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令和元年１０月９日（水） 場所 委員会室 
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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) 選挙運動用ビラにある「潔白」という言葉の不適正な使用理由を明らかにするための石

塚陽一議員への質疑

(2) ９月26日開催の特別委員会における調査の取りまとめについて

(3) 次回開催日について
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午前１０時開議 

○【青木健委員長】 おはようございます。皆様方におかれましては、４日間にわたる決算審査の後、

大変お疲れのところ御参集を賜りまして、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させ

ていただきます。 

 初めに、石井議長より御挨拶をお願いしたいと存じます。 

○【石井伸之議長】 皆様おはようございます。青木委員長、そして小口副委員長を先頭に、そして

また各プロジェクトチームの皆様におかれましては、９月議会閉会後、またこの決算特別委員会の大

変お忙しい中にもかかわらず、こうして何度となく集まっていただき、今後の委員会審査に向けた慎

重な取り組みをしていただき、心から感謝を申し上げます。 

 今後とも、この本調査特別委員会の中でしっかりとした結果が得られるよう、皆様に丁寧な質疑を

していただきますように心からお願いをいたしまして、一言挨拶とさせていただきます。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。 

 それではここで、関口委員より発言の許可を求められておりますので、これを許します。関口委員。 

○【関口博委員】 発言の時間をいただきましてありがとうございます。 

 さきのプロジェクトチーム１の特別委員会での私の発言で、議事録の初校で確認したところ、セク

ハラ・パワハラについて私の認識と異なる発言を私がしていることが判明しました。議事録の修正を

お願いしようとしたところ、閉会中の特別委員会の発言の修正、削除はできないということなので、

ここで改めて発言させていただきます。 

 市長部局が認定した、石塚議員が職員の腰に手を回したことについて発言したところです。議事録

の初校を読みます。「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い

のかなと。抱いたりなんかすればそれは問題ですけれども」という発言のところです。言葉が足らず

に、これでは私がセクハラを容認している発言となっています。私のセクハラについての意思を申し

上げます。 

 相手の人格、人権、意思を無視したり、一方的な思い込みや無意識のうちでも女性の体にふれるこ

とはセクハラに当たると私は認識しております。ここで改めて発言させていただきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○【青木健委員長】 ただいまの発言のとおりでありますので、御了承願います。 

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

 議題(1) 選挙運動用ビラにある「潔白」という言葉の不適正な使用理由を明らかにするための石塚 

陽一議員への質疑 

○【青木健委員長】 それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 本日の議題でございます。選挙運動用ビラにある「潔白」という言葉の不適正な使用理由を明らか

にするため、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、プロジェクトチーム２、重松委員より発言をお願いいたします。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございます。それでは、調査目的の２にあります選挙運動用ビラに

ある「潔白」という言葉の不適切な使用理由を明らかにすることにつきまして調査をさせていただき
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ます。 

 この調査を担当いたしますのは、私、重松をリーダーとしまして、高原委員、藤田委員、稗田委員、

藤江委員、髙柳委員、青木委員、以上７名で担当させていただきます。 

 進め方につきましては、まず石塚議員におかれましては、途中でぐあいが悪くなられたとか、水分

補給ですとか、遠慮なくおっしゃっていただければというふうに思います。 

 また、今回の件については、被害を受けた方がいらっしゃいますので、二次被害にならないように

質疑においても答弁においても注意をしていただければと思います。また、職員や市民の公開されて

いない個人情報について言及されないように、くれぐれも気をつけていただければと思います。 

 今回の質疑に当たりまして、事前に、はい、いいえで答えられるような質疑については、二者択一

というような形で質問シートを石塚議員にお渡ししまして回答いただきました。二者択一の質疑に答

えたものですので、誤解を避けるために、質問シートを単体で一般に供覧できるような公表について

はお控えいただくように、皆さんにお願いしたいと思います。 

 それでは、これから私たちのプロジェクトチームの２のほうで、おおむね60分間質疑をさせていた

だきます。その後、若干５分ほど休憩をとらせていただきます。その後、おおむね25分程度、プロジ

ェクトチーム以外の委員の方からの追加の質疑を行いたいと思います。 

 まず最初に、プロジェクトチームとして質疑をするに当たって、事前の質問シートの回答全体に対

して、石塚議員のほうから全体的な説明ですとか訂正ですとか、二者択一になっておりますので、そ

れぞれの言い分がおありだと思いますので、御説明願いたいと思います。 

○【石塚陽一議員】 おはようございます。皆さん、決算委員会でお疲れのところ、また私のための

特別委員会ということで御出席賜り、ありがとうございます。 

 では、これから担当の責任者の方の要望に応えた中での、この質問シートについてお話をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 これは、先週の金曜日の日にきょうの担当の責任者の議員さんからいただいたんですけれども、二

者択一という形の中で活字にすると非常に言葉の表現が厳しくなってきているというところで、一応

今週の月曜日の朝にお話をさせていただいて、そこに私がちょっとニュアンス的に違うようなところ、

言葉で、活字にすると断定的になるのですごく強い印象を与えますので、その辺のところを加味した

中で回答させていただいておりますので、御説明いたします。 

 まず、選挙運動用ビラについての１番のところの１ですけども、これは「はい」ということで答え

てございます。 

 ２番目のところの２－(1)です。石井議長報告書の云々というところでは異議がないということで、

これも「はい」と答えてございます。 

 それで、２－(2)のところで、この国立市議会がこれまで議員の一連の行為云々ということでいろ

いろ書かれておりますけれども、その中のほうの最後の行に、現在でも中川議長事実確認2017年、平

成29年の掲載内容全般について御異議ありませんかというところについては、資料は何も手元になか

ったんです。それで、２年前に中川元議長さんのいろいろ質問を受けたときの部分を、きのう初めて

重松議員さんからいただきまして、これを見たところでございます。その中で、これを見る前に回答

を書いてありますけれども、私が主張したところがまず受け入れられていなかったというところで、

一部誤解的なところの中でも、結局、女性の方の意見が当然だというような形の中で書かれていた。

後から私が声をかけたことが、しゃべったことがセクハラに該当するということになった、これはそ
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れ以降でわかったわけです。その時点でそれが該当するのであれば非を認めて謝罪をしますというこ

とになっておりますので、ここは一応三角のところで「はい」のほうに答えさせていただいておりま

す。 

 それから、潔白についての３－(1)のところは、選挙運動ビラのエミアンテナのコラム中の父は潔

白ですというところ、これは石井議長の報告書のとおり、丸ということで回答させていただいており

ます。 

 ３－(2)、つまり潔白のあかしとはというところで、このセクハラ行為がなかったことではなく、

セクハラ行為の責任をとって辞職したことを指していますかということで、このセクハラ行為という

のは、そこで指摘をされて初めてセクハラに該当するんだと、私の発言が該当するんだとわかったと

いう形の中で答えたということで、ここは三角になってございます。 

 それから３－(3)、石井議長報告書の無罪を意味する潔白のあかし云々というところは、これは丸

ということでお答えさせていただいてございます。 

 それから３－(4)の、御自身の認識は、エミアンテナコラムの執筆者と同じですかというところは、

今までの中でも皆さん方に御説明しました。ちょっと受け取り方、ニュアンスが、私と、それから私

の娘との考え方で、娘の父を思う気持ちのほうが強く出たということで、ちょっとニュアンスは違う

んだということで三角にしてございます。 

 ４番目、セクハラ・パワハラ行為についてということで、４－(1)、過去に職員に対してセクシュ

アルハラスメントやパワーハラスメント行為を行ったことは間違いありませんかと、これは結果とし

てそれに該当したということで、その非は認めているわけですから、ここは三角につけてございます。 

 それから４－(2)、御自身が非を認め深く反省して二度と行わないとする職員のセクハラ行為につ

いては、石井議長報告書云々というところですけれども、この中で、セクハラ行為①として記載され

た年齢、婚姻の有無、それから彼氏の存在を尋ね、その気があれば履歴書を持ってくるようにと伝え

たように話したことは事実ですかということで、ここは文書足させていただいて丸にしてございます。 

 それから４－(3)、セクハラ行為について、これはセクハラ行為であったと認めますかということ

で、結果としては、そういう今の法の中ではセクハラに該当するということで、これは表示をしてあ

ります。 

 それから４－(4)のところは、セクハラ行為②として記載した飲食の場における身体的接触につい

て、石塚議員は肩をぽんぽんとたたいたと認識して間違いありませんか、これは丸です。 

 ４－(5)、４－(4)の②のセクハラについて、セクハラ行為であったというのを認めますかという、

当初やったときはセクハラとは自分では思っていないわけです。結果としてセクハラに該当したとい

うことになったわけですから、これは三角にさせていただいております。 

 ４－(6)、石井議長報告書と中川議長事実確認では、言及された「セクハラ行為」が幾つか異なり

ます。幾つか異なりますって、それは何だかちょっとわかりませんでしたので、ここのところは三角

にしてございます。 

 ４－(7)、中川議長事実確認に言及された行為について確認します、女性職員の上司を介して女性

職員のみを食事に誘った事実はありませんかということで、これは三角でつけてございます。 

 ４－(8)、仕事中に内線電話を使い、あるいは対面して女性職員に複数回飲みに行こうと。飲みに

行こうという言葉は一切使っていませんから、これは食事に行こうというようなことで言ったという

ことで、「いいえ」のところに丸をつけてございます。 
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 それから、４－(9)、上司を介した女性職員のみとの酒が入った食事会の場で、酒を勧めたり、酔

