2020 年に続き、今年も新型コロナウイルス
の感染拡大が続いています。まさに生活に直結
する重要なニュースであり、新聞社としてもそ

寄稿

の取材、報道を避けて通れません。ただ、次々

5

とコロナ関連のニュースが相次ぐなかでも、軽
視してはいけないと思っている問題がありま
す。政治とカネの問題です。
政治にカネがかかる、ということを頭から否

政治とカネの問題

定するつもりはありませんが、ならば（現在の
法律が抜け道だらけだという批判があるのも承

何はともあれ

知していますが）まずはせめてルールを守って
透明性を確保し、その説明責任を果たしてほし

まずは透明性を

い、と強く思います。政治家はだれか特定の個
人、集団、団体のために働くのではなく、広く、
あまねく人々のために働くのが本分なのですか
ら。

▽ドラマ半沢直樹でも
昨年放送されたドラマ「半沢直樹」はご覧に
なりましたか。高視聴率が続き、最終回の平均
視聴率は関西地区で 34.7% をたたき出しまし
た。作品中の与党幹事長が、地元の利権に絡む

朝日新聞和歌山総局長

築島

稔

裏金を海外の銀行の隠し口座に蓄えていて、最
終回ではそんな事実を主人公の銀行員らが突き
止めました。
悪事が明るみに出て「おかしなことはおかし
い」とただされる世界へのあこがれ、というか
願望が、多くの人々の中にあるのだと思います。
わたしもそんな一人です。そうした利権で政治
家が私腹を肥やすということはもってのほかだ
と思っています。
こうした話は、ドラマの中だけではありませ
ん。1 月には、衆議院議員だった吉川貴盛・元
農林水産相＝問題表面化後の昨年 12 月に議員
辞職＝が鶏卵生産・販売大手の前代表から大臣
在任中に受け取った現金 500 万円が賄賂にあ
たるとして、東京地検特捜部が吉川・元農水相
を収賄の罪で在宅起訴しました。
端緒は、衆議院議員の河井克行・元法相と参
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議院議員だった妻＝今年 2 月に議員失職＝が

