
石川委員 　きょうの都議会総務委員会は、全国から注目をされているわけであります。今までの舛添知事の説明
はいいわけばかりで九州男児とはいえないという厳しい電話も、直接私どものところにいただいており
ます。九州から、もう直接電話が入っております。

 　全国から注目をされておりますこの集中審議で、知事には、国民に対して、あるいはまた都民に対し
て真実を明らかにされることを求めておきたいと思います。

 　当然のことでございますけれども、今までの記者会見や議会、代表質問、一般質問では納得のいく説
明がなされなかったわけであります。

 　そこで、知事は記者会見の中で、真実を包み隠さず話をしたいと、この委員会に臨むに当たってその
ようにおっしゃっておりますけれども、まずそのことを確認させていただきたいと思います。

舛添知事 　真摯にお答えをしたいと思っております。
石川委員 　真摯に、しかも包み隠さずお答えをいただきたいと思います。
 　焦点となっております木更津のホテル三日月につきまして、私も一般質問で質問させていただきまし

た。そして、当初は事務所関係者らと会議をしていたと。それが、元の新聞記者、そして出版社の社長
というふうに変わってきたわけであります。一人ということになりました。

 　それはなぜそうなったのですかというふうに一般質問で聞きましたら、申しわけございませんと、こ
ういう話だったわけでありますけれども、まず、なぜそのように答弁が変わってきたのですか。

舛添知事 　理事の一般質問にお答えしましたように、私は、その方は事務所関係者と同等に親しいということ
で、事務所関係者らと、こういう形でいったのは不正確でありましたので、そこは今でも非常に反省を
しているところであります。

石川委員 　そこが極めて大事なところでありまして、先ほど来の話のように、この会議が本当に行われたのかど
うか、そして相手方が存在するのかどうか、相手方が誰なのか、そして、どんな会議が行われたのか、
会議に値するのかどうか、このことが極めて重要なわけであります。知事もそのことは認識をしている
というふうに思います。

 　そして、知事は記者会見の中で、この人物に対して、しっかりとお話をしてもらうために、自分でト
ライをするというふうにお答えしておりますけれども、トライされましたか。

舛添知事 　記者会見で、覆面でインタビューというのもあり得るんじゃないかというような幾つかのご提案をい
ただきましたので、そういうことはトライをしてみようというふうに、あのときは申し上げました。

 　しかし、先ほど来申し上げておりますように、政治家の信義であり、また政治の機微にかかわること
について、私はそれ以上のことはご容赦願いたいと思っております。

石川委員 　トライをするということ自体は、本当にそれをやっていただきたいわけですよ。しかも同時に、それ
ができないということは、その場でのいい逃れのためにトライをするというふうにいったとしか理解が
できないわけであります。

 　この社長ですけれども、一体いつからのお知り合いなんですか。
舛添知事 　三十年来だと思います。
石川委員 　年齢ですとか、ご家族はお持ちなのでしょうか。
舛添知事 　先ほどの政治家の信義として、それ以上のことはご容赦願いたいと思います。
石川委員 　年齢ですとか、性別ですとか、そういう、その人にかかわる属性のほんの第一歩じゃないですか。そ

んなことも答えられないにもかかわらず、トライするといったこと自体が、もう全くその場逃れの、そ
の場さえやり過ごせばいい、こういうふうに聞こえざるを得ないわけです。

 　改めて伺います。その出版社の社長というのは、みずからの後援会の役員とか、そういうことをやっ
ておられませんか。

舛添知事 　まず、私のトライするという記者会見の答弁は極めて不適切だったと思いますので、それは深く陳謝
をしたいと思います。

 　その上で、その方は私の政治団体関係の方ではありません。
石川委員 　知事は、先ほどお話をさせていただきましたけれども、包み隠さず真実をお話ししていただくという

ふうに約束しているじゃないですか。
 　一般質問のときにもそうなんですよ。なぜ答弁が変わってきたのですかと。事務所関係者らと答弁し

たのが一人の人に変わった。これは大きな変化じゃないですか。
 　これと同じように、トライをするといって、それができない、申しわけございませんと。
 　今回の一般質問、代表質問も、都合の悪いことは全部、反省します、申しわけございませんで終わら