いに乗じて職員の胸の大きさについて話したり、いわゆる下ネタに属する話をしたりすることはあり

ませんでした、これはないということで「いいえ」に丸がついています。 

 ４－(10)、女性職員がいる課に来て、職場全体に聞こえるぐらいの声でという、これはちょっと誇

張過ぎる言い方です。普通にしゃべっております。飲みに行こうかという、これは飲みに行こうかじ

ゃなくて、おいしい刺身だの食事に連れていってあげるよというようなことで日程調整を行った事実

はありませんかということですから、「いいえ」のほうに丸がついております。 

 それから４－(11)、女性職員１人をタクシーに乗せ、カラオケやスナックに連れていった行為を認

めますかということ、これは国立駅まで送る途中で、よかったら歌でも歌うというふうな形で誘った

ということで、これは「はい」のほうで丸がついております。 

 それから、４－(12)、職員以外の市民の方や議員にセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン

トをしたことありますかと、これは「いいえ」のほうに丸がついております。 

 ４－(13)、議長の報告にあったこと以外に、公職選挙法に抵触するおそれがある行為をしていませ

んかと、これは表示するところが間違って、先ほど責任者の方にお話ししましたけど、「はい」のほ

うに丸を、左側に移してください。私のほうの一応言葉の解釈、あるいはニュアンスの取り違えから

出てきた中で、一応回答させていただいたということでよろしくお願いいたします。以上です。 

○【重松朋宏委員】 ありがとうございました。何分、２年前のことですので、記憶違いのこともあ

るでしょうし、そうした中で、質問の修正も含めてお答えいただきましてありがとうございました。 

 それでは、順次、大きく２つの内容について質疑したいと思います。 

 １つは、潔白のあかしの意味にかかわることですけれども、２年前のセクハラ行為についてです。

もう１つが、そのことを潔白という形で表現をされたことについてです。何点か質疑させていただき

ます。 

 まず、セクハラ行為とされたことについてですけれども、事前質問の３－(1)におきまして、石井

議長報告書４ページに記載された潔白のあかしの意味が、２年前に議員辞職したことで職員へのセク

ハラ行為に対して責任をとったことを意味しているということが改めて確認されました。それでは、

２年前に責任をとったセクハラ行為とは、具体的にどのような行為でしょうか。年齢、婚姻の有無、

彼氏の存在を尋ね、履歴書を持ってくるように伝えたこと以外にありますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今、重松委員さんが言われたこと以外ではないと思います。 

 それから、先ほども言ったように、履歴書を持ってこいというようなことは一切言っていません。

その気があるんだったら履歴書を書いてというふうな表現はしております。 

○【重松朋宏委員】 わかりました、ありがとうございます。 

 それでは、質問の４－(7)や４－(8)で確認されました、上司を介して女性職員のみを食事に誘った

り、仕事時間中に内線電話や直接対面して複数回女性職員を食事に誘ったという行為について、現在、

どうお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今考えれば、それは本当によくないことだというふうに認識しております。し

かし、そのときに、ただ、ここに書かれているように、完全に食事に誘ってあげるというだけのこと

じゃなくして、ほかの用件もある中でお話をし、依頼をして、それで食事を誘ったということは事実

であります。 

○【重松朋宏委員】 それでは、４－(11)で確認されました女性職員をタクシーで国立駅まで送る途
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中で、よかったら歌でも歌おうといって１人をカラオケスナックに連れていかれた行為について、ど

うお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 このときも、２人のちょうど女性の職員の方がいて、１人はこの市役所近くで

お住まいと、送ってさしあげて、その後に、国立駅に向かうときに言ったわけですけれども、今考え

ればよくなかったなということで深く反省しております。 

○【重松朋宏委員】 それでは次に、石井議長報告書にセクハラ行為の②とされております飲食の場

に置ける身体的接触について伺います。 

 事前の質問、４－(4)及び(5)の回答から、石塚議員は肩をぽんぽんとたたいた程度であるとの認識

を示し、腰に手を回したということを否定されています。 

 一方、市長部局が実施した調査では、職員の証言から、腰に手を回したことと、「それってセクハ

ラじゃないですか」とたしなめた職員がいたことを認定しています。認定のもととなった複数の職員

の証言について、前回、９月26日の委員会において、石塚議員は、事実誤認であると答えられました。

改めて確認したいと思いますけれども、行為を見た、あるいはたしなめたと証言した複数の職員が全

員虚偽の証言をしているということでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 虚偽の証言というより、その席では大分ざわめいていたと思うんです。それで、

該当する女性の方は私の隣には座っておりませんから、そういうふうに肩に手を回して腰に手が行っ

たというような事実はないということを、私は申し上げた次第です。 

○【重松朋宏委員】 石塚議員は、そのような事実はないと答えられていますけれども、一方で、複

数の職員がそれを見た、あるいは「それってセクハラじゃないですか」と証言をされています。この

証言が事実無根であるという認識でしょうか。 

○【石塚陽一議員】 事実無根と断定する以前に、ざわざわしている中で、恐らくその方たちはお酒

を飲んでいたと思うんです、ほかの男性の職員たちは。ですから、その辺のところで、私はちょっと

ほかの複数の職員の方たちの認識が違うんじゃないかなというように思っています。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。 

 次に、食事会の席上での言動について伺いたいと思います。前回、９月26日の委員会において、石

塚議員は、何度もセクハラ被害を受けた職員に対して市当局は事情聴取をしていないと強調されてい

ますが、本当でしょうか。そもそもセクハラ被害を受けたという当事者の訴えが市当局に寄せられな

ければ、２年前に被害職員が退職することも、石塚議員御自身がセクハラ行為で事情聴取を受けるこ

ともないはずです。 

 そこで、市当局が被害を受けた職員から事情を全く聞いていないと石塚議員がおっしゃる、その根

拠は何でしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その根拠というよりも、きのう、重松議員さんからいただいたこの情報開示で

いただいた中で、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○【重松朋宏委員】 石塚議員、個人情報にかかわることについてはおっしゃられないでください。 

○【石塚陽一議員】 でも、それはある程度、固有名詞は出さなくても、その状況を説明しなければ、

私は、逆にかつての上司の方が、その職員が入庁したときの上司だったらしいんですね。非常にかわ

いがっていたんだと推測するんです。ですから、私が聞いた話では、今までの調査の中で、結婚をす

るんでしょうというふうなことで、結婚したらお祝いをあげようと思って電話をしたらしいというお
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話は聞きました。そうしたら、そうじゃなくして、しつこく２回、３回聞いたら、いや、結婚じゃな

いんですと。それで、今先ほど言ったような理由を言われたらしいんです。その後に、結局在職中に

石塚議員から、もし結婚するような気持ちがあるんだったら、頼まれていたようでいるから、御紹介

してあげるよというような会話があったと。そこで、何て言ったのという言葉で、今回、指摘されて

いる結婚者を紹介してあげるよというようなことと、それから紹介するには年を聞かなきゃいけませ

んから、年、何歳、その２つが両方ともセクハラということで、事が大きくなって、これを受けた、

連絡したかつての上司の方が、現在の議員さんのほうに連絡をして、それからこれが発覚して、私の

耳に入って、当然、２年前の５月の調査に中川元議長さんのもとで及んだんだと、私はそう認識して

おります。 

○【重松朋宏委員】 御本人が辞めるときの理由が違うということだけおっしゃっていただければ、

具体的なことは個人情報になりますので気をつけていただければと思います。 

 議会で問題になった経緯はそのとおりだと思いますけれども、そのことを受けて、市の当局が御本

人から事情聴取をしていないと、被害を受けたとされる方から一切事情聴取を受けていないというふ

うに認識しているということでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 私は、そういうふうに認識しております。ですから、中川元議長さんのもとで

