
年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

1978年11月15日 売買により運輸省が所有

～1989年
国が航空機騒音防止法第９条に基づき土
地買収、建物移転、補償。

1995年1月7日 森友 寛　理事長　死去

1999年8月13日
国旗及び国歌に関する法律の公布・

施行

2004年1月22日
安倍晋三・岡崎久彦『この国を守る決

意』（扶桑社）発行

２００６年４月？日

PHP研究編集『安倍晋三対論集　－
日本を語る』（PHP研究所）発行。安倍
晋三と、カルロス・ゴーン、北村経夫、
日比谷二郎、櫻井よしこ、葛西敬之、
八木秀次、中西輝政、佐々淳行、宮
古森義久、内義彦らとの対論集。

2006年7月2日

2006年7月20日
安倍晋三『美しい国へ』（文春新書）
発行

森友学園問題年表（関連情報を含む）

「森友学園」が小学校建設のための国有地を探し始めるまで

東京新聞「教育勅語 幼稚園で暗唱 大阪の2園 戸惑う保護者も 園長
『愛国心はぐくむ』」と題し、以下のように報道。
「大阪市の私立塚本幼稚園（淀川区、約２３０人）と私立南港さくら幼稚
園（住之江区、約１８０人）が、年長組の園児約１２０人に、教育勅語を暗
唱させていることが１日、分かった」「園側は「幼児期から愛国心、公共
心、道徳心をはぐくむためにも教育勅語の精神が必要と確信している」
と説明」「ある保護者は「こういう教育をするとは知らずに入園させた」と
戸惑いをみせるが、園側は「保護者の不満の声は聞いていない」として
いる」籠池理事長は、「戦争にいざなった負の側面を際立たせ、正しい
側面から目をそむけさせることには疑問を感じる」などと語った。



2006年9月26日 安倍晋三内閣誕生

２００６年１０月？日

2006年12月15日 教育基本法「改正」成立

籠池理事長は教育基本法「改
正」により森友学園の悲願の小
学校新設が可能になると考え
た。

2007年9月26日 福田康夫内閣誕生

2008年1月27日 大阪府知事選挙で橋下徹氏が当選。

2008年1月26日
曻地三郎 講演会「102歳児世界
一周講演旅行」

2008年6月22日
米長邦雄講演会「歴史と伝統、
そして幸せの原点は家庭にあり」

2008年7月12日

2008年9月24日 麻生太郎内閣発足

2008年11月15日

2009年5月9日
田母神俊雄講演会「国防理念な
き日本民族の将来」

鴻池祥肇（参議院議員）講演会（『教育再生地方議員百人と市民の会』
第 10 回定期総会）

中山成彬（衆議院議員）講演会「日教組の影と功罪」

「WiLL」（ワック）2006年10月号の新人議員座談会で稲田朋美議員は以
下のように語った。「教育勅語の素読をしている幼稚園が大阪にあるの
ですが、そこを取材した新聞が文科省に問い合わせをしたら、「教育勅
語を幼稚園で教えるのは適当ではない」とコメントしたそうなんです。
そこで文科省の方に、「教育勅語のどこがいけないのか」と聞きました。
すると、「教育勅語が適当ではないのではなくて、幼稚園児に丸覚えさ
せる教育方法自体が適当ではないという主旨だった」と逃げたのです
しかし新聞の読者は、文科省が教育勅語の内容自体に反対していると
理解します。今、国会で教育基本法を改正し、占領政策で失われてき
た日本の道徳や価値観を取り戻そうとしている時期に、このような誤った
メッセージが国民に伝えられることは非常に問題だと思います」「教育勅
語は、天皇陛下が象徴するところの日本という国、民族全体のために命
をかけるということだから、（略）教育勅語の精神は取り戻すべきなので
はないかなと思ってるんです」



2009年5月26日
松浦光修講演会「現代の教育と
皇室」

２００９年６月？

2009年6月14日
村上和雄講演会「喜びや感動が
可能性を引き出す」

２００９年８月？日

「大阪国際空港豊中市場外用地（野田地
区）地下構造物状況調査業務報告書 」に
よると「調査地内に汚染土壌が存在する
おそれはないと考えられる」とまとめてい
る。

2009年8月30日 衆議院議員総選挙

2009年9月16日 鳩山由紀夫民主党連立内閣誕生

2009年１０月？日

2010年1月

地下構造物調査報告書本件国有地につ
き大阪航空局が地下埋蔵物を調査（「大
阪国際空港豊中市場外用地（野田地区）
地下構造物調査報告書」）。

「森友学園」系列の保育園（園長は籠池泰典氏の妻諄子氏）を運営する
大阪市淀川区の社会福祉法人「肇国（ちょうこく）舎」（代表・籠池理事
長）が設立された。その設立発起人に稲田朋美防衛相の夫で弁護士の
龍示氏が名を連ねていた。

中国の古典「四書五経」などを読み上げる「素読（そどく）」を普及させる
ために「鈴蘭会」が誕生。安倍昭恵氏が当初から名誉会長を勤めてい
る。2014年末に「大学 -素読-」のテキスト200冊を計10万円で販売して
いた。
2015年9月に安倍昭恵氏が塚本幼稚園を訪ねた際に、園児達が「大
学」を暗唱していたとFacebookに記していた。鈴蘭会はこのときの暗唱
に、同会の教材が使われていたと説明している。



2010年3月10日

東側隣地を公園にするために豊中市が１
４億２３００万円で購入。（豊中市は、この
国有地のほか、後に森友学園に売却され
る国有地も含め、賃借して公園にしたかっ
たが、国側が賃借ではなく購入でなけれ
ばダメだというので一部だけを購入したと
いう。）

2010年6月8日 菅直人内閣発足

2010年6月26日
藤尾秀昭 講演会「藤尾秀昭 出
会いの人間学」

2011円３月１１日

2011年　？月？日

別の学校法人が本件国有地の買受を申
し出。「７～８億円」（国有財産特別措置法
第３条第１項第４号で学校法人には最大５
割減額で売却してよいことを意識した可能
性）

2011年5月7日
武田恒泰講演会「日本はなぜ世
界で一番人気があるのか

2011年5月10日

東京で教科書改善シンポジウムが開
催され、シンポジウムの冒頭で、「日本
の前途と歴史教育を考える議員の会」
顧問の元内閣総理大臣安倍晋三、上
智大学名誉教授で「道徳教育を進め
る有識者の会」代表世話人の渡辺昇
一が挨拶。その後、「教科書が変われ
ば日本が変わる」と題して伊藤隆東京
大学名誉教授、川上和久明治学院大
学教授、自民党衆議院議員下村博文
元内閣官房副長官、八木秀次日本教
育再生機構理事長によるパネルディ
スカッションが行われた。

東日本大震災



2011年6月3日

大阪府内の公立学校教職員に君が代
の起立斉唱を義務付ける全国初の条例
案が、公明党、自民党、民主党、日本共
産党が反対したものの、提案した「大阪
維新の会」などによる賛成多数で可決さ
れた。これがきっかけになり、松井一郎
大阪府知事は、2012年2月26日の「教育
再生民間タウンミ―ティングｉｎ大阪」の
パネルディスカッションに参加することに
なった。

