この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○河村委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。
これまで自民党からは、モリカケ質問はもうす
るなと言わんばかりの発言がありますが、誰がこ
の一年以上真相究明を妨害し、引っ張ってきたん
ですか。資料は小出しにする、資料は改ざんする、
虚偽答弁を延々と認めない、資料があるのにない
と言い張る。政府・自民党がその気になれば、必
要な証人を呼んで正直に話せば、一週間で真相解
明ができます。
改ざん問題では、財務省の職員が亡くなってお
られます。もういいかげんにしてください。これ
が総理の言う美しい国なのでしょうか。
もはや、一森友学園、一加計学園の問題ではあ
りません。国民や国会が虚偽資料や虚偽答弁でだ
まされていたということです。ここで見過ごした
ら将来に大きな禍根を残します。国民に本当のこ
とを言わなくなった国がどういう末路をたどるの
か、我が国の昭和の初めの歴史を学べばおのずか

らわかるはずです。
真相究明をして、うそにまみれた政府を正常化
させるまで決して諦めず、徹底して取り組んでま
いります。
そこで、まず、事実関係、一番核心の部分、森
友学園についてさせていただきたいと思うんです
が、結局、ごみの価格八・二億円が値引きをされ
たということでございますが、この八・二億円と
いうのは、初め、航空局の見積りでは五、六億円
ぐらいで、ごみを増量して八・二億円にしたんじ
ゃないのか、こういう疑念があるんですが、いか
がでございますか。
○太田政府参考人 お答えを申し上げます。
地下埋設物の量について、財務局が航空局に増
額要請をしたのではないかという報道が何度か、
何度かというかございました。それについて御質
問いただいておりました。
財務局の職員、複数の職員がいるわけですが、
何度か何度か、何回も何回もといいますか、確認
に再確認をさせていただいて、その上でというこ
とで、きょう御答弁を申し上げさせていただきま
す。
大阪航空局から地下埋設物の撤去費用を最終的
に頂戴をしたのは平成二十八年の四月十四日でご
ざいますが、その二、三日前に大阪航空局さんが
近畿財務局の方においでになられたということで
ございます。
そのときお示しをいただいたものは、地下埋設
物の撤去費用、金額の見積りでいうと六億円台の
後半、対象範囲は、校舎を建てておられる、校舎

建設工事が行われている範囲に限られているとい
うのをお示しいただきました。
財務局の方は、工事業者の試掘ということでは、
地下埋設物は校舎の建設のされているところだけ
ではなくて、グラウンドの一部にも地下埋設物が
あるというのが先方の業者の試掘でわかっておる
ということは我々も存じておりますし、先方、森
友学園側の方も承知をしていらっしゃる、そうい
う状況で、実際に地下埋設物があるのに、その部
分を地下埋設物がないということで計算をしてい
いんだろうか、それで大丈夫でしょうかというこ
とは大阪航空局さんの方に申し上げているという
ことでございます。
また、報道では、八億円といった具体的な金額
を指摘して見積額を増額するようにしたというよ
うな報道も、これは一部だったと思いますが、ご
ざいましたが、この点も確認をいたしました。複
数の職員に確認をいたしましたが、私ども近畿財
務局の職員については、八億円ということを言っ
たというふうに明確に記憶をしているという者は
ございませんでした。
いずれにいたしましても、最終的に八・二億円
という計算になるわけですが、それは、財務局が
そういうことを申し上げたことは事実として、そ
の申し上げたことは、対象面積の範囲をある意味
で広げることを申し上げているわけですから、そ
れは金額でいけば増額だと言われればそういうこ
とになるわけですけれども、最終的に八・二億円
という積算、これは大阪航空局に最終的には判断
をいただいたということであり、先方、森友学園
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にとっての最終的な関心事は最終的な価格という
ことでございますが、それは、大阪航空局さんの
方から地下埋設物の撤去費用の見積りをいただい
た後に、今度は不動産鑑定士の方を選んで、その
方に積算をしていただいてということですので、
その時点で不動産鑑定価格が幾らになるかわから
ないということでございます。
そういう状況のもとで今申し上げたような事実
関係があったということを御報告申し上げさせて
いただきます。
○長妻委員 受けた側の大阪航空局、国土交通省、
いかがですか。
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
報道されている内容につきまして、大臣の方か
らの指示に基づきまして、大阪航空局において当
時の見積作業を担当していたと考えられる職員を
中心に聞き取り調査を行ったところでございます。
これまでの聞き取りにおきまして、平成二十八
年の四月の十二日に近畿財務局から地下埋設物の
撤去処分費用の見積りに関する検討状況の説明が
求められまして、大阪航空局から、見積りの対象
面積、深さ、混入率などを示しながら、その時点
での、検討段階のいわばたたき台といったものと
して、見積りの算定方法と約六・七億円という数
値を御説明したということ、その際、近畿財務局
の方から、対象範囲につきまして、既に工事事業
者が試掘をしてごみが見つかっていたグラウンド
部分周辺も含めるなど、将来にわたって瑕疵があ
ると言われないようもう少し広げた方がいいので
はないかといった趣旨の話があったといったこと