も、私が一番先に出した言葉は、当時の雰囲気からすれば、そのような気配はなかったから、御本人

に連絡をとってくださいということ、これをたびたび言っていたことは、皆さん方のお耳にも入って

いると思うんです。また、報告書の中でも、私の言い分の中にも書いてあったと思うんですけれども。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。 

 それでは次の質疑に入ります。前回、９月26日の委員会において、石塚議員は、かつて市役所内で

女性職員に対して、よかったら考えてって肩をちょんちょんとされたとか、食事会の席上で、食べて

よとか、料理が来るということで、肩はよくちょんちょんというような形でされていた。普通にやら

れていたというような発言をされていました。 

 そこで、女性職員に対して、腰に手を回すということではなくて、日常的に肩をちょんちょんする

という行為については、どうお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 女子職員に限らず、男性の職員の方でも、私、よく、何か物事を頼んだりする

ときとか、またやっていただいたりしたときにも、ありがとうねとかいう形でよくやっていました。 

 ですけれども、今回、やはり、それも肉体に触れたということでセクハラということだから、これ

は戒めなきゃいけないなという反省の念です。 

○【重松朋宏委員】 それでは、そのことを潔白という表現をされたことについて伺いたいと思いま

す。 

 一般論としてお答えいただければと思うんですけれども、選挙において、候補者が潔白だと主張し

ているとき、有権者はどのように受けとめると思われますか。事実無根だと主張していると受けとめ

るのではないでしょうか。一般論として伺います。 

○【石塚陽一議員】 ちょっと今の御質疑なんですけれども、潔白だということが事実無根なんてい

うことは、私、一度も言っていませんよね。 

○【青木健委員長】 今、一般論としてということでお伺いをしています。 

○【石塚陽一議員】 一般論としても、潔白だと、私が言った言葉じゃない、娘が書いた言葉ですか

ら、私は一切…… 
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○【青木健委員長】 ですから、一般論としてということでお伺いしています。 

○【石塚陽一議員】 ですから、それはニュアンスの取り方で、よくなかったことだということで反

省していますということは、前に言っております。 

○【重松朋宏委員】 それはニュアンスの取り方で、事実無根だというふうに有権者が受けとめると

いうことでしょうか。それとも、そうは受けとめないということでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 そういう、単純にそのようには、事実無根だとは受け取らないと思います。や

はり、かつて報道されているようなことも全部出ているし、あれだけ各紙にも、新聞にも大きく載せ

ていただいたわけですから、それは承知して、その前提の中で今を見ていただきたいという意味だと

思うんです。 

○【重松朋宏委員】 ここまで一般論として、今回の件と別にしてということなんですけれども、ど

うしても御自身の件について考えざるを得ないと思いますので、今回、石塚議員の選挙運動用ビラを

見た有権者は、「父は潔白です」との表現を見て、どのように受けとめたと考えられますか。特に石

塚議員に１票を投じた有権者は、過去のセクハラ・パワハラ行為に対して責任をとって辞職し、反省

していると受けとめたというふうに考えますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは、非常に私も判断しかねる言葉ですけれども、過去に起きたことを念頭

に置きながら、これから先を見て、こういう判断を有権者の方は判断していただいたんじゃないかと

思います。 

○【重松朋宏委員】 それでは、事前質問の３－(3)で、選挙運動用ビラで潔白との表現を使われた

ことにより、有権者に誤解を招いたと現在では認識されているということが確認されました。 

 それでは、なぜ有権者の判断を仰ぐ選挙運動において、無実のニュアンスを持つ潔白という表現を

されたのでしょうか。選挙期間中に何らかの方法で訂正はされなかったのでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 選挙中には、このビラについて、私自身、申しわけないんですけれども、疑義

を持つようなことは一切なかった。逆に、それこそ候補者で出たところ、いろいろと妨害的というか、

やじられて選挙活動ができなくなった状態ですから、私としては、中途半端な選挙活動で終わっちゃ

ったというのが事実です。 

○【重松朋宏委員】 わかりました。私からの質疑は以上です。プロジェクトチームの他の委員から

の質疑に回したいと思います。 

○【石塚陽一議員】 先日の会議のときにもお話、重松委員からいろいろされましたけど、私、ここ

で一生懸命、被告席の立場で答えているから、メモもとれないんですけれども、議事録の写しか何か、

皆さん、持っているんですか。持っていたら、私にも見させていただきたいと思うんですけれども。 

○【青木健委員長】 現在、ありません。 

○【石塚陽一議員】 さっき、関口委員さんのところは、関口委員さんが気がついて当局のほうに原

稿を下ろしてもらって見たんですか。 

○【青木健委員長】 議事録はありません。 

○【石塚陽一議員】 ちょっといいですか、委員長。今ここでいろいろやって、前回のときの分を言

われても、本当に頭の中、それこそ錯綜しちゃってて、いつ何を言ったという、それが定かに出てこ

ないですよね、２年前のときから踏まえて。ですから、もしそれがあるんだったら、それを見させて

いただければ、それを見ながら、このときはこうだったと思いますということは言えるんですけれど

も。 
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○【青木健委員長】 後日、お渡しすることになると思います。 

○【石塚陽一議員】 了解しました。 

○【青木健委員長】 私の手元にはございませんので。 

○【石塚陽一議員】 申しわけありません、よろしくお願いします。 

○【青木健委員長】 それでは、引き続きお願いします。青木委員。 

○【青木淳子委員】 石塚議員、本日もお疲れさまでございます。よろしくお願いいたします。 

 では、お尋ねいたします。２年前に行ったセクハラの行為について、石塚議員は２つをお認めにな

っています。それを認めて辞職をされたというふうにおっしゃっていると認識しております。市長部

局の調査と、中川元議長の事実確認ですね、ここには石塚議員との主張に大きな隔たりがあると感じ

ざるを得ません。４－(4)ですね、質疑をさせていただいた４－(4)、身体的接触は、肩をぽんとたた

いたことを認められていらっしゃいますが、副市長名で出された調査結果につきましては、ここでは

お酒の入った食事会、そこは言及しておりませんけれども、肩や腰に手を回したと複数の職員の方が

証言をされています。これは認められていらっしゃらないことであります。 

 この、執行機関が副市長名でまとめられた文書ですね、この文書、うそだと言われていますけれど

も、もしこれが偽りがあるとすると、これは大変逆に問題であるというふうに考えますが、私として

は、この執行機関が副市長名で出された文書は信頼性の高いものだというふうに認識しております。

この隔たりについて、どのようにお考えになりますか。 

○【石塚陽一議員】 今、青木委員さんが言われた、市長部局から出てきたという書類はどこにあり

ますか。この間いただいた市長部局の調査結果という、６月20日、竹内副市長さんの……（「そうで

す」と呼ぶ者あり）この文書の中でも、もう私がこの間、全体のときにいただいて表示してあります

けど、この中にも、この文書を見ただけでも誤りがあります。例えば、１番、①のところの２行目、

①の中の２行目のところに、知り合いの自治会長の息子なんて、私、自治会長の息子なんて一言も言

った記憶もないのに、勝手に言葉がここに入ってきている。 

 それから２番目のところの市長部局の調査、平成29年２月７日の飲み会のとき、飲み会なんていう

のは一切やっていない、食事会でやっているわけですから、こういうふうに副市長がやっている文章

だって言葉が違っているんですよね。 

 その中に書いてある今の②のところの下から３行目ですか、複数の職員の証言から、石塚議員に対

して具体的にどの行為に対しても明らかでありませんでした。それはセクハラじゃないかとたしなめ

た職員もいたと認定、私はざわざわしていてその辺の記憶はないということは前から言っているし、

そういったところの行為、さわるようなことはしていないということは明言しています。 

○【青木淳子委員】 飲み会ではないとおっしゃいましたが、お酒を飲まれたというふうに証言をさ

れています。御自身は認識がなかったというふうに今おっしゃいましたが、では、複数の職員はうそ

をついたというふうに認識をされているということですか。 

○【石塚陽一議員】 うそをついたとかつかないとかいう以前に……（発言する者あり）そこを答え

ない、だから、私は今真摯に、自分の記憶を思い出しながら話をさせていただいているわけです。 

○【青木健委員長】 どうぞお続けください。 

○【石塚陽一議員】 だから、この文書は、違っているとか云々と否定する以前の問題として、じゃ、

市長部局も、私に一度でもいいから事実確認で、これを出すんだったら、私を呼んで、どうですかと

いうことを言っておけば、私はちゃんと釈明する場でしたと思うんです。そういう機会も何もなくし
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てこれが出てきて、これは、それこそ行政のトップのあれですから優先であるという、それはちょっ