動力となったものも、政治とカネの問題に対す

公職選挙法違反（買収）の容疑で逮捕された事

る国民の憤りととらえることができると思いま

件の関連先の捜索だとされています。このほか

す。有権者一人一人が厳しい目を向けていかな

にも、昨年にはカジノを含む統合型リゾート

ければなりません。

（IR）事業をめぐり、秋元司・衆議院議員が収
賄罪などで起訴されました。

▽政治資金収支報告書
そうした動きの成果物の一つが、政治資金収

▽絶えない「政治とカネ」問題
吉 川 元 農 水 相、 河 井 元 法 相 の ほ か に も、

支報告書といえます。「政治にはカネがかかる」
と言われるなか、政治家の収支の財布を一つに

2012 年 12 月に第 2 次安倍政権が発足して以

して、どのような収入があり、どのような支出

降、多くの閣僚が政治とカネをめぐる問題で相

があるか、きっちり公開して透明化しましょう、

次いで辞任しました。小渕優子・経済産業相（政

というのが趣旨です。政治資金規正法では、政

治団体をめぐる不明朗な資金処理問題で 14 年

治資金の収支を公開することで「政治活動の公

10 月に辞任）▽松島みどり・法相（似顔絵入

明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発

りの「うちわ」を選挙区内で配った問題で 14

達に寄与することを目的とする」とあります。

年 10 月に辞任）▽西川公也・農林水産相（補

民主政治の根幹の一つとも言えるのではないで

助金交付が決まった企業からの寄付問題で 15

しょうか。

年 2 月に辞任）▽甘利明・経済再生相（自身

こうした収支報告書はだれでも見ることがで

や秘書が建設会社から現金を受領していた問題

きます。総務省へ届け出ているものは総務省の

で 16 年 1 月に辞任）▽菅原一秀・経産相（選

ホームページで閲覧できますし、和歌山県選挙

挙区内での寄付行為問題で 19 年 10 月に辞任）

管理委員会も、県内の政党支部やその他の政治

……。

団体から提出されたものをホームページでも閲

現実の世界で次々と起こり、悲しくなります。
そして、そうした状況から「仕方ないものだ」

覧できるようにしています。
収支報告書には政党からの交付金や寄付と

と諦めてしまい、怒りも感じなくなってしまう

いった収入から、人件費を始め、事務所の家賃

のではないか、麻痺してしまうのではないか、

や電気代、交通費などの支出も記載されてい

という思いがもたげてくることにも恐ろしさを

ます。ちなみに県選管に提出された 2019 年分

感じることがあります。確かにコロナ問題など

についてみると、政党支部は 103 団体（自民

国会が議論するべき喫緊の大きな課題はありま

92、共産 4、公明 4，社民 2、維新 1）、その

すが、こうした政治とカネの問題を軽視してい

収入総額は 10 億 4921 万円、支出総額は 6 億

いことにはなりません。コロナが収束した後で

9547 万円でした。選挙関係費の支出が前年に

もかまいません。しっかりと国会で議論され、

比べて増えていることも、継続してみていると

是正されるべき問題だと考えています。

わかります。

政治とカネにまつわる問題は今に始まったこ

政治にカネをかけるな、と無責任に切り捨て

とではありません。私が学生だった 30 年ほど

ることはできません。ですが、収支が明らかに

前、値上がり確実とされる未公開株が政財官界

なり、その収入や支出に妥当性があるのかを広

に安値で譲渡されたリクルート事件や、東京佐

く市民が判断できるのならば、それにこしたこ

川急便による 5 億円ヤミ献金などで、政治不

とはありません。

信が高まりました。後に続く「政治改革」の原
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また、政党に所属する政治家の資金団体に

