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村上大祐市長が２０１９年１月２１日付で提出した弁明書に疑義を呈し、指摘
していく（傍線は宮﨑）。事務局は同日受け付けたが、代理人の鬼橋正敏弁護士
から訂正があるので保留してほしいとの要請があり、請求者への伝達が２９日
夕まで遅れたとのことであった。請求者は不作為で送付しなかったものと誤解
し、抗議を申し入れたが、撤回する。ただ、混乱を招かないよう受付日時を修
正 するか、注釈を入れていただきたくようお願いする。
【村上市長弁明書】第１ 本件会食の対価について①
村上市長が鬼橋正敏弁護士に作成させた弁明書（５）の「第 1 本件会食の対
価 について」において、 「被請求者が本件会食に対価として持参した嬉野茶
は下記 品目 6 点であり、金額に換算すると、９３２０円程度となる。 」

【請求者側指摘】村上市長が１月４日付で提出した弁明書に「 会食は参加者が
持 ち寄る形式で、私自身が常に携行している『うれしの茶』を参加者に配った。
会 食全体かかった費用はルームチャージを合わせても１人当たり９５２７円
程度 で、社会的儀礼の範囲を超える供応を受けたとはいえない」で、主張した
１人当 たりの金額に見合った分のお茶を配ったという図式で弁明をしようと
いうこと であろう。
仮に９３２０円のお茶６点を配っていたとする。東京ベイコート倶楽部ロイヤ
ルスイートの所有者である会食相手方（ホテル所有者、会食費用負担者）の陳
述書（１月７日付）によれ ば「村上市長は、嬉野茶を５、６点持参し、会食中、
参加者に配っていました。
」 という。参加者１人に１袋を渡したと解する。とすれば、会食相手方氏には
９３２ ０÷６＝１５５３円しか対価を支払っていないことになる。だが実際は、
購入し たのは４点にとどまり、残る２点は村上氏の妻がもらったものだ。従っ
て村上氏 の負担額は７３２０円であり、会食相手方氏には１２２０円しか払っ
ていないという 計算になる。さらに気になるのは、会食相手方氏が「村上市長
からお茶をいただきまし た」と話していない点だ。
「参加者に配っていました」
ということであって、会食相手方氏には渡されていないのではないか。会食相
手方氏がお茶を受け取っていなければ、 対価はゼロということになる。
１月４日付弁明書では「被請求者は、予め視察先に配布するために持参してい
た 嬉野茶 ５、６点を参加の対価として提供した。持参した嬢野茶は、自ら購
入し たものが２、３点、嬉野市内の販売店や工場からＰＲ用としてもらったも
のが２、 ３点である。」と主張していた。供述が明らかに変遷しており、信憑
性に疑問が ある。
そもそも、この計算自体ナンセンスすぎる。繰り返しになるが、１人当たり１
万 円以下という「利害関係者以外からの供応接待において社会通念上相当」の
範囲 内に収めるため、ロイヤルスイートの会員権購入費や管理費、税金などの
諸費用、 持ち寄った酒代を換算していない。村上市長が自身の Facebook に１
０月４日 に投稿した「当方としても応分の負担をしています」との発言に合わ
せるため、 無理矢理に編み出した荒唐無稽な言い訳にすぎない。
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【村上市長弁明書】第１ 本件会食の対価について②
なお、本件会食と同日の「セグウェイジャパン」の視察では、市が運営する茶
業 研修施設『嬉茶楽館（きんさらんかん）』で製造したものを渡した。被請求
者は、 出張の際には、必ず嬉野茶を複数持参し、嬉野市のＰＲとして渡すよう
に努めて いる。翌７月１０日、１１日にも東京都内で各所の訪問が予定されて
いたため、 今回は予め多めにＰＲ用として持参していた。
【請求者側疑義】セグウェイジャパンの視察では「嬉野市内の販売店や工場か
ら ＰＲ用としてもらったもの」（１月４日付弁明書）を配り、東京ベイコート
倶楽 部では自費で購入したお茶を対価として渡したという主張には無理があ
る。出 張先で嬉野市のＰＲ用に渡すお茶はＰＲ用としてもらったか交際費で購
入した ものだ【第 2 回審査会資料 2「市長交際費のうち贈答用お茶購入費」】。
自費で購 入する必要は全く認められない。
【村上市長弁明書】１ 株式会社徳永製茶購入分（乙９の１）
（１）購入時期 平成３０年６月終わり頃
（２）購入数
２点
（３）価格
２１６０円（×２＝４３２０円）
（４）経緯
被請求者が直接店頭にて購入した。その際、女性従業員が応対したが、被請求
者 は「人にあげるものだが、包装は施さなくてもよい。」と述べ、また「個人
用だ から領収書もいらない。」と述べた。なお、被請求者は、平成３０年１１
月頃に も同じような態様で何点か購入した。
【請求者側疑義】購入時期が６月終わり頃とはっきりしない割には価格や「包
装 や領収証は不要」という点がはっきりしすぎている。１００グラム２１６０
円と 高額なお茶であり、贈答用であれば包装を頼むのが普通だ。領収証はとも
かく、 レシートぐらいは受け取るであろう。証言を取るくらいなら、レジの記
録や販売
台帳の写しを提出すべきだ。証拠に足る事実とは認めがたい。同社は配布用の
お 茶を嬉野市に納入しており【第 2 回審査会資料 2「市長交際費のうち贈答
用お 茶購入費」】、市や市長に逆らってものが言える立場ではない。

