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パネリスト 

コーディネーター 

安倍晋三総理・昭恵夫人の介在で、国有財産が不当に売却された「森友」疑惑。 

事件の解明に大きな役割を果たしたパネリストによって真相がリアルに語られた。 
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森友事件の政府とメディアの幕引き許さない！ 
 
阪口  コーディネーターの醍醐先生がよんどころない

ご都合で来られない、ということで醍醐先生を目当てで来

られた方には非常に申し訳ないのですが、私は 2 軍の

コーチをやっていたんですけれども、急遽、1 軍の監督を

やれということで、変な年寄りが出てきたということでござ

います。もともと予定はしていなかったので進行について

はまずい点があるとは思いますけれども、よろしくご協力

のほどお願いします。（会場 拍手） 

阪口  最初に木村さんから、この事件をどういう理

由で取り上げたのか、木村さんの今の思いについて簡

単にご報告お願いします。（会場 拍手）  

森友をとりあげたきっかけ・今の思い 
木村 木村真（まこと）と申します。大阪の

豊中で市会議員をやっています。私の今の

思いは、「これはもはや疑惑ではない。疑い

のレベルを超えて事実である、残る問題は

ただ一つ、しかるべき人物にしかるべき形で

責任を取らせること」です。それを言ってしま

うと身も蓋もないので、森友問題で調べ始め

たきっかけについて、簡単にお話しします。

森友が小学校を建てようとしていた土地、あ

そこは、もとは道を挟んだ両側に広い国有

地があり、豊中市としてはその両方を国から無償で貸与

を受けて、公園として整備したいと考えていたのです。そ

んな広い国有地が何で出来たかというと、あそこは伊丹

空港、大阪国際空港の飛行機の着陸コースの真下に当

たっていて、昔は爆音で窓ガラスがビリビリ震え電話もで

きない、テレビの音も聞こえない。人が住める状態ではな

いということで、移転、立ち退きをどんどん進めていった

のです。それは国の事業として。また、豊中市としても、

移転、立ち退きが進んでいくと虫食い状態になっていく

ので、その土地を換地してまとめて、密集市街地の区画

整理事業をやっていた。国にとっては空港の対策として、

豊中市は密集市街地の区画整理として、ほぼ同じ事業を

一体となって進めてきたのです。70 年代からやっていた

んですけども、その過程で豊中市は、立ち退きの結果出

来たまとまった土地、国有地をただで借りて公園として整

備したいという希望をもっていました。豊中市は、公園の

完成予想図を載せたパンフレットを作って、立ち退きの交

渉をする際に「公園にするので、立ち退きにご協力いた

だけませんか」という説明もしていたのです。そういう経過

からすると、国と市の、少なくとも国と市の担当者レベル

では「無償貸与で」という話がついていたに違いない。残

念ながら、20 何年、30 年も前となってくると、国も豊中市

も当時の担当者がもうおりませんので、よくわからんので

すけども。ところが、国が「無償貸与なんかできません、使

いたいんだったら買ってください」と言い始めた。「2010

年までに買えへんのやったら他に売却する」と、2008 年

には最後通牒してきた。豊中市としてはどな

いする？と。道の両側、それぞれ 1 ヘクター

ルぐらいの土地ですので、25 億、30 億ぐら

いの金額になります。予定してなかった 30

億円をポンと出すなんてとても無理だという

ことで、西側半分をあきらめて東側半分だけ

を買ったのです。買った土地は、いま公園に

なっています。「豊中市には 14 億円で売っ

たのに、森友には･･･」という、その土地で

す。 

森友の土地は豊中市が泣く泣くあきらめた土地 

森友が小学校を作ろうとしている土地は、本来は公園とし

て整備したいと思っていたのに、泣く泣く買うのをあきらめ

た土地なので「どこが買って何ができるんやろな」と、もと

もと気になっていたのです。そこに工事の囲いができまし

て、たまたま通りかかったとき小学校の横断幕が出ていて

「あ、学校か、よかった」とそんな感じやったんです。ただ、

一方で塚本幼稚園が小学校を作る、それも豊中市内に

できるらしいという話も聞いていたので、改めて見に行っ

てみると「瑞穂の國記念小學院」という、まずその学校の

名前ですね。それと「瑞穂の國」の國と「小學院」の學が

旧字体で書いてあるんですね。それでよくよく見たら、そ

の横断幕みたいな横に「生徒募集」のポスターが 2枚

 
コーディネーター 

阪口徳雄さん 

シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム 
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貼ってあった。そのポスターは、小学校の児童募集という

よりも、単純にデザインが赤をベースにした、どっちかとい

うと神社の秋祭りというような感じの…、（会場 笑） 

びっくり仰天、公園にしたかった土地に 

教育勅語の小学校 

木村 ポスターが貼ってあって、よく見たら、教育勅語

が書いてあった。それと神社の鳥居。多分、靖国神社の

鳥居。「これはまたものすごい、やっぱり塚本幼稚園のや。

ええ？っ」という感じで。で、ネットで調べてみたらまさに

それだったのです。その時点で、すでに安倍昭恵さんが

名誉校長になることも書いていました。理事長の籠池さん

という人が、どうも「日本会議」の関係者らしいこともわかり

ましたので、いや、これはまたとんでもない学校ができると。

率直に言えば、「何とかつぶされへんもんか」と思ったん

です。こないだインターネットを見てびっくりしたんですが、

「木村というのはけしからん反日左翼だ、学

校つぶしたいみたいなこと言っている、教育

の自由への介入や」と書いてあったんです。

「教育勅語」は徹頭徹尾、存在自体が憲法

違反です。「憲法や教育基本法に反しない

限り教材として使っても構わない」という閣議

決定もありましたけれども、存在そのものが

憲法違反ですので、それを暗唱させるなん

てあり得ないことだし、はっきり言って教育内

容からして許されない。学校教育法にも、教育基本法に

も、もちろん憲法にも違反する学校なので「そんな学校は

許されない、開校させてたまるか」というのは、これは当然

のことです。私、市会議員で公務員ですので、憲法擁護

義務があります。「そんな学校が自分の地域にできること

は許されへん、つぶしてやる」と考えたというのは公務員

としての責務であると（笑）思っています。（会場 笑） 

何かうさん臭いことがある？かも、 

木村 その時点で安倍昭恵さんが名誉校長とか、理事

長の人が日本会議の関係者らしいってわかっていました。

いわば安倍政権直結というわけですから、「これはひょっ

とすると土地の取得をめぐって何かうさん臭いことやって

いるかもしれん」ということで、土地の登記を挙げたわけで

す。去年の 5月のことです。売買契約が 6月なので、その

ときはまだ貸付けの状態でした。土地の所有者が運輸省

になっていたんで、「あれ？おかしいな」と。工事の囲い

ができて、建物はまだ立ち上がってなかったのですが、

基礎工事は始まっていたので、近畿財務局に電話かけ

ましたら、池田さんという（その後雲隠れして出てこない）

人が電話口に出てきて「貸しています」と。その時点でま

ず「やっぱりおかしいな」と。豊中市に対しては「貸すなん

てできない、買ってください」という話だったから、「森友に

は何で貸してるんだろう」と思ったわけなんです。それで、

「いくらで貸しているんですか」と尋ねたら、「それは言え

ません」と。それで、近畿財務局に出向いて正式の情報

公開の手続きで開示請求したわけです。出てきたのが金

額や一部の条文が黒塗りだったのです。そこで「完全に

おかしい」と確信したわけです。金額を隠すのは、およそ

考えられないこと、国有地は国民の財産ですので。それ

で身近な親しい人たちに「黒塗りで出てきた、

絶対おかしいからみんなで追及しませんか」

と声かけて 8 月 31 日に 1 回目のミーティン

グをやりました。その１回目から、同じ市議会

の山本一徳（いっとく）さんという共産党の議

員も来てくれて、市民グループと情報の共有

と意見交換をしながらやってきたんです。そ

のあとで、「売却したらしい」という話を聞きま

したので、売買契約書の開示請求をしたところ、やっぱり

黒塗りで出てきた。肝心かなめの売却金額が黒塗りに

なっていて、後ろのほうの第 42 条は、1 ページまるごと

まっ黒けになっているとこもありまして、何やろなと。財務

省の標準契約書がありますので、それと突き合わせて見

てみても、そんな長い条文自体ないのです。後日、黒塗

りなしの契約書が出てきたら、ゴミがあるとか、瑕疵担保

責任の免除について書いてあったんですが、その時はわ

からなかった。財務省の職員の池田さんには「国民の財

産を売って金額黒塗りって、こんなん許されると思ってん

のか、あほちゃう？」という感じで、「裁判やるから覚悟しと

け」みたいなこと言ってたんですが、実際は裁判じゃなく

てビラを作って配り始めました。「国有地を売却して金額

は非公開。売却先の名誉校長は安倍昭恵さん。これ、お

かしいと思いませんか」と。結構、反響もあって、ビラを読

豊中市会議員  

木村 真さん 
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んだ方から電話かかってきたりしたんです。これは広げる