せようとしているわけですよ。それでは都民、国民が納得をしないわけです。特に、知事には大きな疑
惑が今かけられているわけです。知事のいっていることが本当に真実なのかどうか。

 　そして、家族で旅行をして、その家族の旅行のお金が政治資金で支払われている、そして、それは会
議が目的じゃなかったのじゃないか、このことが非常に強く疑念として残されているわけです。

 　ですから、知事はそのことに対して、みずから、少なくとも証明をする義務があると思います。いか
がですか。

舛添知事 　何度も繰り返しのご答弁でございますけれども、私の政治家としての信義にかかわる問題でございま
すし、政治の機微にかかわる問題につきましては、ご答弁はご容赦願いたいと思います。

石川委員 　政治家としての機微という話ですけれども、しかし、今、知事自身がどういう状況にいるのか、客観
的にわかっておられますか。そのことによって大変大きな不信を買い、それは都民だけではなくて全国
に波及して、そして政治と金の問題が改めて問われているわけです。ですから、知事一人の問題じゃな
いんですよ。

 　このことをしっかりと──ましてや首長ですよ。そういう意味でも、しっかりとみずから明らかにし
ていく。しっかりと会議をやったんだということを証明するということ自体、知事がやらなきゃならな
いことじゃないですか。改めて伺います。

舛添知事 　私は、そういう内容を弁護士の先生方にもきちんとお答えしております。
 　そして、私は、これから自分が政治家として続けていくためには、基本的な政治家としての信義則を

守らないといけない、そういう認識でもあります。
石川委員 　出版社の社長に──今は知事自身が極めて厳しい立場に立たされているわけですよ。政治家として

のある種の生命線を失う可能性もある。にもかかわらず、直接連絡をしないというのはどういうことで
すか。

舛添知事 　非常に政治の機微にかかわる問題につきましては、私は、その方に出てきてくれとか、今、私の政治
生命が大変な時期だから証言してくれと、そういうことは私の判断でいたしません。

石川委員 　先ほど来、包み隠さず、しかも、そのことが今、国民的に求められているというふうにいっても過言
ではないと思います。そのことをしっかりとやはり受けとめなければならない。それは、政治の機微と
いうようなレベルの問題ではないということを改めて断言させていただきたいと思います。

 　そういう角度から改めて伺いますけれども、ホテル三日月の家族宿泊は、正月前から計画をしていた
というふうに知事はいっているわけであります。その家族旅行で一時間程度相談をしたということで、
仮にそうだったとしても、その宿泊費を全て会議費に計上するという感覚が、これが一般都民あるいは
国民には理解できないわけです。

 　これが政治のルールであったとしても、そのことの常識がずれているというふうに思うわけですけれ
ども、知事、いかがですか。

舛添知事 　それは、今ご指摘のとおりだと思っております。
 　そして、これは代表質問、一般質問でも申し上げましたけれども、国会議員時代に、私が新党改革の

代表として極めておごっていて、自分に甘く他人に厳しい、そういう態度であったことがこういうこと
につながったというふうに思っております。極めて厳しく反省をしておるところでございます。

石川委員 　私は、謝罪や反省の言葉よりも、真実と、そして説明責任をしっかりと果たしていただきたいと思い
ます。

 　家族旅行が、平成二十年以降でも沖縄の那覇で二回、下関、大阪市中央区、横浜、福岡、日光、木更
津に二回ということで、たくさん計上されているわけであります。これ、普通の感覚からすれば、家族
旅行で、これはもうプライベートなもので、当然家族が負担するというのが常識じゃないですか。いか
がですか。

舛添知事 　それも先ほど申し上げましたように、支援者の方々と一緒にいたりとか、関係者の方々と一緒にいた
りしたときに、家族も一緒に来てくれというようなことで安易に連れて行ったと。そういうことがこう
いうことにつながっていると思いますので、もう二度とこういうことはしないようにいたします。

石川委員 　先ほどジャイアンツの観戦の件が出ましたけれども、この報告書の中で、福岡でも家族で野球観戦し
ているんですよね。ですから、家族で野球観戦するのも趣味なんじゃないですか。そんなふうに受けと
めざるを得ないわけです。