【村上市長弁明書】２ 株式会社小野原製茶問屋（乙９の２）
（１）購入時期 平成３０年６月頃
（２）購入数
２点
（３）１点の価格
1 5 0 0 円（× 2=３０００円）
（４）経緯
被請求者が直接店頭にて購入した。代表者の妻が応対し、自宅用か進物用か聞
い たところ、進物用とのことだったので、 1 点１５００円の品を勧めた。被
請求 者は「個人用なので領収書はいらない。」と述べた。
【請求者側疑義】購入時期が６月頃とはっきりしない割には価格や「領収証は
不 要」という点がはっきりしすぎている。包装の有無について記載がないが、
東京 ベイコート倶楽部での会食参加者に渡したお茶が、村上大祐氏が個人的に
購入 したものであるかの証明をどうやって行うつもりなのか。いずれにせよ、
レジ記 録なり販売台帳なりを示してもらわなければ証拠として足らない。
【村上市長弁明書】３ 加杭茶業組合購入分（乙９の３）
（１）取得時期
平成３０年６月頃
（２）取得数
２点
（３）1 点の価格
1 0 0 0円
（４）経緯
選挙事務所の女性スタッフで、加杭茶業組合の組合員である市民氏が平成 ３
０年６月頃、親交のあった被請求者の妻に新茶として渡した。

【請求者側疑義】いただきものを「対価」に算入するとは。呆れてものも言え
な い。

【村上市長弁明書】第２ 本件会食の経緯１
「以前から新幹線関連のまちづくり視察の一環として神奈川県海老名市の『セ
グウェイジャパン』への訪問を打診していたが、 7 月 9 日に同社日本法人社長
との面会の予約が取れたとの連絡を直前になって市職員 A 氏から受けた ため、
7 月 9 日の東京出張が決定した。 」
【請求者側指摘】以上のような経緯であれば、建設・新幹線課の市職員 A 及び
市職員 B の出張も急きょ決まったと言える。ＬＩＮＥのやり取りを見 ると、６
月２６日時点でアニメ企画発案会食参加者氏らに市職員 A らの出張が伝わって
いる 【調査請求書・別添資料３の２】。なお、同社日本法人社長との面会の予
約につ いて、アニメ発案会食参加会食参加者、会食相手方氏が寄与している。
両人は村上市長、市職員 A、市職員 B の視察に同行し【第２回審査会資料１５】、
試乗している【同１６】。アニメ とは別の利害関係が生じていることに留意さ
れたい。
【村上市長弁明書】第２ 本件会食の経緯２
「視察は１６時頃終了し、移動の車中、市職員 A 氏から『（嬉野出身者の）アニ
メ企画発案会食参加者さん も参加する懇親会があるので、市長も参加しません
か。』との誘いを受けた。そ こで、 『どんな人たちが参加するんですか。 』
と尋ねたところ、市職員 A 氏は、 『ゲー ム、プロレス、漫画家の会食参加者
さんとか、いろんな業種の人たちが参加する 予定です。』と述べた。市職員 A
氏は、持ち寄りの懇親会ということで、 『東一』を持 参していた。被請求者
は、小じんまりとした宴会場のような部屋で行う立食形式 の会食だと認識した。
そこで、市職員 A 氏に参加をする旨を伝え、１７時頃、宿泊予 定の六本木のホ
テルにチェックインをした。 」
【請求者疑義】１月４日付弁明書の訂正がなされており、
「 『移動の車中、市職員 市職員 A 氏…から…連絡が入り…市長も参加しない
かと誘われ』は、 『連絡が入 り』を削除し、 『移動の車中、市職員 A 氏…か
ら…市長も参加しないかと 誘われ』に訂正する。市職員 A 氏から誘いがあった
のは、セグウェイからの帰途、市職員 A 氏との同乗中である。」とこれまた供述
が大きく変遷している。そもそも、ま ず、どこで何時からを聞くのが普通では
ないか？ 会食参加者漫画家氏が参加するよ うな懇親会で、なぜ「小じんまり
とした宴会場」「立食形式の会食」だと認識す るのか。あまりにも不自然だ。