2011年6月19日 古庄幸一講演会

2011年7月
大阪府（橋下徹府知事）に対し森友学
園の籠池理事長が小学校設置の基準
の見直し（緩和）を要望。

2011年9月9月2日 野田佳彦内閣発足

2011年11月3日
櫻井よしこ講演会「日本よ、勁(つ
よ)き国となれ」

2011年11月27日

橋下徹府知事が辞職し、任期満了の大
阪市長選挙に立候補。大阪府知事選挙
と大阪市長選挙のダブル選挙。府知事
選挙には松井一郎が、市長選挙には橋
下徹が、それぞれ当選。

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2012年2月26日

日本教育再生機構大阪主催による「教育再生民間タウンミ―ティングｉｎ大阪
大阪・教育基本条例の問題提起とは！」が大阪市立こども文化センターで開
催され、主催者を代表し、日本維新の会の遠藤たかし衆議院議員が開会の
挨拶をし、衛藤晟一参議院議員が基調講演。その後、安倍晋三元内閣総理
大臣、松井一郎大阪府知事、八木秀次日本教育再生機構理事長の３名によ
るパネルディスカッションが行われた。終了後居酒屋で打ち上げ。これが安倍
元首相と松井一郎府知事が「濃密な付き合いになるきっかけ」だった。



2012年3月14日
国有財産近畿地方審議会で、学校法人
から取得希望があると報告あり「早期の処
分が見込める」と報告。

2012年4月1日
大阪府（松井一郎知事）は小学校の設
置基準を緩和した。

2012年4月

国土交通省が別の学校法人に「大量の埋
蔵物」を告知。その学校法人は撤去費用
２億５０００万円と見積もった（朝日新聞２０
１７年２月１１日）。

2012年5月12日
中西輝政講演会「どうすれば、
日本を良い国にできるのか」

2012年7月1日
国有地（運輸省）を新関西国際空港株式
会社に売却

2012年7月

別の学校法人（大阪音楽大学）は５億８０
００万円で価格交渉。国と折り合わず購入
断念。財務省は時価９億円の売却を希望
していた。

これを契機に、安倍氏と松井氏の付き合いが始まり、安倍元首相が自民党総
裁選挙に出馬できないとか、出ても負けた場合は、自民党を離党する人が出
てくるので、そういうメンバーと維新が組んで、新しい思想の改革政党をつくろ
うという具体的な話があり、その先頭を走っていたのが菅義偉氏で、ずっとい
ろいろ相談していた。



２０１２年？月？日

２０１２年夏

2012年9月5日

「メキキの会」の16周年の祝賀会。安
倍晋三元首相と昭恵夫人を迎えて盛
大に行われた。出口光会長の挨拶
と、メキキの会員でもある昭恵夫人に
よる安倍元首相の紹介に続き、安倍
元首相の講演が行われた。演題は
「美しい国・日本」。

2012年9月12日

安倍晋三衆議院議員・元首相は、谷
垣総裁の任期満了に伴って行われる
2012年自由民主党総裁選挙への出
馬を表明

2012年9月16日

同日に、安倍晋三元首相が塚本幼稚
園で講演予定だった（自民党総裁選
に立候補することになったのでキャン
セルした）。

安倍晋三首相は、森友学園の籠池理事長の長男・佳茂に対し、講演
キャンセルのお詫びの電話をした。佳茂は、その時、父・理事長の電話
番号を伝えた。

籠池理事長の説明によると、「瑞穂の国記念小学院の建設構想が具体
的に走り出した直後の平成２４年１０月ごろ（１０月よりも前ではない
か！？）、まず真っ先にこの構想についてご相談申し上げたのは尊敬
する安倍晋三首相のご夫人、昭恵先生だった。当時安倍晋三先生は自
民党総裁に返り咲く前だったので、安倍先生を応援するためにもぜひ
当園にお越しいただき、ご講演をいただければと思い、安倍先生サイド
と接触を図ったところ、昭恵夫人とお会いすることができて、その際、安
倍先生のご講演の依頼をすると同時に小学校建設構想についてもお
話申し上げた。」「その後、平成２５年９月に財務省に対し安倍晋三記念
小学校として土地所得要望書を提出するまでにも、昭恵夫人にも小学
校建設プロジェクトの進捗については適時報告している。」



2012年9月17日

2012年9月26日
自民党総裁選挙で安倍晋三衆議院
議員が選任され、安倍自民党の誕
生。

２０１２年１０月頃？
籠池理事長（夫婦？）は小学校建設
構想を真っ先に、安倍晋三元首相の
昭恵夫人に相談した。

2012年10月27日
渡部昇一講演会「修身につい
て」

2012年12月16日   衆議院総選挙

2012年12月26日
第2次安倍晋三内閣（自公連立政権）
発足。財務大臣は麻生太郎元首相。

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2013年？月
籠池理事長は不動産会社から
豊中の国有地を紹介される。

2013年1月10日 当該土地を「錯誤」理由に国（運輸省）へ

2013年4月
国土交通省大阪航空局は近畿財務局に
対し国有地の売却を依頼。

2013年4月26日
8770平米中の約４７１平米について形質
変更時届け出区域指定（鉛、ヒ素および
それらの化合物汚染）。

2013年5月25日 竹田恒泰講演会「私の憲法論」

自民党総裁選挙の遊説が19:00～ 大阪（難波高島屋前）で行われた
後、安倍晋三元首相は、リーガロイヤルホテルのロビーで待っていた籠
池理事長の長男・佳茂氏と会った。佳茂氏は「籠池です。父の名代とし
てきました。くれぐれもよろしく伝えてくれと言われています。応援してい
ます」と挨拶し父の名刺を差し出した。なお佳茂氏は、大学卒業後東京
に行き、山谷えり子参議院議員のかばん持ちを半年ほどしていたとい
う。

森友学園が小学校建設のために国有地を探し始めた頃以降、払い下げを受けるまで



2013年６月３日～９
月２日

近畿財務局が国有地の売却先を公募。な
お、豊中市に取得照会をしたが要望が無
かった。

2013年6月22日
青山繁晴講演会「日本の出番を
つくる」

２０１３年８月？日

2013年8月5日

2013年8月21日

2013年8月27日

2013年8月30日

2013年9月2日

近畿財務局は森友学園と国有地の貸し
付けを前提に協議を開始。「財務局より７
から８年、賃借後の購入でもＯＫの方向。
本省及び大阪府と話し合ってくれる。

森友学園が近畿財務局に土地
取得の要望書を提出。

2013年9月9日

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池氏から報告があり、「小学校用地の件。９月２日に財務局より７から８
年、賃借後の購入でもＯＫの方向。本省及び大阪府と話し合ってくれ
る。上記の賃借料を”まけて”もらえるようお願いしたい」

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長が同議員事務所に最初の要請をした。国有地の処分は「『購
入』のみ」とする近畿財務局に対し「借地契約して８年後に購入」にした
いと要請した。（なお、２０１３年８月～２０１6年３月まで全２５回）

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池籠池理事長から報告。小学校建設の件。８月２６日、大阪府へ設置認
可等に関する相談。審査基準に借地の場合は、２０年以上の賃借権が
要。大阪航空局へは、８年の賃借後、購入予定で交渉中。（※当事者が
詳細は詰めてやってください）。コンサル業ではありませんので。

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池籠池理事長から報告。近畿財務局から連絡があり、９月２日に経過説
明を行う。