と違うと思うんです。加害者になった私のほうにも、どうだったんですかということで、こうこうこ

ういうことでって１つずつ確認をとっていただければよかったと思います。以上です。 

○【青木淳子委員】 石塚議員の主張では、市長部局が職員に対して一方的な、市長部局から職員に

対してだけの調査だから、これは信憑性がないというような表現をされていたかと思いますけれども、

執行機関が副市長名で出された文書であります。これは大変重いものであると思いますが、執行機関

が出される副市長名の文書、これに限らず、事実誤認があるというふうになったとき、石塚議員はど

ういうふうにお考えですか。 

○【石塚陽一議員】 私としても、ちょっとお答えのしようがありません。 

○【藤田貴裕委員】 では、質疑いたします。 

 私たちのシートで書いてあります４－(8)ですけれども、仕事中に内線電話を使い、あるいは対面

して女性職員に複数回食事会に行こうと誘ったことはあると、複数回あるというふうに考えてよろし

いですか。 

○【石塚陽一議員】 これは、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、ただ食事に行こうと

いうのみじゃなく、食事に行こうということだけ誘ったんじゃなくして、ほかの用件の連絡を兼ねて

一緒に言ったときに、ついでにこれを言っているというふうに認識していただきたいと思います。 

○【藤田貴裕委員】 その仕事のついでに言ったみたいですけれども、そのとき、当該職員が、例え

ば言葉が詰まったですとか顔色が変わったですとか、事実上の暗黙の拒否をしているとか、そういう

ことはなかったですか。 

○【石塚陽一議員】 私の認識ではなかったと思います。 

○【藤田貴裕委員】 結局、この履歴書というのは出されたんですか。 

○【石塚陽一議員】 出されていません、いただいていません。 

○【藤田貴裕委員】 それだったら、もうこの話はやめてほしいというふうに思うのが普通だと思う

んです。そういうふうなことを考えて、じゃ、これからも食事会に誘うのはやめようとか考えるのが

普通だと思うんですけど、そういう認識はなかったんですか。 

○【石塚陽一議員】 この該当する職員の方と食事会に行って、それ以降にまた大勢の部長さんとか

役職の方たち、一緒の会のときですから、時間的に差がないわけです。ただ、私としては、以前にも

お話ししたように、私がそういうふうに問いかけをしたことに対しては、何ら肯定も否定もされなか

ったと。だから、私は、ついつい声をかけて、どうなのということをやったということは、前にお話

しさせていただいていると思います。 

○【藤田貴裕委員】 次に、副市長が出した市長部局の調査結果についてお伺いしたいと思います。 

 ②の中で、市長部局の調査としては、「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

たと認定しているようですけれども、もし何らかの行為がなかったら、そういう発言はないのかと思

うんです。そういう面では、この２月７日飲み会、当該女性は、今の話ですと、石塚議員とは違うと

ころに座って、隣には座っていなかったようでありますけれども、ほかに女性の方が座っていたとか、

そういうことはなかったんですか。 

○【石塚陽一議員】 左側のほうに、女性が隣に座っていました。ほかの職員が。 

○【藤田貴裕委員】 その女性の方に、そういう行為があって、この調査結果になっているというこ

とはないですか。 
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○【石塚陽一議員】 それはないと思います。 

○【藤田貴裕委員】 御本人はないということと、市長部局のほうで、ちょっと食い違いがあること

はわかりましたけれども、隣には女性が座っていたということもよくわかりました。 

 石井議長が聞き取り調査をされたときに、１個１個確認をして、これは間違いないですかというふ

うな形で報告書をつくったと私は認識しております。その中で、何回か聞き取り調査の中確認をされ

て、さらに最終回でも確認を求めたところ、合意が得られたというふうに、私は議長の報告に聞いて

おります。 

 先ほど来、このセクハラの、腰をさわったですとか、「セクハラじゃないですか」という声があっ

たことについては、ざわざわしてよくわからないと否定されています。前回聞きましたけれども、な

ぜ議長が聞き取り調査をしているときに、しかもこの議長の報告書の中で、石塚議員のセクハラ行為

に対する認識、あるいは相違点、これははっきりと文書にしているにもかかわらず、なぜそこで明確

な反論をなされなかったのか、もう１回伺ってよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 まとめのところに、最後の10回目か11回目の調査のときに、報告書の中にこれ

を書きますということで、口頭でしゃべられた部分は聞いておりましたけれども、私は別に具体的に

それをどう提起して、どこが何が何をというふうなことで追及することもなく、それは了解しており

ます。 

○【藤田貴裕委員】 そこで了解して、ここで反論されると、ちょっと私はよくわからないんですけ

れども。 

○【石塚陽一議員】 了解しているというよりも、結局、私はセクハラと思わないで会話をしていろ

いろした行為がセクハラに今の時代では認定されたということだから、そこでセクハラというふうに

言われてもしようがないなという、自分自身の諦め。だから、もう二度とそういうふうに誘ったり、

職員の方に出るようなことはしないというふうに決めたわけです。 

 ですから、２年間悩んで、それこそ表にも出られないような時期が数カ月間もあったわけです。そ

ういう中でも、早くこの問題を片づけていただきたいなと、私はそういう思いがあるから、妥協じゃ

ないですけども、容認して、わかりましたという、そこで集約してください――集約してくださいと

いうようなニュアンスがいいかと思うんですけれども。 

○【藤田貴裕委員】 妥協して集約してくださいと、そういうような認識だったということですね。

よくわかりました。 

 選挙ビラについてちょっとお聞きしたいんですけれども、御自身の選挙であるにもかかわらず、家

族の方が意見を書いているんですよね。これは何か意図があったんですか。 

○【石塚陽一議員】 別に何の意図もありません。ただ、私、皆さん方がそれぞれ出している自分の

レポート、報告書があると思うんです。私がいつも書いている文書だけじゃなかなか支援者の方たち

の御期待に沿うかどうかわかりませんけれども、娘がこういう書く仕事もちょっとしておりますから、

そういったところから、ずっとレポートの中には、これを楽しみにして、継続して待っている方もい

たわけです。ですから、それと同じような意味で、これは私のレポートでもエミアンテナというのが、

２年前の議員を辞する前の定例会終わったところまでずっと続いて出ているわけです。ですから、そ

ういう意味で、この公選ビラにも、そういう一切制約はないということも確認しましたので、お父さ

ん、応援するなら書いてあげるよというから、それを受けたというだけです。 

○【藤田貴裕委員】 このビラを書かれたときには、既にセクハラ行為、年齢聞いたりですとか結婚
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の紹介をした、あるいは肩をぽんぽんたたいた、そのことはセクハラと認識した上で、このビラは書

かれたと。また、潔白という言葉を使ったことに対して、有権者を勘違いさせない点はおわびしたい

との見解が石井議長に示されておりますけれども、これで正しいか、もう１回伺いたいと思います。 

○【石塚陽一議員】 その発言をしたのは、その発言した時点では、そのとおり思っているから間違

いないです。 

○【藤田貴裕委員】 報告書の有権者に対して誤解、勘違いさせかねない点はおわびしたいという見

識もよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 はい、そのとおりです。 

○【高原幸雄委員】 それでは、何点か質疑させていただきます。私たちのプロジェクトチームにお

いては、石塚議員の質疑に対する回答としてわかりやすいようにシートで確認をさせてございました

けれども、先ほど全体のまとめの質疑については、重松議員のほうからさせていただいておりますが、

このシートの中の４－(1)ですね、今も若干触れられておりましたけれども、過去に職員に対してセ

クシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行った行為は間違いありませんかということについ

て、結果として該当したことになったと。この結果として該当したことになったということが(3)で

も(5)でも使われているんですけど、これは、ちょっと説明聞いて、私、十分に理解できないんです

けど、結果としてという、要するに「はい」ということじゃなくて、結果としてそうなったという、

返答というか回答というのは、どういうことなんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その結果としてというより、そういう行為をした時点のときには、セクハラと