が確認できております。
その後、大阪航空局においては、工事事業者に
よる試掘結果や過去に池沼であったという本件の
土地の地歴などを踏まえまして、グラウンド部分
の一部の見積りを対象とした上で、近畿財務局に
本件見積りを、八・二億円ということを提出をし
たということでございます。
また、近畿財務局が見積りを八億円ほどとする
ように持ちかけたというような報道につきまして、
今般の聞き取りでは、それぞれ正確な表現は記憶
していないものの、将来にわたって瑕疵があると
言われないようもう少し広げた方がいいのではな
いかとか、八億円程度といった趣旨の話があった
という職員がいた一方、言われた記憶はないとい
う職員でありますとか、地検による事情聴取が行
われている、回答を差し控えた職員もいたところ
でございます。
近畿財務局から、そういうふうに、将来にわた
って瑕疵があると言われないようもう少し広げた
方がいいのではないかとか、八億円程度といった
趣旨の話があったとしている職員は、あわせて、
大阪航空局としては、過去の調査報告書や地歴等
の資料を積み上げながら、ごみの見積範囲を設定
して積算基準に沿って積算をしていくので、その
結果が言われたような趣旨のものになるかどうか
はわからないなと思っていたというふうに申して
おりまして、八・二億という見積りをしたという
ことで、額ありきといったような考え方は否定を
しております。
○長妻委員 今の答弁は驚きなんでございますけ

れども、いろいろな意味で、まず、財務省は、今
おっしゃったのは、平成二十八年の四月十四日に
正式に、これは事実として、八・二億円のごみ撤
去費、これを確定しました。その二、三日前に、
国土交通省、航空局が勝手に来たみたいな答弁が
今ございましたが、今、航空局、国土交通省の話
だと、その二日前でございますか、正式決定の、
四月十二日に財務省に、近財に見積りの説明を求
められたということなんですが、勝手に行ったの
か、説明を求められたのか、そごがあるんですが、
ちょっとすり合わせしていただきたい。
○太田政府参考人 お答えを申し上げます。
すり合わせと言われて、今そこですり合わせて
も、事実関係を何かいいかげんなことをお答えす
るような格好になりかねないと思いますので、き
ちんと確認をさせていただいてということだと思
いますが、いずれにせよ、大阪航空局、近畿財務
局、ある意味で、地下埋設物の撤去費用は大阪航
空局に撤去費用を見積もっていただくことはある
意味でお願いをしておってということでございま
すので、いずれにせよ、その事前段階において、
これまで国土交通大臣はよく協議、調整を行って
いたという答弁をなされておりますが、そういう
観点からということだろうと思います。
○長妻委員 ぜひ、今のやりとりの交渉記録は出
ていませんから、きちっと出していただきたい。
委員長、お願いします。
○河村委員長 理事会で協議をさせていただきま
す。
○長妻委員 そして、私は到底いろいろな意味で