籠池理事長が兵庫県議・黒川治（鴻池議員の元秘書、自党民）に「鴻池
議員を紹介して欲しい」と要請した。
籠池理事長が大阪航空局・近畿財務局へ「賃借で」と相談。

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。大阪航空局にて、財務局も同席にて、土地借り入
れ希望の件。話し合い済みの１回目の要望を承る旨にて終了。



2013年9月12日

２０１３年？月？日

府私学課によると、２０１３年ごろ、府へ
の小学校設置認可の申請前に、森友
学園の籠池泰典理事長から「豊中市
の国有地を取得して小学校を建てた
い。安倍晋三記念小学校という校名を
考えている」と認可申請の方法につい
て問い合わせがあった。しかし府側が
政治的中立性を理由に難色を示した

2013年9月21日

2013年10月12日

財務省近畿財務局管財部２名が大阪府を訪問し、大阪府私学・大学課2名が森
友学園について協議。近畿財務局  「認可した」と文書で回答がもらえるのはいつ
か？と質問、大阪府　 審議会からの答申があった後、認可を行う。校地・校舎が
ないと認可はできないと回答。

平沼赳夫（衆議院議員）講演会「私の人生、生き方、心の持ち方」

2013年9月13日
近畿財務局課長補佐から鴻池祥肇自民党参議院議員事務所に回答。
上記の件、上司にヨロシクと申し入れした、と籠池理事長に言うてくださ
い。９月１２日は、大阪府担当部署との顔合わせ的ニュアンス。ある意
味、ニワトリタマゴの話ですが、前向きにやっていきますから（※話の分
かる役人さんです）

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長の話によると、９月１２日、大阪府庁へ近畿財務局（国有財産
管理官）が来て、小学校設立認可（私学審議会、年１回の認可）のおスミ
付きが必要と、大阪府は土地賃借の決定が必要と。ニワトリとタマゴの
話。何とかしてや。※どこが教育者やねん！

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池氏夫妻が来訪し、鴻池議員同席。小学校用地の件。４～５日前は、近
畿財務局と大阪航空局職員数名と共に、現地視察。その際、事務方の
判断できる事ではない？というニュアンスを感じたので、上から政治力で
早く結論が得られるようにお願いしたい。土地価格の評価額を低くして
もらいたい（※近隣路線価記載地図コピーあり）。ウチは不動産屋では
ありませんが！



2013年10月15日

2013年10月22日

2013年10月24日

2013年10月30日

2013年10月31日
近財統一１第1531－2号　近畿財務局長から大阪府知事あて「未利用国有地等
の処分等に係る地域の整備計画等との整合性等に関する意見の照会」

大阪府私学・大学課が財務省近畿財務局管財部に電話で問い合わせ。大阪府
森友学園との話し合いの進捗状況は？　貸付料はどの程度になるか？近畿財務
局　 貸付料は、土地の時価から算出されるので正確には示せない。財務局の審
議会にかけるため、森友学園に学校設置についての詳細な資料の提出を依頼し
ているところである旨回答。

衆議院予算委で平沼赳夫議員が「塚本幼稚園児は君が代・教育勅語・
五カ条の御誓文を全て言う」と例に挙げ、幼児教育の重要性を安倍首
相に質疑した。

2013年10月16日 近畿財務局国有財産統括官から鴻池祥肇自民党参議院議員事務所
に回答あり。大阪府とは、横の連携をとっているので土地手当の件は府
から確認があればＯＫと回答できます。また、賃借の件は本省と打ち合
わせ済み。※大阪府の担当者は土地以外の生徒募集を一番に懸念さ
れているようですが

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。小学校設立申請書類の内、収支予定書があり月額
賃料を月１００万とする（これは希望額）。低く見積もっておけば、そこを
ベースに賃料交渉ができるのではと思っている。（※策士）

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、近
畿財務局統括官から鴻池事務所へ回答あり、「塚本幼稚園の件。従来
通り前向きに、ただし、大阪府の認可をとっていただかないと進みませ
ん」

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。大阪府の小学校設立認可条件として、土地基本財
産の手当が絶対。国が土地の件を確約してもらわんと…。



2013年11月19日

その後（2015年2月９日まで）、財務省近
畿財務局管財部と大阪府私学・大学課
は、相互の状況について情報交換の日
時・回数は記録なし（これまで記録があ
るのに、１番肝心な記録がないのは不可
解！）とのことだったが、４月６日のテレ
ビ朝日の番組で、一部追加の情報が紹
介されている（大阪府は聞き取り調査を
したという「建前」のようだ）。

2013年12月2日

2013年12月26日
安倍晋三・百田尚樹『日本よ、世界の
真ん中で咲き誇れ』（ワック）を発行

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2014年1月3日

2014年1月31日

「塚本幼稚園幼児教育学園」（籠池泰典）が、鴻池祥肇参議院議員が代
表の「自由民主党兵庫県参議院選挙区第二支部」に１０万円を寄付

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。小学校用地の件。近畿財務局と前向きに交渉中。
賃料および購入額で予算オーバー。賃料年間３５００万円を２５００万円
に。５月に契約。売却予定額１５億円を７～８億円に、が希望。※不動産
屋と違いますので。当事者間で交渉を！

財務省近畿財務局管財部2名が大阪府を訪問し、大阪府私学・大学課１名が森
友学園について協議。平成25年10月31日付　近財統一１第1531－2号  枝廣直
幹・近畿財務局長から大阪府知事あて「未利用国有地等の処分等に係る地域の
整備計画等との整合性等に関する意見の照会」を持参。近畿財務局　 森友学園
から土地取得の申込書を受理しており、本事業の実現可能性について、関係自
治体に照会をする必要があり、紹介文を持参した。大阪府　 現時点では相談を
受けている段階であり、認可の可否が回答できるのは相当先になると回答。

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。新設小学校用地の件。先週１週間で測量終了（あり
がとうございました）。長年の夢のカリキュラムを検討中。お目通りを。別
紙ＦＡＸ。



2014年3月1日

森友学園が「安倍晋三記念小学
校」と刻印のある払込取扱票を
作成。これ以降、小学校建設の
ための寄付金集めへ。

2014年3月14日

2014年3月23日
任期途中の大阪市長選挙で橋下徹が
再選。

2014年3月31日
森友学園系列の開成幼稚園が
休園になった。

2014年4月24日

2014年4月25日

2014年4月26日
曽野綾子講演会「人間を造るも
の」

安倍首相の昭恵夫人と籠池夫妻が都内のホテルオークラで対面し、小
学校建設や教育勅語、歴史観などについて語り合った。森友学園がｓ
超学校を建設する計画についても報告。昭恵氏は「主人に伝えます。
何かすることはありますか」と協力する考えを伝えた。もっとも、昭恵夫人
は、「安倍晋三記念小学校」の刻印のある払込取扱票の使用を断った。

安倍首相の昭恵夫人が森友学園を訪問し、初めて講演。涙を流す、理
事長が「安倍晋三記念小学校」と発言！？

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から相談。私立小学校へ経常費助成について、初年度１年
生、２年生を入学させるが、大阪府は文科省の指導により、１学年しか補
助できないと。ホンマか？　確認してほしい。

2014年3月19日
鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の秘書から鍵井家理事長に回答。
経常費助成費補助金交付の件。単学年のみの規約などなし！　文科省
より大阪府へ問い合わせ済み。２学年共補助するとの回答あり。※別
紙、交付要綱ＦＡＸあり。籠池氏へ転送済み