東一は会食写真では確認できない。どこで、だれ が、いつ、いくらで購入した
のかを明らかにしてもらいたい。さて、最も不自然 なのは、セグウェイジャパ
ンの視察に東京ベイコート倶楽部ロイヤルスイート の所有者である会食相手
方氏と、アニメ企画発案会食参加者氏の両人が参加しているのに、そこで 話が
出なかったことだ。移動の車中とは会食相手方氏が手配した車ではないのか。
市職員 A、市職員 B は先に「ＶＲＥＸ渋谷宮益坂店」を視察している。しかし、
セ グウェイジャパンの神奈川県海老名市までの交通費は請求していない。ＣＧ
会 社である会社名の会食相手方がＶＲＥＸの視察に関係し、会食相手方氏の手
配した車で 海老名市まで移動したのではないか、また、セグウェイジャパンか
ら東京ベイコ ート倶楽部までも、その車で向かったのではないかと疑われる
【第２回審査会資 料２３】 。
【村上市長弁明書】本件会食の経緯３
「１８時頃六本木のホテルを出発し、グーグルマップで交通手段を調べ、1 人で
地下鉄と電車を乗り継ぎ、同ホテルの最寄り駅で降車した。駅を出て、直ぐに
市職員 A 氏に電話をしたが繋がらず、途方に暮れたが、ようやくメッセンジャ
ーで連絡 がつき、部屋番号と「会食相手方さんから招待されたこと」をエント
ランスで告げるよ う教えられた。ここで初めて、会場がホテルの個室であるこ
とが分かった。
」
【請求者側疑義】１月４日付の弁明書では「被請求者も、市職員 A 氏から、視
察後の 移動中に、お台場のホテルでの『部屋飲み』 で飲食物は各自持ち寄り
の懇親会 があるから、参加しないかと誘われた。その時点でホテルの名称、ラ
ンク等の詳 しい情報は知らされていなかった。その後、東京ベイコート倶楽部
の名称、を知 らされ、自らタブレット端末で検索し、１人で電車に乗りホテル
に到着した。到 着後、初めて会場がホテルの一室であること、比較的ランクの
高いホテルである ことを認識した。 」としていた。
市職員 A 氏から車中で懇親会に誘われた際、
「東京ベイコート倶楽部」というホ
テル 名を聞かなければ、グーグルマップは使えない。ならば、検索した時点で
会員制
のリゾートホテルであることが分かったはずである。というより、
「どういうホ
テル？」と市職員 A 氏に尋ねるのが普通ではないか？ また、市職員 A 氏が誘う
立場にあ るというのが理解しがたい。あくまで招待者は会食相手方氏であろう。
村上市長は直前 まで一緒にセグウェイ試乗を満喫していたのに、このような誘
われ方がありう るのか。メッセンジャーでやり取りをしたのであれば、証拠と

して示すべきであ る。村上市長はＬＩＮＥを利用していないようだが、
Facebook はメッセンジャ ーを含め積極的に使っている。市職員 A やアニメ企
画発案会食参加者氏ら招待者側と懇親会前後に どのようなやり取りをしたの
か、後ろめたいところがないのであれば、潔白の証 明のためメッセンジャーに
おいて関係者とのやり取りを開示してもらいたい。