- 2 -

a

衆議院予算委員会議事速報（未定稿）
平成30年5月28日

納得できないわけですが、新たな事実、証言が今
出たと思いますけれども、結局、当初、積算の責
任を持つのは大阪航空局ですよ。その積算にいち
ゃもんをつけちゃだめなんですよ、財務省が、第
三者が。
大阪航空局が責任を持って、まず六・七億円値
引きしよう、ごみの量を、そういうふうに持って
いったところ、財務省は、もう少し、グラウンド
の一部も広げたらいいんじゃないのかというよう
な話があった。しかし、国土交通省も、そういう
ものなのかなというふうに考えたような、非常に
曖昧な話なんですね。
これは、非常につじつまが、いろいろな意味で
合わせているのではないのかというふうに疑うわ
けでございますけれども、まず、平成二十八年の
三月二十四日、正式に八・二億円が決まる少し前
でございますけれども、この日に学園側が近畿財
務局に土地購入を申し入れた。そのとき、双方で、
財務省近畿財務局と学園が約一億三千二百万円か
ら一億六千万円の範囲内なら双方が折り合えると
確認した、最終的な売却金額ですね。
ですから、ごみの値引き料が六・七億円であり
ますと、残念ながら四億円を超えてしまうんです
よ、最終的な森友学園への売却価格が。森山さん
が質問して、財務省に、明らかになった、その三
月二十四日の答弁でございますけれども、つまり、
六・七億円の値引きだと足りないんですよ、向こ
うの言い値と。
向こうが言い値を言ってきて折り合ったのが三
月二十四日ですよ。その後の、それを受けて、そ

れを知った上で、四月十二日、二十日後ぐらいに
財務省が、航空局の言うとおりだとすると、航空
局を呼んで、たたき台を出して、見積りの、そし
て六・七億円だと。あら、これは三月二十四日に
折り合った金額よりも超えちゃう、もうちょっと
値引きしなきゃいけない。結果として、八・二億
円になった。
そうすると、どうでしょう。八・二億円、正確
に言うと、ごみ撤去費が、財務省のアドバイスが
あったのか、強い要請なのか、何らかの強い力な
のか、もっと別の力が働いたのかわかりませんけ
れども、正確には八億一千九百万円、約八・二億
円、これを差し引くことになって、結果として売
却価格が一億三千四百万円ということで、結局、
当初の、三月二十四日の、森山さんの答弁で財務
省が認めた約一億三千二百万円から一億六千万円
の範疇にぴったりおさまった、こういう事実関係
があるわけでございます。
これについて、国土交通省は、責任を持って六
・七億円という見積りを出したにもかかわらず、
四月の十二日ってあれですよ、正式決定する二日
前ですよ、二日前。責任を持って、相当私、これ
までも国会でごみの積算量の質疑をやりましたけ
れども、時間をかけて航空局はいろいろな業者と
ともに見積もった、そして六・七億円という数字
をきちっと出した。それを修正する。本当に検査
をして、調査をしてやるのであれば相当時間がか
かると思うんですけれども、その二日後にころっ
と、六・七億円が二日後に八・二億円とぱっと変
わっちゃった。