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠
池理事長から報告。４月２８日近畿財務局へ（４月中期限）用地賃借希
望書類一式提出します。



2014年4月？？日
（中旬）

2014年6月2日 「教育再生首長会議」が設立された。

2014年6月13日

「志教育プロジェクト」（出口光理事
長）設立（社団化は２０１５年３月３
日）。賛同者には、安倍首相の昭恵夫
人、下村博文元文部科学大臣、松浦
正人山口県防府市長 (教育再生首長
会議 会長 ) らがいる。

2014年6月17日

2014年6月30日

財務省近畿財務局が豊中市に提出した「承
諾書」には、貸し付け契約について、大阪
府私学審議会と、財務省国有財産近畿地
方審議会の「答申を得た後で行います」と明
記。籠池理事長の本名「籠池康博」の直筆
のサインあり。

2014年7月28日

2014年8月20日

森友学園は大阪府に対し小学
校設置認可申請書の内容を事
前説明する「設置計画書」を提
出

2014年9月20日
土屋秀宇講演会「言霊の幸ふ国
を再び！ 教育再生は『幼児の徳
育から』」

籠池夫婦が鴻池祥肇参議院議員の議員会館を訪問し、金銭らしきもの
を持ってきた（鴻池議員2017年3月1日記者会見での発言）。籠池氏側
は商品券だったと説明。

財務省近畿財務局管財部１名が大阪府咲州庁舎を訪問し、大阪府私学・大学課
が森友学園について協議。府の担当課の職員が進捗状況を説明した。

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、近
畿財務局管財課から報告。塚本幼稚園、小学校用地の件。平成２８年４
月開校のためには、本年１２月までに手続き完了が必要。そのためには
７月末日までに申請が必要。籠池理事長より諸手続きをコンサル業者に
任せると報告あり。これでやっと事務処理が進むと思う。※要は資金調
達がポイント！



2014年10月2日

2014年10月4日
桜井進講演会「世にも美しい数学
のはなし。」

2014年10月21日～
25日

森友学園が国有地をボーリンク調査。国
土交通省航空局は１１日間貸し付けた？
（11日間で賃料「４４４円」と回答したが、
「正しくは４７９５円だった」と訂正）。

2014年10月31日
森友学園が大阪府へ小学校の
開設認可を申請（事業用定借の
条件を前提）。

2014年11月6日
現地（国有地）に森友学園が建
築計画の看板を設置。

２０１４年１１月？日
籠池理事長が豊中市長と面会、
同年中に10万円を献金 。

2014年11月21日 安倍内閣が衆議院を解散

2014年１２月？日
「（仮称）Ｍ学園小学校新築工事
地盤調査報告書」

2014年12月2日 衆議院議員総選挙告示日

2014年12月6日

2014年12月9日
大阪府知事が大阪府私立学校審議会
に「瑞穂の國記念小学院の設置」につ
いて諮問。

2014年12月14日 衆議院議員総選挙投開票

財務省近畿財務局管財部複数名が大阪府を訪問し、大阪府私学・大学課が森
友学園について協議

安倍首相の昭恵夫人が森友学園を訪問し、2回目の講演。演題「ファー
ストレディとして思うこと」。「数日間びっしりスケジュール詰まっていたけ
ど、全てキャンセルさせていただきました」「首相と理事長が実際に会っ
ていた」と発言。政府職員も同行していた。



2014年12月17日

近畿財務局が「今後の手続きについて
（説明資料）」を森友学園（籠池理事長）側
へ。冒頭には「平成２６年１２月１７日時点
における今後の手続き（予定）の説明資料
です」と書かれており、近畿財務局は、小
学校建設予定地として豊中の土地を入手
しようとしていた森友学園に対し、「この
後、どんな手続きが必要か？」を、懇切丁
寧に説明している。説明される内容は、土
地取得要望書の提出から始まり、国有財
産近畿地方審議会が２０１５年（平成27
年）2月に開催される予定であること、財務
局と航空局による現地確認のスケジュー
ル感、有益費に関す事項、定借後の定期
報告のあり様など、微に入り細にわたって
おり、かつまた、網羅的。さらには、貸付
契約の話だけでなく、最終的に売買契約
に至る道筋まで、すべて、完全に説明し
きっている。近畿財務局は森友学園に
「もっとも手早く土地を入手する方法」を手
取り 足取り教えているとしか思えないほど
ここまで懇切丁寧。

2014年12月18日
大阪府私立学校審議会１２月定例会
森友学園の設置認可について審議し、
答申を保留し、継続審議になった。

２０１４年１２月末

籠池理事長夫妻が松浦正人（山
口県防府市長・教育再生首長会
議会長）を経由して中川隆弘大
阪府議（大阪維新の会）とアポ。
「認可される様にして欲しい」と
依頼。府議が府から課題を聞き
取り、理事長に伝えた。

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など



2015年1月5日

2015年1月8日
「愛国幼稚園、小学校も運営へ」
と報道される

2015年1月9日
近畿財務局の依頼で行われた不動産鑑
定士による評価書では賃料は年間約４３０
０万円が適当とされていた。

2015年1月16日
不動産鑑定評価約９億５６００万円。賃料約
４２００万円（年）。

2015年1月27日

大阪府私立学校審議会の「臨時会」
開催。事務局は「本審議会での認可の
条件は土地が所有できるということ」とし
た上で「（本審議会で）条件付きで認可
しかるべしとなりますと、国は契約に走る
と、そういう手はずになっています」と説
明 .。小学校認可適当（付帯条件付
き）。

2015年1月30日

大阪府私立学校審議会が大阪府知
事に対し「瑞穂の國記念小学院の設
置」について答申（工事請負契約の締
結・寄附金の受入・カリキュラム・出願
状況等の報告等を条件にして認可適
当）

2015年2月9日
大阪府知事から近畿財務局長あて「未利用国有地等の処分等に係る地域の整
備計画等との整合性等に関する意見（回答）」

「塚本幼稚園幼児教育学園」（籠池泰典）が、鴻池祥肇参議院が代表の
「自由民主党兵庫県参議院選挙区第二支部」に１０万円を寄付

財務省近畿財務局管財部２名が大阪府を訪問し、大阪府私学・大学課が森友学
園について協議。府側が「いつ（設置認可の）答申が得られるかわからない」と話
すと近畿財局からは「ある程度事務局でコントロールできるのでは」などと求められ
た。

鴻池祥肇自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠池理
事長から報告。国有財産、賃借の件。本日、財務省担当者より土地評価額
１０億、１０年間の定期借地として賃料年４％約４０００万円の提示あり（固定
資産税分が根拠？）。高すぎる（※２％～２・３％を想定）。何とか働きかけし
てほしい。



近畿財務局から「森友学園」への国有地払
い下げにつき審査を委ねられた第１２３回国
有財産近畿地方審議会で、財務局は、学
園側から校舎の建設など多額の資金を要
するため学校経営が安定するまで、土地購
入ではなく借地にしたいと要望があったこと
を説明。

当面１０年間は事業用定期借地として土地
を貸し、小学校の経営が軌道に乗った後、
おおむね８年後をめどに、時価で土地を売
却するという案が提示され、これは了承され
た。「適当」と答申。

