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令和元年１１月８日（金） 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 〃 上村 和子 

 〃 古濱  薫 〃 小川 宏美 

 〃 高原 幸雄

……………………………………… 

議長 石井 伸之 

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

○欠席委員

委員 稗田美菜子 

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

○委員外議員

議員 石塚 陽一

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

○出席説明員

副市長 竹内 光博 

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

○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) 令和元年６月25日の早退理由とその後の行動について明らかにするための石塚陽一議員

への質疑

(2) 10月９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。大分朝晩の冷え込みも厳しくなってまいりました。委員

の皆様方におかれましては、くれぐれも健康には御留意を賜りますようよろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

 なお、稗田委員におかれましては、昨晩男の子を御出産されまして、本日は欠席との連絡をいただ

いておりますので御報告をさせていただきます。まことにおめでとうございます。 

 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いたします。 

○【石井伸之議長】 皆様おはようございます。９月議会より始まりました当委員会、各プロジェク

トチームの皆様、さまざまな形で議会応接室、また各議員控室においてさまざまな協議、御議論をし

ていただき、まことに感謝を申し上げます。本日も実のあるすばらしい結果が得られますことを心か

ら祈念申し上げまして、一言御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、本日の進め方について御説明をさせていただきます。 

 まず、本日は、プロジェクトチームより申し出のありました当日のＭＸテレビニュース放映の模様

をビッグパッドにて映していただきます。その後、90分間をめどに当該議員への質疑等を行わさせて

いただきたいと思いますが、ビッグパッドで当日の模様を放映することは御了解いただけますでしょ

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たいと存じます。 

 なお、その後、他のプロジェクトチームより出ておりました副市長への確認でございますが、午前

中、委員会の進行によって時間がとれるようであれば、５分、10分程度の休憩を挟んだ後、副市長を

招聘しお伺いをさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 なお、午前中がその時間が無理という判断に至った場合には、午後１時から委員会を再度開かせて

いただきたいと思いますので、御了承のほどよろしくお願いをいたします。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時３分休憩 

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

午前１０時９分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

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

 議題(1) 令和元年６月25日の早退理由とその後の行動について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、議題(1)令和元年６月25日の早退理由とその後の行動について明ら

かにするための石塚陽一議員への質疑を始めさせていただきます。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、質疑をさせていただきます。本日も御出席をいただきましてありが

とうございました。休憩ですとか、あとお飲み物とかをとるようにしてください。もしも体調が悪い
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場合にはおっしゃってください。 

 それでは、簡単に質疑をさせていただきます。 

 ６月25日ですね、先ほどの最終本会議の映像を見ていただいたと思いますけれども、本人の案件で

除斥をされたと、陳情のあとですね、その後、議場にお戻りになられなかったと私たちは認識してお

ります。その理由について、どのような理由で戻られなかったのか。体調不良だったのか、もしくは

何かほかの事情があったのかお教えいただけますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 お答えいたします。 

 議場に戻らない、一応除斥になりましたから、いる場所をどこにしようかということの中で、議場

の放送が聞こえる場所ということで、図書室にいました。図書室に行く前には、事務局のほうに行っ

て、どこの場所でということで聞いて、図書室はどうでしょうといったらいいという話で、行って、

そこで話を聞いていたのは事実でございます。 

 皆さん方が審議をされる、いろいろ質疑をされる中で、委員長報告を初め聞いている中で、自分と

しても予想以上に気分的にめいったということと、全くやる気がなくなるような状況になってきたの

で、体調不良で欠席させていただきたいというお話は、事務局のほうにさせていただきました。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、体調不良だったということで、除斥の後、入られなかった。その後、

体調不良だったということでお休みされていたと思うんですが、その過ごし方というか、どのような

形で過ごされていたのか教えていただけますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 これは、議場での進行状況の放送を聞いていたということです。 

○【遠藤直弘委員】 図書室で放送を聞きながら休まれていたということですね。 

 ３点目、いきます。その後、先ほど映像を最初に流させてもらいましたけれども、ＭＸテレビから

の取材を受けたということで、そのときに受けたということで間違いないでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは、受ける前に結局体調不良だからという話をしまして、早退をするとい

うことでお話をさせていただいたわけです。その手続をとった後に、ちょうど事務局の部屋から出て

きて正面の登庁ランプのある、あのあたりに来たときに、報道関係の方に囲まれて取材をというよう

な状況に至ったところでございます。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、取材を受けられたということで確認させていただきました。それも、

まず出て、出欠席のランプのところまで来たところで取り囲まれたというところまで確認させていた

だきました。 

 それでは、その後、取材を受けた場所ということなんですけれども、映像を見る限りでは図書室だ

なというふうに思ったんですが、この取材の場所と時間、これはどなたが設定したのか。また、その

ような取材のアポイントがあったのかどうかお伺いします。 

○【石塚陽一議員】 たまたま今お話ししたように、登庁ランプの前あたりで報道関係の方に囲まれ

たということで、それで私は体調が悪いということでお断りしたんです、取材を。そうしたら、結局、

自宅まで行くという話が出ましたので、これは困ったなということで、自分としても早くそれは片づ

けたいという気がありましたから、また事務局のほうの部屋に行って場所をということで聞きました。 

 それで、私、そのときに、報道関係の方に、今、議場ではまだ開かれている最中だから、それはだ

めですということで断ったんです。それから、ちょっと私も体調が悪いということで断ったんですけ

れども、それでも執拗に言われたというところから、そういうふうな展開になったというふうに認識

しております。 
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○【遠藤直弘委員】 それでは、体調が悪いから断ったんだけども、結局押しかけられて、家まで行

くぞということで、それであれば今日受けるしかないということの確認をさせてもらいましたが、通

常、その場合ですと、日を改めてとか、そのような形で取材を受けられるのが通常なのかなと。病気

の場合は特にそうだと思うんですけれども、そのような感じにはならなかったのかお伺いします。 

○【石塚陽一議員】 はい。その過程なんですけれども、実は前日の日にＭＸテレビから電話がかか

ってきまして──16時54分に電話がかかってきて、17時20分、長々といろいろとお話、それで聞きま

したら、東京ＭＸテレビのシライだというふうに名乗っていろいろお話が来たので、その過程をとい

うことだから、そのときはまだぐあいも悪くもなく、議会の前の日でしたから、私は向こうの質問に

対して答えていた状況があったわけです。 

 それでたまたま、この翌日の、その場で取材があるとは私は予期もしていなかったわけです。それ

はなぜかといったら、そのときに、このシライさんという方とも会ってもいません。電話だけですか

ら。そうしたら、私がシライですと言われて、ああ、きのうの方ですねというお話を私はさせていた

だいたんです。それで、本当に私は、さっき言ったように、議会が開かれているときだから取材はお

断りですと。それから体調も悪いんですという話をしたけれども、それでもプッシュされて、そのと

き、今度新聞社の方が何人か、やはり一緒に来て、ぜひとも話を聞かせてくださいというようなこと

になったので、やむなく、私も、体調が悪いから日にちを改めたほうがいいんでしょうけれども、ま

た日にちを改めるとなると精神的に苦痛ですから、じゃ、その場でというふうな形で、場所をという

ことで議会事務局のお部屋に行って相談をして、あそこの部屋を借りたということです。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、先ほどの質疑の中でちょっと答えられていなかった部分を一部今お