大阪航空局、被害者なのか加害者なのかわかり
ませんけれども、正直におっしゃってください。
相当な圧力があったのか、あるいはどういう事情
だったのか、正直にここでおっしゃっていただき
たいと思います。
○蝦名政府参考人 六・七億円というのは、先ほ
ども申し上げましたとおり、あくまでもたたき台
だということでございます。
大阪航空局といたしましては、そういうふうに、
少し広げた方がいいとか、あるいは八億円程度と
いった趣旨の話を言われた職員は、あわせて、過
去の調査報告書や地歴等の資料を積み上げながら、
ごみの見積り範囲を設定して積算基準に沿って積
算をするので、その結果が言われたような趣旨に
なるかどうかはわからないというふうに思ってい
たということで、その上で、大阪航空局の見積り
については、本件土地の地下埋設物や地歴に係る
調査結果や職員による本件土地の現地調査、工事
関係者からのヒアリングや工事写真などの材料に
基づき行っておりまして、六・七億円という見積
りをしたときには、深さとか混入率とかという基
本的な見積りのときの考え方のようなものを御説
明しておりますけれども、いろいろな要素を総合
的に勘案して、検証可能な材料に基づいてごみの
見積りの範囲を設定していったということでござ
います。
○長妻委員 いやいや、だから、そういうふうに
一生懸命六・七億円というふうに見積もったにも
かかわらず、二日で、ちょっと言われたら、二日
で八・二億円になっちゃった、増額になっちゃっ
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た、簡単に。そこは、ぜひこの委員会でも徹底し
て解明しなければならないというふうに思うとこ
ろで、最大のポイントだと思います。国民の皆さ
んの国有財産、国民の財産です、これは。財務省
のではありません。これの値引きの経緯の一端が
今わかったので、どうしてそういうようなことに
なったのか、これをぜひ解明していただきたい。
文書を含めて、関連資料を出していただきたいと
いうふうに思います。これについては、この後の
同僚質問に譲ります。
そして、もう一つの大きなテーマが加計学園の
問題でございますが、加計学園、これは国家戦略
特区というものを利用したわけでございますけれ
ども、国家戦略特区で規制に穴をあける、その規
制が本当におかしなものであれば否定されるもの
ではありませんけれども、しかし、規制に穴をあ
けたときに、その穴を総理のお友達しか通ること
ができないとすれば問題です。
しかも、今回の加計学園の獣医学部新設につい
ては、一校のみで既に穴は塞がってしまいました。
獣医学部を新設すれば、私立大学でも私学助成金
という国民の税金が投入されます。これだけの愛
媛文書が出たからには、おかしなことがなかった
のか、厳しく真相究明をするのが国会の役割です。
この役割を全力で果たしてまいります。
ということで、これは総理に事実関係をしたい
のでございますが、これは、突然聞いてもおわか
りにならないと思いまして、相当詳しく前もって
事前に通告をしているところでございます。
この前、安倍総理と質疑をさせていただいたと

きに、安倍総理が、判明しているだけで、第二次
安倍政権における総理と加計孝太郎理事長の会食
とかゴルフについては十九回ですとおっしゃいま
した。これをマスコミに出ている資料で調べてみ
ましたところ、配付資料もございますけれども、
出典も書いてございますが、大体十九回となって
いるということでございます。マスコミ報道等に
よると、うち秘書官が同席しているのは四回では
ないかというふうに思います。
まず、総理、この事実関係は正しいでございま
しょうか。
○安倍内閣総理大臣 何回であったかということ
について、既に我々、日程等で外に、総理の動静
で出ているもの、あるいはまたそれ以外において、
友人らという中において含まれていたものにおい
て明らかになっているものを足し込んだものがそ
の回数だと思いますが、我々が認識しているのは
その十九回ということでございます。
○長妻委員 これは総理に聞くしかないんですけ
れども、そのうち秘書官が同席しているのはマス
コミに確認すると四回なんですが、これは間違い
ございませんか。
○安倍内閣総理大臣 ちょっとそういう質問通告
は……（長妻委員「いやいや、指定してこれを渡
しましたよ」と呼ぶ）いや、そういう質問通告は、
私、受けておりませんから、きょうの勉強会にお
いても、それはちゃんと調べれば。
ただ、同席しているかどうかというのは、その
場にいたかどうかということですか。（長妻委員
「そうです」と呼ぶ）その場にいたかどうかとい

