
 

国家公務員倫理規程に違反する疑いのある会食関係資料について  
（令和３年２月２２日時点） 

 
令和３年２月２２日 
総 務 省 

 
 
 

◎今回報告する国家公務員倫理規程に違反する疑いがある

会食は、１２人、のべ３８件 

うち国会報告済み４人、のべ１３件 

 

 

・国会報告済みの４人は、のべ１９件（重複１件を除くと１８件） 

 ※これまでののべ１３件に加え、６件を新規に報告 

 

・新規報告の８人は、のべ１９件（重複４件を除くと１５件） 

 



倫理規程に違反する疑いがある会食一覧（令和３年２月２２日時点で確認できた事実関係）

整理番号 職員（現官職）
会食時の
利害関係

会食時の官職 年月日 時間 場所 参加者 会食の趣旨 飲食単価 土産代 タクシー代 総額 費用負担者 備考

1 ○ 総務審議官 令和2年10月7日 18:30頃～21:40頃 中央区日本橋人形町 二宮、三上、木田、菅 意見交換 ¥47,151 ¥6,048 ¥7,920 東北新社
2 令和元年10月23日 18:30頃～ 港区六本木 二宮、三上、木田、菅 懇親会 ¥21,901 ー ー 東北新社
3 令和元年６月６日 18:30頃～ 港区赤坂 三上、木田、菅 懇親会 ¥11,127 ー ー 東北新社
4 平成30年10月9日 18:30頃～ 千代田区九段北 二宮、木田、菅、他2名 懇親会 ¥24,292 ー ー 東北新社
5 総務審議官 ※1 令和2年12月8日 19:30頃～21:00頃 港区六本木 木田、菅 懇親会 ¥25,300 ¥1,944 ¥5,410 東北新社
6 情報流通行政局長 令和2年1月24日 18:30頃～20:00頃 港区西麻布 木田、菅 新年会 ¥5,427 ー ー 東北新社
7 大臣官房総括審議官 ※2 平成29年10月18日 18:30頃～20:00頃 中央区銀座 木田 懇親会 ¥9,350 ー ー 東北新社
8 平成28年12月14日 19:00頃～20:00頃 港区六本木 木田 忘年会 ¥12,250 ー ー 東北新社
9 平成28年8月8日 18:30頃～20:00頃 港区六本木 木田、菅 暑気払い ¥5,980 ー ー 東北新社

10 令和2年12月10日 18:30頃～20:30頃 港区六本木 木田、菅 懇親会 ¥19,984 ¥2,000 ¥3,060 東北新社
11 令和2年7月30日 18:00頃～20:00頃 港区西麻布 木田、菅、他１名 暑気払い ¥16,998 ー ¥3,320 東北新社
12 平成31年2月14日 19:00頃～21:00頃 港区三田 木田、菅、（湯本） 新年会 ¥5,616 ー ー 東北新社
13 平成30年11月29日 19:00頃～ 港区南麻布 木田 忘年会 ¥6,210 ー ー 東北新社
14 平成29年5月26日 18:30頃～20:00頃 港区六本木 木田、他１名 懇親会 ¥23,750 ー ー 東北新社
15 平成28年11月28日 19:00頃～ 港区六本木 木田、菅 忘年会 ¥14,634 ー ー 東北新社
16 平成28年7月20日 19:00頃～ 港区南麻布 木田、菅 懇親会 ¥7,704 ー ー 東北新社
17 大臣官房審議官 令和2年12月14日 18:30頃～20:40頃 港区南麻布 木田、菅 忘年会 ¥8,744 ¥1,600 ー 東北新社
18 情報流通行政局総務課長 令和元年11月27日 18:40頃～20:30頃 港区六本木 木田、菅 忘年会 ¥13,054 ー ー 東北新社
19 × 情報流通行政局放送政策課長 平成31年2月14日 19:00頃～21:00頃 港区三田 木田、菅、（秋本） 新年会 ¥5,616 ー ー 東北新社

20
玉田康人（大臣官房総務課
長）

○ 内閣官房内閣参事官 平成31年1月23日 18:30頃～21:00頃 港区南麻布 木田 新年会 ¥9,040 ー ー ¥9,040 東北新社

21 令和元年11月28日 18:30頃～21:00頃 港区麻布台 木田 忘年会 ¥11,000 ー ー 東北新社
22 令和元年８月１日 18:30頃～21:00頃 中央区銀座 木田 暑気払い ¥10,950 ー ー 東北新社
23 情報流通行政局放送政策課長 ※ 令和2年8月12日 18:30頃～ 港区六本木 木田 暑気払い ¥21,120 ー ー 東北新社
24 令和元年12月19日 18:30頃～ 文京区湯島 木田、菅、（吉田恭） 忘年会 ¥7,500 ー ー 東北新社
25 令和元年８月30日 18:30頃～ 港区南青山 三上、菅、（吉田恭） 懇親・情報交換 ¥10,000 ー ー 東北新社
26 令和元年８月27日 18:30頃～ 港区六本木 木田 暑気払い ¥13,200 ー ー 東北新社

27
情報流通行政局衛星・地域放送
課長

平成31年2月6日 18:30頃～ 港区西麻布 木田 新年会 ¥8,763 ー ー 東北新社

28 令和2年8月5日 18:30頃～ 港区南麻布 三上 情報交換 ¥23,735 ー ー 東北新社
29 令和元年12月19日 18:30頃～ 文京区湯島 木田、菅、（井幡） 忘年会 ¥7,500 ー ー 東北新社
30 令和元年11月29日 19:00頃～ 港区麻布十番 三上、他1名、（職員） 懇親会 ¥13,998 ー ー 東北新社
31 令和元年9月3日 18:30頃～ 港区南麻布 木田、（職員） 暑気払い ¥7,284 ー ー 東北新社
32 令和元年8月30日 18:30頃～ 港区南青山 三上、菅、（井幡） 懇親・情報交換 ¥10,000 ー ー 東北新社

