますけれども。 

 

記者 

 文書では来なかった。 

 

知事 

 それもちょっと聞いていないので。 

 

記者 

 どういった方法で連絡があったんですか。 

 

知事 
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 方法はちょっと聞いていませんが、たぶん電話かなにかだと思いますが。「何日を空け

ておいてくれ」とかですね、「何日の何時にこことここで」というようなご連絡はいただ

いております。ですので、私も行ったわけですから。配ったものとかそういったことは一

切わかりませんので、タイトルはわからないところです。 

 

記者 

 わかりました。知事は当初、その会の集会に出席されるにあたって、女性の会の設立の

集会のために行かれたんですか。 

 

知事 

 それは、その時にはわからなくて、行って、そこでですね、設立していただけるという

ことをお聞きして、大変うれしく、ありがたく思ったと思います。というのは、そういう

会がそれまではなかったんですね。そういうのをしっかりこれから作るのが大事だ、とい

うふうなことを考えていただいたんだと思います。それから、どんどんそういった女性の

会が作られていったんで、その始まりだったのかなと思っています。 

 

記者 

 わかりました。あとですね、阿部賢一さんの調査結果っていうのは、我々に対しては記

者会見という形で結果を知らせていただいたんですけれども、知事はどういうふうに知っ

たんでしょうか。どういうふうに説明を受けた、あるいは知った、何か報告書など阿部さ

んから受け取ったとかそういう形なんですか。 

 

知事 

 いえ、何も受け取ってはおりませんで。記者会見した模様をですね、会見のメモ書きに

したものを見せてもらいました。私の後援会の関係者がそこで聞いてきたものであります。

そのメモ書きを私、見せてもらいました。 

 

記者 

 わかりました。この調査結果っていうのは、記者会見ベースですけれども、十分だった

というふうにご認識なされていますか。 

 

知事 

 あの元県議の説明がですか。 

 

記者 

 調査そのものですね。調査全体が。 
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知事 

 十分だったかどうかっていうことですけれども、4年分ということでありますし、できる

限りのことをおやりになったんではないかなということを思っております。使用したお店

を照合して、合ったところはそのままですし、照合ならなかったところは返却ということ

にしたということでありますので。完全ということまでは、言えるかどうか、私、わかり

ませんけれども、一生懸命努力されたなと思っているところです。 

 

記者 

 わかりました。記者会見の中で、たぶん知事の方にもお話がいっているかとは思います

けれども、奥様、一部話を聞く中で取り乱してしまって、話をしてくれないというような

ことを阿部さんが説明されている部分もあったり、それに加えて、記者会見が終わった後

に、弁護士の方に我々が行って、一つ一つの飲み会の場所、集会の場所に酒代として計上

していたけれども、不適切だったんじゃないかという疑惑が持たれている場所について、

一つ一つ確認したんですかというふうに聞いたところ、必要ないと。どうしてしないんで

すかと聞いたところ、わかってどうするの、全部撤回するんだから、それが政治責任じゃ

ないかというふうな発言をされていたというふうなことがあったんですけれども、それで

も調査結果は十分だったというふうに考えていますか。 

 

知事 

 そういう具体的なところまではちょっと。2時間の会見だったと聞いておりますので、細

かいところまでは、私も把握していないところですけれども。そういったこともあったと、

今お聞きしましたけれども。正直にやはり、正直なところをお答えになったのではないか

なと思いますので。先程も申し上げましたが、完全に、というのはちょっとわからないと

ころでありますけれども、できる限りのことはされたのではないかというふうに思ってお

ります。 

 

記者 

 もう一度、調査を要求したり、県として調査を行ったり、あるいは第三者、そうですね、

もう一度というよりも第三者の調査を要請したりというふうなことも考えられるのかなと

は思うんですけれども、そういったことは検討されないんですか。 

 

知事 

 はい。それには、もう 2回も回答しているわけですけれども、やはり調査と言うのは、

第一義的には議会の対応だと思っておりますし、様々なことを勘案しながら、総合的に考

えていきたいっていうのが、私のお答えでございます。 
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記者 

