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令和元年９月２６日（木） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 青木  健 委員 住友 珠美 

副委員長 小口 俊明 〃 柏木 洋志 

委員 髙柳貴美代 〃 青木 淳子 

〃 遠藤 直弘 〃 香西 貴弘 

〃 藤田 貴裕 〃 藤江 竜三 

〃 重松 朋宏 〃 石井めぐみ 

〃 関口  博 〃 稗田美菜子 

 〃 古濱  薫 〃 上村 和子 

 〃 高原 幸雄 〃 小川 宏美 

……………………………………… 

議長 石井 伸之 

────────────────── ◇ ──────────────────

○委員外議員

議員 石塚 陽一

────────────────── ◇ ──────────────────

○議会事務局職員

議会事務局長 内藤 哲也

議会事務局次長 波多野敏一

────────────────── ◇ ──────────────────

○会議に付した事件等

  １．議  題 

(1) 石塚陽一議員への質疑 
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午後２時１分開議 

○【青木健委員長】 皆さん、こんにちは。皆様方におかれましては、決算特別委員会前のお忙しい

時期にもかかわらず、御出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 それでは、定足数に達しておりますので、ただいまより、石塚陽一議員の選挙運動用ビラについて、

正副議長による聞き取り調査の報告を受け新たに生じた疑義等に対する調査特別委員会を開会といた

します。 

 この際、御報告をさせていただきます。傍聴者より、本日の委員会を写真撮影及び録音したい旨の

申請があり、申請された者に許可しておりますので、御了承を願いたいと存じます。 

 それでは初めに、石井議長より御挨拶を頂戴したいと存じます。 

○【石井伸之議長】 皆さん、こんにちは。先ほど委員長から御挨拶がありましたとおり、決算特別

委員会前の大変お忙しい時間にもかかわらず、青木健委員長、そして小口俊明副委員長を初めとする

各委員の皆様、そして委員外議員であります石塚陽一議員におかれましては、こうして本日の特別委

員会に御出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 また、休会中におきましては、各特別委員会プロジェクトチームの皆様におきまして、質疑事項等

大変慎重な協議をしていただき、心から感謝を申し上げます。本特別委員会が実りあるすばらしい委

員会となりますことを御祈念申し上げまして、一言議長として挨拶をさせていただきます。本日、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○【青木健委員長】 石井議長、ありがとうございました。 

 議題に入ります前に、委員外議員に御説明をさせていただきます。本特別委員会は３つのプロジェ

クトチームに分かれております。１つ目のプロジェクトチームといたしましては、選挙運動用ビラに

ございました「同僚議員の粗探し」について、２つ目のプロジェクトチームが、同じく選挙運動用ビ

ラにございました「潔白」ということについて、そして３つ目のプロジェクトチームといたしまして、

去る６月議会の最終日におきますマスコミのインタビューについてということ、３つのプロジェクト

チームに分かれ、そして、そのチームごとに委員外議員に、恐縮ではございますが、質疑をさせてい

ただきたいと存じますので、よろしく御答弁のほどお願い申し上げさせていただきたいと思います。 

 なお、時間配分についてでございますが、委員会全体をおおむね90分とさせていただきたいと存じ

ます。最初の１時間につきましては、プロジェクトチームごとに御質疑をさせていただき、そしてま

た、御答弁をいただく。その後、５分程度の休憩をとらせていただいた後に、補足的な質疑があれば、

他の委員より質疑をさせていただくという形で委員会を進めさせていただきたいと存じます。 

 なお、水分補給等につきましては、委員外議員におかれましては、適宜とられますよう、また、皆

様方においても適宜とられますようお願い申し上げます。また、まだまだ暑い日も続いておりますの

で、上着の脱着等につきましては、各位、適宜お願いをさせていただきたいと存じます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

 議題(1) 石塚陽一議員への質疑 

○【青木健委員長】 それでは、これより議題(1)石塚陽一議員への質疑に入らせていただきます。 

 それでは、第１プロジェクトチームでございます、上村委員にマイクをお渡しさせていただきます。 

○【上村和子委員】 ありがとうございました。 

 では、本日は調査事項１になります、本特別委員会の調査事項１、選挙運動用ビラの中にある「同

僚議員の粗探し」という言葉の不適正な使用理由を明らかにすることを目的に調査をさせていただき
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ます。 

 この調査事項１を担当するプロジェクトチームは、私上村がリーダーであります。それ以外に、小

口、関口、住友、石井めぐみ、以上５名の議員が担当させていただきます。 

 進め方につきましては、今、委員長のほうからも御説明がありましたけれども、石塚議員におかれ

ましては、暑いとか寒いとか、また水分補給、あとぐあいが悪くなられたとかいうときには遠慮なく

おっしゃってください。よろしくお願いいたします。 

 また、もう１つ、今回の調査事項には被害者と言われる人たちがおりますので、二次被害にならな

いように、私たちの質疑においても、また、石塚議員の答弁におかれましても、十分配慮をお互いや

っていきたいというふうに思っております。このことをまず確認させていただきます。 

 それで、今からプロジェクトチームでは60分間、質疑をさせていただきます。その60分が終わりま

したら、若干５分ほど休憩をとらせていただきたいと思っております。60分かかりますけれども、や

りとりがスムーズに終わる場合は60分、最大で60分と思っていただければと思っております。 

 そして、大きな質疑は３つあります。最初の１点目の質疑は、議長報告書に基づく確認事項が２点

あります。それから、残りの２つの大きな質疑は、議長報告書から見えてきた新たな疑義に関して、

２つお伺いいたします。ですから、大きくは３つ質疑させていただきます。ゆっくり質疑いたします

ので、わからない場合は聞き返してください。そして、それぞれの質疑の、私が主たる質疑を行いま

すが、その主たる質疑が終わりましたら、プロジェクトチームのメンバーに補足の質疑はないかと質

問します。そして、補足の質疑があれば出していただきます。それで大きな１つずつの質疑を終えて

いくという形で60分の流れを組み立てていきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、大きな質疑１の確認したいことの１点目、２つ確認したいことがございますが、その１

点目の質疑に入らせていただきます。よろしいでしょうか。ゆっくり言います。 

 今回の調査特別委員会の１番目の調査項目に当たる、石塚議員の公職選挙法に基づく選挙運動用ビ

ラに書かれてある「同僚議員の粗探し」については、既に正副議長により石塚議員の認識について聞

き取りがあり、報告書として提出されています。 

 報告書によると、石塚議員は、「同僚議員の粗探し」について、「同僚議員」とは、石塚議員自身

を指すこと、「粗探し」とは、自由民主党・明政会レポートVol.１の内容と宣伝車両により石塚議員

の議員辞職した経緯を繰り返し宣伝されたことを示していると説明されていますが、まず、それで間

違いないか確認させていただきます。いかがでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 間違いありません。座ったままでいいですか。 