答えになられていましたけれども、場所の設定は石塚議員がされたということで間違いないですね。 

○【石塚陽一議員】 そうですね。まさか廊下でやるわけにはいきませんので、それからまた我々の

議員の控室は非常に狭いところですから、それも叶わないということで、私としては、皆さんがふだ

ん出入りしている、取材のできる図書室がちょうどあいていたので、そこをお借りしてお答えしたほ

うがいいのかなということで、そういう状況に至ったということです。 

○【遠藤直弘委員】 先ほどから、体調不良で、しかも議決をしているということをわかっていると

いう認識は、先ほどのいろいろな質疑の中でわかりました。 

 その中で、インタビューを受けたことに関して、体調不良で休んでいるにもかかわらずインタビュ

ーを受けているというところで、何か思う点というのはなかったでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 お尋ねですけど、思う点って、どういうふうな意味で、私としては、インタビ

ューしてはほしくなかったんです、その時点では。何しろ、自分では気分がめいっちゃっているわけ

ですから。ですけど、もしあれだったら自宅まで行って取材をという、その言葉があったので、これ

じゃ逃げられないなというような観点から自分で受けたということです。 

○【遠藤直弘委員】 何か取材している人たちがかなり凶暴だったとか、そういうことだったんです

か。普通であれば、普通に大人の対応であれば、今体調を崩しているから、今はよしてくれと。しか

も、今、議案を行っている最中だというようなことで、私はそれを答えられることは今できないとい

うふうに断れば、通常の大人であれば、また出直すというような対応になると思うんですけども、そ

うはならなかったというのはなぜでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは、私にもちょっとわかりませんけれども、そのときの雰囲気の中で、嫌

だなと自分で思っている、認識していることを早く済ませたいという気が働いたのかもしれません。 



－ 6 － 

○【遠藤直弘委員】 それでは、もう一度確認ですけれども、議案を、ちょうどあれは陳情が手の上

げ下げをしていたということでありましたけれども、その認識はあったということでよろしいでしょ

うか。 

○【石塚陽一議員】 それは認識しておりました。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。その認識はあったということでございますが、それに

ついて、御自身が、体調を崩されて早退届を出したと。その後に、普通であれば御自宅に帰られると

いう流れになると思いますけれども、それを、はたと違うほうから見ると──石塚議員の先ほどの弁

明というのは承りましたけれども、ただ、違う目から見ると、このＭＸテレビの取材を受けて御自身

の弁明をしたというふうに捉えられてもおかしくないという行動をしておると、私は認識しました。 

 その中で、市民の負託を受けた議員として、可否も行わず出ていったということに関しては、石塚

議員はどう思われますか。 

○【石塚陽一議員】 それでまた一言、余談になるんですけども、一応私は、早退をさせてもらうと

いうことで出した後に、いっときして、でも、やっぱりこれじゃまずいかなということで議場にまた

戻りましょうかという話はしました。ところが、議長の決裁をいただいているからということで、戻

ることは私はしなかった。これも１つ事実でございます。 

○【遠藤直弘委員】 戻ろうとしたというのは、御自身が戻ろうかなと思っただけなのか、それとも

なければ誰かに意思表示をされているのかというのは何かありますか。 

○【石塚陽一議員】 ですから、体調不良でも早退というのは好ましくないという話を事務局のほう

の方からも聞きました。それで少しの時間、合間を入れてから、自分でも戻らなきゃいけないのかな

という気になって、その話はしたところです。 

○【遠藤直弘委員】 それで、結局、誰かに促されて帰ったというふうなことを言いたいということ

でしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その誰かに促されて帰れという云々、そんなことは一切ありません。自分の、

あくまでも意思で動いていて、そういうやりとりをしているところに──した後にすぐ報道関係に囲

まれましたから、そこで自分としても、受けなきゃいけないのかなという認識に至ったということで

す。 

○【遠藤直弘委員】 私は、本当に議員の仕事というのは議決をするというのが一番大きな仕事では

ないかなと思っております。 

 その中で、先ほど私、申し上げましたけれども、議決をする段階において体調不良というのはいた

し方のないことでございますので、そのあたりは石塚議員も体調不良なんだなということで認識しま

すが、その後、御自身の事情を説明するもの、公のものに取材を受けたということは、ちょっとこれ

はいかがなものかなというふうに感じております。それも、全て御自身が時間、場所を、無理に来た

というふうに弁明をされておりましたけれども、ただしかし、それも御自身が変えることもできた状

況でもあったと思います。その点については非常に大きな問題なのかなというふうな感想を持ちまし

た。私からは以上です。 

○【石塚陽一議員】 今、遠藤委員の御指摘のとおりだと思います。 

 その時点で、私も、これは後の話ですけども、マスコミの取材を受けて、これはまずかったなとい

う認識は自分でもすぐ持ちました。これも事実です。 

○【青木健委員長】 遠藤委員、今、議決というような御発言だったんですけど、正確に言うと可否
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の判断ということで、委員長において訂正させていただいてよろしいですか。 

○【遠藤直弘委員】 はい、ありがとうございます。 

○【青木健委員長】 じゃ、お願いします。 

○【小川宏美委員】 よろしくお願いいたします。 

 私は、当時、６月議会は、先ほど部屋があったようにおっしゃっていた、まだこのとき、石塚議員

も私も部屋というのが、控え室がなくて、図書室が控え室になっていましたので、石塚議員が図書室

に出入りすることは何ら問題はないかと思って聞いていたんですが、しかしながら、私たちのプロジ

ェクトチームは、議員は何をするべき立場なのか、市民の負託を受けたものとしてすべきものの一番

重要なものは、先ほど遠藤委員からもありましたように、議案に対する可否の判断を表明することだ

と思っておりますので、そのことが今回、インタビューを受けるという形の中でなされなかったこと

が、先ほど見ましたＭＸテレビのニュースで明らかになってしまったということは非常に残念に思っ

て、このチーム、これまでも回を重ねて、どのような委員会を──ここで調査委員会を進めるか話し

合ってきましたので、私が今、遠藤委員が行われたものをもう少し細かく、これまで言いましたこと

の上からお聞きしたいと、重なることがあるかもしれないですけど、お聞きしたいと思っております。 

 除斥対象後、除斥になった後の時間のことです。体調不良で議場に入れなかったと思われる時間帯

と、インタビューを受けていた時間、それが重なっているということはほぼわかってきたわけなんで

すけれども、時間的状況を、そのときのことを把握されていますか。もう一度整理して話していただ

くことはできますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは、タイムスケジュール的に云々ということですけれども、その時点では

別に時計の時間を見ているわけでもないので、時の雰囲気の成り行きの中で自分で対応していたとい

うことになります。 

○【小川宏美委員】 お気持ちはわかるんですけれども、今の御発言の中、非常に重要な問題とされ

る点が多々あると思うんです。私たち議員は市民の有権者の負託を受けていますので、雰囲気とか成

り行きとかで議案の審議に出ないということは、やはり何らかの責任が問われるのではないかと思い

ます。 

 それで、ちょっと今時系列のことが不明だということなので、ここでプロジェクトチームとして時

系列のメモをつくってきたんですけれども、私が質疑することをスムーズにするためにお配りしても、

委員長、よろしいでしょうか。 

○【青木健委員長】 暫時休憩といたします。 

午前１０時２７分休憩 

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

午前１０時２９分再開 

○【青木健委員長】 それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 小川委員。 

○【小川宏美委員】 委員長、ありがとうございます。 

 あくまでも、この資料、メモの提出は、議決が、可否が議員に求められている最中にインタビュー

を受けたことの大問題が、もしそこが重なっていたら責任問題に発展するのではないかという意味で、

その後の議事録を精査しまして時間を入れてきたメモで、その確認をしたい意味で配らせていただき

ました。 
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 この日は非常に、あの日を思い起こすと、皆さんも覚えていらっしゃると思います。マスコミが非