ことができれば絶対大きな問題になると思って、マスコミ

に情報を提供もして、毎日新聞、朝日新聞、共同通信、

NHKの人なんかは話を聞きに来てくださいました。黒塗り

契約書のほか、いくつか怪しい材料も情報提供したら、

「なるほど、これはおかしい。ちょっと調べてみるわ、独自

に取材してみるわ」とおっしゃってたんですね。ところが、

その後なかなか報道されないんです。（会場 笑） 

マスコミも議員も取り上げない 

木村 国会の野党の議員に情報提供したりもしたんで

すが、反応がない。今日は主催が「NHK問題を考える

会」ということなので、ジャーナリズムも大きなテーマに

なっていると思うので、ちょっとしたエピソー

ドを紹介します。 

木村 塚本幼稚園をやめさせられた保護

者の方が、僕のブログを見て「よくぞ書いてく

れました」とコンタクトを取ってきた。事務所

にお越しになったんですが、その時、朝日

放送（ABC）の人も一緒に来た。しばらく前

から保護者の方々を密着取材してたそうな

んです。そのＡＢＣのディレクターの方が「相

手が相手なんで、ちょっと上も慎重なってる

んです」と言うわけです。「出し方については

考えなあかんなと思ってるとこなんです」と。

面白いのは、「どっか週刊誌が書いてくれたらやりやすい

んですけど…」と言うんですね。（会場 笑） 

木村  だったら、特ダネと思うはずですけど。結局、報

道してくれない。市民グループがビラまくぶんには十分ネ

タは揃ってるんだけれども、大手メディアが報道するのは

これだけでは難しいのかなぁ、と。だったら、具体的な動

きがあれば取り上げてくれるのではと、今年 2月 8日に

「情報公開を求める」という裁判を起こしました。 

裁判が大きな反響、一気に事件の解明に 
木村  提訴し、記者会見すると、計算どおり新聞やテレ

ビが報道してくれて、特に朝日新聞は独自の取材を交え

て、大阪ではびっくりするぐらい大きく報道されました。東

京ではその半分ぐらいでしたけど、まぁまぁ、そこそこ大き

な記事になった。2月 8日に提訴、翌9日に新聞に載り、

その日から国会議員が聴き取りを始めて、10日には黒塗

りのない契約書が国会議員に示されて、金額が豊中市に

売った土地と比べると、平方メートル単価で 10分の 1、1

億 3400万円で売っていたことがわかった。翌週からは国

会で追及が始まり、ものすごい大きな問題になっていった

んですね。その後については、はっきり言って僕もテレビ

や新聞を見ながら「へえ？そうやったんや！」「うわあ、こ

れはひどいな！」みたいに、（会場 笑）見てるだけという

感じなんです。 

木村 最初のきっかけとしてはそういうことです。その後、

3月22日、近畿財務局に「背任容疑だ、森友学園に不当

に利益を供与し、市民・国民に損害を与えた背任である」

と刑事告発をしました。あとは豊中で街頭宣

伝を続けて今に至ります。ひとまずこんなとこ

ろで。（会場 拍手） 

阪口 ありがとうございました。うさん

臭いという、木村さんの最初の問題提起

がなかったら恐らくこれだけ大きな問題

にならなかったでしょう。そういう面で

は非常に感謝したいと思います。 

（会場 拍手） 

阪口 国会で鋭く追及していただいてい

る宮本議員にお願いします。 

 

パネラーはベストチョイス 
宮本 どうも皆さん、ありがとうございます。今日のこのシ

ンポジウム、木村さん、私、そして菅野さんと、まさにベス

トチョイスだと思っております。（会場 拍手） 

宮本 今の国会は加計問題が一番の山場になっており

まして、昨日、羽田の空港で自民党の衆議院法務委員

会の筆頭理事がおったので「いやもう大変なことになりま

したね」と僕が言ったら、「いや、一番最初に矢を放った

のは先生じゃないですか」と言うから「いや、誰が最初に

矢を放ったかが問題じゃない。矢を放たれたらこんなこと

になるようなことをするのが間違ってるんだ」と申し上げた

わけです。（会場 拍手） 

宮本 それは民進党も頑張ったし、われわれも頑張っ

た。また、市民の皆さん、木村さん含めて、さまざまな

 
衆議院議員  

宮本岳志さん 
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方々が頑張ってここまで追い詰めてきたという点ではみ