 わかりました。今回の問題なんですけれども、阿部賢一さん、今回の支出について、知

事の後援会が絡んでいるとされているものについて、政務活動費から支出していなければ

別に問題はなかったということなのでしょうか。 

 

知事 

 はい、あの、問題はですね、やはり議員さんの政務活動費だったので、そこが一番問題

だったんだろうなと思っていますけれども。それと、私の後援会活動とかですね、関連付

けられた、っていうのも言葉がおかしいかもしれませんけれども、会場費と印刷物という

ことで、いろいろと取りざたされたということが事実だと思います。それについての調べ

の結果をですね、私の方としましてもお出ししたので、それでご理解をいただければなと

思っております。 

 

記者 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

記者 

 すいません。一点、確認ですけれども、先ほど来出ている「女性の会」というのと、そ

れから「知事後援会」との関係ですけれども、女性の会設立といった場合には知事後援会

の一部なのか。県民の方ね、組織の関係がどうなっているのか、女性の会は別なのかとか、

いろいろとちょっと混乱することもあるかと思うので、どういうふうな位置付けなのかご

説明いただけると。 

 

知事 

 位置付けというと、法的なことも絡むのであれば、法律家に私の方から聞いてみたいと

思います。ただ、一般的と言いますか、思っているところはですね、私の後援会ってもの

がありますね。そして各地区にいろいろな後援会がありますけれども、それが独立して会

計を営んでいる知事後援会っていうのがいくつかございます。あと、その時その時、会費

制で会を開いてお金を払うっていうような会の方が多いんですけれども。女性の会もです

ね、その地区ごとの後援会としっかり連動した形での「オレンジの会」というのもあるよ

うですし、全く別個に「オレンジの会」ということで、女性の方々が作ってくださってい

るものもあるんですね。それでだから本当にあの様々なので、本当に地域ごとにいろんな

性格を持っておりまして、地域の方々のやり方を尊重していると申し上げたのは、そうい

うことなんです。本当にいろいろな立ち上げだったり、ありましてですね、開催のですね、

いろいろ対応を幹事がいたしますので、この支部のこれだっていうようなことでの一刀両
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断での説明は大変だっていうのがございます。 

 

記者 

 逆に言うと、そういういろんな団体があって把握しきれていないところから、いろんな、

最終的には会場費とか印刷代とかいろんな要請があって、後援会の方で処理するっていう

ことになりますけれども、実態が把握できないところからいろいろ請求が来たのを後援会

が出してっていう、処理していくっていうのは、金銭上の問題がこれ以外にもいろいろと

出るようでよろしくないのではないかと思いますけれども、知事はどういうふうにお考え

でしょうか。 

 

知事 

 政務活動費に関係したっていうのは、先ほど来話題になっているものでありますけれど

も、それと関係ない、別の後援会組織というものもございますので、把握しきれないとま

では言ってないんですけれども、本当に多様なものがあるっていうことで、支払い請求が

あったものについては、原則として支出しているということで、基本スタンスだというこ

とを地元からは聞いているんですけれども。政治資金規正法に違反しない項目限りという

ことを聞いておりますので、法的にも問題ないかなと思っておりますけれども。ただ今回

のようにですね、印刷物を確認しないまま支払っていたということでございますので、適

切に対処、処理するようにと指示しましたし、私も考えていきたいと思っております。そ

ういう意味で、そういったことも含めて、お騒がせしてしまったり、ご心配をお掛けして

しまったことについて申し訳ないっていうふうなことであります。これからは適切に対処

していきたいと思っております。 

 

記者 

 要するに、本当に知事の後援会の活動に資するというか関連する印刷物なのかどうかと

いうことも確認しないまま支払いをしたというところが問題というふうに考えていらっし

ゃるということなのでしょうか。 

 