ただし、「基本財産が小さくて（中略）寄付
金で建物をつくる。十数億円はかかる。継
続ができるのか」と同学園の財務状況への
批判が集中。財務局側も「大阪府と協調し
て、森友学園の経営状況を見ていく必要が
ある」と回答するなど、財務面の不安を認め
ていた。審議会のある委員は「森友学園は
小学校の運営が初めてでもあり、資金的に
大丈夫かと感じた」と証言。

２０１５年２月？日

音楽発表会にて、籠池理事長が
「行政に一生懸命後押しして頂
いて、国有地審議会の許可が下
りた」と発言 。

2015年3月12日
パワハラ問題により、大阪府教育長が辞
職

2015年4月1日 新しい大阪府教育長が就任。

２０１５年４月？日
籠池理事長と防府市長の対談が
掲載された雑誌「到知」が発売さ
れる。

2015年４月21日？

財務局が鑑定士に、土地はもと池沼・軟
弱地盤で改良工事を必要とする「価格調
査報告書」を作成させた。年間賃料を約
3600万円へ減額査定。

2015年2月10日



2015年5月17日
大阪市特別区設置住民投票が反対多
数。

近畿財務局（契約担当官近畿財務局富
永哲夫）と森友学園が１０年（貸付期間２０
１５年６月８日から２０２５年６月７日まで）の
定期借地権契約。同日付「国有財産補償
付合意書（賃料月額２２７万５０００円。その
後購入まで年額２７３０万円支払い。森友
学園が２０２５年６月７日までに「時価」で購
入する）。森友学園が国に賃借料の保証
金として２７３０万円を納付。

この時の不動産鑑定書ではゴミ処理費用
見積もりは７０００万円。

2015年6月17日
第124回国有財産近畿地方審議会が開
催され、森友学園の定期借地契約締結を
報告。

大阪府私立学校審議会が開催され、森
友学園の定期借地契約締結を報告。

2015年7月～12月
森友学園が土壌汚染・埋設物・
ゴミ等の処理工事

2015年8月23日
小学校開校を2017年4月へ延期
すると公表

2015年8月26日 大量の地下埋設物を発見

2016年8月27日
近畿財務局・大阪航空局が埋蔵物につい
て現地確認

維新の党の最高顧問を務める橋下徹
大阪市長は、党関係者にメールで離
党の意向を伝えた。また、顧問の松井
一郎大阪府知事も、記者団に離党を
表明した。

2015年5月29日



2015年8月28日

安倍首相が代表の「自民党山口県第
４選挙区支部」（事務所は山口県内）
は、安倍首相の資金管理団体「晋和
会」（事務所は東京都内議員会館）に
対し「１００万円」を寄付。ただし、「晋
和会」は、同年９月５日までに「１００万
円」を昭恵夫人に支出したとの記載な
い。「晋和会」の２０１５年の「人件費」
は５８７４万円と高額すぎる（２０１４年
の「人件費」は５２７４万円）。昭恵夫人
の名刺には、「安倍晋三事務所」の所
在地が書かれているが、それは「晋和
会」の事務所の所在地の衆議院第一
議員会館１２１２であり、電話番号も同
じ。

2015年9月3日

安倍首相は、午後２時２分から１２分、
内閣府の松山健士事務次官、黒羽亮
輔賞勲局長。１７分から２７分、財務省
の岡本薫明官房長、迫田英典理財局
長。３時から２１分、佐田玄一郎自民
党道州制推進本部長。礒崎陽輔首相
補佐官同席



2015年9月4日

安倍首相は、午前８時２４分から４０
分、閣議。９時１９分から４４分、斎木
昭隆外務事務次官。１０時２１分、官
邸発。４７分、羽田空港着。１１時１５
分、全日空２１便で同空港発。５８分、
伊丹空港着。午後０時１３分、同空港
発。３９分、大阪市中央区の読売テレ
ビ着。１時３０分から２時２９分、番組収
録。３時３分から４５分、情報番組に出
演。４８分、同所発。４時７分、同市北
区の海鮮料理店「かき鉄」着。故冬柴
鉄三元国土交通相の次男、大さん、
秘書官らと食事。５時５分、同所発。３
４分、伊丹空港着。６時８分、全日空３
６便で同空港発。５７分、羽田空港
着。７時１８分、同空港発。４３分、自
民党本部着。４４分から８時７分、谷垣
禎一同党幹事長。

2015年9月4日
昭恵夫人が、森友学園の小学校の認
可を決める立場にある大阪府私学審
議会の会長と会っていた。

近畿財務局の９階で森友学園の小学校建
設工事を請け負った設計会社所長、建設
会社所長が近畿財務局の統括管理官、大
阪航空局調査係と会合を行った。

建設予定の小学校の建物が国
土交通省「平成２７年度サステイ
ナブル建築物等先導事業（木造
先導型）」に採択され、６１９４万４
０００円の補助金支給決定。

業者側が処分費用の参考単価を示したと
ころ、財務局側は「金額をそんなにかける
ことは考えていない」として契約外の産廃
をそのままにしておくよう求めた。

2015年9月4日10時
から正午まで



2015年9月5日

2015年9月7日
森友学園はその１００万円をどう
学園の郵便口座に振り込んだ、

２０１５年１０月？日
幼稚園の運動会（会場は大阪市
立塚本小学校）で「安倍首相頑
張れ」と選手宣誓

2015年10月16日

森友学園が土壌汚染対策法に
基づく工事・措置完了。森友学
園が豊中市長に「工事終了報告
書」を提出。中道組「土壌汚染対
策工事報告書」。

2015年10月26日

2015年11月17日

2015年11月22日

大阪府知事選挙と大阪市長選挙のタブ
る選挙。任期満了による大阪市長選挙
で、橋下徹が立候補せず、吉村洋文が
当選。大阪府知事選挙で松井一郎が再
選された。

森友学園は小学校建設費につ
き、それぞれ下記の３通を提出。

昭恵夫人が森友学園の塚本幼稚園で３回目の講演し「籠池先生から安
倍晋三記念小學院にしたいと言って頂いたが、名前を付けるとしても総
理を辞めてからにして欲しい」と発言。「瑞穂の国記念小学院」の名誉校
長を引き受ける。昭恵夫人が安倍首相の１００万円寄付を供与！？政
府職員が同行していた。

籠池夫人（副理事長）が安倍昭恵夫人付き官邸職員（谷査恵子）に封
書（要望）を送付。50年以上の定期借地や工事費の立て替え払いの返
還について要望。

安倍昭恵夫人付き官邸職員（谷査恵子）が籠池理事長にＦＡＸ回答。谷
氏は、財務省本省に問い合わせ、田村嘉啓国有財産審理室長から回
答を得ている。50年定借は対象を学校に拡大することを検討していな
い。工事費については一般に工事終了時に生産払いが基本であるが、
森友と国交省航空局との間で予算措置がつき次第返金する旨の了解
であったと承知。平成27年度で予算化できなかったため平成28年度で
の予算措置を行う方向で検討中と回答。

2015年12月3日



補助金を申請した国土交通省に
は２３億８４６４万円とする契約書を
提出（これに基づき国交省は６１９
４万円を限度額として交付を決定
し、２０１７年３月上旬までに５６４５
万円を支給）。

小学校建設予定地に近い大阪
（伊丹）空港を運営する「関西エア
ポート」に提出した契約書では約１
５億５千万円（航空機の騒音障害
の防止に関する法に基づき、約１
億５千万円の助成金を申請）。