私は思っていなかったわけです。でも、今回の件で、それがセクハラに該当するんだよ、あるいはパ

ワハラに該当するんだよということになって、ここで認識を新たに、自分はその以前からそういう会

話をしたりすることがセクハラに該当するんだったらしていなかったと思うんです。それを思わない

からしていたのであって、そういう意味で、私、ここにこう回答したんですけれども。 

○【青木健委員長】 石塚議員、申しわけございません。設問の４－(1)は、セクシュアルハラスメ

ント、またパワーハラスメントということがあります。設問の３と５についてはセクシュアルハラス

メントだけになっておりますので、パワーハラスメントにおいても、そのような認識かどうかをお答

えいただけますか。 

○【石塚陽一議員】 パワーハラスメントだと、結局、市民からの要望を担当の部署の方にお願いし

ていたら、それは何もしていなかったということで、そんなにあちこち聞こえるような声じゃないけ

ど、強く注意したことはあります。 

○【青木健委員長】 あちこち聞こえるような声ではないということで間違いないですね。 

○【石塚陽一議員】 あちこち、そんなに、例えばワンフロア全部聞こえるんじゃなくて、普段で会

話している、ちょっと声が大きかったかもしれませんけれども、その程度の。 

○【青木健委員長】 そういう認識で間違いないですね。 

○【石塚陽一議員】 はい。 

○【高原幸雄委員】 結果として該当したことになったという、この認識というのは、つまり、その

当時のセクシュアルハラスメント、あるいはパワーハラスメント行為を行った時点では、そういう認

識は自分自身にはなかったと。しかし、結果としてというのは、つまり、これまでの経過から見ると、

議会で石塚議員が過去に議員を辞職するという結果にも結びついているわけじゃないですか。その時

点では、どこの時点でその認識が変わったんですか。 
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○【石塚陽一議員】 やっぱり２年前のことが提起されて、それ以降、これはよくないんだという認

識で改めて改心をしたというか、その時点です。 

○【高原幸雄委員】 それで、じゃ、今現在は、そういう行為なりについては、どういうふうに認識

しているんですか。 

○【石塚陽一議員】 絶対にしてはいけないことだというように自分を戒めているのは事実です。い

つも言っているとおりです。 

○【高原幸雄委員】 それと、この議員辞職する際に、公選法の選挙用のビラにも書かれているんで

すけど、エミアンテナの中でも、私たちがその文書で受けるのは、「父は潔白です」という言い方自

身が、石塚議員が石井議長報告の中で無罪を意味する潔白のあかしという表現を使ったことについて、

勘違いされかねない点、おわびしたいという見解を示されたというふうにあるんですけれども、その

潔白という表現は、有権者に誤解を招いたという点では、非常に大きな、ある意味でビラの効果が得

られたのかなという気もするんです。この潔白という表現というのは、どうも私たちには、この文書

の中では、要するに、そういうことはなかったというふうにとれるんですが、それはここで言ってい

る勘違いされかねない点があったという認識で今も変わっていないんですか。 

○【石塚陽一議員】 もう一度、ちょっと要約して言ってみてください。 

○【高原幸雄委員】 要約して言うと、エミアンテナの中で、潔白という表現を使ったことについて

は、いわゆる無罪というような、勘違いされかねないという意味でおわびしたいという見解を、石井

議長の報告書の中では石塚議員が述べていますよね。それは、結果的に潔白という表現は有権者に誤

解を招いたという点では、今でもエミアンテナで言っている潔白というのは、ここで言う無罪を意味

するという意味ではないんだということを言っているんですけど、それは今でもそういう認識なんで

すか。 

○【石塚陽一議員】 このエミアンテナ、娘が書いた文書というのは、これが今回いろいろ提起され

てから考えるに、娘は２年前に、お父さんは議員を、結局指摘をされて反省をして辞めたんだという

ふうなことで、それは１つの節目、区切りがついたというふうに娘はとっているかもしれません。だ

から、そういう意味で、ただ、選挙に出ることは潔白じゃなく、それでまた、なおかつ、娘も選挙に

出るのは反対したわけです。前回のときに言っていると思いますけど。でも、私の支援者の人たちが、

今ここのままじゃよくないから、やはりもう一度出て市民のために働いてよという声で、私はことし

の２月13日かにあった、選挙管理委員会の説明会にも誰も聞いておりません。そのときは出る予定じ

ゃなかったですから。それ以降、その説明会があったというのは出てから支援者たちがいろいろ何か

集まったみたいで、それで石塚さんにもう１回出てもらわなきゃというところで、私が、じゃ、出よ

うかなといったときにも娘は反対していました。お父さん、やめたほうがいいよと。ですけど、逆に

娘が考えたのは、今、そういうふうに支援者が言うことによって、お父さんがあそこで断念したら、

志半ばで挫折したわけだから、お父さん、悔いが残るだろうというような思いで言ったということは、

私は後から娘から聞きました。 

○【高原幸雄委員】 そうすると、潔白という表現の仕方自身は、要するに石塚議員の、そういうセ

クハラ・パワハラ行為によって議員辞職をしたという経過を否定する意味で使われたという点では変

わりないわけですよね。ここで誤解を招くというふうに。 

○【石塚陽一議員】 否定をしたんじゃなくして、結局、それは娘の頭の中ではけじめをつけたと思

っているんじゃないかと思います。２年前に議員を辞職して、ここまで２年間、表には一切そういう
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公に何も出ないでいたわけです。そこで１つのけじめをつけたんだから、じゃ、支援者の方が言うな

ら、私は出てほしくないけどしようがないということで出ることを容認したと思うんです。 

○【高原幸雄委員】 どうも私には十分理解できない部分があるんですけど、いずれにしても、この

ビラの中でも、石塚議員のこれまでの議員辞職に至る経過についても否定するような潔白という表現

を使ったということについては、依然として、意図的にその言葉が使われたというふうに私なんかは

理解するんですけど、そういう点ではどうですか。 

○【石塚陽一議員】 それは非常に私は残念だと思うんです。ですから、今回、このビラの問題が出

たときにも、地元とかほかの選挙のあれにも全部問い合わせをさせていただきましたけど、公選ビラ

に何を書いちゃいけないという、この間言っていました、制約はないと。例えば詐欺的な行為だとか、

個人を中傷するようなことはいけないけれどもということで、これに介して何の文書を書いたら、ど

ういう言葉を書いたらだめだということはないということは、私は、今回のこの問題が起きてから確

認をさせていただきましたけど、娘がどういう意味というか、それ以上は、私は今お答えのしようが

ないと思います。 

○【高原幸雄委員】 前回聞きましたので、それは。以上です。 

○【髙柳貴美代委員】 娘さんがけじめをつけて出たというふうに思っているのではないかというふ

うでしたけれども、そのことについて娘さんに確認をとられましたか、この文書に。 

○【石塚陽一議員】 確認というか、今回のこの問題がこの間の９月の冒頭に出たときに、娘に話を

したら、また娘と一緒に警視庁本庁に行っていろいろ相談したときにも、娘はずっと泣きっぱなしで

した。私が、いつもお父さんのレポートに書いていたことで、私が書いたのに、何でお父さんが言っ

たようにとられているのということで。ですから、娘としては、先ほども重複しますけれども、２年

前にそういうことを指摘されて、非のあるところはちゃんと謝罪しますと言って辞めたんだから、も

う、お父さん、けじめをとったんじゃないのかなと、けじめをつけたんじゃないのという意味でいる

ということは間違いないと思います。 

○【髙柳貴美代委員】 間違いがないということですね。それでは、先ほどセクハラ行為、またパワ

ハラ行為は絶対にしてはならない、絶対にしないというふうにおっしゃっていましたけど、どうして

それを、それまでは、悪いことではないと思って言っていたということでしたけれども、今後、絶対

にしてはならないと石塚議員が考える理由を教えてください。 

○【石塚陽一議員】 私が育ってきた――ごめんなさい、育ってきたと言うといけないでしょうけど、

年は大分とっていますから、育ってきた時代に得てきた感覚とは、今、全く法体系も違うし、また社

会の問題の中でも違うんだと。ですから、私は、くどいようですけども、本当にそういう会話をする

ことがセクシュアルハラスメントになるんだったら使わなかったと思うんです。そのときは、本当に

親切心の年寄りの、よがりじゃないですけども、いいことをしてあげているんだというような認識で

やっていたんです。けれども、結果としては、それが全部今の法の中ではだめだと。ですから、これ

からはそういうようなことは、どんなことがあっても、職員でも市民の方でも、一緒に行動するとか、

また自分からそういう会話の中で強いことを言うことはやめようというのは、心、決意して、今回の

選挙に臨んで出てきたということです。 

○【髙柳貴美代委員】 今お話しいただいているのは石塚議員のお気持ちだと思うんです。親切心で

やったと。相手の言われる方の気持ちになって考えたことはありますか。 

○【石塚陽一議員】 ですから、くどいけれども、今回の件も、その職員の方に私が言ったのは、本
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当に親切心で言っただけで、それ以上のことは考えていない。ただ、それに対し肯定もしなきゃ否定