○【上村和子委員】 もちろん、結構です。間違いがないということで、次の質疑に入らせていただ

きます。 

 正副議長の調査から、「粗探し」と表現した理由として、これは正副議長の閲覧用の資料に書かれ

てあることですが、石塚議員の言葉として、子供からしたら、父がそういう状況になったら、そうい

う言葉──あら探しという言葉ですが──を使ったのではないか。言葉のあやではあるが、今、指摘

されて、不適切だったというのはわかりますとの認識を示されたことがわかりました。それもそれで

よろしいでしょうか。伺います。 

○【石塚陽一議員】 はい。結構です。 

○【上村和子委員】 はい。わかりました。じゃあ議長報告書の中で確認を２点終わりました。 

 それでは、次に、新たに生じた疑義について入らせていただきます。大きな質疑の２点目です。正
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副議長の報告書についての確認が終わりましたので、これからは報告書により新たに生じた疑義につ

いての質疑に入ります。 

 まず、石塚議員があら探しに当たると説明された、自民党・明政会レポートVol.１とはこれですけ

れど、現物がこれです。これだということですが、質疑します。このレポートの中のどの部分があら

探しに当たるのか確認したいと思いますので、具体的にこの部分であると言っていただけますでしょ

うか。また、車両による宣伝についても、車両による宣伝としか御説明がありませんでしたので、ど

ういう車両で、具体的に車両とは何の車両で、何と繰り返し宣伝されていたのか、その内容について

もお答えください。 

○【石塚陽一議員】 まず最初、ちょっとその前に、公選ビラの条件があると思うんですね。何を書

いてはいけないとか、これは書いていいとかいう、その規制をそちらで御説明していただけますか。

私は確認してありますけど。公職選挙法によると、これは、私どもが聞いたところでは、内容は自由

なんですね。だめだということは、例えば人を中傷するとか誹謗するような形のもの、あるいは詐欺

行為的なものに結びつくような文章、言葉が入っては、この公選ビラは使えないと。特に今回、公選

ビラというのは、初めて地方議会では適用されたわけですね。そういう中で、私がこれからいろいろ

説明していく中には、自分の現在置かれた立場の中でどういうふうにとったかという、例えば２年間

つらい、いろいろ悩みながら生活してきた過程の中を見て、子供がたまたま引用じゃないけども、言

葉を書いたというのが、いろいろ議長、副議長さんの中で私は説明してあったんですね。それで今、

じゃあそちらのほうで何か公選ビラの制約というのがあれば。 

○【上村和子委員】 全く同様に捉えております。以上です。 

○【石塚陽一議員】 それでは、今、この自由民主党・明政会さんのレポート、私も議員になってか

ら、最初からずっと１期目から自民党の党員という形の中でやってきましたけど、最初は市民派を名

乗り、登録は公認じゃなくして保守系無所属で出てまいりました。それで今回、私がたまたまこのこ

とが提起されたという形の中で出てきた、この平成30年３月30日の自由民主党・明政会さんのレポー

ト、それを読んでいきますと、現実的にはもう29年の夏には、私は辞職しているわけですね。それが

その時期になってなぜこういったものを市民に配布しなきゃいけないのか。これは政党の中でレポー

トは自由だと思うんですけれども、ただ、私からすれば、今、過ぎて半年以上、かれこれあと３カ月

で１年たとうというときになってあからさまに、「ごあいさつ」という形で出てきた文章の中に、私

としては非常に耐えがたいような内容というか言葉なんですね。それ言っておいていただければ、線

引いてきたんですけども、済みません。（「どうぞごゆっくり」と呼ぶ者あり） 

 自由民主党の中で、以前も除名というような形の方がございました。自民党の中が分裂して、都議

会議員選挙で２人を出したような形のときに。それで私自身は、党員であっても、そういったときに

は自分から離党届を出すことによって収拾していただけないかというような考えを持ったわけです。

それはなぜかというと、そのときに私もいろいろ動いて離党届を出せば除名にしないでというふうな

形でしたけれども、今回の場合には強硬に、温情的な問題もなくして離党処分をされて、それでここ

に「度重なる」とか、いろいろ言葉が出ていたんですけれども……。えーと、探さなきゃいけない。 

 それで、党紀委員会を開いたときにも、私に自民党の青年部のある方の嫁さんを探してくれないか

と頼まれていたんです。それともう１人、２人。ですから、そういう中で、私がいろいろお話を聞く

中で、適当にいい方がいらっしゃったら御紹介してあげたいなというところでその話をしたんですけ

れども、その言った御本人たちも、結局私を除名処分にすると、党紀委員会でつるし上げを食ったよ
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うな状況になったんですね。そういうふうなことで、やはり私はこの表現にはもう少し……（発言す

る者あり）何かあるんですか。 

○【青木健委員長】 続けてください。 

○【石塚陽一議員】 じゃ、ちょっと黙って聞いててください。そういうふうな状況の中で、私とし

てはすごく憤慨したのも事実です。だけど、これは、そういうのは取り決めですから、潔く「もうい

いです。やめます」ということでやめました。 

 それで、この「同議員による女性職員への執拗なセクハラ行為を察知できず、忸怩たる思いです」

と書いてありますけど、その当時の時点では、私は、言葉をかけたときにはセクハラに該当するとは

思わなかったわけです。通常であれば、町なかで、年をとっている御年配の方でしたら、どこかの商

店の御主人とか奥様から「うちの息子とか娘にいい方いらっしゃらない。いたら紹介してください」

と言われたときに、普通に紹介するじゃないですか。私はそのような気持ちで、もし結婚する気持ち

があるんだったら、頼まれているから紹介してあげますよというふうな会話、それから、紹介するに

はお年を聞かなきゃ、お年は幾つですか、何歳ですかと聞いた。この２つの言葉が、後日、御本人に

あるかつての上司の方がお電話をしたら、そこでお祝いでも差し上げようと思ったんじゃないかと思

います。その方が入庁された当時の上司の方ですから、もう定年になってやめていますけど。○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ということで、夢にもこれがセクハラで、ここでいろいろ事を起こされるなと

２年前には思っていなかったというのが事実です。（「よろしいですか」と呼ぶ者あり） 

○【青木健委員長】 ちょっとお待ちください。委員外議員に委員長からお願いをさせていただきま

す。先ほど上村委員からお話がございましたとおり、二次被害等のことも勘案してということで申し

上げさせていただきました。被害者の個人情報等については控えていただきますよう、御答弁は気を

つけていただきたいと思います。 

 それでは、続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 まず、自民党・明政会レポートVol.１の中の、具体的には今おっしゃった部分、

「ごあいさつ」の中の今おっしゃっていた部分があら探しに当たるというふうな解釈でよろしいです

か。 

○【石塚陽一議員】 はい。 

○【上村和子委員】 わかりました。それでは、今、御説明された中のことで、上村のほうで少し確

認をしておきたいところがあるのですけれども、もう少し説明していただけますでしょうか。「ごあ

いさつ」の中で、平成29年のことで、自分は辞職したのにもかかわらず、耐えがたいような内容が書

かれてあったという御説明だったというふうに解釈できますが、石塚議員の認識としては、辞職した

ことをこういうレポートで書くことはあら探しに当たるというような認識ということでよろしいんで

しょうか。ちょっとお聞きします。平成29年にもう辞職していたのに、このことが書かれたことが耐

えがたかったし、内容もそうだったとおっしゃっていますが、そこのところをもう少し御説明願えま

すでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 お答えします。今の御質疑の件なんですけれども、私がやめた以降、公の新聞