んなの仕事だったことをまずご報告したいと思うんです。

（会場 拍手） 

宮本 木村さんがおっしゃったとおりです、既に全容は、

ほぼ解明されたと。私どもの「前衛」という雑誌 7月号に

「森友学園事件とはどのような事件だったか」という論文を

書きましたら、お叱りがありまして「もう追及は終わりか」と

いう声がありまして、（会場 笑） 

宮本 いや、もちろん、安倍さん辞めてないわけですか

ら追及が終わったわけではありませんが、もうあとは辞め

ることしか残ってない。安倍昭恵さんの証人喚問しか残っ

てないんですよ。（会場 拍手） 

会場・男性 そうだ！ 

事件は解明された、総理は「やめる」と言った 

宮本 私は 2月 15 日に初めて、国会の財務金融委員

会でこの問題を取り上げました。それ以来 12回、連続的

に森友事件を追及してきて、もう黒であることが確信でき

るとこまで明らかにしたと思っています。物証もすでに示

された。「違う」と言うなら証人喚問の場に出てきて「違う」

と言わなければ、籠池さんは証人喚問で語ったわけです

から、安倍昭恵さんが出てこないことは通らないし、それ

ができないというのであれば、「私や妻や安倍事務所が

かかわっていたら、総理はもちろん国会議員も辞める」と

言ったんですから、これ、辞めてもらわなければ筋が通ら

ないと、こういう具合だと思っております。（会場 拍手） 

国有地 金額さえかくすとは 
宮本 今、木村さんからお話がありましたように、国有地

を売却しときながら、金額すら明らかにしてなかったので

す。さいわい、私たち、野党共闘でやっておりますから、

豊中でも、山本いっとくという共産党議員が木村さんと一

緒に追及をやっていた。山本いっとくさんから共産党の

国会議員団にその知ら

せがありました。情報公

開求めて裁判までやると

いう話を聞きました。これ

は国有地ですから、財

務省の管轄です。私は

国会で財務金融委員会

という委員会にいます。（財務省理財局長は佐川宣寿）

国有地は国民全員の共有財産です。共有財産を処分・

貸し付けるときには、本来は「国民の皆さんにこの額でよ

ろしいか、売りましたけれどもご納得いただけますか」と、

公開するのは当たり前であって、皆さんからお預かりした

土地を売ったり貸したりしときながら、「いくらであるか聞く

な」と（笑）、そんなばかな話はないわけです。これを裁判

するまでもなく明らかにするのは当然だと、論戦が始まり

ました。登記簿謄本取ってみたら、この登記簿には「瑕疵

担保特約」という特約がついていたんです。国が売り払っ

たわけですけど、約束違反があったら、国がもう一回買い

戻すという特約がついていまして、間抜けなことに、この

特約には買い戻すときの額は 1億 3400万円と書いてい

たわけです。（会場 笑） 

宮本 財務省呼んで、瑕疵担保特約で買い戻すのが 1

億 3400万なのに、売却額が 1億 3400万でないことはな

いだろう、と迫りましたら、さすがに逃げきれないと思った

のか、財務省はとうとう 1億 3400万であることを認めざる

を得なくなった。その途端に全部開示されて売買契約書

も黒塗りが消えたものが出てきたと。そういう点では裁判

するまでもなく、その黒塗り部分が明らかになったんです

が、でも、なお、裁判は…、 

木村 まだ続いている。 

国民が納得しない二つの理由 
宮本 続いているということですから、なかなかえげつな

い話です。この事件、すべて明らかになったというけれど

も、国民は全く納得してない。それは安倍さんが辞めてな

いんですから。国民が納得いかない大きな理由は、二つ

ある。一つは、不動産鑑定価格が9億5600万の土地が8

億 2000万の値引きがされ、1億 3400万で売られた、何で

8億 2000万の値引きをされてるのかといえば、「ゴミが埋

まってたから」という話で

した。これが「ほんまに

埋まってんのか、ほんま

に取ったんか」という議

論がありました。国会か

ら山本いっとくさんに電

会場風景  
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話をかけて「1万 9500 トンのゴミはダンプカーにしたら

4000台分になる。豊中の街を 4000台のダンプカーが

走ったか」と、聞きましたら「そんなものは見たことない。

4000台も走ったら、街は渋滞や」と言った。ウソだとすぐ

わかるわけですよ、いくら強弁してみても。そういう点では、

これが全くでたらめであることが明らかになっています。

何でそんな値引きがされたのか。これが納得いかない一

点ですね。もう一点は、そもそもこれだけ問題のある学校

ですよ。土地だってそうやって国から借りたり買ったりする

のに値引きを迫らなきゃなんない。お金がないんですよ。

幼稚園しかやってないんですよ。その学校が小学校作り

たいと申し出たら、大阪府の私学審議会は、「ハイハイ」と

定例審議会では継続審議になったものを翌年、2015年

の 1月に、史上初の臨時審議会を開いて（笑）、「条件つ

きで認可適当」という判断を下してやった。その頃のやり

取りをずっと見ると、近畿財務局も大阪府の私学課、私

学審議会も、とにかく森友学園の応援団ですよ。今でこ

そ、松井知事は「国が悪い、国に言われて仕方なくやっ

たとか」言っていますが、もう手に手を取り合って、お互い

に示し合わせて、まさに手はずを整えて「こっちで決まっ

たら、そっちでやってね、と。こっちでやることを前提に、

そっちも条件整えといてね」とお互い、やり取りしながら応

援してきたというのがこの事件の中身です。「何でそれほ

どこの学校を応援しなきゃならなかったのか」が、国民が

納得いかないところです。 

世の中にない奇っ怪な話し 
宮本 値引きの問題については何の根拠もなかった、

菅野さんなどが明らかにした資料によると、メールのやり

取りの中で「3メートルより深いとこにはゴミは埋まってない

ので、こんな調査結果は出さないほうがいいですよね」っ

てなことをやり取りしていたって言うんですから、ウソ八百

であったことは明らかになっとります。ただただ 1億 3400

万円で売り払ってやるための値引きだったことが明らかに

なりました。1億 3400万円の根拠は、昨年の 4 月の 6 日

に「有益費」というかたちであらかじめ国から森友学園に

支払われた 1億 3200万円というお金、この額で大体買い

取れるように便宜を図ってやったということです。1億

3200万円の金渡しといて 1億 3400万円で売ってやった

んですから、差し引き 200万円で 8770平方メートルの皆

さんの財産が売り払われたという計算になります。わずか

200万円で 8770平方メートルの国有地を売ってくれるん

だったら、誰だって手を挙げますよね、と大阪あたりで言

いますと、大阪の人には面白い人が多くて、「宮本さん、

わしは買わん」と。 

（会場 笑） 

宮本 「何でですか」と聞いたら、「わしは 200万円持っ

てない。」（会場 笑） 

宮本 ただ、これはそんな話でもないんです。1億 3200

万円の金もろといて1億3400万円即金で買ったんだった

ら 200万円の金を用意しなきゃあきませんわね。そうと違

うんですよ。買うほうは 10 年分割払いです。頭金 2787万

円入れたあとは毎年毎年 1100万円ずつ 10回払い。その

最初の支払期日は今年の 5 月でしたから、まだ期日がき

てない。その前に、話が破綻して払ってないですから、頭

金だけ払っただけです。1億 3200万円もろといて 2800

万円弱払ったら、まだ 1億円籠池さんの手元にお金が

残っていることになります。1億円のお金もくれる。8700平

米の土地もくれる。両方くれるという話だったら、「ご主人、

あんたも文句なしに手挙げますやろ」って言うたら、「ほん

まやな」と皆、手挙げますからこれは世の中にない話です。

こんな奇っ怪な取引がされたことは、政治の力が働かな

ければなりたたない。安倍昭恵さんを含む安倍官邸の意

向が働いたことは、明瞭です。きっかけは名誉校長に就

任した直後に安倍昭恵さんのケータイに「借地だけれど

も地代が高い、半額ぐらいにしてくれよ」とお願いをしよう

とした。そしたら昭恵さん、安倍首相と一緒にモンゴル、

中東 5カ国に行ってて留守電になっていたので、谷査恵

子さんという付き人から電話があった。相談したら田村嘉

啓理財局国有財産審理室長に問い合わせて答えが

ファックスで返ってきた。ファックスにはもちろんゼロ回答

のような「ご希望に添えません」という言葉もあるけれども、

「今後とも見守ってまいりたい、どんなことでもご相談くだ

さい」と書いていた。だから籠池さんは、翌年の 3月に「地

中深くからゴミ出てきたんや」と財務省の会議室で、ウソも

含めてねじ込みに行って田村嘉啓と 1 時間半こもった。

そこで「どうしてくれるんだ、あの方を侮辱しているのか」と
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言うた。「あの方って誰や」って聞いたら、「安倍首相のこ