大阪府教育庁には７億５６００万
円とする工事請負契約書を提
出。

小学校の地鎮祭。松井大阪府
知事の名前の祝電が届く。

2015年12月19日 小学校建設工事着工。

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2016年1月1日

2016年1月？日

2016年1月8日

2016年2月～3月 杭掘削工事（９・９ｍ）

2016年2月18日
森友学園から、指定期日の変更申請を受
ける（1年延長）

2016年3月10日 指定期日の変更（2017年3月31日）を承認

土地の事柄についても（稲田朋美の夫の）稲田龍示事務所に1相談に
行った。

理事長息子が上西小百合衆院議員へ陳情 （秘書が対応）

2015年12月3日

安倍首相が籠池理事長に年賀状



2016年3月11日
臨時の大阪府私学審議会が非公開で
開催

2016年3月11日
森友学園は近畿財務局に追加
の地下埋蔵物があると報告。

鴻池自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、くい打ち工
事で地下埋設物が発見され、籠池理事長が鴻池事務所に相談に来て、
「小学校用地の件、近畿財務局の対応に不満。３月１５日に本省に行く。ア
ポをお願いしたい」。議員事務所は「お断りします」と回答した。

鴻池自民党参議院議員事務所の「陳情整理報告書」によると、籠池理
事長から相談。小学校用地の件。近畿財務局の対応に不満。３月１５日
に本省に行く。アポ等お願いしたい。
　※現状、お断りします。昨年９月に土壌改良工事について、業者、設
計の担当者に対して近畿財務局より不当な提案があった事を３月１１日
に聞いたので。

近畿財務局課長補佐から鴻池自民党参議院議員事務所に回答。上記
の件。今朝、一方的に３月１１日本省へ行く旨、電話があった。対応とし
て、本日１６：００に籠池理事長等とお会いして説明予定。近畿財務局と
しては、施工業者に説明。イコール施主も考えていたが…。キチンと説
明してきます。

2016年3月14日



籠池理事長夫婦は財務省に行
き、新たに出たゴミにつき、国に
早期の対応を求めた。このとき、
小学校の名誉校長だった安倍
総理大臣の妻の昭恵夫人に言
及し、また「あの方自身が愚弄さ
れていると思った」とか、支援を
受けている元副大臣など４人の
政治家が憤慨しているなどと述
べた。
田村嘉啓・国有財産審理室長
は、森友学園に対し将来の売却
を前提に貸し付けたことについ
て「特例だった」と発言。新たな
ゴミについては「近畿財務局が
責任をもって対応する」などと述
べた。この交渉については、籠
池理事長が録音していた。

2016年3月24日
航空局から土壌汚染除去費用1億3000万
円を森友学園に支払う合意？

森友学園が近畿財務局に国有
地を買い取りたいと申し出

2016年3月25日 事業者による試掘（３・８ｍ）

2016年3月29日 ２０１６年度予算成立

事業者による試掘（３・８ｍ）

近畿財務局課長補佐から鴻池自民党参議院議員事務所に回答。３月１
４日籠池理事長と面談済み。納得されず、本日財務省理財局へ行かれ
ました。本省より、近畿財務局でキチンと対応する旨、説明済み。地下
埋設物の撤去に関わる予算は、地主の大阪航空局。財務局は契約関
係のみ。今後も話し合っていきます。了解

2016年3月30日

2016年3月15日



（財務省）近畿財務局長武内良樹氏、森
友学園籠池氏、（国交省）大阪航空局長
加藤隆司氏が三者で合意して、大阪航空
局の予算措置が完了すること等を条件と
して、国から森友学園に対する１億３１７６
万円の土地汚染除去等費用（有益費）の
「返還」が決定。

2016年3月31日 当初契約の完工指定期日。

2016年4月1日 当初契約の開校指定期日。

2016年4月1日
大阪航空局は森友学園に１億３１７６万
「有益費」返還通知を送付。

2016年4月6日
森友学園に「有益費」１億３１７６万円（埋
設物対策分が約8632万円、土壌汚染対
策分が約4543万円）を送金

2016年4月14日
大阪航空局が近畿財務局に追加の地下
埋蔵物撤去費用8億1900万円の見積もり
を提出

2016年4月22日
近畿財務局が不動産鑑定士に不動産の
鑑定評価を依頼

2016年5月31日

不動産鑑定士が近畿財務局に対し「意見
価格１億３４００万円」と鑑定。「更地価格９
億５６００万円」と鑑定しているが、これは
近畿財務局の依頼により、地下埋蔵物撤
去及び処理費用を反映したもの（国土交
通省作成の見積もりが根拠）。８億１９７４
万１９４７円プラス事業期間長期化に伴う
減価約２００万円（計約８億２１７４万円）を
控除して価格１億３４００万円とした（森友
学園が購入した１億３４００万円と、「有益
費１億３１７６万円の返還（２０１７年４月６
日）の差は２２４万円）。なお、8億１９００万
円を３０（年）で割り算すると、国有地の賃
料２７３０万円になるのは、偶然か！？

2016年3月30日



2016年6月11日
比叡山 大阿闍梨 藤波源信講
演会「日常生活と仏教修行〜現
代の状況・人と人のつながり〜」

2016年6月20日

森友学園に１億３４００万円（不動産鑑定
評価価格から地下埋蔵物撤去・処理費用
等を控除）で国有地を売却.１０年間分割
払い。

２０１６年８月？日
実感できるみどりづくり事業（大
阪府）へ応募、採択される（補助
金648万円）

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2016年9月
豊中市議の木村真氏（無所属）が国有地の
情報公開請求。

2016年10月22日

2016年11月19日

百田尚樹講演会「日本危うし。将
来を担う子供達の時代を見据えて
〜現代日本にとって危うく足りない
ものとは〜」

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

2017年2月8日

大阪市内の学校法人「森友学園」への大阪
府豊中市の国有地売却をめぐる情報公開
請求に対し、国が売却額を非開示としたの
は不当だとして、豊中市議の木村真氏（無
所属）が取り消しを求めて大阪地裁に提訴。
２月９日付朝日新聞が報道。

稲田朋美防衛大臣が「森友学園」の籠池泰典理事長に「長年にわたり自衛
隊部隊との交流を通じ、隊員の士気高揚に貢献した」として「防衛大臣感謝
状」を贈った。

森友学園が国有地の小学校建設のための払い下げを受けた後



2017年2月10日
国は、国有地を買い受けた森友学園の了
解を得られたとして、これまで非公開にして
いた売却価格を公開した。

2017年2月17日

安倍首相は衆議院予算委員会で「私
の考え方に非常に共鳴している方、
熱意は素晴らしいと聞いている」「（国
有地売却や学校認可に）私や妻が関
係していたことになれば首相も国会議
員も辞める」と発言。

森友学園が大阪府教育長私学
課に小学校の認可条件となって
いる財務の健全性を示す書類
（2014年度から開校10年目の26
年度までの収支計画と借入金の
返済計画を提出。

2017年2月18日

森友学園の代理人の弁護士は
籠池理事長に対し財務省のシマ
ダから「佐川理財局長からの指
示で」、「10日間でいいから身を
隠してくれと言われｔおた」と伝え
た。

2017年2月20日

森友学園が新設する小学校の
「収支計画・借入金返済計画概
要」（２月２０日付）によると、２０１
４年度に同学園の資金は約２億
２４００万円。学校建設につかう
「第２号基本金」も積み立ててお
らず、学校建設は寄付金に頼る
状況でした。同年度は同学園が
運営する幼稚園も、約１５００万
円の赤字だった。