 　知事は、家族の宿泊費を政治資金の会議費として計上する、それはどんなに短い会議でも法律的に
問題がないと当然思っているがゆえに計上したわけですよね。

舛添知事 　そこはもう、先ほど来申し上げておりますように、国会議員のときにそういうおごりがあり、不適切
な支出をしてきたということは深く反省しております。

石川委員 　国会議員のときというふうに今いいましたけれども、この感覚が都知事としてのさまざまな判断に反
映されているんですよ。

 　いわば知事は、法律を裏側から見て、法律の精神をしっかりとそれを履行するということよりも、法
律に違反しなければ自分の行為は幾らでも拡大できる、こういうような発想をしているとしか思えない
のですけれども、いかがですか。

舛添知事 　そういうご批判は厳しく受けとめたいと思います。
石川委員 　知事になっても、美術品を、あるいは美術館に行ったり、そして泰山会で美術品を存置したりしてい

るわけですけれども、知事は、美術は趣味だといっておりますよね。改めて確認させていただきます。
舛添知事 　美術は私の趣味でございます。
石川委員 　私は、政治家というものは、基本的には、自分の私的なもの、趣味ですとか、そういうものをなるべ

く公務に持ち込まないようにするというふうに考えるのが普通だというふうに思います。
 　ところが、知事の場合は全く反対で、どんどんと際限なく、自分の趣味的なものが拡大をしていく。

しかも、美術館めぐりなどは、同じ美術館に四回も五回も出かけているわけです。
 　このこと自体が、単にこれは反省するとかということではなくて、知事の物の考え方の中に、こうい

うものがかなりしみついているんじゃないですか。いかがですか。
舛添知事 　厳しいご批判を賜りました。私は、趣味の美術が、これはもう度を超してバランスを欠いているとい

うことは厳しく批判されているところですけれども、これが、例えば海外との交遊とか、それから、い
ろんなことで東京都の文化政策に少しでも寄与できたらという思いもあることを申し添えておきたいと
思いますが、今の厳しいご批判は胸に刻みたいと思います。

石川委員 　これだけ拡大していくと、もうそれもこじつけなんですよ。こじつけというふうに感じてしまうんで
すよ。国民はそういうふうに感じているんですよ。

 　しかも、十三万九千円もする中国服を書道具として購入しているわけですけれども、これは適切だと
いうふうに思っていますか。

舛添知事 　私は、これは美術とともに書も趣味であり、また書については、いろんなところで揮毫を頼まれたり
しますし、外国の方にもそういう揮毫をさせていただいております。何らかの役には立っていると思い
ますし、基本的に、中国に行ったときは、すずりとか墨とか筆とかをたくさん買ってくる。

 　そういう中で、それぞれの書を書く人が一番書きやすい方法で書くというので、私は中国服をいつも
書くときに愛用していますけれども、しかし、それはいろんな批判を浴びていますので、今後は、墨と
かすずりとかいうことは、これは事務用品になると思いますけれども、今指摘のことはしっかりと改め
たいと思っております。

石川委員 　報告書では適になっていますけれども、しかし、どう考えても、知事、もうこれは完全に趣味です
よ。趣味の中を、趣味がはみ出していますよ。しかも、説明が全く整合性はない、このことを申し上げ
ておきたいと思います。

 　いわば知事は、十三兆円という本当に大きな、これは一般質問でもいいましたけれども、スウェーデ
ン、ノルウェーあるいはインドネシアの国家予算に匹敵するような大きな予算を預かっている人が、私
的な利益のために、あるいは私的な勘定をそういうものの中に入れ込むのではないか、こういうことに
対する不安をみんな見ているわけですよ。ましてや、政治と金の問題なわけです。そういうことに対し
てきちっと正しく立つ、このことが求められるわけであります。