とです」と、言うてるわけです。「首相や首相夫人のご意

向に逆らうことになるぞ」と迫って、そのあと、トントン拍子

で「神風が吹いて（籠池さんの言葉）」結局、この話がまと

まった。結論的には 2800万円ほどの頭金入れて、あと

1100万円ずつ 10 年払いですから、1100万円は 12 ヶ月

で割ったら月々93万円見当になります。前年の秋に「230

万円ほどの地代が高いから半額に負けてくれ」と谷査恵

子さん通じて頼んだら、93万円になったんですから、半

額どころか半額以上、120 点満点の結果になった。これ

が土地売却に伴う安倍昭恵氏、安倍首相自身の、まさに

介在だった。 

私学認可はなぜ降りたか 
宮本 もう一つの、教育勅語を初めとする私学認可の

問題ですが、これも安倍首相自身が、この学校を応援し

てきたことを言わなければなりません。私は、5 月 8日の

予算委員会集中審議で、安倍首相に問いました。「最初

にこの学校で講演する予定だったのは奥さんじゃないで

すね。あなたでしょう」と。（安倍首相とのかかわりについ

て）実は、歴史に残る「大阪 2、2、6」という非常に有名な

日づけがあります。（会場 笑）今から 5年前、2012 年 2

月 26 日のことです。 

宮本 これは、「日本教育再生機構大阪」という、靖国

教育、教育勅語教育を進める教育団体が大阪の地でシ

ンポジウムを開いた日です。東京から「日本教育再生機

構」理事長の八木秀次という、この人は有象無象の人

だったんですが、今では首相官邸に置く教育再生実行

会議の委員ですから、安倍さん子飼いの人ですが、この

人がやってきて、当時、野党時代の安倍晋三元首相、元

です、もやってきます。そして、松井大阪府知事と意気投

合しました。ここで安倍首相は何と言っているか、「戦後レ

ジームからの脱却だ。戦後レジームとは何かというと二つ

だ。憲法と教育基本法だ。私は第 1次安倍内閣で教育

基本法は脱却した。変えた」と。つまり、「愛国心を入れ

た」と。「残るは憲法だ。教育基本法は変えたけれども、そ

れが現場に行き着く前に民主党政権になって、輿石さん

なんかが民主党で牛耳ってるから現場の教員が反対した

ら進まなくなった。難儀なことだ」。ところが、「大阪の橋下

さんや松井さんは、大阪府教育基本条例、大阪市教育

基本条例作って、日の丸、君が代に盾突いたら首飛ばす、

そうやって現場の教員に有無を言わさず、私のやった教

育基本法どおりの愛国心教育をやってくれようとしている。

私の考えを現場でやってくれているのが大阪維新の皆さ

ん、松井さん、橋下さんだ」と、そこまで言うて帰ったんで

す。そういう教育の路線に乗って籠池さんはこの教育勅

語教育を始めたということでありますから意気投合してい

るわけですよ。だから、その年（2012 年）の 9月には、首

相が「私が行って講演します」と答えているわけです。とこ

ろが、何の因果か自民党総裁選で、再び総裁選に立候

補することになったので、断りの電話を入れた。行くことに

なっているのを断るんだから、昭恵氏に代わってもらって、

初めて電話で言葉を交わした、と。 

「妻が 妻が」じゃない、あんただろう 
宮本 そこまで認めていますよ。だから、「妻が妻がじゃ

ない、あんたじゃないか、これを進めてきたのは」と、追及

した。（会場 笑） 

宮本 ここが本当に大事なことであって、そこまで乗り気

で進めてきたくせに、じゃあ、その「教育勅語教育」が国

民に受け入れられるかといいますと、テレビでよくご覧に

なりましたよね。「安倍首相がんばれ、安倍首相がんばれ、

安保法制国会通過、よかったです」と幼稚園の子どもが

言ってたら、みんな引くわけですよ、そんなことはひどす

ぎると。だから、あれが流れるたびに安倍内閣の支持率

が下がっていく。これはかなわんと。だから、突然、答弁

変えて、「こんなことは適切だと思わん。幼稚園の子ども

たちに『安倍首相がんばれ』と言ってもらいたいとはユメ

ユメ思ったことはない」と、（会場 笑） 

国民世論が追いつめた 
宮本 こう言い始めて、「いや、籠池さんはしつこい人だ。

断ってるのに何度も何度も…」ということを言わざるを得な

くなった。国民の世論に押されたんですよ。そして、籠池

さんを切り捨てようとした。それ以降は籠池さんが勇気を

持って語り始めた、証人喚問も開かれたわけであります。

そういう中で、この事件が次々と暴かれていったのは、国

民世論がここまで追い詰めたんだと思っています。今の

お話があったから思い出しのですが、教育勅語の教育で、
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教育勅語を教材に使っていいかどうかを、下村博文とい

う文部科学大臣と相当突っ込んだやり取りをやりました。

下村博文が「使っていいんだ」と言ったものを、「全部使っ

ていいとは言わない」というとこまで、答弁を押し戻すのに

随分苦労しました。そのときの初等中等教育局長が前川

喜平という人です。実はその当時、初等中等教育局長の

前川さんが「教材に使うこともあり得る」と答弁したんです

ね。それで、下村博文を激しく詰めたうえで前川局長に

「初等中等教育局長たる者が教育勅語を教材に使ってよ

いと答弁したのはあなたが初めてだ、撤回せえ」て言うた

ら「撤回いたします」と撤回、（会場 

笑）「そのまま使っていいと言うたつも

りはない」と言った。大臣と同じだと。

こういうやり取りをやったもんですから、

僕の頭の中にはずっと「前川喜平と

いうのは下村博文と一緒にものすご

く悪いヤツや」、という（会場 笑）頭

があったんですが。 

「面従腹背にも限度がある」と 
宮本 つい最近、「面従腹背にも限度がある」とインタ

ビューに答えた。  （会場 笑） 

宮本 「教育勅語をやれ、なんてのは当時から嫌やった

けど、無理やり抑え込まれて言わされてきたが、面従腹

背にも限度がある」と語っておられましたから、これはもう

許してあげたいと思っています。（会場 笑）。（拍手）。 

宮本 また他の方に語っていただいて、足らないところ

があればまた発言したいと思います。（会場 拍手） 

阪口 続きまして、その後の新たな情報の提供は恐

らく、菅野さんではないかというほど、問題を大きく

していただいたのが、この菅野さんではないか。 

（会場 笑、拍手）。 

阪口 事件の結果も含めて、まず基本的な内容につ

いて報告していただきたい。あとでマスコミに公表さ

れてないとこも聞きたいと思います。 

菅野 何か火つけみたいなこと言われてますけど。 

（会場 笑）  

いっぱいのお運びでありがとうございます。（会場 拍手） 

菅野 宮本先生に、先にこんなうまいことしゃべられたら

しゃべりにくうてしゃあないんです。（会場 笑） 

「俺が取ろう思うた笑い、全部持っていきやがったな、さ

すが国会議員やな」と。（会場 笑） 

いきなり、まじめな話をするんですが、こっちから見てると

皆さんの顔がよう見えるんです。僕もさっきから暑いから

扇子使わしてもろうてますけども、皆さんも扇子とかうちわ

を使うてはります。そのうちに何人かの方が「アベ政治を

許さない」うちわをやってはるんです。2013、14年ぐらい

から澤地久枝さんが「アベ政治を許さない」をやってきま

した。これ、金子兜太さんの筆になるもんなんですかね。

恐らく、このうちわや標語が街頭やデ

モの現場やこういう集会で掲げられ

た数はのべ 1億回以上を超えるで

しょう。しかし、安倍政権の支持率は

一向に下がらなかった。しかし、どう

です？幼稚園の子が 4人集まって

「安倍首相がんばれ」って言うたら、

こんなに支持率下がるんですよ。（会

場 笑、拍手） 

メディアの人は現実を直視できない 
菅野 けったいなことやと思いません？これ、ほんまの

話なんですけど、「安倍首相がんばれ」の、あのDVDは、

塚本幼稚園にお子さんを通わせてはったお父さん、お母

さんが手元にお持ちです。あのビデオは僕が見つけたわ

けじゃないんですよ。現場にいてはったお父さん、お母さ

んは、もちろんそれを目撃してはるわけですね。「安倍首

相ガンバレ、安倍首相ガンバレ」の DVDについては、僕

が一番最初に記事にしました。記事がネットで公開され

た直後から僕の電話が鳴りやまないんです。鳴りやまな

い理由は一般読者からではないんですね。テレビ局の人

とか新聞社の人からなんですね。何を言うてるかっていう

と、失礼な話で、「菅野、おまえ、何でそんなうそをつくん

だ、そんなことあり得ないじゃないか」って言うんですよ。

要は、プロの報道各社の人は現実を直視することができ

なくなっているんですね。世の中がここまでひどくなって

いるんだということを、恐らく彼は直視できなかったんだろ

うと思います。ちなみに、そんな電話をかけてきたのは、

例外なくすべてのチャンネルからです。「NHK問題を考

 
著述家 菅野 完さん 
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える会」で NHKをほめたくはないんですけれども、NHK