常に来ていました。というのは、この石塚陽一議員の問題の陳情が出ていたこと。あと、辺野古の問

題の陳情が出ていたこともあり、マスコミが各社出ていました。 

 それで、11時58分から、石塚議員が除斥になった当該の陳情第６号が11時58分から13時50分、長い

時間帯にわたって審議されていました。この終了が13時50分か51分、除斥になった対象の石塚議員は、

この後に入らなければ、次の陳情第７号は国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求め

る陳情になっているんですが、そのときには入ってくるべきところを入らなかったということ。体調

がこのときに悪くて入場せずに静養したい旨という報告を石井議長がしてくださいました。 

 石塚議員がいないまま、不在なまま陳情第７号、今言いました消費税の陳情の審議に入りました。

この審議が13時51分から14時12分、21分間あります。21分の最後のところで、陳情第７号、消費税の

問題の陳情の採決に入るわけです。青木健議員が、採決が非常に大事なんだけれども、石塚議員は入

らないのかという御発言がありました。非常に重要な発言だったと思っております。その後、議長よ

り、石塚議員は体調不良により静養している旨の報告があって、不在のまま採決に入りました。 

 その後、この消費税増税の陳情は挙手多数で採択されて、議会運営委員会の開催、議員提出議案に

向けての議運が開かれるために、その後、14時12分から49分までの間、37分間暫時休憩となります。 

 そのときに、私が石塚議員と図書室を同じく部屋をしているもので、戻りました。暫時休憩になっ

たので、議運の前にすぐに戻ったところ、マスコミ各社、テレビ画面、テレビを構えたＭＸ含めて、

かなりの数のマスコミが石塚議員を図書室で取り囲んでいる場面に遭遇しました。大変驚いて、すぐ

ドアを閉めてしまったんですけれども、あれ、ぐあいが悪くて休んでいるのではないかなと、そのと

き非常に思ったわけです。瞬間に、そのとき思いました。 

 マスコミは、石塚議員の陳情が終わった後にさっと退場していなくなっています。つまり、消費税

の審議の最中と暫時休憩、ここを合わせると58分間あるんですけれども、マスコミは、このときにも

しかしたらずっと石塚議員に取材をしていたのかなと思われるぐらいに、そのとき来て始まったとい

うよりか、もうテレビも回っているし、かなり長い期間、この間、取材を受けているようなイメージ

でもありました。 

 それでこの時系列をつくってみたところ、暫時休憩中と陳情第７号の審議中にマスコミの取材を、

一番長くいれば約１時間近く、58分ですけれども、受けていた可能性もあるのではないかと思ったよ

うな場面に、私は出くわしたことになります。 

 マスコミは、また陳情第８号、辺野古の陳情のときに入っていますので、石塚議員が不本意ながら

も捕まったというのは、ここまでの14時49分の再開までの間だと思います。 

 長々と説明してしまいましたけれども、その日の御記憶は、これで戻りましたでしょうか。私たち

は、陳情第７号の審議、そして採択、さらに議会運営委員会が開かれている暫時休憩中に、もし重な

ってインタビューを受けて、そして先ほども皆さんに見ていただきましたけど、インタビューが、ぐ

あいが悪かったかもしれないですけれども、自己弁明、セクハラの認定すらを覆すような発言もなさ

っている意味から、非常に誤った時間の使い方をここでしたのではないかと思っていますが、もう一

度、遠藤委員も聞きましたけれども、この辺の時系列の具体的な数字の時間帯の上で、御自分のとっ

た行動についての振り返りと思うところをお話しください。 

○【石塚陽一議員】 恐らく取材を受けた時間というのが20分前後じゃないかと思います。そんなに

長くなかったはずです。それで、今、時系列に出していただいて、そのときのことを思い出してとい
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うお話ですけれども、何しろ気は動転しているし、それから時計を見ていなかったということで、実

際上は、私が細かく云々ということはわからないです。 

○【小川宏美委員】 陳情第７号の審議中からも受けたということでよろしいでしょうか。時間的に

はどんな感じでしょうか。 

○【青木健委員長】 マスコミの取材についてですね。石塚議員。 

○【石塚陽一議員】 消費税の増税の中止のときですか。恐らく、そこまでいってないんじゃないか

な。時間、何時だろう。 

○【青木健委員長】 ちょっとお待ちください。不明確でありますか。 

○【石塚陽一議員】 ええ、ちょっとその辺、はっきりしないんですけれども、何しろそんなに長く

はなかったことは認識しております。 

○【小川宏美委員】 私は、マスコミの方に問い合わせをしました。短くない時間だったということ

でした。20分なのか、それがどのくらいなのかわかりませんが、私が14時12分には部屋入ってその場

面を目撃しているので、多分、陳情第７号の審議と、そして採決が行われているときに取材を受けて

いたということが重なっていたと、今の御発言からわかりました。 

 改めて伺いますけれども、そのこと、動転したとおっしゃいますけれども、議員として一番すべき

ことをしていなかった。それも、この間、２年間にわたって議会を、ある意味で混乱させ、そして倫

理条例までつくったこの議会において、審議中に採決をせずにインタビューを受けて自己弁護をして

いるということ、改めて今思って、どうお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 自己弁護と一方的に決めつけてはいますけれども、記者が質問をしたことに対

して私は答えているのであって、私から自分の主義主張を言っていたという認識はないです。 

○【小川宏美委員】 どのような答えをそのときに、取材の中でしたかは、メンバーの仲間の委員が

これから質疑していくと思います。 

 ただ、取材のインタビューが明らかになった夜に放映されたことの中から、市民の負託に応えてい

かなければならないという強い御発言をしていますが、私たちのチームで今回調査させていただいた

中では、一番の負託に応えなければいけない議案の可否の判断に加わっていなかったということはゆ

ゆしき問題だということが明らかになったと思います。私からは以上です。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、私からは、小川委員と同じように確認も含めて質疑をさせて

いただきます。 

 先ほど、遠藤委員のところの質疑のお答えでも、取材を受けたところに関しては、マスコミに押し

切られたと、雰囲気に流されたというようなことをおっしゃっていたと認識しております。 

 そこで、確認ですが、後日に回すことが苦痛であったということでもおっしゃられたかと思います。

同じ質疑を繰り返しますが、取材のメンバーがかなり、例えば高圧的であったというような形だった

のかを、まず確認だけ先にさせてください。 

○【石塚陽一議員】 高圧的ではないと思います。 

○【柏木洋志委員】 そうしたら、自宅にまで行くぞと言われ、とりあえず現場で受けたというか、

ここで、役所で受けたというようなことになるかと思います。 

 ただ、先ほど来も繰り返していますけれども、通常、体調不良であると、そうしたら、きょうは無

理だから、例えば後日に回してくれというようなことを言えば、まず調整できた問題なのかなという

ようなことは、私は認識しておりますというか、私はそう考えております。 
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 まず、そうしましたら、一般論的な話をちょっとお伺いします。 

 体調が例えば悪いと。早退をする、ないし欠席であるとか退席であるとかということをするという

ような状態のときには、まず、例えば御自宅で静養するのもよし、職場で一旦休憩をとるのもよし、

もしくは、本当に医療機関に行って何かしら診察を受けるであるとかいうことが正しいといいますか、

まずやるべきことなのかなと思いますが、そこで取材を受けることに関しては不適切であったという

ようなことでよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 先ほどもお答えしたように、後になってそれはまずかったということで反省し