 　最初にファーストクラス、スイートルームを使用することが批判されたわけでありますけれども、
行った先ですっきり眠って元気でいたい、あるいはまた、香港の記者には、二流のホテルに香港のトッ
プが泊まれるのか、こういうような質問に対する答え、これは二流のホテルというのは自分のことを
いっているんだろうと思いますけれども、批判が強くなると、ファーストクラスやスイートルームはも
う使わない、こういうふうに宣言をしたわけですけれども、少なくとも、私が知事のさまざまな発言を
聞いても、一円たりとも都民の税金を無駄にせず、最少の経費で最大の効果を上げていくんだと、こう
いう姿勢を感じないわけです。

 　しかも、東京都は富裕団体。他の道府県は、予算を組むのも大変な道府県もいっぱいあります。市町
村もあります。そういうところの首長さん方からすると、本当に一円たりとも無駄にしない、そういう
意思を感じない。そのことが根底的な不信感としてあるんですよ。どういうふうに受けとめますか。

舛添知事 　海外出張の経費につきましては、事務方から上がってきたプランを、私は何のチェックもせずに受け
入れた。それは今、非常に反省しているところであります。

 　そして、これからは、効率も必要ではありますけれども、今、理事がおっしゃったように一円たりと
も無駄にしない、そういう方向で今、検討委員会で検討させ、今後二度とそういう批判が起こらないよ
うに全力を挙げてまいりたいと思っております。

石川委員 　政治資金に対する姿勢も全く同じなんですよ。私的に使えれば、法的に許されれば、最大限それを
拡大する。公費についても、東京の予算についても、同じような姿勢を感じるんですよ。

 　そして、今ちょっと反省の言葉がありましたけれども、今までの記者会見でも答弁でも、ころころ変
わるんですよ。言葉が軽いんですよ。ということは、その場さえしのげれば、もうそれでよし。さっき
のトライの話じゃありませんけれども、済みませんでした、トライしてみます、大見えを切ったにもか
かわらず、済みませんでしたで済むんですかというふうにいいたいところですよ。

 　知事のそういった基本的な姿勢について改めて伺います。
舛添知事 　私のこのお答えぶり、答弁ぶり、そういうことについて、これは前からも指摘をされておりまして、

大変傲慢であるというようなことであります。
 　私は、自分の生来の性格から来ていると思いますけれども、生まれ変わった形で、一つ一つ改めてま

いりたいと思っております。
石川委員 　その言葉も軽いというふうに受けとめさせていただきたいと思います。信頼回復を今やっていくため

には大変な努力が必要だと、そのことを改めて申し上げておきたいと思います。
 　そして、知事は、湯河原の別荘に、昨年五月からことしの四月まで四十九回にもわたって、しかも、

四十四回は世田谷の自宅を経由して公用車で通っているわけであります。もしこのときに災害が起こっ
たら、知事はどうしようとしていたのですか。

舛添知事 　公用車、それから湯河原の施設におけるさまざまな連絡通信手段、そして、都庁に副知事を残し、危
機管理監を残し、常に万全の体制をやる、そして、いざ一朝有事のときには移動する手段も確保してお
りましたので、対応できる、そういう認識でありましたけれども、余りに頻繁に行く。そして、都民の
皆さん方に大変なご心配をおかけした。そういう意味で、湯河原の施設も売却し、こういうことは二度
とやらない、そういうかたい決意で、危機管理に今後当たっていきたいと思っております。

石川委員 　東京では、稲城市は唯一、単独消防の自治体でございますけれども、単独消防ということは、消防事
業は市長が最終責任者ということになるわけです。ですから、大地震でも台風でも災害対策本部を設
置して、有事の際は素早い判断が必要なわけであります。

 　しかし、知事は、湯河原に行っているときに、もし大震災が起こったときに、連絡体制がついてい
る、指示命令ができるということだけで済むわけがありません。

 　知事、本庁の九階にあります防災センターに行ったことがありますか。当然行ったことがあると思い
ます。あそこは、知事が中央にどんと座って、有事の際、局長や消防、あるいは警察を含めて、さまざ
まな移り変わっていく災害に対する変化に対して即座に対応していかなきゃいけないわけですよ。しか
し、そういう自覚が、知事、長としてありましたか。

舛添知事 　私は、防災センターで何度も関連の職員と訓練を続けておりますし、また、首相官邸と結んで実際に
シミュレーションもやりました。

 　例えば大災害が起こったときには、一刻も早くこのセンターに入る、そういう覚悟であります。
石川委員 　毎週末湯河原に行っているということは、何もできないじゃないですか。そういうことを想定してい