だけはまともでしたね。（会場 笑）。 

菅野 何でかって、「われわれは基本的にネットの記事

を信頼してないんですけれども、万が一ウソでなければ

映像を貸していただけませんでしょうか」ってへりくだって

きたのは NHKだけです。あとは、みんな頭ごなしに、「ウ

ソでしょう、何であんなこと書くんですか」っていう話なん

です。そのくせ、それがほんまやとわかってから、どんだ

けあの DVD使うた？  （会場 笑） 

「日本会議」と安倍がすすめる教育路線 
菅野 何でそのメディアの話をのっけにしたかというと、

僕は、結局、メディアの中の人々が今までどうもさぼって

たように思うんですね。宮本議員から話もありましたように、

さっきの、2012 年 2月 26 日の「教育再生機構大阪」のシ

ンポジウムですが、司会は「日本教育再生機構」の八木

秀次です。パネラーは松井知事と、当時、元首相という肩

書の安倍晋三であります。そのシポジウムを企画をしたの

が、今、維新で国対委員長している遠藤（敬）なんですね。

当時、まだ府会議員やった。「日本教育再生機構」こそが

育鵬社の教科書の執筆陣なんです。つまり、「日本教育

再生機構」という組織が、われわれがいま認知するところ

の教育の右傾化の推進役であり、かつまた、裏方なんで

すね。それを一手に引き受けているわけです。「日本教

育再生機構」のメンバーの 80％以上は「日本会議」の人

間なんです。ということは、これは「日本会議」と安倍さん

が進めている教育路線なんです。一番最初に「安倍首相

ガンバレ」という話をしましたが、何でそんな話をしたかと

いうと、この間、籠池さんといろいろお話をしてきました。

衝撃的な証拠、衝撃的な証言はたくさん得られました。 

近畿財務局と業者 立場が逆 なぜ？ 
（その中で）一番びっくりしたのは、去年 3月、近畿財務

局の人間が、豊中の土地を造成しているキアラ建設、キ

アラ設計と、藤原工業に近畿財務局からメールを送って

るんです。その最初のあいさつは「お世話になります、い

つも『瑞穂の國記念小學院』実現にご協力いただき、あり

がとうございます」と書いてあるんです。財務省の人間が

ですよ。籠池さんとか業者側が財務省の人に言うてるん

やったらわかるんですけど、財務省の人間が業者にそう

いうこと言うてるん

ですね。これ、全

く意味わからない

ですよね。それも

一番びっくりした

んですけども、安

倍昭恵さんの 100

万円の話とか、現場に行って、ここで 100万円渡された、

と聞いたら、もう渡したとしか思いようがないんですよ。北

野郵便局へ行って「ほんまに 100万円持ってきはりまし

た？」て聞いたら、北野郵便局の職員が口をつぐむんで

すね。まるでハリウッド映画みたいですよ。（会場 笑） 

菅野 昔の西部劇で、ガンマンが来たら銀行がシャッ

ター降ろすやないすか、ガーと。あんなんで皆、口をつぐ

むんですよ。それも衝撃的でしたけど、一番衝撃的やっ

たんは、籠池さんがまだ理事長時代ですね、「理事長、

何で運動会で安倍首相ガンバレなんか言わしたん？」っ

て聞いたら、ジイッと黙らはったんですよ、2分ほど。よう

しゃべらはる人やのにジイッと黙らはるから、何で黙らは

んかなと思ったら、やおら口を開けて、「受けるとおもて

ん。」と。（会場  笑） 

今の時代、受けると思った 
菅野 いや、ほんまに言わはったんです。これ、笑い事

やなしに、ほんまにあの人は純粋に、「今の時代、この教

育が受けるだろう」と思ってやったんです。あの人の思想、

もちろんそれはありますよ。あの人が元来考えてこられた

こと、あの人の人間性、あの人の対人スキルというか、ご

人格。そういうものがベースにあることは、それはもちろん

なんですけども、深い深い思想があって、それのやむに

やまれぬ発露としてああいう教育がなされていたり、運動

会で安倍首相ガンバレ、なんてことを言わしていたりとい

うんではないんですよ。あの人は明確に「受けると思って

ん、これが今の時代やと思ってん」と、言わはったんで

す。 

えぐり出しているのは「人権」問題 
実を言うと、僕がこの問題を取り組むきっかけは虐待問題

からでした。今も土地取引問題よりも、あの幼稚園で行わ

れた虐待の問題ほうが若干、性質としては重たいんでは

 
報告中の菅野 完さん 
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ないかなあと思っています。ちょっと最初に立場を明らか

にしときますが、籠池さんと保護者ならば、僕は徹底的に

保護者の立場に立ちますが、籠池さんと国とか社会であ

れば、僕は徹底的に籠池さんの側に立ちます。なぜかと

いうと、加計とちょっと違うのは、森友問題がえぐりだして

いるのは、いかにこの国が「人権」という原理原則を踏み

はずすかということです。「人権」という原理原則を踏みは

ずすから籠池さんは幼稚園の子どもに「安倍首相ガンバ

レ」と平気で言わせるわけでしょ。幼児を政治闘争の場に

引きずり出すわけでしょ？それは人権意識の欠如です、

完璧に。ここにいる人はそうではないかもわかりませんが、

3月の末に籠池さんが証人喚問に引きずり出されることを

「当然や」と思ってるでしょ。当然じゃないですよ。だって、

公人が説明責任果たしてないのに、何でいきなり私人を

呼ぶねん？って話でしょ。人権意識が社会にないから、

その声をメディア側も上げなかった。「珍

獣 籠池東京に来る」みたいな感じだっ

たでしょ。（会場 笑） 

菅野 籠池さんだけじゃないんですよ。

われわれみんなが、メディアの消費者側

も「人権」という軸で、あるいは「近代的な

法治国家」という軸で、あの事件を眺め

られてないんですね。だから、僕は虐待の問題にこだわり

たいんです。僕にとっては、それは鏡の表と裏、コインの

表と裏なんですね。「人権」というコインの裏側には、あの

幼稚園で行われた虐待という問題。虐待というのは何も

殴る蹴るだけを指すんではないんです。「安倍首相ガン

バレ」と子どもに言わしたり、あるいは左側には時々、デ

モの現場で出会って大きな声で怒ってしまったんですけ

ども、4歳ぐらいの女の子に「アベ政治を許さない」Tシャ

ツを着せて歩いてたんですよ。これちょっと間違ってるな

あと思ったんですね。それはもちろん、安倍政権に反対

するデモなんで、そこへ子どもを連れてくるということはい

かがなものかと僕は言わない。しかし、プラカードの一部

に子どもをそうやって使うっていかがなものだろうかな、こ

れ、子どもを育てる親として思ったんですけども、やっぱり

それは精神的な虐待なんですよね。そういう広い意味で

の虐待がコインのこっち側にある。もう一つは 2月の中頃

以降、厳密には、2月の 24日午後 3 時以降、籠池夫妻と

籠池ファミリーが受けてきた扱いは、僕はどう考えても人

権蹂躙だと思わざるを得ません。その人権問題、その

ターニングポイントだった 2月の 24 日とはこれですね。 

-------（映像開始） 衆議院予算委員会------- 

福島瑞穂 ちょうど先週、森友学園の国有地の売却

の問題につきまして、この場で質問させていただきまして、

その後、われわれも現地に行ったり、役所からさまざまな

資料を集めて調査をしてまいりましたが、次から次へと数

限りない怪しげな論点が出てまいりますので、今日は、そ

の一部について明らかにしてまいりたい。まず、最初にテ

レビ東京の番組は、私自身も幼稚園の保護者の方から

聞いた話でありますが、平成 27 年 9月に森友学園の幼

稚園で安倍昭恵総理夫人が講演をいたしまして、籠池理

事長からその場で瑞穂の國記念小學院の名誉校長への

就任を依頼されて、理事長が「拍手をし

てくださーい」って言うのに促されて保護

者の皆さんが拍手して、その場で受諾し

たという、そうした光景がテレビに映され

ております。ところが、昨日の午後、瑞穂

の國記念小學院のホームページにあっ

たこの名誉校長安倍昭恵先生、安倍晋

三内閣総理大臣夫人の挨拶が消えております。先週、私

の質疑で「李下に冠を正さず」という言葉がありますけど、

奥様を含めて広告塔のようにホームページに出るのは控

えられたほうがいいと思いますよと言ったんですけども、こ

の間、こういう指摘を受けて、安倍昭恵夫人はこの学校の

名誉校長をお辞めになったということでしょうか。 

安倍総理大臣  この件については私への指摘ではなく、

私の妻のことであろうと、このように思います。今、ご紹介

いただいたんですが、私も妻から経緯を聞いたんですが、

確かに名誉校長についての経緯はご紹介いただいたと

おりであります。実はその講演の前の待合室において名

誉校長なってくださいと頼まれて、実は妻はそこでは断っ

たそうであります。それは申し訳ないけれども、それはお

受けできない。… 

-----------（映像終り）------------ 

菅野 腹が立つんで（映像）止めますけど、（会場 笑） 

 
映像は安倍昭惠さん 
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籠池ファミリーの転落 ３ヶ月で 
菅野 これ、2月 24 日です。この瞬間から、僕は籠池