であるとか、あるいは市報であるとか、議会報で何度にもわたって、私のセクハラ云々ということで
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議員を辞職したということは、もう市民に満遍なく周知されていたんだと思うんですね。そこに半年

以上、あと３カ月で１年になろうかというときに、改めてこういうものを市民の目に触れるようなこ

とは、私としては心外だなという気持ちから出ております。 

○【上村和子委員】 心外であったということがわかりました。それでは、もう１つ確認をさせてく

ださい。今の御説明の中で２つ、当事者の方に年齢を聞いたことと、それから結婚相手を紹介してあ

げるというようなことを言った、この２つの言葉が当時はセクハラに当たると思わなかったというふ

うなお答えでしたけれども、その後、認識というものは変わりましたでしょうか。ちょっとお聞きし

ます。 

○【石塚陽一議員】 全く180度というか、360度転換するように認識は変わりました。それはなぜか

というと、その当時、私はもうそれがセクハラに該当するので非があるのであれば、私はその件は認

めて謝罪をしたいということはお伝えし、これは皆さん方もお耳に達しているのではないかと思いま

す。 

○【上村和子委員】 わかりました。180度ということなんでしょうかね。あともう１つちょっとお

聞きいたします。これは余り掘り下げませんけれども、石塚議員が行ったセクハラ行為についてはこ

の２つ、それ以外にはないという認識でいらっしゃるということでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 そういう認識でおります。 

○【上村和子委員】 この２つのみという認識が明らかにされました。 

 それでは、次に行きたいと思います。済みません、もう１つ、車両による宣伝についてのお答えが

ありませんでしたけれど、そのことも具体的にどういう車両で、どういう宣伝かについても答えてい

ただけますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 平成31年度、つまり、令和元年に途中から変わりますけど、年が明けると同時

にライトバンタイプの車が来まして、私の自宅の近く、あるいは事務所がある坂下のほうとか、そこ

で４つの権利というふうな形の中で、このセクハラの問題をいろいろと広報しておりました。ほかの

方の議員さんのあれにもあるように、セクハラ議員を出してしまった議会云々ということから二度と

そういう者を議会に送るなというようなことを言っていた、そういった活動のことを指しております。 

○【上村和子委員】 ４つの権利ということを言っている宣伝車があって、どういう内容で言われた

ということで、内容について、記憶の範囲で構いませんが、どういう内容があら探しに当たるという

ふうに思われているのかというのをお伝えください。 

○【石塚陽一議員】 あら探しというよりも、恐らく私がもしかしたら選挙に出るんじゃなかろうか

と予期してのことかもしれませんけれども、結局、セクハラ行為をした者を出すのはおかしいという

ニュアンスで広報、女性の方の声でやられたと思います。詳細に覚えてなくて、済みません。 

○【上村和子委員】 詳細には覚えていらっしゃらないと、そういうような声だったと、そういう内

容だったということです。このことについて続けて質疑しますが、実は、今回議長が聞き取り調査を

される前段として、動議でも石塚議員からの直接の認識を文書で書いていただきたいとお願いしてい

た件がありました。その文書の中には車両による宣伝については記載がありませんでした。レポート

については記載がありましたが、車両による宣伝行為についての記載はありませんでした。令和元年

５月27日の石塚議員の回答です。ありませんでしたが、議長の最終報告の中にはこれがつけ加わって

おります。最初の見解のときには車両による宣伝ということが抜け落ちていたという事実があるので

すが、それはどうしてでしょうか。 



－ 8 － 

○【石塚陽一議員】 お答えします。この文章、私が最初に書いたときは、本当に短時間のうちに一

生懸命まとめて、思い出しながら書いたわけです。それでこれを書いた以降、いろいろと質疑等もさ

れる、また、私のほうでもいろいろと調べていく中において、家族にも話をして、こういう状況なん

だけどというところから、あ、そうだ、車が回ってて、うちの自宅の前でもいつも、あるいは事務所

のそばでも、１日２回、３回、４回と来てねということを思い出して付記しました。 

○【上村和子委員】 付記をされた。後で御家族と話されて、あ、こういうこともあったということ

で付記をされた、つけ加えられたということがわかりました。 

 それでは、続けます。今おっしゃった自民党・明政会のレポートの中身、それから宣伝カーによる

宣伝、ここの中に事実と違う部分はありますか。事実と違う部分があったら具体的にお示しください。

石塚議員が思う事実と明らかに違うというものがあったらお示しください。 

○【石塚陽一議員】 これはあのときの成り行きというか、私のとっている行動と準じた内容で書か

れていることは事実です。 

○【上村和子委員】 わかりました。行動に準じたことであり、事実であるということはわかりまし

た。 

 それでは、主たる質疑を、大きな質疑２は終わります。 

 プロジェクトチームの皆さん、続きまして、補足の質疑はありますでしょうか。 

○【小口俊明委員】 石塚議員におかれましては、出席をいただきましてありがとうございます。 

 それで、今、上村委員のほうから主たる質疑がありまして、補足的にお聞きしたいと思います。今

回、この調査特別委員会におきましては、石塚議員が今回の選挙の際にお使いになった、あるいは発

行された選挙用ビラの記載に関するところでの調査の範囲というふうになっておりまして、その中で、

いわゆる法定ビラの中に書いてありました「粗探し」という言葉に関して、今確認をさせていただい

ているところであります。 

 その中で、今までにわかったのは、その１つには、自民党・明政会さんが平成30年３月30日に発行

された自由民主党・明政会レポートVol.１、これがあら探しの１つに当たるということでありました。

詳細に上村委員のほうから伺った中では、今、御自身の御発言で、このレポートの中にある「度重な

る」という言葉、それから「同議員による女性職員への執拗なセクハラ行為を察知できず」という言

葉、これが具体的にはあら探しということの１つに当たる、そういう御発言でありました。このこと

はそのとおりでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今、小口委員さんからお話し、御指摘いただきました。私、この文章の中でも