うことは、いわば秘書官というのはついてくるわ
けでございますが、しかし、別席である場合とい
うことが、まあ、バーベキューは混然一体とやっ
ておりますが、それ以外の場合は大体別席ではな
いか、このように思います。
ただ、ちょっとここで、今、私も急に聞かれて、
十九回全て今ここで答えることはできないんです
が。
○長妻委員 それで、これは前、後というふうに
パネルにございますけれども、一つのポイントは、
平成二十七年四月二日、例の柳瀬首相秘書官、初
め記憶にないとおっしゃっていましたけれども、
記憶がよみがえったということで、加計学園らと
首相官邸で面談をされたということでございます。
これで国家戦略特区、獣医学部の話を完全に柳瀬
首相秘書官は理解をした。
恐らく、私の考え方、私の推測では、もうこの
ときに総理に普通は伝わっているんじゃないかな、
常識的に考えると、総理は否定しておられますけ
れども。そうなると、ここが一つの少なくともポ
イントになるんじゃないのか。少なくとも柳瀬首
相秘書官は認識したわけで、この後、何回か、加
計孝太郎さんとで食事とかゴルフをされておられ
るんですよ。これは、利害関係者、関係人という
ふうに認識した後に秘書官も同席しているとする
といろいろ問題が発生してくるんじゃないか、あ
るいは、もっと前に安倍総理も秘書官も御存じで
あればそれぞれ問題が生じてくるんじゃないのか
ということで、これは総理に事前にきちっと確認
してほしいと通告しましたが、この十九回のうち、
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平成二十七年四月二日の前は食事六回、ゴルフ、
バーベキュー一回、その後は食事八回、ゴルフ四
回でございますけれども、これの費用、お金は、
秘書官も含めて、向こうが出すこともあるんです
か。そんなような答弁もありましたけれども、そ
れぞれ、十九回のうち、どちらがどう出したのか
明細を教えていただければと思います。
○安倍内閣総理大臣 まず、先ほど申し上げまし
たように、首相動静で確認できたものが十四回、
このほか、多人数が参加する会合等については、
全参加者が首相動静上明記されないため、網羅的
に確認することは困難でありますが、これまでの
国会等での指摘を受けたものが五回ということで、
先ほど申し上げたとおりでございます。
そこで、費用についてでございますが、食事等
は、そもそもこれは大人数でありますが、大人数
というか、私と加計さんが二人で会ったというこ
と、そもそもゴルフは四人でやりますから、二人
ということはないわけでございます。そして、ま
ず、ゴルフについては、私が全て私のものは払っ
ているということでございます。また、秘書官の
ものも払っている。これはもう明確にそう申し上
げたいと思います。
そして、それ以外については、これは、私が払
う場合もありますし、また、他の同席者、加計孝
太郎氏以外の同席者が払う場合もありますし、割
り勘の場合もありますし、私が払う場合もありま
す。
同時に、秘書官の場合は大体別席でございまし
て、友人同士が話す場合、そこに秘書官が入って

いますと、いわば友人同士で話すということには
ならないものでございますから、秘書官は別席。
また、秘書官のみならず、ＳＰと別席で、それは
基本的に私の方で……（長妻委員「加計さんが払
ったときもあるんですか」と呼ぶ）いや、今ちょ
っと、済みません、今、二人で対話しているわけ
ではないので、答弁中でございますから。今、ち
ょっと待ってくれますか。
私が、同席者については、同席者、いわば秘書
官は大体別席でございますので、秘書官とあるい
はＳＰ等がおりますので、その分は基本的に私が
払っているという記憶……（長妻委員「食事は」
と呼ぶ）ですから、それは食事です、食事につい
て。
まず、ゴルフについては全て払っているという
こと。
それと、私と加計さんとの食事は、これは大体
複数で、大人数というのは訂正しますが、複数で
ございます。結構人数が多い場合も、十数名とい
うこともございます。その中のメンバーの誰かが
設定している場合もありますので、それはその人
が払うということもございます。私と加計さんと
の間においては、もちろん加計さんが払うことも
ございます。
しかし、加計さんが払うときにも、同行した秘
書官は別席でございまして、別席のことが多いも
のでございますから、別席の場合は私が基本的に
払っているということでございます。
バーベキューの場合は、私がもちろん全て払っ
ているわけでございます。