もしないような態度をとられてたということは、その方、職員の方が、私が会話で話ししております

けど。 

○【髙柳貴美代委員】 済みません、もう一度教えてください。石塚議員のお気持ちはわかりました。

石塚議員がそのようにおっしゃったことによってという相手方の気持ちを考えたことがあるかどうか

を教えてください。 

○【石塚陽一議員】 その職員の方が、３月の末をもってやめたということを聞いたときに驚いたの

は１つあります。それはなぜかというと、その方がまだやりたいという海外のＯＤＡの話をしていて、

私がいろいろ相談に乗ってあげていたということも。 

 ほかの件があったから、私としては、そういうあれを持っていなかった。でも恐らくこの問題を提

起されたら、彼女は、もしかしたら、心の中にそう思っていたのかなということも時には考えました

けども、それがたまたまある方の電話で勃発しちゃったのかなと。だから結局、勃発という言葉は表

現悪いんですけれども、嫌だという意思表示が出てきたのかなというふうに思っています。 

○【髙柳貴美代委員】 嫌だという意思表示が出てきたということなんですけれども、そうではなく

て、石塚議員が相手の方の気持ちを考えたことがあるかどうか、ある、なしで結構なので、それだけ

教えてください。 

○【石塚陽一議員】 その時点ではなかったと思います。 

○【髙柳貴美代委員】 わかりました。 

 もう１問だけ教えてください。市長部局からの調査結果についてのこの内容に、事実と異なる点が

あるというふうに思われているということでしたけれども、これに対して、この文書に対して、石塚

議員が、こういうところが違うということを当局に対してお話しされたとか抗議されたとか、このこ

とに関して何かなさっておられますか、その後。 

○【石塚陽一議員】 一切、そういうことはしておりません。自分は議員の立場として議会のほうか

らの議長、副議長さんからのいろいろ調査、それに応じるだけで、こういった文書も、私、きのうも

らったんですから。きのうじゃない、前回のときに石井議長さんから副市長さんの文書ももらったの

で、一切そこにはアクションをしておりません。 

○【髙柳貴美代委員】 では、今後、何かしらの抗議をされるとか、そのような、今、アクションと

おっしゃいましたけど、アクションされるおつもりはございますか。 

○【石塚陽一議員】 何しろ、この件は、早く片づけて、私が犯してごめんなさいと言っているわけ

ですから、終了させていただいて、あとはかかわるようなことでどうのこうのということは、私もこ

れ以上やりたくはないと思っています。 

○【稗田美菜子委員】 簡単に何点かだけお伺いいたします。 

 多くの委員が聞いていますので、重ならないように聞きたいと思いますが、まず、一番最初の説明

の中で、最初にある質問シートの一番最後の項目、４－(13)、議長の報告にあったこと以外に公職選

挙法に抵触するおそれがある行為をしていませんかということに対して、当初、回答書の中では「い

いえ」のほうに丸がついておりましたが、訂正をされました。「はい」のほうに丸をつけてください

との訂正がありましたが、これは具体的にどういうことが該当されていると御認識なのか、なぜ訂正

したのかお伺いいたします。 

○【石塚陽一議員】 これ、おとといの夜、自分でさあっと丸とあれを考えながらつけていって、き
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のう、改めてまた見たら、あれ、あれということで、ああ、違うほうに鉛筆で丸つけちゃったなとい

うことで、けさ、担当の責任者の方にお話をさせていただいたところです。 

○【稗田美菜子委員】 具体的な内容は何ですか。どういう認識で変えられたのか。違うなと思った

何かがあったと思うんですけれども、それは何ですか。 

○【石塚陽一議員】 議長の報告にあったことに、公職選挙法に抵触するおそれがある行為をしてい

ませんかというのを、このしていませんかというところを自分で錯覚してとったんです。だから、結

局、冷静に見たら、ああ、これは違うよということで自分で直したというのにすぎないです。 

○【稗田美菜子委員】 していませんかで、していませんという意味で理解をしたということですね。 

○【石塚陽一議員】 そうです。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました。あと、他の委員からも多くありましたけれども、市長部局の

ほうから出てきた調査結果、これはなぜ石塚議員に調書を、聞き取りをしないかというと、市長部局

としては、職員の統率をするということで職員側からの聞き取りを、私自身が副議長だった時代にも、

中川さんが議長だった時代にしていただいております。そのときの経過も含めて、調査結果として、

ここで初めて文書として認定できるものについて限定して出てきたものです。 

 ですから、あの当時、２年前に、中川元議長と私とで聞き取りをさせていただいた内容は、被害者

もあることですので、表に出せることと出せないことと多くありました。その中で出せたことが、恐

らく認識されている２点のこと、それ以外にもあったと私自身は認識しておりますけれども、２点、

結婚相手の話と年齢を聞いたことということで表に出ていることだと思います。 

 ここで初めて第三者を含めた内容として市長部局側から調査結果が出てきました。となると、石塚

議員は、御自身の潔白なら潔白を、この場であったり、正副議長の場でしっかりと証明をしなきゃい

けない責務が生まれると思います。その中で、他の委員からも繰り返しありましたが、石井議長、望

月副議長の調査の中では、明確に否定をされていない部分がある。具体的に申し上げると、たしなめ

られたことに対して場がざわざわしていて記憶にないと。否定もされていなければ肯定もされていな

い。ましてや、食事会というふうに表現をしながら、当時、お酒を飲んでいたと。職員さんはお酒を

飲んでいたと記憶しているというようなことも、きょうおっしゃっていると思います。 

 そこで、改めてもう一度確認ですけれども、御本人としては、この「セクハラじゃないですか」と

たしなめられた職員がいたということを全く記憶していないということであるということと、肩のほ

かにも腰にも手を回したという事実が、先ほど他の委員からありましたが、隣に女性の職員が座って

いることは明確になりました。絶対にやっていないということを、ここで明言できるのかどうかをお

伺いいたします。 

○【石塚陽一議員】 しておりません。 

○【稗田美菜子委員】 わかりました、以上です。 

○【藤江竜三委員】 潔白というと、セクハラもパワハラも公職選挙法の違反もしていないことだと

いうふうに、一般的には受け取るのかなと思うんですけれども、石井議長の報告の中に、パワハラを

してしまった職員のフォローとして食事に誘い飲食代を全額支払ったことに対してはということであ

るんです。これは石塚議員としては何がいけなかったんだと認識していますか。 

○【石塚陽一議員】 私が頼んだことを全く放置して対応していただけなかった、それだったら行政

の職員としての価値がないんじゃないのと、もう少し、私が頼んだらメモをして、それがどういう状

況ならできるか、できなくてもいいと言ったんです。そういうことでいいんですよね。 
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○【藤江竜三委員】 石塚議員はそれがいい…… 