33 課長級職員（大臣官房付） × （情報流通行政局） 平成30年9月19日 21:00頃～ 中央区日本橋兜町 三上、他4名
合同懇親会後の2
次会

¥7,582 ー ー ¥7,582 東北新社

34
三島由佳（情報流通行政局
情報通信作品振興課長）

○
情報流通行政局情報通信作品振
興課長 ※

令和元年８月22日 18:30頃～20:30頃 中央区銀座 木田、他1名 暑気払い ¥16,632 ー ー ¥16,632 東北新社
※情報流通行政局衛星・地域放送課企画官から異
動後３年以内

35 大臣官房総括審議官 ※ 令和元年12月17日 18:30頃～20:30頃 港区麻布台 木田、菅 忘年会 ¥11,000 ー ー 東北新社
36 大臣官房審議官 平成30年12月12日 18:30頃～20:30頃 港区南麻布 木田 忘年会 ¥7,128 ー ー 東北新社
37 令和元年11月29日 19:00頃～21:00頃 港区麻布十番 三上、他1名、（吉田恭） 懇親会 ¥13,998 ー ー 東北新社
38 令和元年9月3日 18:30頃～21:30頃 港区南麻布 木田、（吉田恭） 暑気払い ¥7,284 ー ー 東北新社

吉田眞人（総務審議官） ○ ¥65,661

(R2.12.8分) 2/2、木田氏に確認の上、本人から東
北新社宛、飲食代25,300円、土産代1,944円、タク
シー代5,410円を振込済
※1　情報流通行政局長から異動後３年以内
※2　大臣官房審議官から異動後３年以内大臣官房審議官

谷脇康彦（総務審議官） ¥118,439

(R2.10.7分）2/2、木田氏に確認の上、本人から東
北新社宛、飲食代・土産代として47,200円、タク
シー代7,920円を振込済× 総合通信基盤局長

秋本芳徳（大臣官房付）

○ 情報流通行政局長

¥103,276

(R2.12.10分）2/2、木田氏に確認の上、本人から
東北新社宛、飲食代20,000円、土産代2,000円、タ
クシー代3,060円を振込済

×

総合通信基盤局電気通信事業部
長

総合通信基盤局総務課長

湯本博信（大臣官房付）
○

¥29,014
(R2.12.14分)2/2、木田氏に確認の上、本人から東
北新社宛、飲食代8,750円、土産代1,600円を振込
済

豊嶋基暢（情報流通行政局
情報通信政策課長）

× 情報流通行政局放送政策課長 ¥21,950

吉田恭子（情報流通行政局
衛星・地域放送課長）

○
情報流通行政局衛星・地域放送
課長

¥62,517

井幡晃三（情報流通行政局
放送政策課長）

○ ¥60,583

※情報流通行政局衛星・地域放送課長から異動後
３年以内

情報流通行政局地上放送課長 ※

○過去に就いていた官職の利害関係者も、その者がその官職にとって引き続き利害関係者である場合は、異動後３年間は利害関係者となるため、会食時の官職は必ずしも東北新社と利害関係とはならない。
○網掛けは、これまでの国会審議の過程で報告済みの事実関係。
○会食当日の本人による自己負担分の有無等については、引き続き最終的な精査を行っている。
○参加者欄の二宮、三上、木田、菅は現在、それぞれ東北新社の二宮清隆・代表取締役社長、三上義之・取締役執行役員（株式会社囲碁将棋チャンネル取締役、株式会社スター・チャンネル取締役を兼務）、木田由紀夫・執行役員（株式会社東北新社メディ
アサービス代表取締役社長、株式会社スター・チャンネル監査役を兼務）、菅正剛・メディア事業部趣味・エンタメコミュニティ統括部長（株式会社囲碁将棋チャンネル取締役を兼務）の各氏を指す。

奈良俊哉（内閣官房内閣審
議官）

○ ¥18,128
※大臣官房審議官から異動後３年以内

課長補佐級職員（出向中） ○ （情報流通行政局） ¥21,282



内閣広報官：山田真貴子氏の事案について 
   ※山田氏が、相手方から確認をとりつつ、現時点で確認

できた範囲での事実関係として、報告のあったもの。 

 

○職員名（現官職）：山田 真貴子（内閣広報官） 

○利害関係者か否か 

会食時には、東北新社との職務上の直接の関係はなかったが、職歴上、国家

公務員倫理法上の利害関係者に該当していた可能性が高いと考えている。 

○会食時の官職：総務省総務審議官 

○会食日時：令和元年１１月６日１８：３０～ 

○場所：東京都港区虎ノ門 

○参加者： 

東北新社代表取締役社長 二宮清隆氏 

東北新社取締役 三上義之氏 

東北新社メディアサービス代表取締役社長 木田由紀夫氏 

東北新社デジタルメディア事業部長代理兼デジタルコミュニティ開発センター長 

菅正剛氏 

○趣旨：懇談 

○飲食単価：74,203 円 

○タクシー券、土産物：なし 

○費用負担者：東北新社 

○会食時の会話 

放送業界全体の実情に関する話はあったかもしれない。また、業界全体の実情

を話す中で、グループ会社の話題が出たかもしれない。しかし、行政をゆがめるよ

うな不適切な働きかけはなかった。 
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