ているということは述べたと思います。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、もう１つお伺いします。 

 今回といいますか、前の最終本会議の際、またその後日でも構いません。退席といいますか、早退

をした後、例えば何かしらの病院に通ったりであるとか診療所に通ったりであるとかいうことはござ

いましたか。もしあったとしても、そこでどういう話があってどういう診断されたみたいなことは別

に構いません。 

○【石塚陽一議員】 結局、これ、始まる前に目の手術をしておりますので、今眼鏡が新しいのは１

つつくったんです。まだできていないんですけれども、ストレスで視野が定まらないんです。ですか

ら、医者には頻繁に行っております。 

○【柏木洋志委員】 ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと聞き方を変えさせていただ

きます。 

 今回、最終本会議で気分、ちょっと気がめいってしまった、体調不良になってしまったということ

に対しては受診をされたかどうか、確認させてください。 

○【石塚陽一議員】 それ単独ではしておりません。 

○【柏木洋志委員】 そうですか。状態にもよって、必ずしも医療機関であるとかに通わなければな

らないというわけでは、確かにないと思いますが、私としましては、こういう取材をまず先に受けた

ことは、１つ問題行動といいますか、１つ問題があったのではないかと考えるところであります。 

 なおかつ、そういった時間があるのであれば、自宅でお休みになるとか、病院ないし診療所に通う

とかいうことをされたほうがよかったのかなというところが１つ、同じく私も考えるところではあり

ます。 

 そうしましたら、もう１つだけ認識のほうをお伺いします。 

 先ほど小川委員のほうから、タイムスケジュール的なといいますか、どこの時間のところで取材を

受けたのかというところは質疑がありました。内容、時間については不明確であるというようなお答

えだったかと思います。時間は不明確なので正確にどこじゃないかということは別に申し上げません。

休憩時間中に取材を受けたことに関しては百歩譲ったとしても、本会議にかかる時間、取材を継続し

たことに関しては、正直なところ、体調不良であることに対しても疑問といいますか疑惑を感じさせ

る行為だったと考えますけれども、そこの点、確認させていただけますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 質疑の趣旨がわからないんですけれども。 

○【青木健委員長】 もう一度、柏木委員、端的に言っていただけますか。（「自分の考えで言わな

きゃだめだよ、人のメモ見て」と呼ぶ者あり）当該議員は、余計な発言をしないようにしてください。

厳重に注意します。 

○【柏木洋志委員】 そうしましたら、端的に申し上げます。 
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 今回、本会議のところにかかる時間、採択であるとか採決であるとか、手挙げにかかるところに関

して、かかる時間のところで取材を受けていたのではないかと。実際、状況的に見たら、この時間的

な内容にしても取材は休憩に入ったところ継続していたわけですから、採決や採択の場、またはその

時間、そこに関して取材を継続した、要するに取材を打ち切らなかったことに対しては問題だったか

と感じるのですが、どのように考えていらっしゃるでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 私も、今までと違って１人会派ですから、全部の議案について可否を判断しな

きゃいけないから、前日、相当の時間をかけて全部つくってございます。陳情第７号も、私は丸をし

ようという形の中で来ていました。 

 しかし、やはり、突発的じゃないんでしょうけども、陳情第６号の問題で精神的動揺と同時に体調

不良だという中で、私は、席を外したわけですから、それ以上のことは別に考えていなかったという

ことです。 

○【柏木洋志委員】 はい、わかりました。この間、この質疑をさせていただいて、流されて取材を

受けてしまったと。取材が長引いて断れなかったというような内容だったかと思います。 

 ただ、この話の内容に関しては、一般的に考えたとしても、体調不良であるならそもそも最初の時

点で断るべきだったし、後日に調整をするべきだったというようなことが言えますし、受けた後に関

しても、短時間に終わらせて医療機関にかかるとか、もしくは自宅で静養するとか、そういう対応を

とるべきだったのかなというふうな感じの認識を受けました。私からは以上です。 

○【古濱薫委員】 風邪ぎみのため、マスクのまま失礼いたします。 

 先ほどのニュースの中で、インタビューを受けられたわけですけども、当日、このインタビューと

いうのは報道機関が行うインタビューであり、その内容というのは、普通に考えれば、映像だとか新

聞だとかインターネットだとかで報道がされます。これは全国インターネットであれば全世界、どな

たでも見ることができる、動画に上がったりすると思います。そういった認識は、当日ありましたか。 

○【石塚陽一議員】 一度、そういう報道だから、認識は持っていました。ただ、その取材するとき

に、石塚議員さんだけじゃなくして、陳情を出した方のほうからも取材をしていますということは聞

きましたから、それで真摯に自分の考えを述べただけです。 

○【古濱薫委員】 じゃ、その報道が広く世間に知れ渡ることになるというのはおわかりだったとい

うことが今わかりました。 

 ということは、映像の中では、報道の中では、事実関係は認めてもセクハラ行為については否定し

ているとありました。被害女性がこの映像を見たらどんな気持ちになると、石塚議員は想像しますか。 

○【石塚陽一議員】 非常に難しい質疑ですけども、私は、前回とその前のときの委員会の中で、自

分で会話したことを発端にし、また食事会の席での問題等のこともお話ししてございますからそれを

勘案していただければ十分理解できると思います。 

○【古濱薫委員】 前回、前々回の委員会の中の議員の発言を思い出しても、被害女性への気持ちで

すとか、このニュースを見たらどんな気持ちになるかというのは、私からは推し図れませんので、ぜ

ひお聞かせください。 

○【石塚陽一議員】 私も非常に難しい答えだと思いますので、その辺のところは御容赦ください。 

○【古濱薫委員】 お答えいただけないということで、仕方ありませんが、承知しました。 

 では、別の質疑をさせてください。 

○【石塚陽一議員】 ちょっといいですか。今、古濱委員さんの御質疑です。私はこの問題が発生し
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た２年前のときにもいろいろ話をさせていただいたんですけれども、まずは御本人の意思を確認して

くださいというところからスタートしているんです。今日に至っても、行政側は御本人の意思は確認

しないで、それを聞き伝えで来た方の中からいろいろと、またあるいは職員の行動からいろいろ認定

をしてきているというところもあります。 

 ですから、私としては、その当時、御一緒させていただいたときには、相手の方がそのことをセク

ハラだとかどうのこうのという認識は持っていなかったということは、私がいつも述べていたと思う

んですね。ですから、そういう中で言えば、結果として、今、聞けば、彼女としても嫌なことを、周

りがこれだけの状況になっていれば本人も感化されてくると思うんです、当然のことながら。そうす

ると……（発言する者あり）ちょっと今私が説明、お話ししているんですから、ええじゃなくして。

ですから、そういう状況の中になれば、彼女自身もつらい思いをされるんじゃなかろうかと思います。 

○【古濱薫委員】 私が聞きたかったのは、こういったニュースとかＭＸテレビのニュースですから、

すぐに動画に上がったりして、すごく人目につきやすくなり、被害の方にも簡単に、自分から探さな

くても見られる可能性が高いようなインタビューでありニュースであると感じたから、容易に、御自

身が発言なさったことも、被害女性、彼女の目に触れるだろうな、耳に入るだろうなというのは容易

に想像できるのではないかと私が推測したので、議員に質疑いたしました。 

 こういう状況になれば彼女も感化されるであろうとか、ちょっと私にはよくわかりませんでしたが、

悲しい気持ちになると今ありましたね、発言に。嫌な気持ちになるとありましたか。（「つらい思

い」と呼ぶ者あり）「つらい思いをするだろうという発言がありましたか。そういった感想を今聞き、

議員がそう思っているんだということがわかりました。 

 次の質疑に移ります。前回の調査特別委員会で、石塚議員は、この件を早く終わらせたいですとか

いうふうに発言なさっていましたが、被害女性にとっては、どのような状況になれば終わったと思え

るとお考えでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 被害の女性にとってはどんな思いでしょうかというのは、私もはかり知れない