○長妻委員 ちょっと総理、端的に答弁いただき
たいんですけれども、加計孝太郎さんが払うこと
もあると、食事については。そのときに、秘書官
が同席していたとすれば、加計孝太郎さんが総理
と秘書官の分を払ったというようなこともあり得
るというような御答弁というふうに理解いたしま
したけれども、そうすると、この柳瀬秘書官が完
全に理解した後、利害関係人と一緒に、しかも、
利害関係人が代金を払って食事とかしていいんで
しょうか。総理自身もいいんでしょうか。
ここら辺について、私は非常に首をかしげる御
答弁だなと思うんですけれども、これは……（安
倍内閣総理大臣「払ったって言ったじゃないです
か、こっちが払ったって」と呼ぶ）ちょっと待っ
てください。じゃ、わかりました。総理、ちょっ
と端的に答えてください、皆さん誤解しますから。
つまり、加計孝太郎さんが食事については代金を
払ったこともあると、総理の代金とかですね。
○安倍内閣総理大臣 今、長妻委員もまぜて言わ
れるから、私も整理してお答えをしたわけですよ。
つまり……（発言する者あり）これ、わからない
んですか。（長妻委員「端的、簡単な話」と呼ぶ
）いや、端的という意味がよくわからないんです
が、整理して、つまり、私の分と秘書官の分があ
ります。それは理解いただけましたか、皆さん。
（長妻委員「食事ですね」と呼ぶ）食事において。
まず初めに、ゴルフについては全て払っていま
す。こちら側の分は、こちら側が全部払っていま
す。食事については、先ほど申し上げましたよう
に、複数ですから、これは、私が払う場合もあり
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ます、その中のメンバーが払う場合もあるし、加
計さんが払う場合もあるということはお答えしま
したね。そこはよろしいですね。それはあるとい
うこと。それはもう、先ほどもそう答えているん
ですから。
ところが、そこで長妻さんが、秘書官も払われ
ていたらそれは利害関係者じゃないかとおっしゃ
った。だから、先ほど答弁をしましたように、秘
書官は別席でございますから、いわば……（発言
する者あり）いや、別席、済みません、ちょっと
委員長。
○河村委員長 ちょっと静かに。お静かに聞いて
ください。答弁しておりますから、御静粛に願い
ます。
○安倍内閣総理大臣 今それを答弁するところで
ございまして、今それを答弁するというか、して
いるわけであります。いいですか。
申し上げますと、まず、複数の場合もあります
から、私が払うときもあれば、その中の他のメン
バーが払うときもあれば、加計さんが払うときも
あるということは申し上げたとおりでございます。
そこで、基本的には秘書官が別席であることが多
い、いわば秘書官とあと警護官、その分は当然私
が払うということになります。場合によっては、
その地の県警の方もおられることがございますか
ら、それは当然私が払うということであります。
そこで、では、向こうが、例えば加計学園が実
施をした桜を見る会というのがありました。これ
は、百名近くが出る中だと思います、百名近くが
出る中において、そこに招待をされたことがあり