は、党を通じて「政党交付金」の一部が入る形
になっています。政党交付金は、国民一人あた

こうしたことを指摘できるのも、まず、収支
の公開というステップがあるからです。

り 250 円分を基準として国の予算が決まって

ここを政治家がないがしろにすれば、有権者

います。日本共産党は制度に反対して交付金の

からのチェックには、さらに莫大な労力を要し

申請をしていませんが、他の主要政党では、そ

ます。政治活動にかかわる出費として、使い道

の交付金が活動費として党の支部（政治家）な

について突っ込みを入れたいものがあれば、そ

どに送られるのですから、収支報告書の公開は、

こで突っ込める。それはこういった収支報告書

ある種税金の使い道を確認する手立てでもあり

に政治家側が誠実に資金の動きを記録して、公

ます。

開して初めて可能になります。カネがかかるこ
と自体の是非について様々意見があるでしょ

▽取材の土台に

う。ですが、それはひとまず置いておいて、ま

新聞記者はこの政治資金収支報告書を調べる

ずは実際に動いた金の動きをきちんと記録し

ことから取材を始めることがよくあります。5

て、透明化することが、よりフェアな社会をつ

万円以下の寄付をした人の氏名を書かなくてよ

くるために不可欠なのではないでしょうか。

いなど、ルールには抜け穴があるという指摘は
あるものの、政治家がどんな団体や個人から寄

▽法の趣旨、首相もないがしろ

付を受けているかがわかる可能性もあり、政治

ですが、そうした収支報告の記載がないがし

家周辺のつながりがすけてみえます。また、い

ろにされ続けています。昨年末には、この国の

つ、どこでどんな会合があったのかわかる場合

トップがからむ政治資金規正法違反事件も摘発

もあります。

されました。安倍晋三・前首相の後援会が「桜

記者時代には、記事として結実しなかったも

を見る会」の前日に開いていた夕食会の費用を

のの、新聞社に寄せられた情報やこうした報告

安倍氏側が補塡していたにもかかわらず、政治

書をめくって追いかけたニュースもありまし

資金収支報告書には記載されていませんでし

た。その副産物として、関係者が政治資金規正

た。国会で何度問われても首相が否定していた

法の限度額を超える寄付を政党支部にしてい

ことが、東京地検の調べで事実とわかり、安倍・

た、といったニュースを掘り起こしたこともあ

前首相の秘書が略式起訴されました。（東京簡

りました。

裁が罰金 100 万円を命じ、秘書は即日納付し

政治家に関するお金の使い道を知るには、ほ

ました。）

かにもあります。たとえば政務活動費です。和

安倍前首相は、首相時代に補塡を否定してき

歌山県では、県から県議に対して月額 27 万円

た国会答弁について「事実に反するものがあり、

が支給され（残りがある場合は返還されます）、

政治への信頼を損なうこととなってしまった。

その支払い内容についても収支報告書が公開さ

国民、与野党すべての国会議員に深くおわび申

れています。朝日新聞和歌山総局でもこの報告

し上げたい」と謝罪しました。ですが、会計処

書などを調べて、記事にしています。

理については「私が知らない中で行われていた」

昨年 10 月 23 日付の紙面では「政活費、そ

と釈明しました。

の支出妥当ですか？」という見出しで紹介しま

「桜を見る会」の問題が浮上し、国会でも質

した。政活費で「江戸川乱歩名作選」が買われ

問が相次いだとき、部下が本当のことを言って

ていたり、参加したとされる 8 回の講演会の

いるのか、言っていないのか、安倍前首相がど

内容が一言一句同じ記述だったり……。

れだけただしたのかもわかりません。ホテル側
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に問い合わせれば、ご本人に補塡の事実を教え

をつなぐ糸を政治家側が進んで切り、有権者を

ないことなどありえないわけですから。報告書

捨て去る行為になると私は考えます。それだけ

に記載しなければならない事実を報告書に記載

でも非常に重い裏切り行為に思えてならないの

しない、ということはまさしく違法です。そし

です。

て刑事責任は問えないにしても、道義上の責任

私たちも、政治家のこうした行為が「有権者

は安倍前首相に重くかかっています。安倍前首

を軽視している」ともっと憤り、その憤りを政

相も「道義的責任を痛感している」と会見を開

治家に対する圧力に変えていかなければならな

いて陳謝しましたが、説明責任を尽くしたとも

いと思っています。朝日新聞和歌山総局も引き

言えません。

続き、こうした視点で政治とカネの問題の取材

刑事的に罪をおかしたのは秘書だったかもし

を続けていきたいと思います。

れません。ですが、そうさせたのは上司である
安倍前首相です。部下が刑事事件に問われ、そ

▽それぞれが責任を果たす

の行為が上司をかばうためのものであれば、通

カネを使うな、とはいいません。せめてきち

常の企業でもその上司の責任は非常に重いで

んと収支を明らかにして国民に明らかにするこ

しょう。

との大切さを自覚してほしい。現在の菅政権で

もう「秘書が」という釈明ができないよう、

強く押し出されているデジタル化も活用して、

ぜひ国会議員のみなさんに法改正をしてもらい

ぜひ政治家が率先して収支報告の透明化を進め

たいものです。責任は「ある」ものでも「取る」

てほしいと思います。デジタル 1 本にすれば、

ものでもありますが、「果たす」ものでもあり

今回のように恣意的に記載しないことは難しく

ます。安倍前首相が先頭に立って、より透明性

なるでしょうから。こうした取り組みは責任を

を高めて政治家自らが律することのできる状況

果たす、一つの形になると思うのです。

に変えることで、責任を果たしてもらいたいと
思います。

そうしてつまびらかにされた収支について、
おかしいと思えば国民が指摘し、さらに改善さ
れていくことが大切です。そのためにも私たち

▽収支報告書こそデジタル化を

は政治家のそうした部分を不断に監視し続けな

実際の収支が国民の前につまびらかにされて

ければなりません。その一端として、報道記者

いなかったという事態を、政治家にもっと重く

がきちんと監視を続けることが重要だと言うこ

受け止めてほしい。「誤って記載していなかっ

とも改めて肝に銘じたいと思います。それが新

た」ではすまされません。収支報告書の記載の

聞記者、報道機関の責任を果たすことにつなが

軽視は、有権者軽視につながっていると考えま

ると思います。

す。
安倍前首相陣営の食事会の費用補塡が買収に

民主主義を支えるにはコストがかかります
が、そうしたコストを疎んじた先にある社会は、

あたるのではないか、といった指摘があるのも

フェアな社会からはほど遠いものになるのでは

もちろん承知しています。収支報告への記載漏

ないでしょうか。

れよりももっとおかしな状況だ、という批判に
ついても理解できる部分はあります。ですが、
あえてそこに目をつむって、収支報告書に実際
の収支を記載しないということに焦点を当てて
考えてみましょう。その行為は政治家と有権者
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（文中の肩書等は 2021 年 3 月 24 日現在）