ところもあるし、私がこの件は早く終わってほしいということを言ったのは、非のあるところは、私

は謝罪しますということは、もう２年前から言っているわけです。ですから、そういう意味で、私自

身も本当にこれが尾を引くような形で、例えば市役所へ登庁しても20名の議員さんとの会話はまずな

い。また再選されて７カ月目ですけど、まず普段いろいろおしゃべりするお話もない。ひとりぼっち

でいるわけですね、正直言って。 

 ですから、そういう意味で、それは皆さん方が今私を裁こうとしているので口を聞かないというよ

うに取り決めしたのかどうかわかりませんけども、私としては、本当に市役所に来るのすら心苦しい

限りで、ですから、最小限のことをして、表に出なきゃいけないのかなという気持ちになっている状

況です。 

○【古濱薫委員】 石塚議員の今の状況についてそうだということはわかりましたが、私が質疑して

いるのは、被害女性にとっての終わった、もしくは回復したですとか、そういう状況に一体なれるの

か。セクハラですとかパワハラを受けた女性が一体そこまで回復できるのか、どのような状況になれ

ば自分は回復した、もう大丈夫だと思えるようになるのか、できるのか、石塚議員はどのようにお考

えかということです。 

○【青木健委員長】 御答弁できますか、石塚議員。 

○【石塚陽一議員】 本当に、だから、私も非は認めているんで、彼女にも一日も早く立ち直ってい
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ただきたいという気持ちは持っております。現に、市のほうでは、御本人に会っていませんけれども、

調査の関係で会った方から聞けば、通常に生活されているような状況を耳にはしております。 

 ですから、多少安心しているというか、このまま平穏にいっていただければいいんじゃないかなと

思います。 

○【古濱薫委員】 御自身は非を認めている、そして被害女性については、今、どうやら通常に生活

しているようだ、このまま順調に立ち直っていってほしいという、ちょっと当事者の方なのかどうか、

私としては疑うような答弁をいただきました。 

○【石塚陽一議員】 済みません。それと、古濱委員さん、私が何と答えればいいんですか。だって

答えようがないじゃないですか。非を認めて、私自身が聞き及んだところではこうだとか、だから、

そういうふうに平穏に生活していただければいいねと思っていますということ、これは当事者だから

そう言っているんじゃないんですか。外部の方だったらそう言わないんじゃないですか、第三者だっ

たら。私、当事者で今話ししているんですよ。 

○【古濱薫委員】 被害の女性にとって、そういったセクハラですとかパワハラというのは、性被害

というのは心の殺人とも言われます。一体立ち直ることができるのかどうか、被害の方々にしてみれ

ば、もしかしたら傷は癒えず一生持っていくような事例というのは多く報告されていますし、見聞き

して知っています。 

 そういったことを鑑みますと、通常に生活している、今、こちらに立ち会っている方々も…… 

○【青木健委員長】 古濱委員、委員長から申し上げますけど、当該議員はセラピストではありませ

んので、その辺の回答を求めるのは非常に難しいと思います。そこは古濱委員の所見ということにと

どめて、質疑を変えて続行してください。 

○【古濱薫委員】 失礼いたしました。次の質疑に移ります。 

 映像の中で、独身男性を紹介したかったとありましたが──独身男性が近くにいるので、その女性

に紹介したかったとありました。今といいますか、多様な性を認めていこうという、市でも言ってい

ますし、社会的にも、どのような性を好意の対象にするかですとか、個人の性自認、性指向のプライ

ベートであると捉えられています。そこに、男性がいるよと踏み込んでいく行為という、それこそが

セクハラであると私は捉えているのですが、そういう認識は当時ありましたでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 その件に関しては、そこに男性がいるよというのは、それは先に出てきちゃっ

たらだめなんですね。私がお話しした過程の中では、独身だということでお聞きしたので、もしもあ

なたが結婚する気持ちがあるんだったら、私が、おじさん、いろいろ頼まれている人がいるから紹介

してあげるよという、そういうニュアンスで言ったのが動機なんです。ある、某政治団体のところの

青年の長をやっているとか、あるいは消防団の中である程度の幹部をやっている方で、私が見てもと

ってもいい方だなと思う方がいたので御紹介してあげたいなと。当該職員の方に対して、私はすごく、

すばらしい方だと思って、帰国の報告会を聞いたりして感銘していた方だから、それだけに、もしも

気があるんだったら紹介してあげたいということで、私は問いかけをしただけです。 

○【古濱薫委員】 そうしましたら、個人の性自認、性の対象とする性が男性なのか女性なのかとか、

またそういった性の対象を考慮はしなかったというような認識でよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 そういうふうな観点からは考えておりませんでした。 

○【古濱薫委員】 今は、そういった認識はございますでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 次々畳みかけるように御質疑いただいてありがとうございます。 
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 今は、いろいろ私自身も反省して、この市議会でもできた３本の条例等に基づく中で、そういう認