ファミリーの転落が始まったと思っています。この 1週間

前に民進党の福島議員が衆院の予算委員会だったと記

憶しますが、安倍晋三にこの問題を初めて投げたときに

出てきた答弁は、「籠池さんは非常に熱心な教育者で、

その教育観は私の教育観と合致してると妻から聞いてい

る」と言っていたんですね。その約 1カ月後に、僕は籠池

さん本人から「安倍首相ガンバレ、ガンバレというのが今

の時代の空気に合ってるんだと思った」という証言を聞く

ことになるわけですけども、これ、2 人がおんなじことを

言ってるんですね。安倍側にどんな思惑があったかは籠

池さん側はわからんわけですよ。2月 24 日のこの質疑ま

では、安倍さんは国会答弁の中でも森友学園の籠池理

事長なる人物は僕が理想とする教育を体現してくれてい

る誠に「愛い（うい）ヤツじゃ」という態度やったんです。し

かし、その間、どうも土地取引の背景に薄暗いものがある

ぞと。どう確認しても、この土地取引は国民に説明しても

納得がいかないことを、政府側は当初からわかってたん

でしょうから、（安倍首相は）財務省からブリーフィングを

受けたんでしょうね、この 1週間の間。そこでこう答弁を変

えてきたんだと思うんです。この答弁から（籠池さんの）転

落が始まるんですね。3 月になって証人喚問になりました。

そこで籠池氏本人は、「事実は小説より奇なりであります」

という名言を残すわけですが、実を言うと、僕はその言葉

よりもあの証人喚問で出てきた名言がもう一つあったと思

うんです。それは、維新の下地さんが言った、「いろんな

人があんたにはしごをかけたんだ」と。「あんたが勝手に

そのはしごを下りたんだ」っていうんですよね。これ下地さ

ん、森友事件の本質を言い尽くしてるんです。さすが大

阪維新ですよね。（会場 笑） 

はしごをかけたのはだれか 
菅野 いろんな人が籠池さんにはしご

をかけたんですよ。籠池さんは、そのは

しごを上ったんですけども、どう上った

かっていうと、「よし、頑張ってこのはし

ごを上ろう」と主体的に上ったんじゃな

いんです。これはみんなちょっと勘違い

しているところなんですけども、籠池さんにはしごをかけ

た人物が財務省の中にも運輸省の中にも、それから一番

悪いやつは大阪府私学課の中にもいる。そこまでは確か

なんですけども、そのはしごはまだ籠池さんは上りにくい

はしごやったんです。それは主にお金の面から上りにく

いはしごだったんです。しかし、その上りにくいはしごに

籠池さんの首根っこをつかんで「上れ」と押さえて、右手

を持って、「ハイ 1段」、左手を持って、「ハイ 1段」とやっ

たやつがいるんですね。僕は左手担当は財務省のイケ

ダやと思ってるんですけども、右手担当は明らかにキアラ

設計（キアラ建築研究機関）と藤原工業という業者です。 

だれが土地のカギを握っているのか 
菅野 これ、どのメディアも書いてないんですけど、先ほ

ど、第 1回の分割払いの期日は 5 月末だった。土地の問

題、いろいろ仮差し押さえの問題とかありますけども、基

本的に土地の売買契約は成立しています。建物の 99％

まで竣工しています。あとは校庭の整備工事を残すのみ

です。しかし、テレビでも最近流れますように、あの土地

の前に「安全第一」と書いたオレンジの三角形がかかった

ままになっていますね。何と不思議なことに、あの土地の

入り口の鍵を持っているのは籠池さんではなくて藤原工

業なんですよ。あれ、確かに仮差し押えはされています

が、厳密に言うと森友学園のもんですよ。鍵を貸してもろ

たことないって言うんですよ。不思議やと思いません？森

友学園の当代の理事長の町浪さんも先代の理事長の泰

典さんも、ご長男の佳茂さんも奥さんの諄子さんも、鍵を

貸してもろたことがないって言われるのです。現場を見に

行くには常に誰かに許可を得てから行っていた。籠池さ

んは、施主さんですよ。木村先生と宮本先生がおっしゃ

るように 9億円の土地が 1億円で売られたというか、実際

はほぼ 200万円で売られたってのが実態なわけですけど

も、それも大問題ですが、僕はここから

先の仕事は、実を言うと、200万円で手

に入った国有地を今度は誰が誰にどん

だけで売るんやっていう問題やと思って

るんです。だって、あの土地、今、宙に

浮いてるんですよ。宙に浮いた 8000平 
映像は籠池夫妻と安倍昭惠さん 
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方メートルの土地という、時価にすれば 10億円ぐらい、土