知事 

 私の活動に協力してくださる方々からの依頼ですので、そういうご好意に対する、今後

も応援していただけるという期待というのもありますので、そういうことでお支払いをし

たということで、そのこと自体は何ら違反をしていないと思いますけれども、ただやっぱ

り今後は確認してからお支払いした方がいいんじゃないかと申し上げたところでございま

した。 

 

記者 
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 山形新聞の田中です。何度もすみません。議論が、知ってるか知らないかということに

なってしまっているんですけれども、確認なんですけれども、知事自身は、ご自身の後援

会の会合だということを事前に知っていようが知っていまいが、政治資金規正法に照らし

て言えば、後援会の設立段階というものに関しては、知事の後援会として支出する責任は

ないっていうお考えなんですね。2回目以降の会合には後援会として支出するんだけども、

その設立段階というのものに関しては、それは集めた方々、主催した方々の負担だってい

う認識でよろしいんですか。 

 

知事 

 はい。基本的には、やはり主催者の方の負担だと思います。設立の段階ですね。 

 

記者 

 まあ、様々やり方はあるんだけれども、そうだっていうことですね。 

 

知事 

 はい、基本的には。ですが、支払っていたということがございます。2回目からはこちら

の主催ということで支払うべきだろうなと思います。 

 

記者 

 そうすると、今回、言われている 12年 10月 21日の 3会場につきましては、主催者は、

あくまでも阿部前県議になるので、吉村後援会からとしての支出はしない、ということで

すよね。 

 

知事 

 はい、しないでもよかった会合だというふうに思います。 

 

記者 

 わかりました。そういう流れの中で、第一義的には政務活動費の不正支出というふうに

なるんでしょうけれども、この知事の後援会の設立を巡ってですね、これまで様々議論が

混迷してきている、ここまで話がこじれてきているという、ここまで話がこじれてきた要

因というか原因というか、そこはなぜここまでこの話がこじれてきたのかっていうのは、

知事ご自身はご認識していますか。 

 

知事 

 私がお聞きしたいです。私が出馬表明する前後にですね、こういったことが取りざたさ

れて、その後ずっといろいろなことが言われてきておりますので、まさに出馬表明に絡め
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られているような印象が拭えないところであります。なぜなのか、私がお聞きしたいくら

いで。なぜこのタイミングだったのか、とかですね、それからずっと、ある会派さんでは

そのことだけをいろいろとおっしゃられておりますので、なぜに私の方がお聞きしてみた

いところであります。 

 

記者 

 最後にもう一点。知事、以前、阿部県議の政務活動費に関する支出で、今回の支出がな

かったんじゃないかというご指摘を受けた際にですね、後援会の方と協議して精査して対

応したいというお話をなさっておられましたけれども、そのまま阿部賢一前県議の件に関

わると関わらずと、その後援会としての支出に関する精査をなさっている段階で、他にそ

の不適切な会計処理があったとかですね、そういったものっていうのは現時点では見つか

っていないということでよろしいんでしょうか。 

 

知事 

 あの、今回のことに関しての対応と言いますかね、後手後手に回ってしまったという感

は拭えないと思います。まず、政務活動費ということでショックを受けましたし、その後、

私の後援会の設立というようなことでも関わりがあったように、様々取りざたされて、そ

れでまたそれについて調べなければっていうことで、事務局にも尋ねて、また、私が出張

してほとんどいないような時期とも重なったりですね、本当に言い訳がましいかもしれま

せんが、ですがしっかりと対処しなければっていう思いで、弁護士さんなどにもご相談申

し上げながら、いろいろ取り組んできたところでございます。 

 まあ、一人一人の議員さんの政務活動費の使い方っていうのは、私共にはちょっと、他

の人にはわからないところがありますので、やはり公表されてからということで、その公

表を待ってですね、そういうことだったのかというようなことも踏まえながら、こちらの

後援会で調べたことと合わせながらですね、議会からの要請に応えてお答えを申しあげま

した。 

 そのほかの不正はなかったかというご質問でありますけれども、１年ごとでありますけ

れども、ちゃんと収支報告書もお出ししてございますので、たぶん政治資金規正法に違反

するものはないのではないかと思っているところでございます。 