識は十分持っております。 

○【古濱薫委員】 私からは以上です。 

○【青木健委員長】 ほかに。 

 ちょっと休憩とりましょうか。１時間経過しておりますので、５分程度、トイレ休憩をとらさせて

もらいたいと思います。 

 それでは、ここで休憩に入ります。 

午前１１時１分休憩 

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

午前１１時６分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、当該議員への質疑に入ります。香西委員。 

○【香西貴弘委員】 石塚議員、本来であるならば、１年生議員たる私どもは、あなたを、議員生活

５期目となる大先輩として教えを請うべき対象として遇するべきではないかというふうに思います。

しかし、今期最初の臨時会に始まり、６月の第２回定例会、そして９月の第３回定例会、そして前期

におけるセクハラ・パワハラの疑惑に端を発した選挙中の言動と行動、真意が問われ、また議長報告

へのあなたの回答は新たな疑義を生じせしめ、今まさに本調査特別委員会からの調査の対象となって

いる、まずこのことに関して、本当に心の底から、私は残念で思えてなりません。 

 既に多くの時間と労力が割かれてきました。今回も、このプロジェクトチームにおいて問題として

いる点、あなたの行動、言動に起因して問題の調査が行われているわけでありますが、今回、率直に

何が問われていると思われますか。御質疑です。 

○【石塚陽一議員】 今、今回特別委員会で出てきた表題の内容だと思います。 

○【香西貴弘委員】 石塚議員、本プロジェクトチームは他のチームとは違い、まさにあなたが712

名の市民から負託を受け当選を果たし、そして始まった今期に入ってのあなたの言動と行動に焦点を

当てているということをお気づきでしょう。新米議員である私に、先輩方は教えてくれました。議員

の職務として最も大切なこと、それは議会に参加して議決をすることであると。また、国立市議会基

本条例第２条の第１号には、「議決責任を深く認識し」中略をいたしますが、「市民に対する説明責

任を果たすこと」また第２号には、「議論を尽くし、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにし、

議員間の合意形成に努めること」と定められています。 

 あなたが議場外でＭＸテレビからインタビューを受け御自身の説明、私どもから言うと弁明に時間

を費やしていたころ、議場内では消費税に関する陳情への可否についての議論がなされ、採決が行わ

れ、意見書の提出に向けての準備が行われていたわけであります。これについてお聞きします。 

 あなたは、まさにその時刻、本来は議場外ではなく議場内にて、またあなたにかけられた疑惑への

弁明にではなく消費税に関する陳情への可否の理由について、そして報道機関に対してではなく参加

議員に対して言動を発するべき立場ではないのか、いかがですか。 

○【石塚陽一議員】 おっしゃるとおりだと思います。 

○【香西貴弘委員】 私には、あなたがなしたことは意識的か無意識的にかはわかりませんが、議会

を軽く見てしまったと客観的に見えて、思えてなりません。あえて除斥後、そのまま戻ってこない中

で、休養と言いながらインタビューを受けていたことは、議会よりも自身の弁明こそが上位にあると
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判断をなさった、それはまさに紛れもなく議会を軽く見ること、下に見ること、つまり議会の権威へ

の挑戦、ひいては議員の職務を誠実に果たしてくれることを期待した712人の有権者への背信、議会

人として絶対にやってはならない大きな誤りではなかったのではないか。大変重たい責任が問われる

行為ではないかと私は思いました。 

 くしくも、あなたの御息女のエミさんが、このエミアンテナで紹介していた本来あるべき議員の姿

をあなたに示してほしいとの訴えに対しての、これがあなたの模範解答なのか。この指摘に対し、あ

なたはどのようにお答えようになりますか。お答えください。 

○【石塚陽一議員】 今、議員がおっしゃることはもっともだと思います。そういう中において、今

回は、私のケースに遭遇した中での出来事の中で、私自身が、やはり不本意ですけども、体調を崩し

て、また先ほども言ったけれども、本来は私が賛成したいということで書いてあった、陳情、議案で

すから出なきゃいけない。でも、やはりそこに出れるような雰囲気に自分でもならなかったというこ

とはまことに申しわけなかったと思っております。 

○【香西貴弘委員】 今回、これまでのさまざまな話を聞く中で、後になってまずかったという認識

を持たれたということが一貫して流れているように私には思います。 

 また、我々議員は結果としてどう見られるのかというところまで含めて考えて行動しなければなら

ない。後になって、申しわけなかった、セクハラだったんだ、申しわけなかった、こういう論法でず

っと続いていくと、いつまでたっても謝れば済むというような形で終わってしまうというふうには思

いませんか。 

○【石塚陽一議員】 それだけにとどまることはないと思います。 

○【香西貴弘委員】 最後の質疑に入ります。 

 最初に上映されたＭＸテレビでの言動に関する質疑でございます。 

 さかのぼれば、石塚議員は、一貫して、今、仮にＡ、Ｂ、Ｃとつけます。Ａ、結婚相手を執拗に紹

介したこと。Ｂ、ぽんぽんと肩に手をあてたという身体接触、これらの行為のみで議員辞職に値する

と言われ、納得することなく辞職に追い込まれたのであると主張されてきたものと私は思いました。

しかし、そこには、Ｃ、肩や腰に手を回した身体接触という事実行為の話は必ず抜け落ちていた。こ

の事実行為があればこそ、さきの２つのＡ、Ｂについても問題にされているということを、今一度

我々は思い起こすべきであろうと思います。 

 そこでお聞きします。石塚議員は、市長部局が目撃証言としてまとめた文書内にある、肩や腰に手

を回した身体接触の行為について、それはセクハラではないかとの同席した職員の指摘について、報

告書では、場がざわついてよく覚えていないとお答えになっていましたが、この本委員会、さきの本

特別委員会においては、市長部局の見解についてはうそであるということを明確に主張をされました。

その思いは、本日今現在、きょうの認識でもあるということでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 そのように御理解していただいて結構です。 

○【香西貴弘委員】 こここそが本質的な相違点であることが改めてわかりました。市長部局への聞

き取りが後に行われるということですので、その点をしっかりと確認させていただきます。私のほう

からは以上です。 

○【遠藤直弘委員】 よろしいでしょうか、済みません。先ほどの他の委員からの質疑で、被害女性

本人が発言をしていないと。本人からの確認をしていないと、御自身でですね、石塚議員が被害女性

との間でのやりとりをしていないので、私にはそうは思えないというふうにずっとおっしゃっている
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んですが、それは間違いないですか。 

 要は、嫌がっていないのではないかというふうに被害女性は思っているというような認識でよろし

いんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 私と、その職員の方がお会いしたりしている限りにおいては、そういう認識は

全くなかったということですから、今も同じで結構だと思います。 

○【遠藤直弘委員】 それでは、やはりその被害女性は、いまだに、まだ、石塚議員との関係は肯定

的に捉えていて、逆に、なぜこのような追及をされているのかが少し不思議に思われているというよ

うなことでよろしいでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 それは、不思議に思うとか思わないじゃなくして、その時点では、それが何で

もなかったわけです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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

○○○ということで、私は…… 

○【青木健委員長】 石塚議員、申しわけございません、個人のプライバシーに大幅に入っておりま

すので、その辺についてはお差し控えください。 

○【石塚陽一議員】 それは省略しますけども、そういったことから勘案すれば、私としては、通常

に、普通に議員と職員という形の中でいろいろと仕事をさせていただいていたという認識がありまし

たから、それはこういった問題が２年前に起きてから、恐らく御本人にいろんな情報がいっていると

思うので、そうなんだということで、今聞けば、セクハラだと言われるかもしれません。 

○【遠藤直弘委員】 もう１個だけ聞かせてください。 

 では、石塚議員は、その当時は、関係としてはすごくいい関係を持っていて、その後、いろいろな

人からの入れ知恵で非常に関係が悪くなったというような認識をされているということでよろしいで

すか。 

○【石塚陽一議員】 それもちょっと違って、とってもいい議員と職員との関係でいたという、１つ

は肯定していただいて結構で、それ以降、よそからいろいろ言われたから悪くなったというような認

識は、私は持っていません。（「持っていませんと」と呼ぶ者あり） 

○【青木健委員長】 よそから言われて、今まで良好な関係だったのが悪くなったとは思っていない

ということですか。 

○【石塚陽一議員】 思っていないということ。 

○【遠藤直弘委員】 じゃ、今も本人は、石塚議員に対して良好な、要は気持ちとしては悪くない感

想を持っている、印象を持っているということでよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 それは、今遠藤委員さんが言われたように、当時はよかったんですけど、それ

から２年間の間にいろいろと、この調査があったり、また報道されたりしている中で、その職員自身

は、今はそれがセクハラだというふうに認識して、嫌だったと思っていると思います。よろしいです

か。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、確認をさせてください。 

 最初のほうのお話の中で、除斥をされたと、静養されながら図書室で議事の進行を聞いていたとい

うふうにおっしゃっていたんですが、どこまで聞いていらっしゃったんでしょうか。陳情第７号の審

議については聞いていらっしゃいましたか。 

○【石塚陽一議員】 消費税のときは、たまたま聞いていないです。部屋から出入りしたりしていた
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から。 