【村上市長弁明書】第２ 本件会食の経緯４
「午後７時頃、会場に到着すると、市職員 A 氏、市職員 B 氏の他、会食相手方
氏、アニメ企画発案会食参加者氏、会食参加者 氏が当初から参加しており、そ
の後も数人が合流した。テーブルには、主催者が 注文したと思われるオードブ
ルが並べられていた。参加者らは各自、日本酒、ワ イン、シャンパン、ビール、
酎ハイ、ペットボトル飲料、つまみを持ち寄ってい た。会食相手方氏、アニメ
企画発案会食参加者氏とは、同日のセグウェイ視察の際、面識を得たが、他の
参加 者は初対面であった。話題は、自己紹介、仕事、野球、ユーチューブ、出
版物、 観光、当日視察したセグウェイの話など差しさわりのない話題ばかりで
あり、ア ニメ制作の話や企画提案などはなかった。」
【請求者疑義】会員制ホテルに入室するのをためらわず、並んだオードブル、
各 種の酒、つまみを目の前にしても、「これは公務員倫理・政治倫理的にまず
いな」 と全く思わなかったとしたら救いがたい。元新聞記者ならなおさらだ。
アニメ制 作会社「会社名」の氏名代表取締役が参加したことを記載していない。
事 実を正直に吐露している弁明とは到底思えない。市職員 A は「今回は村上市
長 も皆様と顔あわせ出来たので、今後の動きもスムーズになることでしょう。」
と 発信しているが、招待者側の目的は十分に果たされた。 「セグウェイの話」
は市 の事業に関連する新たな利害関係と認められる。
【村上市長弁明書】第２ 本件会食の経緯５
「被請求者は、最初から参加していた３名の他、後に合流した数人のうち３名
に も嬉野茶を渡しているので、持参したのは全部で６点だと認識している。そ
の金額の合計は、９３２０円程度となる。被請求者は、酒を飲むと、食べ物は
口にし ないし、嬉野茶が全員に配布できなかったこともあり、オードブルには
ほとんど 手を付けていない。」
【請求者疑義】会食の写真を見たときに、お茶を渡すタイミングがあったのだ

ろ うかという疑問を禁じ得ない。また、手のひらに載せた気泡風呂の泡を吹く
姿や 集合写真に収まる村上氏の表情を見たときに、しらふであるとは思えない
し、む しろ酩酊していたと信じたい。とすれば、自腹で購入したお茶を確実に
手渡した のか、そのお茶はどこに入れていたのか、相手方は受け取ってどうし
たのか。酔 っているのに「お茶を配りきれなかったから食べないでおこう」と
いう理性（？） が働くのか。いろいろな意味で理解不能な釈明としか言いよう
がない。また、食 べた量が少ないので金額換算すると少額になり、社会通念上
相当の範囲内に収 まるという主張ならば、笑止千万である。
【村上市長弁明書】第３ 本条例 4 条１号に該当しないこと
「被請求者は、市内の各店舗から購入した嬉野茶約９３２０円相当を持参して
参加しており、これは参加の対価として十分に見合うもので、決して無償の接
待 を受けたわけではない。 」
【請求者疑義】購入していないお茶を換算しており、虚偽説明である。会食の
い つの段階で誰にどういうお茶を配ったのか。お茶を配った事実の証明がなさ
れ ていない。もし配ったお茶にＰＲ用として渡されたり交際費で購入したりし
た ものが含まれていれば、私的流用である。証言のみで立証しようとしており、
無 理に無理を重ねた噴飯物の抗弁だ。
【村上市長弁明書】 「参加者らとは、同日が初対面で、かつ、いずれも東京在
住 でその職業も区々であるため、嬉野市との関係性について認識できたわけで
も ない。また、当日に、アニメ制作の提案を受けたわけでもないから、被請求
者は、 最初から最後まで、参加者らを利害関係者であると認識していない（勿
論、市職員 A 氏や市職員 B 氏がアニメ制作の話を告げていない。もし、告げて
いれば絶対に参加し ないからである。）。」
【請求者疑義】嬉野市との関係性がない会食に市長が参加するというのはどう
いうことか。初対面とあるが、嬉野市長という肩書を抜きに招待されたかどう
か、 考えるまでもない。アニメ制作の話を告げたとしても、会員制ホテルのス
イート ルームを会場とした酒宴でなければ、あるいは会食が市の予算措置など
と無関 係と言い切れれば、参加に何の差し障りもないし、むしろ参加すべきで
あろう。 なぜ、絶対に参加しないからであると断言するのか。言い訳にしか聞
こえない。
【村上市長弁明書】 「ラインのメンバーらも本件会食については、純粋な懇親