「度重なる」というのはすごく不信を持っておりますけど、それ以外は、お話しされたとおりで結構

だと思います。 

○【小口俊明委員】 そうしますと、この「度重なる」という言葉、これは何がたび重なっているの

かというところをもう少し教えていただきたいんですけれども、そうなると、このレポートの文章、

前後をあわせて読みますと、少し前から読みますと、「前議長及び国立市の調査により、同議員は職

員に対して度重なるセクハラ・パワハラを行い、前途有望な女性職員を退職に追い込んだことが、明

らかになりました」と、このレポートには記載があります。ここまで含めて、「前議長」から「明ら

かになりました」、この中に「度重なる」と入っておりますけれども、ここの一連の文章、これが冒

頭から確認をさせていただいております、あら探しに当たるという御自身の御認識でよろしいのか伺

います。 



－ 9 － 

○【石塚陽一議員】 そのとおりだと思うんですけれども、石井議長、望月副議長とのお話の中でも、

ただ、これが私の会話がセクハラに当たるだけじゃなくして、私が報告を受けていた中には、先ほど

言われたように、退職の理由がほかの名目だったんですね。ですから、やはりそういった状況のもの

もこの紙に書いていただければ、何ら私は疑義を唱えなかったと思います。 

○【小口俊明委員】 そういう御意見のもとで、私が先ほど御紹介した、「前議長及び」から「明ら

かになりました」までの自由民主党・明政会レポートVol.１、この文章については、石塚議員として

はあら探しに当たるというお考えでよろしいかを伺います。 

○【石塚陽一議員】 そのとおりで結構です。 

○【上村和子委員】 ほかにプロジェクトチームの皆さんから補足の質疑はありますでしょうか。 

○【関口博委員】 先ほどのあら探しという件で、自由民主党・明政会レポートが平成30年３月30日

に出されて、実際に辞職したのが平成29年５月ですかね。時期が、まず１年もたってからこういうの

を出してきたということが、何でなんだろうと。それが１つあら探しであるというふうに言われたと

思うんですけれども、それでよろしいのか。 

○【石塚陽一議員】 お答えしますけど、あら探しという言葉を使ったのは私じゃなくして、この文

章を書いた私の娘が、私がやめて２年間の姿を見ていた中で出てきた言葉だというふうに私は理解し

ております。 

○【関口博委員】 確かに娘さんの言葉として出ているんだけれども、これは公のビラなので、石塚

議員がこのビラを見て、当然これでよしとされたので、あら探しというのはここの文章の中に入って

いるので、石塚議員が認識していたということと、それからさっきの説明でそういうふうに言われた

と思うんですよね。明政会のレポートが30年の３月に出ているのに、何でこんな遅くなってから出て

きたんだ。こういうのがあら探しであろうというふうに先ほど答弁されたというふうに思ったので、

私は今質疑しているんですけれども、それでよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 ですから、この件については、娘にもいろいろ話を聞きました。それで、娘は

「お父さん、ごめんなさい」とちゃんとはっきり言っております。でも娘とすれば、その状況から見

れば、これがあら探しという表現になったんだと思うんです。それで、私の公選ビラ、ある公の機関

に出しまして御相談してまいりました。これは御質疑にないこと、余談でしょうけれども、今の言う

公選ビラの中に、これが外れるような内容ではないというふうに一応お言葉は優しくいただいており

ます。 

○【関口博委員】 そのことは私も理解しております。そうじゃなくて、先ほどの石塚議員の話の中

で、何で１年もたってからこんなレポートを出してきたんだと、そういうことがあら探しだと、それ

が１つの理由だというふうに言われたと私は理解しているんですけれども、違うんですか。それはい

いんですか。 

○【石塚陽一議員】 それもそうでいいんです。そうです。今、関口委員さんが言われていることも

ごもっともで、そのとおりで結構です。ただ、それには注釈をして、私も全て万能に答えていくこと

できませんから、御指摘されたことに対して注釈、ということは、今、娘は一緒に住んでおりません。

ですけど、しょっちゅう私のところへ心配して来るような状況、家庭は都内にありますので、家が。

そういうところでいろんな出来事、私もこうだああだ報告します。また、娘もインターネットで調べ

たりする中で、お父さん、大変ねと、今どきになってというふうなことで恐らく書いたんだろうとい

うふうに私は思います。ただ、発行責任者は候補者本人ですから、皆様方と同じで、形式的にはポス



－ 10 － 

ターでも何でも、一応選対の組織をつくって、その中に責任者がおりますけれども、あくまでこれは

私、石塚陽一、候補者本人の責任になるということ、その時点で私はこのことについて、別に発行し

た時点では疑義を持たなかったということも事実です。 

○【関口博委員】 私ね、娘さんのことを聞いているんじゃなくて、さっきあら探しということを、

どういうことですかという質疑に対して、石塚議員がこのレポートが１年もおくれて出てきたことが、

これはあら探しだというふうに答えたと思っている。そこはそうですというふうに言われたので、つ

まり、平成29年５月に行われたことが平成30年３月30日のレポートに、１年もたって出てきたことが

あら探しなんだというふうな認識でいるということが今わかったわけですね。 

 実は副市長が、令和元年６月20日、つまり、平成30年の６月20日、明政会のレポートを出した３月

じゃなくて、その後、６月に市長部局の調査結果というのを出しているんですね。それの２番目にこ

ういうことが書かれているんです。市長部局の調査では、平成29年２月７日の飲み会のとき、石塚議

員がある職員の腰に手を回したのを見たと証言した職員がいたため、肩のほか、腰にも手を回したと

認定しています。また、複数の職員の証言から、石塚議員に対し（具体的にどの行為に対してかは明

らかではありませんでしたが）「それってセクハラじゃないですか」とたしなめた職員もいたと認定

していますというふうに副市長名で調査結果が出ているんですね。 

 ２つ調査結果が出ているんです。つまり、今のは２番目なんですけれども、この職員の腰に手を回

したのを見たと証言した職員がいたため、肩のほか、腰にも手を回したと認定していますと市長部局

のほうはしているわけです。この調査結果は令和元年６月20日、先ほど言いましたように、平成でい

うと30年の６月20日……（「31年です」と呼ぶ者あり）ごめんなさい、平成31年６月20日、つまり、

自由民主党レポートよりもはるかに後に出てきたわけですね。 

 我々のプロジェクトは、あら探しということについてフォーカスというか、そこが１つのテーマな

ので、あら探しということで聞くと、市長部局が平成31年６月、つまり、明政会レポートが出るずっ

と後に出してきた。このこともあら探しだというふうに石塚議員は思われますか。 

○【石塚陽一議員】 今、御指摘いただいた副市長のあれですけど、恐らく石井議長、望月副議長さ

んとの調査の中で、ほんの瞬間的に閲覧させていただいた記憶はあります。けども、私の手元にはそ

れはございません。なおかつ、今、関口委員さんが言われたように、副市長はそこを断定したという

ことですけれども、これはほかの職員さんたち、やっぱり副市長は上司ですから、現実的にいろいろ

対応する中で、今回、市長、行政側は御本人に意思確認は何もしていないんですね。それで結局は、

周りにいる取り巻きの方たちの意見で全部断定的に文章を書かれて、私は非常に憤りを持っています。

先日、副市長さんにはちょっとお話を、議案説明のときに一言言っておきました。なぜ事実確認をし

ないでそういうことをやるんですかということは言ってあります。 

○【関口博委員】 まあ、複数の職員がそのことについて証言し、しかも、「それってセクハラじゃ

ないんですか」とたしなめた職員がいるということを認定している。つまり、副市長が複数の職員に

対して聞き取り調査をして、このことは認定しているというふうに私は思うし、これは大変重要な調

査結果だなというふうに思うんですけれども、先ほど石塚議員がセクハラだとは思っていなかったと

いうことの内容が２つありました。結婚相手を紹介したいということと年齢を聞いたこと、この２つ

のみがセクハラに値するんだという認識ではいなかったので、これについては、今、セクハラだとい

うふうに認識しておりますというようなことだったんですけれども、さっきの調査結果は腰に手を回

したと認定していると。私ね、肩をぽんぽんとたたくぐらいというのは、そんなにセクハラにならな
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いのかなと、抱いたりなんかすれば、それは問題ですけど、だけど、腰に手を回してというのを認定