○【石井めぐみ委員】 消費税の可否については、丹念にお調べになって、どちらにするかという方

向性まで決めていらっしゃったとおっしゃっていたので、とても気になっていたと思うんですが、そ

の可否の採択するかどうかというところまで、そこは聞いていなかったということですか。 

○【石塚陽一議員】 全部は聞いていない、部分的には、部屋に入ったときには聞いております。 

○【石井めぐみ委員】 確認します。可否の採択するかどうかの、そこのところは聞いてらっしゃい

ましたか。 

○【石塚陽一議員】 それがちょっとはっきりしていないんで、後から通ったということで、ああ、

よかったなという気はしておりますけど。 

○【石井めぐみ委員】 済みません、あと一点だけ確認させてください。 

 先ほど可否の判断に参加できなかったのは、１度早退の届けを出してしまい、議長の決裁をとって

いるので、もうだめだということで戻らなかったというふうにおっしゃっていましたが、その早退の

届けを出したというのはいつなんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 暫時休憩だったのかな、お昼だったのかちょっとあれなんですけども、その時

点でお話をして、そうしたら早退届を書いてくださいということで書いて、でも、その後も、ちょっ

としたときに、出るのはよくないですよねというような話もあったので、じゃ、戻りましょうかと言

ったんですけれども、議長の決裁いただいたからというので出なかったという状況です。 

○【石井めぐみ委員】 ということは、戻りたいという御意思があって確認したところ、どなたかに、

それはもうできませんというふうに言われたということでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 そのように理解しています。 

○【石井めぐみ委員】 それは、どなたに言われたんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 議会事務局の方です。決裁しちゃってあるからまずいんじゃないかというよう

なニュアンスで言われたので、自分では退いた。 

○【石井めぐみ委員】 わかりました。小川委員がつくってくださったこの時系列の中では、石井議

長より、議会のほうに早退の届けがあったことの報告というのも14時49分とかなり遅い時間に出まし

たので、とても気になって伺っていました。以上で結構です。 

○【藤田貴裕委員】 ちょっと時間が限られていますので端的に聞きたいんですけれども、石塚議員

はセクハラを認めているんですよね。２年前辞職したことはセクハラを認めて辞職したということで

いいんですか。議長の報告書ではそうなっていますから。 

○【石塚陽一議員】 それは、私が発した言葉が、２項目がセクハラだと、まずそこでその時点では

認めたということです。 

○【藤田貴裕委員】 先ほどのＭＸテレビではセクハラを認めていませんでしたけど、これはどうい

うことなんですか。 

○【石塚陽一議員】 それは身体的な問題です。 

○【藤田貴裕委員】 身体的な接触をしていないという意味ですか。 

○【石塚陽一議員】 はい、そうです。 

○【藤田貴裕委員】 結婚の紹介ですとか肩をぽんぽんとたたくというのはセクハラに当たるんです

けれども、それはどういうあれなんですか。否定されたというのがちょっとよくわからないんですけ

ど。 
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○【石塚陽一議員】 私が、その時点での、そういうふうにぽんぽんとたたいたという時点では、セ

クハラという認識は持っていなかったんです。後から、正副議長さん、調査委員会で出てきて、それ

はセクハラに該当するんですよというところになってから、私が、ああ、そうですかと非を認めて、

であれば謝罪をしますということになったわけです。 

○【藤田貴裕委員】 取材を受けた時点で、もうわかっていることじゃないんですか、それはセクハ

ラですよと。石塚議員はこれを認めたんじゃないですか、セクハラは。 

○【青木健委員長】 ちょっと時系列的に整理をしていただけますか。大丈夫ですか。 

○【石塚陽一議員】 ＭＸテレビの取材を受けたときに認めていませんと言っている言葉を、今、言

われているんですよね。そのときには、私、言葉で言ったことの範疇でお話がありましたから、そう

いったことではセクハラは認めていませんというふうに言ったんです。 

○【藤田貴裕委員】 今までの話とは非常に矛盾した話なのかなというふうに思います。ちょっと時

間がないから余りやりませんけれども、また、今の発言を聞いていると、取材を受けたのは自己弁護

するためにやったのかなという、そういう思いがします。 

 さっき、私、取材が高圧的だったのかどうか、ある意味は高圧的だったといって、ある意味では高

圧的じゃありませんでしたといって、その辺も食い違っていますし、意識的に言いわけをするために

この取材を受けたんじゃないかという気を非常に強くしました。 

 特に、先ほど香西委員の話の中で、議員としての使命は市民の負託に応えることでしょう、いろい

ろとうとうと述べられた中、そのとおりですとはっきり言ったわけですよね。にもかかわらず、議場

に戻らなかった。その理由は体調不良で、やむにやまれず戻れませんでしたと、そこまではっきり言

ったのに、じゃ、なぜ取材を受けられたんですか。おかしいじゃないですか。おかしくないですか。

これ、質疑ですけど。 

○【青木健委員長】 多分、今のところについては、相違点だろうと思いますので、御答弁は難しい

のかなというふうに、委員長としては判断をさせていただきます。 

○【藤田貴裕委員】 そうですか。そういう判断であれば。 

○【青木健委員長】 すぐ終わりますか。一応半までという時間の制約もありますので、その辺を気

をつけて御質疑をお願いできますか。 

○【小口俊明委員】 それでは、私も端的に。先ほど来のお話の中で、石塚議員がおっしゃったこと

の経過の中で、当日、早退届を出したと。しかしながら、アドバイスもあって、これは事務局職員、

そのようなお話でありましたけれども、戻ろうとしたということでした。これは間違いないですか、

その経過は。 

○【石塚陽一議員】 はい、そのとおりです。 

○【小口俊明委員】 ということは、早退の理由として、気分がめいった、そして体調不良というこ

とで早退の理由とされていますけど、これも間違いないですね。 

○【石塚陽一議員】 はい、そのとおりです。 

○【小口俊明委員】 体調不良であるにもかかわらず戻ろうとしたのは、これは体調不良ではなかっ

た、体調不良という理由が間違いであったと、そういうことで理解しているんですか。 

○【石塚陽一議員】 それではなくて、やはり出ないということはよくないよという、らしきお話を

いただいたので、事務局のほうから、それで私が、じゃ、戻ろうかという話をしたところです。 

○【小口俊明委員】 ということは、当初、次の議案の陳情第７号でしたか、ここの可否の審議のと
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きには入らなかった、その理由として、気分がめいった、そして体調不良ということであったけれど