ます。顔を出してもらいたい、花を添えてもらい
たいということで出席をしたことがあります。そ
の席には、覚えている限り、秘書官もそれは同席
しました。ただ、それは柳瀬秘書官ではありませ
ん。それは、いわばそのときのことは覚えており
ますので。
なぜ覚えているかというと、お酒をどんどんつ
ごうとして、しかし、飲めないからといって断っ
て、そのやりとりがちょっとあったものでありま
すから、それがあったので覚えているわけであり
ますが、そこが大事だと言われているので、今詳
細にわたってお答えをしているわけでありますが、
それは柳瀬秘書官ではなかったということでござ
います。
○長妻委員 総理、端的に御答弁いただきたいの
でございますが、お金絡みというのは、国家戦略
特区、非常に疑念があるわけでございまして、食
事について今の長々と総理、御答弁されましたけ
れども、結局、秘書官が食事において別席である
ことが多いということをおっしゃいました。です
から、別席の場合も、食事代は誰が、食事が出る
場合もあって、誰か。あるいは、別席でない場合、
これは加計孝太郎さんが払うこともあるというよ
うなことも今ニュアンスとして私は聞きましたの
で……（安倍内閣総理大臣「違うって、それは」
と呼ぶ）はっきり答えないからですよ。
もう時間がなくなってしまいました、長々の総
理の答弁で。本当にうみを出し切る気があるんで
すか、総理。
じゃ、最後、一問しかありませんから、先ほど

の問題にもう一回戻りますけれども、六・七億円
の値引き、これが、四月十二日にたたき台を航空
局が財務省に出した、財務省にいろいろなことを
言われて、急に二日後に八・二億円になった、今、
こういう説明を、総理、目の前で聞かれたと思い
ますけれども、総理、違和感というのはお持ちに
なりませんですか。
○安倍内閣総理大臣 お答えする前に、いわば食
事を提供して、その見返りに国家戦略特区に入れ
た、それは全く全く勘ぐりであって、それは許容
できませんよ。（長妻委員「言ってないよ、そん
なもの。言っていないじゃない、いつ言ったの」
と呼ぶ）あなたに食事をごちそうするからかのご
とくの言い方だったじゃありませんか。今、みん
なそういう印象を受けているんですよ。そういう
印象を受けているんですよ。だから、それはやは
り、ちゃんと……（発言する者あり）
○河村委員長 御静粛に願います。答弁中です。
○安倍内閣総理大臣 今やじの方が、権限を持っ
ているからそうしたんだろうというごときのやじ
を飛ばしたけれども、そんなことするわけないじ
ゃないですか。別に私が食事をごちそうしてもら
いたいから国家戦略特区を特別にやるって、例え
ば焼き肉をごちそうしてもらいたいからそんなこ
とをするって、これは考えられないですよ。考え
られない話であって、それを申し上げて、それを
いかにもそうであるかのごとくの質問をされると
いうのは、それは印象操作としか言いようが私は
ないんだろう、このように思います。
そして、先ほどの理財局長との……（発言する
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者あり）済みません、少し静かにしていただけな
いと審議はできませんよ。今、誠意を持ってお答
えをしているんですから。
そこで、先ほどの理財局長とのやりとりについ
ては、まさにそうした御疑問について、しっかり
と財務省において答えていかなければならないと
……（長妻委員「違う違う、感想」と呼ぶ）感想
については、これはまさに財務省においてしっか
りと答えていかなければならないというのが私の
感想でございます。
○長妻委員 いや、違和感ないんですかと聞いた
んですけれども。
先ほどの食事の代金の件は、私が聞きましたの
は、少なくとも柳瀬秘書官は、その日に首相官邸
でお会いして、もう加計学園が国家戦略特区に手
を挙げるというのは十分認識された、その後に食
事、まず御一緒にするということ自体も総理に普
通はアラームを出さなきゃいけないんじゃないの
か、こういう方ですから利害関係があるのではな
いんでしょうかと。だから、そういう意味では、
利害関係を柳瀬さん自身は認識していたとしたと
きに、その代金の問題というのは私はそんな軽い
話ではないというふうに思いますよ。
そこら辺について、総理、いつも長々と話すと、
総理は誠意を持って話されているのかもしれませ
んが、受け取る側は何かごまかしているように聞
こえるんですよ、長々話すと。ぜひ端的に御答弁
をいただきたい。この後の同僚が質問します。
ありがとうございました。
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