されているということに対して、これは認識がさっきの石塚さんの答弁とちょっと違うのかなと思う

んですけれども。 

○【石塚陽一議員】 関口委員さんに、今、その件が出てきたのでお話ししますけれども、今回、今、

複数の職員というのは、結局、告発された件で、警視庁、警察庁とも全部、長期間にわたってやりま

した。それで警視庁は該当職員全員にいろいろと、人によっては30分ぐらいとか１時間、事情聴取を

されている結果が出ております。そういう中において、私は複数の、大勢いる中で肩をたたいたりし

て、細長い席に向かい合って座ってて、そこで食事して、それが供与になる云々という問題で警察事

件になったんですけれども、そのときに克明にいろいろ状況を話した中で、そういったことで言われ

ているんだということも私は踏まえて警察にお話ししました。ですけど、警察の結果では、それは上

がってきてなかったです。 

○【関口博委員】 我々のプロジェクトはあら探しというところだったので、ここで私の質疑を終わ

ります。 

○【上村和子委員】 ほかにありますか。 

 では、少し質疑を絞ってお願いいたします。 

○【石井めぐみ委員】 １点だけ確認させてください。今の続きになってしまうんですが、先ほどレ

ポートの中で「度重なるセクハラ・パワハラ」という、その「度重なる」というところが心外に感じ

られたというような御発言がありました。ここまで、例えばこういったレポートが出てきたり、こう

いった委員会が立ち上がるということを考えて、石塚議員が認識していらっしゃる年齢や結婚の御意

思について伺ったことだけがセクハラであると石塚議員は思っていらっしゃいますか。それ以外のこ

とは思い当たらない、もしくはつくり上げられたことというふうにお感じになっていらっしゃいます

か。 

○【石塚陽一議員】 石井委員の御質疑にお答えしますけど、いただいた、まず、今の皆さん方がや

っているところでも45項目、それで詳細にやると51項目にわたって、これを皆さん方が出されたとい

うことで、全部のあれに私は１つずつ書いてきたんですね。 

 今、ここに書かれている２つの問題だけがセクハラですかということですけれども、それじゃなく

して、この中でも、私がいけなくて謝罪したのは――係の名前は言ってもいいですか。言わないね。

１階のほうで、いろいろと私どもが物を使うときに、そこを使用させていただくような場所のところ

でしたから、頻繁にお願いに行くわけですね。そこで、今回も御指摘いただいた、何か大きな声です

か、普通の小さい声で、この間、お話ししたこと、よかったら考えてって、肩をちょんちょんと、そ

れでよかったら連絡頂戴ねというような形でやったとか、そういうようなことはしておりますけども、

別に改まってどうのこうのということはしてないです。 

○【石井めぐみ委員】 確認させてください。そのときに肩をさわられたり、あともう１つは、庁内

でということではなくて飲み会ですか、お食事ですか……（「食事会」と呼ぶ者あり）食事会ですか、

食事会の席で体にさわられたというようなことはあったのでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 肩はよくちょんちょんというような形で、食べてよとか、料理が来ると、そう

いうことはやっていました。 

○【石井めぐみ委員】 女性の肩であっても体にさわるということにためらいはなかったんですか。 

○【石塚陽一議員】 そのときは、親しくしている仲間だという前提ですから、悪気があってじゃな
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いから、今刺身が来た、食べてとか、女性が好きなサラダが来たら、食べてとかいう形でやったとい

うことで、そのときにはその認識はなかったですね。普通にやっていたということです。 

○【上村和子委員】 補足の質疑が終わりました。大きな２番目の質疑です。 

 これで、小口委員、それから関口委員が質疑されたところは、石塚議員が自民党・明政会レポート

の「ごあいさつ」の中のこの部分があら探しだとおっしゃった、「前議長及び国立市の調査により」

云々の箇所がありましたので、国立市の調査もあら探しなんですかということでお聞きした次第です。 

 では、続いて、最後の質疑のほうに、私たちプロジェクトチーム１の、もう残すところ、あと20分

ぐらいですので行かせていただきたいと思います。 

 最後の質疑に入ります。「同僚議員の粗探し」の言葉は、石塚議員の選挙運動用ビラの中では、

「同僚議員の粗探しをする時間があるなら、その時間をもっと市民のために使って欲しい」という文

脈の中で使われています。今までの質疑によって、自民党・明政会レポートVol.１と車両による宣伝

があら探しであることがわかりました。確認できました。 

 また、その後の質疑によりその箇所も限定され、そしてそれに関して事実であるという確認もでき

ました。石塚議員のほうから、それはその筋の中では事実であるということも確認がとれました。 

 それでは、選挙運動用ビラの中の記述にある「同僚議員の粗探しをする時間があるなら、その時間

をもっと市民のために使って欲しい」というのは、自民党・明政会レポートVol.１や街宣車で宣伝さ

れた内容はあら探しにすぎず、市民にとっては重要な問題ではないという認識であるということを示

しているものなのでしょうか。そこをお伺いしたいと思います。済みません、私の質疑、おわかりい

ただけましたか。 

○【石塚陽一議員】 はい。わかりました。それは上村委員さんが言われたような、そういった意味

でのあら探しということではないです。 

○【上村和子委員】 この同僚議員のあら探しだけではなく、これはもちろん石塚議員御本人の言葉

ではありませんけれども、選挙運動用ビラの中は全て議員、石塚議員の活動、それから方針、その姿

勢、全てをあらわすものですから、当然石塚議員のチェックが入り、チェックが通ったものだという

前提で、この文脈についての解釈をお聞きしているものです。ここの中で同僚議員のあら探しについ

ては、この中ではどういうふうに言われているかというと、もう一度言いますね。「同僚議員の粗探

しをする時間があるなら、その時間をもっと市民のために使って欲しい」という一文です。この一文

は、私たちの解釈の中では、そのようなことをやる時間があるんだったら、市民のためにもっと使っ

てほしいという意味ですから、このように自民党・明政会に書いてあることや、宣伝カーで言われて

いることをやる時間があるんだったら、その時間をもっと市民のために充ててくださいという内容で

すから、この自民党・明政会の内容や宣伝カーで言っていることは、市民のための時間というふうに

は捉え切れないというような解釈が成り立つというふうに思ったわけですが、そうではないとおっし

ゃるんでしたら、ここはどういう意味で、どういう認識でお書きになっておられるのでしょうか。も

う少しわかりやすく説明してください。 

○【石塚陽一議員】 今そうではないということについてになりますけれども、結局、娘はこれを書

いたときには、そういう時間があるんだったら、もっと市民から49万円の報酬をいただいているんだ

から、市民の負託に応える、市民のためのことを一生懸命取り組んだらいいんじゃないのかなという

ような意味で娘は書いたんだと思います。 

○【上村和子委員】 そういう時間というのは、具体的にどういう時間でしょうか。 
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○【石塚陽一議員】 私もその時間、答えに苦慮しますけど、済みません。そういうあら探しをする