会 という趣旨であり、かつ、もともと被請求者の参加は予定されておらず、メ
ンバ ー以外にも参加者がいたことで、企画提案を行うような雰囲気ではなかっ
たは ずである。 」
【請求者疑義】純粋な懇親会であれば、市長を招く意味があったのか。純粋な
懇 親会だったとしても、首長や公務員が利害関係者と酒食をともにすることは
ア ウトであり、少なくとも社会通念上相当の会食だったとは断じて言えない。
関係 者との顔合わせを目的として、市職員 A が差配したと考えるのが妥当だ。
つま り、ＶＲ・ＡＲ施設を嬉野医療センター跡地に建設したり、セグウェイ導
入を検 討したりするなど、アニメだけでなく、幅広い利害関係構築の第一歩を
踏み出し た供応接待だったと言って差し支えない。なかったはずであるという
推論は根 拠が乏しい。なぜならば、アニメ会社社長会食参加者氏やゲーム会社
「会社名」会食参加者氏のＬＩ ＮＥでの発言と矛盾しており、裏付けとなる証
拠が示されていないからである。
【村上市長弁明書】第 4 ラインの内容（乙１０）
「請求者側からライシグループ間でのやり取りの履歴が抜粋で提出されてい
る が、疑わしい部分のみを切り取ったもので不当な印象操作である。」
【請求者反論】このＬＩＮＥスクリーンショットは市職員 A の提供であ るが、
よくぞ出してくれたと言いたい。これで加工したものでもないことが証明 され
た。カラーで文字が読み取れるように出し直してほしい。全文掲載は非常に あ
りがたい。流れがいっそうよく分かるからである。
「新幹線駅の建設予定地です。秋ぐらいまではイベントなど可能です。プロレ
ス
を高架の上で、できないかなど話が出ております。」
「おー、それははでですね！」
「おお！！」
「（アニメ制作会社「会社名」氏名さん！活躍の時だｗｗ ワクワク」
との箇所は嬉野創生機構の社員として酷使 されていた地域おこし協力隊員の
陳述書（第２回審査会で提出済み）とピタリ符 合する。
６月のツアーでアニメ会社会食参加者氏が誕生日を迎え、天狗の顔を描いたケ
ーキをプレゼント されているシーン、酔って寝落ちしたゲーム会社「会社名」
執行役員の氏名氏にプロレス技をかけている写真などが掲載されている。
プレゼン資料を作成した氏名氏が、嬉野茶のカリスマ茶師でアニメの 主人公と

想定されている市民氏のお茶を扱う渋谷の「幻幻庵」を訪問してい ることが示
され、アニメ企画発案会食参加者氏が「楽天や avex の顧問やってる、ハイドの
顧問 でもあります、氏名さん顧問協会理事の方も９日参戦予定です！！ 嬉野
も是非行ってみたいとのことで、ユーリ【第３回審査会資料４】というアニメ
で 唐津までは来たことあるらしいです！！ ９日ご紹介するので、皆さんよろ
し くお願いします！！」との発言もある。
請求者側の主張を補強してくれており、鬼橋正敏弁護士の尽力に感謝申し上げ
る。

【村上市長弁明書】
「本件は、たまたま、嬉野温泉旅行の仲間内で、場当たり的にアニメ制作の話
が 出ていたにすぎず、外部に表明さえされていない段階で、同メンバーらと嬉
野市 との聞には利害関係が発生しているから、メンバーとの会食は倫理基準違
反だ というのは極めて理不尽な話である。斎藤教授が指摘するような反社会的
勢力 との会合、性的接待を含む供応、泥酔による迷惑行為、市と利害関係があ
ること が明らかな業者との会合等でもなく、十分な対価も負担しているような
状況で 行われた本件会食においては、被請求者がこれに参加したからといって
本条例 4 条 1 号に該当しない。 」
【請求者疑義】見事な開き直りだ。理不尽なのはどちらか。決して場当たり的
で
はなく、嬉野市（市職員 A）、嬉野創生機構側に議事録やプレゼン資料が共有 さ
れており、常態的に刻一刻とアニメ企画は提案されていた。供応接待は市長と
の顔合わせができたことで成立しており、対価を負担しているとは言えないし、
その証明もできていない。市長としてふさわしい行動だったのか、写真を見れ
ば 一目瞭然である。問題がないというのであれば、なぜ、写真を転載した市民
に対 して、削除しなければ名誉毀損などで法的措置を検討するとの内容証明郵
便を 送りつけたのか。自身の Facebook では疑問の声を上げる市民に刃を向け、
署 名をした議員や市民を誹謗するのか。後ろめたいからこそ、ここまで徹底的
な反 論を続けているのであろう。反省の態度がないという点で、政治倫理条例
に抵触 する可能性がますます高まっているということにどうして気付かない
のか。市 民からどう見られているのかをもう少し考えた方がよいと指摘してお
く。