2017年2月22日

臨時の大阪府私学審議会開催。約４億
円が集まったとされる寄付金などを基に
した学園の収支想定が示されたが、入
学予定者数が少ないことなどを理由に
「来年以降に児童が集まるのか」、「継続
的に運営できるか不安だ」といった声が
相次いだ。



2017年2月23日

2017年2月24日

安倍首相は、衆議院の予算委員会で
民進党の今井雅人議員の質問に、
「理財局、航空局に対して、安倍昭恵
名誉校長ということを前面にだしたの
かということもあるんだろう。実態として
妻が名誉校長であったこと、これは事
実でもありますから、それを示しながら
ということは一概にないということは言
えない」と答弁。

2017年2月28日

安倍首相は、参院予算委で、籠池理
事長につき「複数の中でお目にか
かったかもしれないが、少人数ではな
い。個人的な関係は全くない」と答
弁。

2017年3月1日 鴻池参議院議員が記者会見

2017年3月2日

大阪府知事に、近畿財務局等との交渉
記録を情報公開したところ、同日付で、
「森友学園に関する私学課と近畿財務
局との協議経過」が作成されていた。

2017年3月5日
森友学園の瑞穂の國小学院の
入学説明会

安倍首相の秘書が昭恵夫人の小学校名誉校長辞任届を送ってきた。
昭恵夫人は知らなかった。同￥森友学園の小学校ＨＰの最上部にあっ
た「名誉校長　安倍昭恵先生」の写真や挨拶が消える（



2017年3月10日

学校法人「森友学園」（大阪市、
籠池泰典理事長）は大阪府豊中
市で４月開校を目指していた小
学校の設置認可申請を取り下げ
た。学園の代理人弁護士らが府
に伝えた。籠池理事長は開校で
きなかった責任を取り退任する。
府によると、学園は取り下げ理由
を「認可の見通しが薄く、（運営
している）幼稚園への影響も考
慮し、早期に解決を図るため」と
説明。

2017年3月12日
近畿財務局長名で森友学園理事長へ通
知書（同年３月末日までに土地を指定用
途に供さない場合について）

2017年3月13日

ＰＴＡ収支については、問題点を
指摘して入会を拒んだために退園
させられたなどとして、保護者ら
が、学園側を相手取り、計約１７０
万円の損害賠償を求めて大阪地
裁に提訴。

2017年3月14日
豊中市議の木村真氏（無所属）が取り消しを
求めた訴訟の第１回口頭弁論が大阪地裁
（山田明裁判長）で開かれた。

2017年3月15日

稲田朋美防衛大臣は、国会で「実父
（椿原泰夫・元京都府立洛北高校校
長・保守活動家）も籠池理事長と面識
があった」と答弁

森友学園をめぐる問題で、籠池
理事長は、東京都内で予定して
いた会見を延期した。籠池氏は
上京し、フリージャーナリストの取
材を受けて、大阪にトンボ帰りし
た。

国土交通省大阪航空局資料（参議院予
算委員会視察時資料）

参院予算委員会の視察団が「森友学園」が国有地を格安で取得した問題で、大
阪府などを聞き取り調査し、府が近畿財務局との協議記録を残していないと説明
した。

2017年3月16日



2017年3月16日

菅義偉官房長官は記者会見で、「首
相に確認したところ、首相は『自分で
は寄付はしていない。昭恵夫人、事
務所等、第三者を通じても寄付してい
ない』ということだ」と説明。

2017年3月17日

衆参両院の予算委員会は学校法人
「森友学園」への国有地売却等に関
する問題について、同学園の籠池泰
典理事長の証人喚問を２３日に行うこ
とを全会一致で決定。

2017年3月18日
「借地上への校舎建築は審査基準違反
の疑い」と報道

2017年3月19日
国交省によると、森友学園から補助金の申
請を取り下げる趣旨の文書が同省に届い
た。

、「日本の歴史文化研究会」と
「日本教育再生兵庫」の共催で
「シンポジウムｉｎ芦屋これからの
歴史教育を話し合おう」が開催さ
れ、パネリストとして「籠池町浪
（かごいけ　ちなみ／瑞穂の國記
念小學院開校準備室長、籠池
理事長の娘で、塚本幼稚園の教
頭）が発言する予定だったが、出
演取りやめ。

参院予算委員会の現地調査に対し籠池泰典理事長は｢安倍晋三首相
から寄付金があった｣「安倍首相から寄付金が寄せられている小学校を
つぶさないでほしい」と訴えた。また、現状について「このような事態にな
るなら（大阪府は小学校建設に）『認可適当』を出してくれなければよ
かった」とも話し､｢一番腹が立っているのは松井(一郎大阪府)知事だ」と
述べた。

籠池泰典理事長は、大阪府豊中市内の自宅で、日本共産党の小池晃
書記局長、民進党の今井雅人衆院議員、自由党の森ゆうこ参院議員団
会長、社民党の福島瑞穂副党首との面談に応じた。

2017年3月16日



2017年3月21日

小学校の建設を計画していた問題で、国土
交通省は、森友学園への補助金を全て取り
消し、すでに支払った約５６５０万円の返還
を求める通知を出した。３０日までに全額を
返還するよう求めた。

2017年3月22日

森友学園の利益を図り国に損害を与える
目的で土地を売却したとして、豊中市議
や市民た230名が、土地の売却を担当し
た財務省近畿財務局の職員を氏名不詳
のまま背任容疑で大阪地検特捜部に告
発状を提出。

「森友学園」の小学校設置認可をめぐる
問題で大阪府議会は本会議を開き、大
阪府私立学校審議会（私学審）の梶田
叡一会長を「参考人招致」した。私学審
が１５年１月に条件付き認可適当とした
経緯などについて質疑。

小学校の設立に関する大阪府への申請では、先に亡くなった、大阪府
議会議長を務められた畠成章氏からのご恩も忘れられない。畠氏は森
友学園の幹事も務めていた。畠氏は、松井知事の父親とも親しい付き
合いがあり、松井知事が維新会派をつくるときにも影ながら助力されたと
いうことで、松井知事や府に力添えいただけるようお願いしていた。その
おかげで大阪府の当時の総務部長などにも説明させていただいた。小
学校設置の認可申請では特別な取り計らいをいただき感謝している。そ
の後、大阪府でどのようなやりとりがなされたのかはうかがい知ることはで
きないと証言。

国会で籠池森友学園理事長の「証人喚問」がなされた。参議院が午
前、衆議院が午後。籠池氏は講演の控室として利用していた園長室で
対面したときに、（夫人が）同行していたおつきの方に席をはずすよう
言った後、２人きりの状態で、「一人にさせてすいません。どうぞ安倍晋
三からです」とおっしゃって、寄付金として封筒に入った１００万円をくだ
さったと証言。

2017年3月23日

梶田会長は通常は事務方が大丈夫だと
判断したものが私学審にかけられるため
認可適当となるのが通例としたうえで、
今回の件では最初からさまざまな疑義
がでたと説明。校舎建設にあたって審