時間があるなら、だからそういうふうな余裕的なあれがあるんだったら、もっとほかに目を向けた、

ということは、娘は、逆に言えば、お父さんがやったということは、７万6,000人の市民の方はみん

なほとんど周知されているじゃないかという前提で、これでもか、これでもかとだめ押しをしなくた

っていいんじゃないのかなという、これは私の考えですけど、臆測が入っているんじゃないのかなと

思います。 

○【上村和子委員】 それはお嬢様の判断だということですが、石塚議員自身はどのように当時思わ

れましたか。これオーケーされたので、内容を全部お読みだと思いますけれども、この言葉に対して

は、そのとおりであるというふうに思われましたか。 

○【石塚陽一議員】 大変申しわけないんですけども、そこでその内容を見てどうのこうのというの

ではなく、何しろ使わなきゃいけないので、恐らくこれ公選ビラが使えるという、これはまた個人的

でいけないんでしょうけれども、説明会のときには、まだ出るなんて予定していませんから来てませ

んでした。それ以降、いろいろ支援者から言われて、書類を選管にいただきに、私じゃない、ほかの

方たちが来て、それで公選ビラって気がつかなかったんですね。それで選管から言われて、慌ててつ

くったんです。だからこれ、恐らく、本当に私の選挙リーフレットの中から、みんなが抜いてつくっ

て──責任逃れじゃないですよ。私のものでいいんですけれども、実際、この内容を全部見て、よし、

これがすばらしい、よくできたとか、そんなような判断はしないで、間に合ってよかったねぐらいの

感じで出したのは事実です。 

○【上村和子委員】 それでは、私の主たる質疑の最後ですが、今回このような調査特別委員会にも

なりまして、改めて今、その一文ですね、お嬢様が書かれたというところですけれども、「同僚議員

の粗探しをする時間があるなら、その時間をもっと市民のために使って欲しい」という一文に対して、

やはりこれは、この一文全てが不適正であったというふうに思われますか。どうでしょうか。不適正

ではなかった。いかがでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 もうちょっと慎重にやればよかったなという気はしております。 

○【上村和子委員】 では、私の主たる質疑はこれで終わりますが、最後の質疑に対して、プロジェ

クトチームの皆さんから補足の質疑はありますでしょうか。 

○【住友珠美委員】 きょうはありがとうございます。ちょっと質疑させていただきたいと思います。 

 まず、今、上村委員のほうから３点目といたしまして、選挙運動用ビラの中の「同僚議員の粗探し

をする時間があるなら、その時間をもっと市民のために使って欲しい」、これが自民党・明政会レポ

ートVol.１、また街宣、宣伝カーで宣伝された内容があら探しといったところは、この認識でよろし

いでしょうか。とりあえず確認をさせていただいていいですか。 

○【石塚陽一議員】 そのとおりで結構だと思います。 

○【住友珠美委員】 そうしますと、先ほどちょっとこの部分に対して、まだ御回答いただいていな

いかなと思ったんです。市民にとって重要な問題ではないか、あら探しというと、私は事実の告発で

あったと考えるのであれば、これが重要な問題でないという認識なのかどうかというところなんです

けれども、そのことについてはいかがでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは重々重要で大切なことだということは知っております。思っているわけ

です。しかし、ここまでいろいろなことをやってきて出ているわけだから、改めてここでそれを云々

とやる以前の問題でしょうという私は認識。大事だというのは知っていますよ。ほかのことと同じよ
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うに、市民の方には、市民の方は知りたい、だから傍聴もいろいろ来られているでしょうから、そう

だと思うんですね。これ関心がなかったら傍聴も来ないです。やっぱり関心があって、重要な事項、

だから私も真摯に一生懸命、今、委員長さん、あるいは代表の方の質疑に答えさせていただいている

だけです。 

○【住友珠美委員】 ありがとうございます。そうしますと、娘さんがあら探しという、私は公選ビ

ラというと、やはり石塚議員にとってみたら大事なビラでもある──皆さんそうだと思うんですけれ

ども、その中のこの言葉というところは、御本人では、今不適切であるということは、重要なことで

あるという認識、その点に立っては、お嬢さんとどのような話になったかというのはありますか、こ

の間。 

○【石塚陽一議員】 これが、議会が始まった初日にいろいろ提起されてから、娘とも会いました。

娘と一緒に警視庁の方たちとも会いました。娘は泣いているだけですよ。お父さんに迷惑かけてごめ

んなさいと、私はそんなつもりじゃなかったんだけどというようなことも言ってすごくしょげ返って

いましたね。２キロか３キロ痩せました。 

○【上村和子委員】 これをもってプロジェクトチーム、私たち最初の１番目の「同僚議員の粗探

し」というものについて、新たに生じた疑義、不適正使用に至った理由についての調査を終えます。 

 私たちは、石塚議員が辞職された後、その経緯を重く捉え、議会として政治倫理条例をつくりまし

た。その中でセクハラ・パワハラを絶対しないという誓いをいたしました。そのような形で、市長部

局も職員のヒアリングを行い、処分も複数の職員に対して行い、そして庁内でセクハラ・パワハラを

許さないという仕組み、ガイドラインづくりを行ってまいりました。そのようにこの件を重大な問題

だと捉え、議会全体として、二度とこのようなことを起こさない議会に向けて、市長部局も二度とそ

ういう被害者を出さないという取り組みに向けて、この２年間頑張ってまいりました。 

 その議会の我々の認識、市長部局の認識と、今回、選挙運動用ビラのこの表現に見られる認識に乖

離がある。そのことを重く捉え、その乖離はどこから来るのかということで調査をいたした次第です。

これでプロジェクト１の質疑は終わらせていただきます。戻します。 

○【青木健委員長】 この際、お諮りいたします。先ほどの石塚議員の発言につきましては、委員長

において、後日速記録を調査の上、不穏当発言があった場合には善処させていただきたいと思います

が、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。 

 それでは、ここで休憩に入ります。 

午後３時休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午後３時５分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて特別委員会を再開いたします。 

 プロジェクトチームの質疑が終わりました。ほかに補足的に質疑をされる方はいらっしゃいますで

しょうか。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、何点か質疑します。先ほどプロジェクトチームのほうから質疑の中

で何点かお伺いしたところで、まず１点目、自民党青年部の部員が嫁を探していたという話がありま

した。ただ、市の部局の調査では、自治会の息子が結婚相手として適任である。紹介するから履歴書
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を持ってきなさい、というような文章がありますが、これはどちらが真実なんですか。 

○【石塚陽一議員】 今の件ですけども、自治会云々というのは、私、この間の調査の段階だったと

思いますけど、それは違いますというふうにはっきり言ってございます。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、自民党青年部の部員の嫁探しをしていたということで、それは間違

いないということですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 では、次行きます。先ほど腰に手を回した、また市長部局のほうの竹内副市長名で出ているもので、