地が、200万円で手に入れた人がいるわけです。それは

もともとは森友学園なんですけども、しかし、この 200万円

さえ負担してないやつがいるんです。それはもちろん仕

事はしたでしょう。工事はしたでしょう。 

籠池さんは はめられた？ 
僕はどう考えても、籠池さんははめられたとしか思えない

んです。もちろん、籠池さん本人には反省しなければい

けない点はたくさんある。反省しなきゃいけない筆頭は幼

稚園、保育園で行われていた虐待問題だと思っています。

それから、昨日から大阪のメディアは、保育園の定数、職

員の定数が足りないという話で持ち切りなんだろうと思い

ますけれども、それはそれで是正はしていかなければい

けないんですけれども、その一方で、やはり籠池さんは

「ひょっとしてはめられたんちゃうんかなあ」という視点で

ぜひ皆さんには見ていってもらいたいなと思います。これ

からの報道、これから報道は数は減ってくると思いますけ

ども。ちなみに、これ、今のわが家の光景です。これだけ

の資料がうちにあるんですね。これだけの資料の中には、

阪口先生も見ていただきましたけど、ボウリングデータ

等々があります。メールの中で「ほんまは地下 3 メートル

以下にゴミなんかないねんけど」て、メールを業者がやり

取りをしてるのは事実ですが、ボウリングデータを見てみ

ると、ほんまにゴミないんですよ。で、僕、「ほんまにゴミな

いのかな」と思って、とある関西地方の国立大学の地質

学の先生のとこに、このあいだ取材に行ってきたんです。

「ゴミがあったら考古学がひっくり返る」て言われました。

（会場 笑） 

菅野 「確かにそやな」思って帰ってきたんですけど、ご

みはなかったんです。ごみはなかったんだけどあった体

にしてたんです。籠池さんがウソをつく人かウソをつかな

い人か、僕は取材者なんで、人間、みんなうそつくので、

籠池さんがウソをつかない人です、とは

口を裂けても言えません。しかし、籠池

さんは、「ほんまにゴミあってん。あって

んて。俺、見たもん」と天真爛漫に言うん

ですよ。大体、ウソつかはるときの顔この

人、今、ウソついてはるなってのはようわかるんですけど、

「ゴミほんまにあってんで」って言うときの顔、どうもウソつ

いてるように見えへんのです。2016年 3月以降、9.9 メー

ターからごみが出てきたという話を藤原工業とキアラ設計

が作ったとしか思えんのです。これ、多分、阪口先生も法

律の専門家ですからあとでお答えがあると思いますけど、

ほぼ、同じ資料、2 人で見ています。でも、そう説明しない

と、籠池さんの証言の天真爛漫さ等々が説明がつかない

んですね。そうでなければ、おっさん、よっぽどの詐欺師

ですよ。（会場 笑） 

菅野 でも、そんなことないんですから。けったいな人で

はありますけどね、実際。（会場 笑）） 

菅野 これ、こないだ、とある新聞社がうちに来て、こう

やって資料を新聞社と共有した現場の写真なんですけど

も、この 3 人、某新聞の「森友チーム」ですけども、この書

類の山を見ながら、おんなじこと言うてました。キアラと藤

原が悪いと。キアラと藤原が悪いけど、もっと悪いやつい

るよねっていう話で、それはこの人ですね。（会場 笑い） 

「全自動忖度機」はおそろしい 
菅野 この人（昭恵夫人）です。キアラと藤原は悪いと僕

も思います。財務省をペテンにかけ、森友学園をペテン

にかけ、国有地ビジネスに手を出したんだろうなと僕は

思っています。それは今の僕の仮説なんですけれども、

これをこれから追っかけていこうと思っているんですけど

も、そのペテンが成立し得たのも、財務省の人間が業者

にメールを送るときに、「いつもお世話になっております、

瑞穂の國記念小學院建設のためにご協力ありがとうござ

います」というようなわけのわからんメールを送るのも、こ

の人が名誉校長になったからなんですよ。しかも、これ、

あんまり誰も言わない。宮本先生が国会で一回、言って

らっしゃったのを僕は見た記憶がありますけども、土地取

引が行われている最中だとわかっている中で、その利害

関係当事者の役職に就任するっ

て考えられないことでしょう。これ、

冷静に考えたらわかるんです。や

れるはずがないことやってのける。

官僚はそれは顔色見ますよね。顔

 
報告する菅野 完さん 
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色見たら、とっとっとっと、と話は進むわけですよね。忖度

という言葉がはやりましたが、僕は、もうこれは「忖度」で

はなくて、これは「全自動忖度機」だと思います。 

（会場  笑、拍手）。 

菅野 安倍の顔を見た瞬間に、ああってなってしまうと

いうことなんですね。「全自動忖度機」の中心におったん、

昭恵さんなんですよ。その「全自動忖度機」が右回転を

ずっとしとったわけです。いざこざがあって「全自動忖度

機」の芯の昭恵さんに 100万円の件で籠池のおっさんが

弓を引きよったわけです。そしたら、今度は「全自動忖度

機」が左回りになった。（会場 笑） 

菅野 いや、そうでしょう。ぐるぐる回っとったんが、ぐる

ぐる反対になって、ぐるぐる右に回って上に上がってた人

が左回りでグーッと下に落ちていってはるんです。あと、

もう 1カ月待ったら小学校の校長先生になってはった人

が、ふた開けたら 6月、今「俺、いつ逮捕されんのやろ」っ

てビビッてはるわけでしょう。こんな天国と地獄、たった 2、

3カ月で味おうてはるわけですよ。「全自動忖度機」、恐ろ

しいすね。 （会場 笑） 

昭惠氏はみんなの前で話を 
菅野 もうそろそろ僕の持ち時間がなくなるんで、最後

の話し、最近、腹立ったのはこれ（昭恵氏の映像）なんで

すよね。去年の 7月にジャパンタイムズの取材を受けて、

「天皇陛下からホームレスまで誰とでも話ができる、つな

がりを作っていけるというのが私の強み」というコメントを昭

恵氏は寄せているわけですよ。ま、えーわいさ。天皇陛

下と話せえよ。ホームレスとも話せえ。ホームレスをばか

にしすぎやなと思いますけどね。天皇陛下とホームレスと

話する前に国会出てきてみんなの前で話せんかいと。 

（会場 拍手） 

菅野 そういうことだと僕は思います。最後、何か知らん

けど、腹立ってヤンキーみたいなしゃべり方になりました

けど、（会場 笑） 

菅野 あとに阪口先生がうまいこと

まとめてくれると思いますので、これ

で終わりにいたします。（会場 拍

手） 

阪口 ありがとうございました。もっとしゃべって

もらえれば、もっと面白い話が出てくる。これは、二

部のほうでお願いしたいと思います。 

「ゴミがなかった」という問題については、配布した

資料に「近畿財務局は地中埋設物の撤去費用8億1900

円と書かれていたが、『地中埋設物はなかった』」と

いう「真相解明する弁護士、研究者会の調査チーム」

がこれを報告しています。 

３メートル以下(2 万年前の土)から 

ゴミは出ない 
阪口 簡単に言いますと、今、菅野さんが「考古学が変

わる」という話をおっしゃいましたが、もともと大阪航空局

の平成２１年の調査でも 3 メーター以上深くなると沖積層

がある。沖積層とは（２万年前の）氷河時代の土層です。

近畿財務局は、２０１６年 3月 11日に森友学園側のコン

サルや建築業者が、「9.9 メーターの地中から、大量のご

みが出てきた」という「申告」が低額譲渡をしたきっかけで

す。しかも、地中の改良工事をしていたら 9.9 メーターの

地中からゴミがでたというが、この工法ではごみは地上に

は上がってこないのです。知り合いのゼネコンの担当者

に聞くと、国会に提出された写真を見ただけで「これはも

う全くウソだ。こんなこと、何で航空局や近畿財務局がわ

からないのか」と言う。彼らはプロですよ。これを知ったう

えで、「あ、ちょうどいいのが出てきたと。じゃあ、負けてや

ろうか」となったのではないか。負けてやる理屈も極めて

ずさんなやり方をしています。ゴミの混入率の計算も極め

て恣意的です。 

結論に合わせた計算、誰が？ 
当時、国が計算した「不動産鑑定評価書」によれば、この

土地にごみの混入率が、47.1％のごみがあったんだと。

平成 21 年の大阪航空局の調査によると、平均混入率は

20％なんです。47.1％の数字は、どこにもない。ゴミの撤

去費用が８億円余となっていますが、

仮に 20％で計算すれば半分以下の

撤去費用になる。私達の会では、

「本当にゴミがあった前提にして、そ

のゴミの撤去を民間業者に委託した

ら、どれだけの費用がかかるのか」積
建設中の瑞穂の國記念小學院 
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算してもらいました。これでいくと 3億 7000万円だった。