査基準では「自己所有」が原則なのに、
土地所有も借地契約もない段階で条件
付き認可適当とした問題では、「最後の
認可の段階ではすべての審査基準に

合致していなければならないが、土地は
いずれ所有し、認可適当を出せば国も
土地をわたすという確約があるということ
なので、それが一つの判断材料にはな
る」と述べた。今回のケースは小泉政権
以降の規制緩和の流れの一つだと述べ
るとともに「条件付き認可適当の答申イ
コール認可ではない。虚偽の事実があ
れば取り消しもあると言ってきた」とし、

「手続きに瑕疵はなかった」と述べた。松
井一郎知事や橋下徹前知事からの働き

かけは「いっさいない」と述べた。



2017年3月24日

迫田英典国税庁長官（森友学園側と
土地交渉当時、国有地処分を担当す
る理財局の局長）と武内良樹国際局
長（同・近畿財務局長）の参考人招致
が行われた。

2017年3月25日
大阪府が特別支援児童に対する塚本
幼稚園への補助金支給手続を停止

2017年3月28日
「森友学園」が、国土交通省から
これまでに支払われた補助金お
よそ５６００万円を返還

2017年3月29日

「森友学園」が大阪府豊中市の
旧国有地で計画していた小学校
の建設で、金額の異なる工事請
負契約書を国や大阪府などに提
出していた問題を巡り、学園の
籠池泰典氏が国の補助金を不
正に受給したとする補助金適正
化法違反容疑の告発状を、大阪
地検特捜部が受理

学校の建設用地である豊中の国有地の存在については、不動産屋から
１３年に紹介をうけた。国有地ということで、１５年５月２９日に定期借地契
約を締結した。買い上げの条件として１０年後をもっと長い期間へ変更
できないかと思い、昭恵夫人に助けをいただこうと考え、同年の１０月、
携帯に電話をした。留守電だったのでメッセージを残した。後日、内閣
総理大臣夫人付の谷査恵子さんから連絡があり「なかなか難しい」という
返事をもらった。同年１１月１７日に総理夫人付の谷さんからファクスで
「大変恐縮ながら現状では希望に沿うことができない、なお本件は昭恵
夫人にも報告している」との言葉をいただいた。あの土地に、ヒ素や鉛な
どの有害物質があることは契約上も明らかだった。昨年３月に工事が始
まって新たに生活ごみが出てきた。その後、工事を施工していた中道組
から、北浜法律事務所の酒井康生弁護士を紹介してもらい、土地取引
に関する一切の交渉をお願いしたところ、最終的に、土地価格は８億円
あまりも値引きになり、１億３４００万円になった。想定外の大幅な値下げ
に当時はびっくりしたが、売買契約を結んだと証言。

2017年3月23日

梶田会長は通常は事務方が大丈夫だと
判断したものが私学審にかけられるため
認可適当となるのが通例としたうえで、
今回の件では最初からさまざまな疑義
がでたと説明。校舎建設にあたって審

査基準では「自己所有」が原則なのに、
土地所有も借地契約もない段階で条件
付き認可適当とした問題では、「最後の
認可の段階ではすべての審査基準に

合致していなければならないが、土地は
いずれ所有し、認可適当を出せば国も
土地をわたすという確約があるということ
なので、それが一つの判断材料にはな
る」と述べた。今回のケースは小泉政権
以降の規制緩和の流れの一つだと述べ
るとともに「条件付き認可適当の答申イ
コール認可ではない。虚偽の事実があ
れば取り消しもあると言ってきた」とし、

「手続きに瑕疵はなかった」と述べた。松
井一郎知事や橋下徹前知事からの働き

かけは「いっさいない」と述べた。



2017年3月31日

大阪府は午前、補助金の受給状況に疑
問点が生じていることなどを理由に、「森
友学園」が運営する「塚本幼稚園」（大
阪市淀川区）への立ち入り調査を実施。
大阪市も午後、学園系列の社会福祉法
人が運営する「高等森友学園保育園」
（同）への立ち入り調査。

籠池理事長が弁護士を通じて自
民党総裁特別補佐西村康稔衆
議院議員ら３名に抗議書を送
付。

2017年4月5日

大阪地検特捜部は、森友学園の利益を図り
国に損害を与える目的で土地を売却したと
して、豊中市議や市民た230名が、土地の
売却を担当した財務省近畿財務局の職員
（氏名不詳）に対する背任容疑の刑事告発
を受理。

森友学園が開校を目指した小学
校の建築費など約４億円が未払
いだとして、施工業者の藤原工
業（大阪府吹田市）は、学園に支
払いを求める訴訟を大阪地裁に
起こした。訴状によると、同社は２
０１５年１２月、小学校の工事請
負契約書を１５億５５２０万円で学
園と交わした。学園は昨年１０月
までに計４億６６５６万円を支払っ
たが、今年３月が支払期限だっ
た３億１１０４万円は未払いで、３
月に支払い予定の建設現場の
産廃土の処理費用９３４２万円も
受け取っていないとしている。

2017年4月7日
財務省近畿財務局の職員（氏名不詳）に対
する背任容疑の追加告発、追加102名（合
計332名）

2017年4月17日

大阪市は学校法人「森友学園」が運営
する幼稚園に対し、支給することを決め
ていた交付金（５人分、合わせて１８０万
円。今年１月決定）について、市が提出
を求めた書類が幼稚園側から出されな
かったことから２０１６年分・平成２８年度
分の交付の取り消しを決めた。



2017年4月18日

森友学園への大阪府豊中市の国有
地売却をめぐり、国の予算措置方針
に言及したファクスを学園側に送った
のは国家公務員法の守秘義務違反
にあたる疑いがあるとして、安倍昭恵
首相夫人と夫人付の政府職員に対す
る告発状を、高松市の男性（６９）が大
阪地検特捜部に提出した。

2017年4月20日

安倍晋三首相の妻、昭恵氏が昨夏の
参院選で候補者の応援に行った際、
首相夫人付の政府職員を同行させた
のは国家公務員法（政治的行為の制
限）違反にあたる疑いがあるとして、元
大阪高検公安部長の三井環氏が、昭
恵氏と夫人付職員３人に対する告発
状を東京地検特捜部に送付した。

2017年4月21日
大阪市長が森友学園につき「改善され
なければ、6月1日に保育園の事業停止
命令を出す」と発言。

「森友学園」（籠池町浪（かごい
けちなみ）理事長）は、大阪地裁
に民事再生法の適用を申請、地
裁は学園に財産の保全管理を
命じる決定を出した。

2017年4月27日

国有地低額譲渡の真相解明を求める弁護
士・研究者の会が同日午前、近畿財務局長
に対し「学校法人森友学園との交渉経過の
データの保存及び第三者委員会の設置等
を求める要請書」を提出した。



2017年4月28日

年月日 国、近畿財務局など 大阪府、府私学課、審査会 安倍首相、昭恵夫人、国会議員 森友学園など

「森友学園」の籠池泰典前理事長が同日午前、民進党プロジェクトチー
ム（ＰＴ）の開いたヒアリングに出席し、国有地払い下げをめぐる学園側と
国との交渉状況について、安倍首相夫人の昭恵氏に「適時、電話で報
告していた」「財務省担当者には、交渉経緯を昭恵氏に報告しているこ
とを伝えていた」と強調。その上で「それまで定期借地契約に難色を示
していた財務省が１４年夏ごろ、突然前向きになった。録音データで（財
務省）室長が言う『特例』というのは、このことを指していたのではない
か」と述べ、昭恵氏の影響があったとの見方を示した。