○【石塚陽一議員】 そういうふうなことのときに、何もしていなかったんで、それじゃだめじゃな

いのと。市民の税金をもらって我々と同じに生活しているんだからという言い方をしたときに、ちょ

っと口調、言葉を荒らげたかなとは思いますけれども。 

○【青木健委員長】 食事代を全額支払ったことについてどう思うかということの質疑でありますの

で。 

○【石塚陽一議員】 今考えれば、だめです。よくなかったことです。 

 食事代とか云々というのは、この間、前回もうお話ししてあるので、同じことは言わないんでほし

いんですけれども、告発されて警視庁、検察庁で長時間にわたって何日も事情聴取の中で説明をし、

市の職員も、全部該当者は本庁から来ていろいろ質問を受けているわけです。 

 そういう中でも、自分の非は認めて、どこまでが供されるかとか、いろんな問題があってやってい

るんで、でもいけないことはいけないことだから、もう二度とやらないということは、私は言ってい

るわけです。だから、その辺のところはちょっと御理解して御質疑していただけませんでしょうか。 

○【藤江竜三委員】 それですと、石塚議員がよく封筒を持っていろんな席にお金を置いて来るんだ

というようなことを言っていたような気もするんですけど、そういう飲み会の席に、今現在は、封筒

を持っていってお金を持っていくというようなことはしないと。 

○【石塚陽一議員】 以前は会費でしたことがあります。ですけど、もう２年前から一切やっており

ません。それでも、今、現実的に、私のところには、あの方がやっているよとかという情報も入って

きているのも事実です。 

○【藤江竜三委員】 会費で払っているということなんですね。それですと、盆踊りとかお祭りとか

に行く際に、どういった対応をとっていますか。 

○【青木健委員長】 藤江委員、済みません、議題から出ておりますので。この議題に沿った内容で

質疑をお願いします。 

 藤江委員、委員長において、議題の中での質疑をお願いします。無制限に内容を広げていいという

ことではありませんので、特別委員会は決められた所管の議題がありますので、そちらに沿って御質

疑をお願いします。 

○【藤江竜三委員】 パワハラに関係してなんですけれども、そうすると、４－(13)なんです。議長

の報告にあったこと以外に公職選挙法に抵触するおそれがある行為に、先ほどの会費の件とか関連し

ているんで質疑しているんですけれども、ちょっと石塚議員が手をあげていたのでお答えしていただ

ければと思うんですけれども。 

○【石塚陽一議員】 今、きょうのテーマ外だということですけれども、会費というのは、御案内に

会費というのでちゃんとうたっていなきゃ持っていっちゃだめなんです。ですけども、慣例的には、

私も踏まえて、ここにいらっしゃるような議員さん、あるいは今まで議員をやっていた方たちも、多

少は自分の食事代ぐらいで持っていったんじゃないかなと思うんです。でも、そういったことも本来

いけないから、今、この２年間も全部やめて、ことしの祭礼なんかでも一切何もやっておりません。 

 案内が来ても、会費が書いてなかったら出しちゃいけないんです。でも、出さなかったからってま

た問題になったことがありますよね、国立の市議会でも。 

○【青木健委員長】 よろしいですか、藤江委員。 

○【藤江竜三委員】 はい、大丈夫です。 
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○【青木健委員長】 よろしいですね。 

 それでは、ここで５分程度休憩に入りたいと思います。 

午前１１時１４分休憩 

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

午前１１時１９分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 質疑を続行いたします。上村委員。 

○【上村和子委員】 今のプロジェクトチームの方の質疑を聞きまして、確認したいと思います。 

 まず１点目です。結局、選挙用ビラに書かれた潔白という表現ですが、これは市民の皆様方に誤解

を招く恐れがある不適切な表現であったということで、まずよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 はい、そのとおりです。 

○【上村和子委員】 それでは、この選挙用ビラの中に、同僚議員のあら探しという言葉の部分も不

適切でありました。それに、市民に誤解を招く表現として、父は潔白ですの潔白というのも不適切な

表現であった、２カ所あったということを確認いたしました。 

 次に、続きまして、前回もそうですが、今回の調査を通して、市長部局から出された事実確認、結

局それが職員処分につながったわけですが、そこに対する職員の証言と、石塚議員の事実認識が全く

ぶつかっております。そうなりますと、調査委員会では、市長部局を招いて、その証言内容について

の信憑性を問うということをしなくてはいけなくなってまいりました。石塚議員も、そのことをお望

みでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 はい、どうぞ。 

○【上村和子委員】 それから３点目です。石塚議員は、これまで一貫して、御自分が行った認めら

れているセクハラ発言という言い方をされていまして、年齢を問うたこと、そして結婚相手を紹介す

るといったこの２つである、それ以外にはないとおっしゃっておられましたが、本日の質疑の中で、

肩をちょんちょんとたたいた、これもセクハラ行為であるということを認める旨の発言がありました

が、それでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 結構です。 

○【上村和子委員】 ということは、セクハラ発言だけではなく、肩をちょんちょんとたたいたとい

うセクハラ行為というのがあったということがわかりました。 

 さらに、もう一点、曖昧だったと思うところで事実確認をさせてください。本日の中で、上司を介

して女性職員のみを食事会に誘ったという行為に関して、三角ということですが、このような事実は

あったのかなかったのか伺います。もう一度ゆっくり言いましょうか。 

○【石塚陽一議員】 何番でしたっけ。（「４－(7)」と呼ぶ者あり） 

○【上村和子委員】 もう少し丁寧に言います。４－(7)です。中川議長事実確認に言及された行為

の中に、石塚議員は、女性職員の上司を介して女性職員のみを食事に誘ったという事実が出てきてお

りますが、それについてです。三角がついております。石塚議員の事実認識と違うところがあるのだ

ということだと思いますので、そこのところを説明してくださいということです。 

○【石塚陽一議員】 これは、当時の所属するところの部署の方を誘ったことはありまして、そのと

きに、男性の管理職、課長さんもお呼びしたけど、課長さんは都合が悪かったということで、私は、

女性だけじゃなくて、その課長さんも一緒に誘ったということで三角にしてあるということです。結
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果としては、２人。 

○【上村和子委員】 結果としては、女性職員のみだったけれども、石塚議員は、その上司の方を誘

ったということでいいですか。 

 ということは、その女性職員は、どうしてそこの食事会に来られたんでしょうか。上司の方だけで

はなく、その女性職員だけがそこに来るようになったいきさつについて、ちょっと石塚議員の事実認

識をお伺いします。 

○【石塚陽一議員】 この女性職員というのは、個人情報だから言えないのか。そうすると、いろい

ろと休職をしていろんな活動をしたりとか、また、私がよく市役所に夜会議で行きますと、ぽつりと

１人残って残業しているんですね。ですから、ときには食事でも誘ってあげようかという単純な発想

です。 

○【上村和子委員】 では、お伺いしますが、女性職員の側に立ってください。女性職員の側に立っ

たときに、上司から、議員からこのような誘いがあったけれども、食事会に行かないか、行ってくれ

ないか、そういうような声かけがあった場合、女性職員は嫌だなと思っても嫌だと言えなかったので

はないかというような推測が成り立ちますが、石塚議員は、そのような推測に関してはいかが思われ

ますか。 

○【石塚陽一議員】 そのように思われることもあったと思います。 

○【上村和子委員】 では、事実として女性職員のみと石塚議員との食事会があったことは事実であ

り、女性職員がみずから望んだかどうかということは別として、上司を介して女性職員がその場に行

ったということがわかりました。 

 複数ということは何人でしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その部署で働いている職員の方、お二人です。 

○【上村和子委員】 お二人であったということがわかりました。 

 最後、ちょっと１点だけ聞きます。表現の中で気になることがあります。どうしてそういう表現を

されるのか伺います。食事に連れていってあげる、この「あげる」という言葉の中に、石塚議員の認

識はどのようなものがあるのか伺います。 

○【石塚陽一議員】 あげるということに対しての認識って…… 

○【青木健委員長】 別に何も思われないですか。 

○【石塚陽一議員】 例えば、おいしい刺身などの食事に連れていってあげるって、これはちょっと

今、ぱっと書いたからあれですけど、連れていってあげるよというような意味で言った、単純にただ

それだけの意味だと思いますけど。 

○【上村和子委員】 連れていってあげるというのは、上の立場が下の立場に言うときの表現ではな

いんでしょうか。一緒に食べに行こうとか飲みに行こうという対等な関係ではなく、連れていってあ

げる、結婚相手を紹介してあげるという言葉に込められた、そこの認識は何なのかということを伺い

ました。以上です。 

○【遠藤直弘委員】 私も、石塚議員の支援者の方とかとも話す機会があるんですけど、そのたびに、

その程度のことをまだやっているのかというような言われ方をするんですが、その件について、石塚

議員はどう思われますか。 

○【石塚陽一議員】 今の……（「この調査委員会など」と呼ぶ者あり）私、早く終わってほしいな

と思っているんですけど、たまたま皆さん、議会でやると報道されるんで、見ていて、また新聞に載
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っているけどというような形で心配をしてくれるので、私も早くこの調査も終わっていただきたいな

と思っています。 

○【遠藤直弘委員】 今その程度のことというふうにちょっと強調して言ってみたんですけれども、

そのような形でしか伝わっていないのかと認識していますが、支援者の方とかとも話したときに、ど

のような形で伝わっていると認識されていますか。 

○【石塚陽一議員】 真意がどういうように伝わっているか。 

○【遠藤直弘委員】 今回のこの事案が支援者の皆さんに。これは、ビラに関して潔白というような

言葉が書いてある中で、支援者がどのように捉えているかということを聞きたいということなんです

が。 

○【石塚陽一議員】 ちょっとその辺は、私もよくは理解できません。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、支援者の皆さんが、まだこんなことをやっているのかということを