石塚議員が職員の腰に手を回したのを見たと証言した職員がいたため、肩のほか、腰にも手を回した

と認定していると。複数の職員の証言がありとありました。この中で、先ほど石塚議員は、行政は事

実を確認していないというふうにおっしゃっていましたけれども、これは何の事実を確認していない

ということですか。 

○【石塚陽一議員】 それは、食事会の部長、課長、係長さん等も踏まえた食事会のときの件だと思

うんですね。一番先に今回話題となった方に対しての確認を、御本人にはしていないということを言

わせていただいたわけです。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、この言葉には間違いないということでよろしいですか。というのが、

複数の職員の証言からということがありましたので、複数の証言、いわゆる周りで見ていた方の証言

ということでありますから、それは間違いないということでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは違うと思います。誤解だと思います。狭い部屋で食事をしているわけで

すよね。ですから、行ったり来たりはしておりますけれども、故意的にやっているわけじゃないです

から、それは、私は事実誤認だというふうに思います。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、複数の職員がこのように証言されているというのは、どう思われる

んですか。 

○【石塚陽一議員】 ですから、私はそれを本当に残念だなと、どうしてそういう会話が出たのかな

というふうに思っております。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、これはうそだということでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それで結構です。 

○【遠藤直弘委員】 先ほど副市長に議案説明の中で申し上げたと、どのようなことを申し上げたの

かお伺いします。 

○【石塚陽一議員】 今回もいろいろ特別委員会ができて、私も苦慮していますと。それで、なぜ初

期の段階で、今回発生した件に対して御本人に事情聴取、今でもしていないんですねって、それはよ

くないですと私ははっきり言いました。 

○【遠藤直弘委員】 御本人というのは、被害を受けた方ですか。 

○【石塚陽一議員】 そうです。 

○【遠藤直弘委員】 それは二次被害があるとか、そういうようなことは配慮されないんでしょうか。

私はそれもまたセクハラですとか、パワハラにつながるというような発言に感じるんですが、いかが

でしょうか。 

○【石塚陽一議員】 私は被害に遭った方にそういうことはしていませんから、二次被害云々という

以前の問題だと思います。 

○【遠藤直弘委員】 今の発言で、セクハラですとかパワハラが事実誤認で、全てがうそだというこ

とが石塚議員のほうから、私たちが認識しているものとは違うものだということが証言をされました。
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一応確認をさせていただきました。以上です。 

○【石塚陽一議員】 今、遠藤委員が質疑をされた件については、当初のときの中川議長さん、稗田

副議長さんのときにも、そういった内容らしきものが最後少し出てきたときに、私は、それは違うで

しょうということを言っております。 

○【青木健委員長】 よろしいですか。（「はい。済みません」と呼ぶ者あり） 

○【重松朋宏委員】 これまでの質疑の中で、これまで明らかになっていなかった幾つかの事実が明

らかになったと思います。そこで、あら探しという表現を使ったこと、何があら探しなのかというこ

とについて、半年以上たって、あるいは２年近くたって、選挙前に辞職した事実をあちこちで暴露さ

れたというのがあら探しだというような認識だということがわかりましたけれども、でしたら２年前、

中川議長、正副議長のもとでの事実確認を行ったり、その結果をもとにして臨時会で決議を上げたり

という、それからそのことを議会だよりに掲載したりということについては、あら探しとまでは考え

ないという認識でよろしいでしょうか。 

○【青木健委員長】 石塚議員、おわかりでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 わかります。手落ちと言えば手落ちじゃないかと思いますけど、そこまでは今、

行政じゃなくて、実際に我々議員として活動するに当たっての形の範疇だけで私が言っていましたか

ら片手落ちですね。 

○【青木健委員長】 それ、もっとだめです。 

○【石塚陽一議員】 私の片手落ちということ。 

○【青木健委員長】 片落ちです。 

○【石塚陽一議員】 済みません、片手落ち、私のほうの。済みません、訂正します。 

○【重松朋宏委員】 ２年前の当時の議会の動きについてはあら探しとまでは、そういう認識にはな

いというようなニュアンスのお答えなのかなと思いますけれども、それから半年たって、議会が政治

倫理条例を可決しています。そのときの提案説明の中に当該議員のセクハラ・パワハラ行為のことが

言及されておりますし、その後、市当局の方も職員を処分し、市長は減給処分を行い、市のほうでも

対応をほぼ毎年のようにされてきていますけれども、その後の議会や市当局のセクハラ・パワハラ事

件を起因とするいろいろな動きについては、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 これは私に端を発したことで、議会でもそういうような倫理条例をつくったり

して非常にいいことだなと、また、そういう御苦労を皆さんに味わわせたことは申しわけないなとい

う認識でおります。また、行政側も同じです。 

○【重松朋宏委員】 選挙のときに選挙ビラであら探しという表現を使ったことについては、先ほど

もう少し慎重にやればというお答えがありました。確かに選挙のチラシですので、表現は十分に展開

できるわけではない中での表現なんですけれども、ほかの場面で選挙期間や選挙前の政治活動の中で、

あら探しとされた事実に対する言葉を尽くした説明ですとか釈明ですとか、そういう意思の表明とい

うのはされましたでしょうか。もしされていたら、どのようなことを有権者に対して説明されていた

のか伺います。 

○【石塚陽一議員】 一部、私がやめて１カ月か、１カ月半ぐらいでＡ４の紙、コピーでとったのを

私の支援者のところには送りました。それは恐らくこちらにいる議員たちも何人かお手元に手に入れ

たと思いますけど、その中で、こういうことがセクハラとして指摘されて、それでやめましたという

ことで、皆さんに御迷惑かけましたというような御挨拶文も入れて、１枚ですけども出しました。そ
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れだけです。それ以降、文書類は一切出していません。 

○【重松朋宏委員】 この自由民主党・明政会レポートが配布されたり、宣伝カーで御自宅の周り、

宣伝される中でも、御自身としては、有権者に対して釈明であったり説明であったり、あるいはあら

探しとまではいかなくても、そういう反論というのはされましたでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 一切しておりません。ただ、したのは、今回、急遽選挙に出ることになって出

馬式みたいなこともやっていませんし、街頭で出陣式のときに、こういったことで皆さん方にお世話

かけて２年前に辞職しましたけど、また、皆さん方の温かい御支援によって出ますので、よろしくと

いうふうなことで御挨拶はしております。前のことをわびてやっております。それだけです。 

 あと選挙運動中、二、三カ所で、私が街頭でちょこっとしゃべったぐらいで、あとは街頭演説もや

らないし、全く車で素通りというふうな感じのところが多かったと思います。 

○【香西貴弘委員】 よろしくお願いします。先ほど市長部局の認定の話が出てきましたので、あえ

て触れさせていただきます。議長、副議長からの報告書が上がってきておりまして、それに基づいて、

今回、この会を持たせていただいているということだと思います。その中で、石塚議員のセクハラ行

為ということに対してということで、市長部局の調査結果における石塚議員の認識ということを確認

されていると思います。肩や腰に手を回したことはなく、肩をぽんぽんとたたいたと認識をしている

ということをお答えになっていると思います。石塚議員に対し、それってセクハラじゃないですかと

同席した職員にたしなめられたことを複数の職員が確認していることについては、場がざわざわして

おり、記憶が定かではないとの発言がされておりました。しかしながら、先ほどはうそだと、してい

ませんということをはっきり言われたのかなというふうに思います。なぜこの報告書の段階で、その

ようにはっきりと、きっぱりと否定されなかったのでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今、御質疑いただいたのは、セクハラ問題で該当する方の食事会ですか、それ