約 4億 5000万の過大見積もりをしているのです。これは

どう見ても先に結論がある。国土交通省や大阪航空局は

「プロが算定した」と言っていますが、プロが算定してない

のです。別の要素が入っているのです、最後に菅野さん

が籠池さんのメールを公表してわかったように、ゴミは

やっぱり地中３ｍ以下にはなかったんだ。私達は籠池さ

んのメールを知らない段階で、公表されてるデータからこ

ういう調査して「何でこんなばかなことがあるのか」と思っ

てました。籠池さんのメールを見ると、藤原工業、キアラ

設計、酒井弁護士が、3 メーター以下ないと言ってるんで

す。最初は 3 メーターの部分までのゴミはあったんですよ。

それは中道組という大阪の中堅のゼネコンが、きちんと撤

去してるわけです。その調査報告書を国に出しています。

この段階で「きれいに撤去しました。撤去した内容はこう

です」と、写真を全部出している。だから、国は 1億 3000

万の撤去費用を払ってるんです。近畿財務局は２０１６年

３月１１日段階ではもはやゴミはないということを知ってる

んですよ。にもかかわらず、新しくまたゴミが出てきました。

恐らく籠池さんがだましたと言っても。籠池さんにそんな

頭があるとは思えませんけども、（会場 笑）このスキーム

を作った方がおり、国は安倍総理案件であったのでそれ

にこれ幸いと便乗したのがこの事件の真相だと思ってい

ます。それは許されないと思います。 

阪口  次の問題、この事件の本質は何か、について

一言で語ってください。木村さん。（会場 笑） 

木村 一言って、難しいですね。（会場 笑） 

一言でいえば「教育と土地問題」 
木村 私が考えているのは、教育内容の問題だと思っ

てます。安倍晋三にとってのモデル校という位置づけで

あったと。籠池さんは菅野さんの言い方では、だまされた

という言い方ですが、それは僕もわかりませんけど「利用

された、ちょうどいいやつがおった」ということでベルトコン

ベアに乗せて、動かした、動かしたのは恐らく安倍政権と

松井維新だと思う。大阪の話でいうと、そういう教育理念

と、土地利権を狙ったが連中も絡んでいたのかなと。最

後に一つだけ、豊中市民にとっては、あんな広いまとまっ

た土地は市内にほとんどないので、あの土地と建物、ど

ないすんねんというのが、気になっている問題です。誰か

がどっかに転売するという話なら、これはとんでもない話

になりますので、そこは注視していかなあかんなと思って

ます。森友問題の本筋とはズレるかもしれないけども。

（会場 拍手） 

阪口 では、続いて宮本議員、お願いします。一言

（笑）。二言でもいいですよ。 

宮本 一言で言いますと、この事件の本質は安倍首相

及び安倍昭恵さんによる行政の私物化だと思います。 

（会場 拍手） 

会場 男性  そうだ！ 

ウソ、でたらめ、危険な政治 
宮本 今、加計問題が出ていますが、安倍さんの腹心

の友であるとか、奥さんが名誉校長をやっておれば行政

がゆがむんだと、いうことを示す事件だったと思うんです。

大きく言って3点。一つ目は、ゴミが埋まってたのがウソだ。

8億 2000万の値引きがごみとは何の関係もないというの

は、国会答弁で早々と出ています。3月 24 日、参議院予

算委員会でわが党の辰巳議員に対する国土交通省の答

弁は「売却時点のみならず将来見込まれる分も含めまし

て将来地下埋設物が出てくるリスクを見込んで、どれだけ

価格を下げておくべきかということを地下埋設物の撤去

処分費用というかたちで見積もった」と。現に撤去処分す

る費用を見積もったんじゃなくて、将来どれだけ出てくる

か、値段、どんだけ下げとくかを見積もった、というんです

から、値段をどれだけ下げるかの検討だったことなんです。

だから、何の根拠もないのは明らかだと言わなければなり

ません。二つ目は、2月 24日までは安倍首相は籠池氏を

かばってきたと菅野さんがおっしゃいました。その後は、

もうウソつきでとんでもないやつだと、こうなるんですね。

今、加計問題では、今年の 1月まで前川さんという人が

事務次官でありました。「面従腹背も限度があるという」面

従腹背をやっていた時にはこの人は事務方トップだった

んです。今は安倍内閣にとって、この人は最低の人間で、

いかがわしい場所に出入りしていた信憑性の疑わしい、

（会場 笑）と。 

宮本 だから、この話はもう覆いがたい矛盾があるんで

す。彼らに従順ならばいい人。ひとたび刃向かえばろくで
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もないやつと。こういうふうに安倍政治は変わるわけです

よ。今、共謀罪法案で一般人は大丈夫だと。一般人と犯

罪者とは別だと言いますが、線はどう引くかといったら、こ

れは政府が、捜査当局が引くんです。つまり、その物差し

は刃向かわない限りは一般人なんですよ。（会場 笑） 

刃向かえば犯罪者になる。こういう、まさにでたらめな政

治が示された事件だと思います。 

宮本 最後に三つ目は、安倍政治の危険性を示す事

件だったと思います。「日本会議」について菅野さんから

出されましたけれども、「日本会議」の危険性は、この事

件だけにとどまりません。安倍首相が今年の 5月 3日、改

憲を 9条に第 3項をつけ加えることによって解決するとい

う案を出しましたけど、これは「日本会議」が先に発表して、

これを安倍政権が採用したものだと明らかになっていま

す。 

（会場 拍手） 

阪口 休憩に入る前に菅野さんにお願いしたい。 

小選挙区制の恐怖・日本の中世化・ 

メディアのふがいなさ 
菅野 僕は 3 点あると思っています。1 点目は、80 年代

の終わりから 90 年代に吹き荒れた「行政改革と政治改

革」というものがことごとく失敗だったということが、この事

件で判明したなというのが一つです。要は、「小選挙区制

と内閣人事局」というのは、「恐怖の化合物」だったという

ことですね。2 点目は、安倍首相が 2月 24 日まで教育観

が似ていると言っていたあの薄気味悪い教育の内容。

「戦前回帰」という言葉が一部、リベラルメディアの中でも

てはやされておりますが、僕は全くそうは思いません。僕

は「日本会議」を誰よりも深く研究したという自負がありま

すが、彼らの念頭の中にあるのは戦前を美化することで

はないんです。単に「左翼憎し」だけなんですね。僕は

「アンチ左翼ムーブメント」と名付けているんですけども、

この「アンチ左翼ムーブメント」の悲しい帰結が「安倍首相

がんばれ」及び、教育勅語教育。3 点目は戦前回帰では

ないといいながらも、やはりこれは日本の中世化だと思っ

ています。戦前どころか、これは中世なんですよ。 

江戸幕府でもないんです。室町幕府以前ですね。日野

富子が勝手に街道に関所を作って、ないないぽっぽして

たっていう。基本的に昭恵さんがやってはることって日野

富子なんですよ。 （会場 笑） 

菅野 ミャンマーへ行って学校作って寄付してきた、そ

の寄付、加計さんからもろてはりますからね。加計さんか

らもろたお金、そのままミャンマーの現地の子に渡すわけ

でしょ。臆面もなく自分の本に、「曽野綾子先生から教え

てもらったんだけれども、寄付はしかるべき人に直接現金

で手渡すべきだ」って書いてはるんです、100万円、自分

で渡してたやんという話ですよね。そのウソを追及できな

いですよ（メディアは）。日本の中世化なんですが、最後

に僕のポイントは、今日のテーマにむりにつなげるわけで

はないですけれども、そんなでたらめな政権が 5年近くも

続いてる理由というのは、ひとえにメディアがふがいない

からです。（会場 拍手） 

菅野 休憩前に、皆さん、お願いしたい。今日帰ったら

官邸に電話して、「菅野を官房長官記者会見に出せ」言

うてもらえます？ （会場 笑、拍手）。 

菅野 多分、僕が官房長記者会見に行ったら内閣終わ

ると思うんですよ。要は、官房長記者会見で誰も質問せ

えへんからこうなってしもてるわけでしょ。おとなしいやな

いですか。理想の修学旅行生みたいですよね。 

（会場 笑） 

メディアが仕事をすれば 

反動内閣はすぐつぶれる 
菅野 先生の言うことじいっと黙って聞く。そういう人

ばっかりが記者クラブの中、大手新聞の中にたくさんい

らっしゃるから、こんなことになってるんだと思います。安

倍内閣は今回、加計、森友問題で日本共産党、民進党

の良心ある議員、自由党、野党各党の良心ある議員が、

安倍政権を追及すれば、もろくもボロが出ると、この半年

で立証しきったわけですよね。残りはメディアがその仕事

をすれば、安倍内閣なんていう反動内閣は、すぐにつぶ

れるはずなんですよ。 

 （会場から そうだ！の声 拍手 ） 

菅野 それができないのは、ひとえにメディアの体たらく

で、その端っこのほうで飯を食べる自分も反省材料とはし

たいとは思いますけれども、それは僕の問題意識です。

（会場  拍手） 

 