言っていると、自民党の議員なんかも言われるんですが、そのようなことは認識されていますか。 

○【石塚陽一議員】 そのことは、私の耳にも入ってきています。 

○【遠藤直弘委員】 その程度のことというような言い回しに関して、石塚議員はどう思われますか。 

○【石塚陽一議員】 私も、やっぱり自分で嫌な経験のことですから、早く終わってほしいなという

ような認識でいつも対応しています。 

○【遠藤直弘委員】 私は、その程度というような言葉がすごく気になりまして、きょうもその程度

のパワハラしかしていないというような御発言があったということで、今回、非常に調査をしてみて

大きくわかったことがありました。ぜひ、そういったことを改めてもらいたいなと。その程度という

ふうなことを気持ちを改めてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その程度という私の発言ですか。 

○【遠藤直弘委員】 ええ、きょうも今言われていましたけど、その程度のパワハラしかしていない

というような発言がありましたけれども。 

○【石塚陽一議員】 それは改めます。 

○【遠藤直弘委員】 以上です。 

○【青木健委員長】 所定の90分がもう過ぎております。やはり当該議員の健康上のことも考えなけ

ればいけないので、一応質疑については、最後に委員長から２点ほど確認させていただいて、それで

閉めさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、石塚議員にお伺いをいたします。 

 先ほど来質疑をされておりましたが、あなたが女性職員及び他の男性職員を含む職員を誘ってされ

たという食事会、その場所はどちらになるんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 庄やです。谷保店、今はもうなくなりました。 

○【青木健委員長】 ということは、居酒屋ということでよろしいんですね。 

○【石塚陽一議員】 そうです。 

○【青木健委員長】 はい、ありがとうございます。 

 もう一点、２年前、辞職されたときに、セクハラ、パワハラを認め、責任をとったということのお

話でございますけど、私の記憶では、２年前辞職したのが、議会において辞職勧告決議案が提出され

可決されるということの話を当時の中川議長から伺って辞職を決意されたというふうに認識しており
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ますが、その点はいかがでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その意味も含めて、ただ、私がもう少し時間をいただきたいと、大分懇願をし

たのも事実です。それは６月の定例会が始まるまでに自分の身の処し方を決めるからと言ったんです

けれども、それが全く聞き入れられず、それで、少なくとももう少し時間くださいと、私の後援会の

責任者とか家内にも連絡をとりたいからという、それも容赦、余裕を与えていただけなかったので、

じゃ、もうここで、いっそのこと、そういうふうな状況なのであれば、責めを受けて議員を辞職する

ということにした次第です。 

○【青木健委員長】 ありがとうございました。長時間申しわけございません、ありがとうございま

した。 

 それでは、この際お諮りをいたします。先ほどの石塚議員の発言につきまして、委員長において後

日速記録を調査の上、不穏当発言等があった場合には善処すること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、さよう決定をさせていただきます。 

 それでは、これで当該議員におかれましては退席をされて結構でございます。 

 暫時休憩といたします。 

午前１１時３３分休憩 

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

午前１１時３６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。 

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

 議題(2) ９月26日開催の特別委員会における調査の取りまとめについて 

○【青木健委員長】 それでは、前回の委員会について、９月26日開催の委員における調査の取りま

とめについて、上村委員より御報告願います。 

○【上村和子委員】 本日、皆様のお手元にプロジェクトチーム１の前回のまとめをつくり、机上に

配付させていただきました。まとめとしては、最初にプロジェクトチーム１の結論としての所見を大

きく１、２、３点挙げております。その後に、所見の根拠となった質疑と答弁、これはほとんど全部

ですけれども、要約を載せております。そのような仕立てとしてメンバーで相談をし、まとめてつく

らせていただきました。 

 そのＰＴ１の所見の１、２、３ですが、ちょっとこれを簡単にでも読みますか、短いですけど。こ

こでプロジェクトチーム１の所見です。前回で何が、どういう事実が明らかになり、それに対してＰ

Ｔ１としてはどういう所見を持ったかを述べさせていただきます。 

 １点目、「粗探しとは自民党・明政会レポートvol１の具体的にどこを指すのか」との質疑に対し

て「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」の部分であるとの答弁があった。

「なぜそれがあら探しなのか」との質疑に対し、１年近く経過したのにレポートに書かれたことと

「度重なる」と書かれたからとの答弁があった。 

 当時の議会は、石塚議員の辞職の後、議員のセクハラで職員が退職したという事実を議会として重

大問題と捉え、二度と繰り返してはいけないと政治倫理条例をつくり研修も直ちに開いた。 

 また、市長も退職した職員からの訴えに対応できなかったことを反省し、セクハラ・パワハラに対
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応できる仕組みを構築するとともに、関係した職員を処分、みずからも減給処分にした。 

 自民党・明政会レポートも車両による宣伝も、その動きの中で起きたものである。 

 それに対して、石塚議員の選挙運動用ビラの「同僚議員の粗探しをする時間があったら」との表現

の乖離は重大であり、その乖離は、とりもなおさず石塚議員の認識から生じたものであることが、今

回の調査で明らかになった。 

 済みません、間違いでした。明政会のセイは、誠実の誠ではなく政治の政の誤りです。 

 ２点目の所見です。石塚議員はみずからが行ったセクハラ行為は、年齢を聞いたことと結婚相手を

紹介すると言ったことの２点のみと断定したが、調査の中で、頻繁に職場に行ったり、よく肩をたた

いていたことが判明した。悪意がなければ女性の身体に触れてもよいといまだに考えている。 

 肩であっても、むやみに男性にさわられることに嫌悪を感じる女性が一般的である。 

 セクハラへの理解や認識が低く、十分にセクハラに当たるということの認識がいまだにできていな

い。 

 ３、令和元年６月20日付、副市長名で市長部局の調査結果が公表されている。その中には、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ある。 

 石塚議員から、市長部局の報告書については「事実誤認である」という発言があったが、複数の職

員からの聞き取りに基づくものであって、市長部局の報告書の内容は信頼性の高いものと言える。 

 というふうに、事実と、それにわかった私たちの所見を述べております。その根拠となるＱアンド

Ａの箇所を示しております。ＱアンドＡのところでは、もう少し突っ込んだ表現をしていたりとか鋭

い御意見もありましたが、事実から見えてくる範囲の中で所見をまとめました。これは、プロジェク

トチーム１のまとめです。これを正式なプロジェクトチーム１の前回の報告のまとめして協議してい

ただき、正式な報告書にできたらと思っております。以上です。 

 補足ありますか、プロジェクトチーム１の中で。大丈夫ですか。 

○【青木健委員長】 ありがとうございました。 

 今、上村委員のほうから、プロジェクトチーム１の報告をいただきました。これについて、何かご

ざいますでしょうか。ここで決定できますか。一旦持ち帰りますか。（「持ち帰って」と呼ぶ者あ

り）それでは、一旦お持ち帰りをいただきまして、なお、不明の点等があればプロジェクトチームの

方にお聞きをいただく、そしてまた、てにをは等の訂正についても、あわせてお願いをしたいと思い

ます。 

 委員長からは以上でございます。よろしいでしょうか。 

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

 議題(3) 次回開催日について 

○【青木健委員長】 それでは、次回の日程について調整をさせていただきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

午前１１時４３分休憩 

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

午前１１時５０分再開 
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○【青木健委員長】 休憩を閉じて特別委員会を再開させていただきます。 

 まず、当該議員を招致しての特別委員会の開催ですが、11月８日、あるいは11日13時30分から、８

日は午前10時からございます。この２日間の日程で、当該議員には出させていただきます。 

 なお、11月８日、当該議員が大丈夫だった場合には、午後13時30分より、場合によっては当局を招

致しての委員会の開催をさせていただきますので、日程をあけておいていただけますようお願いいた

します。 

 あわせまして、プロジェクトチームの報告書を受ける委員会としまして、同じく11月19日13時30分

から行います。そして、報告書の作成、委員長報告の作成についてですが、この取りまとめについて

は11月27日10時から特別委員会を開催させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 委員長からは以上でございますが、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

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

○【青木健委員長】 それでは、これをもちまして、本日の調査特別委員会を閉会といたします。 

午前１１時５２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１０月９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 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