とも職員の方たち、私がいろいろとお世話になっているということで年に１回やったときの、どちら

ですか。私は最初の、今回…… 

○【青木健委員長】 石塚議員、委員長より、今の香西委員の質疑は、場面においては、問題になっ

ているその食事会ということになると思います。それについてお答えください。 

○【石塚陽一議員】 食事会のときにも、私はそういうふうにやってはいないです。 

○【香西貴弘委員】 この正副議長の聞き取り調査のときに、なぜはっきりと否定されないんですか。

私はそこをなぜはっきり否定されなかったのかなって。正直、そこがある意味、疑義になってしまう

ということは思いませんか。 

○【青木健委員長】 その聞き取りというのは、前の中川議長じゃなくて、今の石井議長のでよろし

いんですね。 

○【香西貴弘委員】 はい。 

○【青木健委員長】 はい、わかりました。石塚議員、どうぞ。 

○【石塚陽一議員】 私は否定したつもりでいたけれど、なっていませんか。教えてください。 

○【香西貴弘委員】 この報告書を見る限りでは、そこは否定も肯定もしていないというふうにとら

れてもしようがないと私は思うんですけれども、私はなぜそこであえて否定をされなかったのかな。

否定をされれば、その分、御自身の思われていることが伝わっていくんじゃないですか。 

○【石塚陽一議員】 議員、おっしゃるとおりだと思います。 

○【青木健委員長】 ほかに。（「はい」と呼ぶ者あり）済みません、残り10分程度になりますので、
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おのおの質疑については精査をしていただいて、お願いしたいと思います。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、質疑いたします。８月27日の午後２時から正副議長室にて最終報告

案と第３回定例会、本会議初日に議長が読み上げる最終報告書要約文書について説明したと議長から

私たちは聞いております。石塚議員に確認を求めたところ、合意が得られ、10回目の調査を終了した

ということでありました。そのとき石塚議員がおっしゃったのは、今、香西委員が御指摘をした、場

がざわざわして聞き取れなかったというようなことであったと思いますので、確認をしたんじゃない

んでしょうか。つまり、明確に否定はしていないと、そっちが正しいんじゃないですか。 

○【石塚陽一議員】 これは２枚のあれですか。ちょっと教えてください。 

○【藤田貴裕委員】 議長が調査をしてまとめていただいた冊子で、10ページ物でありますけど、お

手元にございますか。 

○【石塚陽一議員】 10ページ、あります。はい。 

○【藤田貴裕委員】 その３ページ目の10のところです。８月27日14時、正副議長室、２のところで

す。出席者、議長、副議長、石塚議員、議会事務局長のところです。３ページの一番下の10のところ

です。最終報告書案、第３回定例会、本会議初日（８月29日）に議長が読み上げる。最終報告書要約

文書案について説明した。石塚議員に確認を求めたところ、合意が得られ、10回目の調査を終了した

というところです。 

○【石塚陽一議員】 今、藤田議員が御指摘のように、８月27日の日、これ読まれたことを私聞いて、

結構ですと言ったのは覚えております。 

○【藤田貴裕委員】 つまり、明確には否定をそのときはしなかったわけですよね。ざわざわして聞

き取れませんでした。それは正しいとそのときにおっしゃったということでいいですか。 

○【石塚陽一議員】 そのとき議長が読まれて、私が、あのとき私の――ちょっといいですか、ペー

パーをもらって目で追っていましたよね。じゃ、わかりました。追っていたと思うんですけど、その

ところで明確な返事はしてなかった。訂正も何も、変更も言ってなくて、この報告書、結構ですよと

言っております。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。 

○【青木健委員長】 ほかに。あと５分少々になりますけど。 

○【髙柳貴美代委員】 １問だけ質疑させていただきます。明政会レポートについてでございます。

こちらの「ごあいさつ」の部分、これは当時の明政会の６人の議員の年初に当たっての決意でござい

ます。その４段落目のところに「自由民主党・明政会として、同じ会派に所属していた前議員が前代

未聞の不祥事を起こしたことに対して、心よりお詫び申し上げます」とあります。 

 また最後に、「二度とこのようなことが起こらないよう、所属議員６名は政治倫理の大切さを再確

認する中で、国立市政発展に向けて邁進する所存でございます」というふうに締めてございます。こ

れは明政会の６名の年初に当たっての決意でございます。その際に、先ほど「度重なる」というとこ

ろの御指摘がありましたけれども、これはあくまでも私たちの決意をあらわす文書で、私たちは出し

たと思っておりますが、その点に関してはどのようにお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今、髙柳委員が言われたように、年頭の御挨拶だということを聞きましたので、

了承いたします。 

○【青木健委員長】 ほかに。よろしいですか。 

 それでは、委員長からお伺いをさせていただきたいと思います。さまざまなやりとりがこの「粗探
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し」ということについて行われましたけど、退職した職員について、御本人は謝れるものなら謝りた

いような発言もしておりましたけど、しかし、その前に気になる発言として、退職した理由は違うん

だというようなことを言っておられました。ハラスメントをした本人に、あなたのせいで仕事をやめ

るというふうに石塚議員は言われると思いますか。その点、お答えください。 

○【石塚陽一議員】 もう一度、済みません。 

○【青木健委員長】 ハラスメントをした本人に、あなたのせいで私は仕事をやめますというような

ことが言われると思いますか。その点についてお答えください。 

○【石塚陽一議員】 それは言えないですね。 

○【青木健委員長】 結構です。 

 それでは、これをもちまして……（「ちょっと一言だけいいですか」と呼ぶ者あり）何でしょう、

石塚議員。（「いいですか、許可していただいて」と呼ぶ者あり）石塚議員、どうぞ。 

○【石塚陽一議員】 きょうは皆さん方、大変お忙しい中、私のために特別委員会をつくっていただ

いて、いろいろと慎重調査、御質疑をいただきありがとうございました。私も皆様方からの御指摘を

受ける中で、また、誠心誠意、一生懸命働かせていただきたいと思いますので、本当にきょうはあり

がとうございました。よろしくお願いします。 

○【青木健委員長】 それでは、以上で本日の石塚議員への質疑を終わりますが、ここで委員外議員

の発言についてお諮りいたします。本件について、引き続き調査の必要から石塚陽一議員から説明を

聞き、その期間は調査が終了するまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、調査が終了するまで、石塚議員から説明をお聞きすることに決定いたしました。 

 それでは、議題１の石塚陽一議員への質疑を終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木健委員長】 これをもちまして、本日の調査特別委員会は散会とします。 

午後３時２７分散会 
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  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和元年９月２６日 

 

 

 

石塚陽一議員の選挙運動用ビラについて、正副議長による聞き取

り調査の報告を受け新たに生じた疑義等に対する調査特別委員長 

青  木     健 
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