ないということですよ。
 　しかも、職員の防災住宅というのを、知事、知っていますか。もちろん知っていると思いますけれど

も。防災住宅で百九十人以上の職員が泊まっているんですよ、夜も。寝ないわけじゃありませんけれど
も、当然有事の際を除けば。ある意味では、そこで生活を強いられている部分もあるわけですよ。職員
はそこまでの体制をとっていながら、知事は週末別荘で、しかも書類を持っていくというふうに、ある
種、冠をつければ、全て公務なんだと、こういうふうにいい張れるわけですよ。その基本的な考え方が
都民、国民には許容しがたい。このことを改めて申し上げておきたいと思います。

 　そして、もし仮に湯河原に行っているときに大きな地震、震度六弱以上の地震が起こったら、知事、
どうしますか。

舛添知事 　それは、もちろん、直ちに東京都庁に入ると思います。
石川委員 　東京で震度六弱の地震といえば、どれだけの災害になるのか。予想外のことがいっぱい起こり得るわ

けですよ。しかも、わざわざヘリで知事を迎えに行ったり、そんなことをしなきゃいけないわけです
よ。そのためのロス、それだけじゃなくて、即断即決しなきゃならない問題が次から次へと起こる。

 　しかも、防災センターはビジュアル的に情報を把握できるわけですよ。あそこにいなければ判断でき
ないことがいっぱいあるわけですよ。そういうことをわかっていながら──わかっているといっていま
したよね。湯河原に行っているというのは、これはやはりちょっと信じがたいなと。どこに本心がある
のか。いっていることとやっていること、このことがこちらには伝わってきません。

 　そしてまた、湯河原の別荘を今回売却するというふうに知事はおっしゃっておりますけれども、この
ことと危機管理、どういうふうに関連しますか。

舛添知事 　私は、危機管理は今までも一生懸命やってきたし、今後ともやりたいというふうに思っております。
 　しかし、湯河原の施設、そこに公用車で通ったということが一つの大きな私の心の緩みでありますの

で、しっかりけじめをつける意味で、その施設自体を第三者に売却する、そういう決心をした次第でご
ざいます。

石川委員 　別荘の売却というのは、危機管理の問題でも何でもありませんし、この判断がまさに不適正というふ
うにいわざるを得ないわけです。全くの勘違いだと、こういうふうに断言をしておきたいと思います。

 　そして、公用車で湯河原に行くことも、当初は何ら問題ないというふうにいっていましたよね。改め
て伺います。

舛添知事 　私は、出発先ないし出発元、これが公務であればよろしいということがありましたので、そういうこ
と、それから、先ほどるる申し上げましたように、携帯無線を含めて連絡手段の確保、移動手段の確保
があったので、そういうところはしっかり確保しているというふうに申し上げましたけれども、しか
し、余りにも頻繁に行く、こういう態度が大きく皆様方にご批判を受けているというふうに思いますの
で、二度とそういうことはしないようにいたしたいと思っております。

加藤委員長 　時間が参りましたので、質問をおまとめください。
石川委員 　今回、知事が給与の減額の条例を提案しているわけでありますけれども、これもやはり勘違いじゃな

いかなと私は思っております。
 　八月にはリオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピックが開催されます。次回のオリンピック・

パラリンピックの開催都市東京の代表として大会旗を受け取るのは、このままいきますと舛添知事とい
うことになるわけです。しかし、私どもは、このような事態を絶対に看過することはできません。

 　先場所の大相撲の際、知事賞を副知事が渡したわけでありますけれども、大ブーイングを食らったわ
けであります。世界から大ブーイングを食らうようなことは、絶対避けなければなりません。

 　舛添知事がリオ大会に参加することを阻止しなければならないと思っております。国民は、舛添知事
が開催国の代表として大会旗を受け取ることを全く望んでおりません。

 　本日の集中審議では、何ら進展がなかったと思っております。このようなことを繰り返しても、余り
意味がないというふうに思っております。よって、舛添知事は即刻辞職することを求めて、質問を終わ
ります。
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