も、本当の意味での体調不良、入れない程度の体調不良ということではなくて、気分がめいったので

入らなかったということをおっしゃっているように受けとめますけれども、そういうことでよろしい

んですか。 

○【石塚陽一議員】 それは、本当に体調不良で、もう議場に入る気力もなかったことは事実です。 

○【小口俊明委員】 その後、戻ろうかと思われたのはどのようなことですか。 

○【石塚陽一議員】 それは、出した後に、ちょっと時間たってからですけども、やはり議案の審議

があるので戻らなきゃいけないなというところで、そのニュアンス的には言われたので、私は戻ろう

かと言ったら、もう議長の決裁もらってありますからと言われました。 

○【重松朋宏委員】 私も端的に当日の経過の事実整理をしたいと思うんですけれども、当日、体調

が悪くて静養したい旨、議長ないし事務局に届け出て、その後すぐ取材の申し込みがあったんでしょ

うか。取材の申し込みっていつごろあったんですか。 

○【石塚陽一議員】 取材の申し込みというのは、私が図書室から出て議会事務局の部屋に行って、

まだそのときは書いていないと思うんです、早退届は。いっときしたときにマスコミに囲まれたとい

う状況です。登庁ランプの前あたりで。 

○【重松朋宏委員】 それでは、マスコミに囲まれて図書室に戻られて取材を受けたと。 

○【石塚陽一議員】 場所がないから図書室に。 

○【重松朋宏委員】 早退届って取材の前ですか、後ですか、書かれて提出したのというのは。 

○【石塚陽一議員】 取材の後です。 

○【青木健委員長】 取材の後ということでよろしいですね。 

○【石塚陽一議員】 後ですね、はい。 

○【重松朋宏委員】 取材の後、早退届を出したときには、体調がそのときも悪かった、ちょっと戻

るには戻れない状態だったと。その後、出ないのはまずいですよと事務局から言われて、それで出よ

うとしたら、同じ事務局から、いや、もう出られませんと。 

○【石塚陽一議員】 うん、もう議長に回っているからと、決裁もらっている…… 

○【重松朋宏委員】 そのやりとりが、結構短い時間の間に、届け出を出して、事務局から出ないと

まずいですよと。だけど、出ようとしたら、そのときにはもう議長も決裁していたと。 

○【石塚陽一議員】 うん、していると言われて。これを見たら、でも、随分遅い時間だから、えっ

と思って。 

○【重松朋宏委員】 そのやりとりがあったのが、取材が終わった後のかなり短い時間で、それだけ

のやりとりがあったということですか。早退届を出して、議長が決裁をして、事務局から言われて出

ようとしたのが、恐らく二、三十分の間にそれだけのことをされていたということですか。 

○【石塚陽一議員】 そんなに時間かからない、本当に短時間のうちの出来事だったと思います。 

○【重松朋宏委員】 でしたら、それほど体調が悪くなかった、出られる状態だった、回復したわけ

ではなかったということですか。 

○【石塚陽一議員】 それは、本人じゃなきゃわからないし、例えば時間がどれだけたったからよく

なったとか云々じゃなくして、もう皆さん方の質疑や討論を聞いている中で、本当にパニック状態と

あわせながら精神的に参ってきたというのは事実です。 

○【重松朋宏委員】 最後に一言。それで体調が悪くなったのはわかります。それで早退届を出して、
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その後、体調が少し回復したので出ようとしたというわけではないということですか。 

○【石塚陽一議員】 体調は回復したんじゃなくて、やはりまた事務局の方から、帰るというか、退

出するのはよくないんじゃないですかと言われたので、じゃ、もう出なきゃかなと思っていたという

のは事実です。 

○【上村和子委員】 本日の調査は、石塚議員が行ったセクハラ行為とは全く違った新たな問題とし

ての調査をしております。それは、議員として議決権を放棄したのではないかという問題であります。 

 これが議決権を放棄したのであれば、そのような事実が見られますと、明確な懲罰の原因となりま

す。その理由となります。そのために、くどいようですが、何度も何度も確認をさせていただいてい

るわけです。 

 結果、まず１点目は、そもそも体調不良による届け出というのが虚偽の届け出ではなかったか。こ

れは、石塚議員が心情的、感情的、身体的に、いや、そうではないとおっしゃるということは、一部

の石塚議員のほうでは真実ではあると思います。うそはおっしゃっていない。ところが、客観的事実

として合理的根拠があったのかということを本日議論しているわけです、調査しているわけです。 

 お聞きしますが、まず、議会にとって議事録、そのときの記録は大変重要なものです。議事録に残

っておることは、14時10分ごろ、この資料によりますと、議長から体調不良により石塚議員は市役所

で静養しているという報告がありました。これは議事録に残っております。正式な青木議員の質疑に

対してこう答えています。これは議長としての答えです。それは議事録に残っておりますし、それが

真実、それが事実であると全議員が思いました。だから、やむなしと判断したわけです。 

 同時間、本日の審議により、石塚議員は図書室でインタビューを受けていたという事実が明らかに

なりました。これが、議長が議場で言った体調不良により市役所内で静養しているという報告と明ら

かに矛盾した事実であるということを、本日確認したわけです。 

 事実関係としては今私が整理しましたが、それでよろしいですか。 

○【石塚陽一議員】 よろしいんじゃないかと思います。 

○【上村和子委員】 事実関係としては、それでいいと。 

 では、議長が、石塚議員は体調不良により市役所内で静養しているという報告はうそだったという

ことですか。 

○【石塚陽一議員】 それは違います。 

○【上村和子委員】 それでは、体調不良で市役所内で静養しているという報告がうそだったという

ことですか。 

○【石塚陽一議員】 それは正しいです。 

○【上村和子委員】 同じ時間に図書室でインタビューを受けていることが、体調不良で静養してい

る事実と同義である、同じ意味を持つということですか。 

○【石塚陽一議員】 先ほどもちょっとお話ししましたけども、マスコミの方に囲まれて取材をとい

うことで、私は、言ったようにお断りしたわけです。ですけども、私が体調悪いからということも言

ったと思います。そうしたら、じゃ、御自宅のほうで後ほどということを言われたから、それだった

ら、じゃ、ここでというので、私は安易に受けてしまったということだと思います。 

○【上村和子委員】 本日、それを繰り返しておられます。それが石塚議員にとっての真実なんだと

思いますし、うそはないと思いますが、その行為自体が、体調不良により帰るとか、それから静養し

ているとおっしゃった届け出と実態が違ったということなんです。それは、イコール虚偽の報告、届
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け出をしたと言われても仕方ないということになります。これが１点目です。 

 これは、事実認定をどうするかということですから、そこの矛盾について、ちょっとここで確認さ

せていただきました。 

 議場で石井議長が体調不良により市役所で静養しているというふうに報告があった。その後に、石

塚議員から、早退の届け出が出ましたという報告が14時49分にありました。この間に、別件陳情の審

議がありました。 

 今回の調査の中で、体調不良による静養という事実と違う実態があったことがわかった。そのこと

によって、そもそもの理由、体調不良の合理的な根拠がなくなった。そういう実態があった。イコー

ル、それは虚偽などの届け出による議会欠席に当たる。これは、法的にも議決権の放棄であります。

議決権の放棄は、議員の最も基本的な義務を欠いた行為であります。法令的にも懲罰対象になり得ま

す。 

 そのような認識が当時なかったにしろ、当時体調不良であったにしろ、御自分に置かれた状況は別

として、結果的で構いません。御自分が取られた行為は議決権の放棄に当たったという認識はありま

すでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 今、論理的にお話しされておりますけれども、非常に私はお答えにくい状況で

す。 

○【上村和子委員】 それは、多分、石塚議員の中の気持ちとしては、気持ちどおりのしんどい中で

の、やむにやまれず、そういうことであったということは十分伝わりました。 

 しかし、私人としての自分の体調と公人としての議員のモラル、倫理、コンプライアンスの問題な

んです。そこに立ったときに、御自分のやった行為が公になったら、それは懲罰、議決権の放棄と言

われても仕方ない、それくらいの認識は、もう既にキャリアをお持ちですからおありかというふうに

思っております。その意味の、本日の調査でした。 

 またもう１つ、大きな大もとの柱で、これは私は訂正されますかというふうに最初お聞きしたいの

ですが、本日の調査委員会の議事録は全言記録が出てまいります。全てが公式の石塚議員の発言とな

ります。本日の発言の中に、当該の職員が周りに感化されていったと。自分の考えを、まるで人によ

って、他者によって変わっていったというように受けとめられる発言がありました。これは最大の侮

辱であります。その職員に対する最大の侮辱であります。これこそ、人権侵害であります。その人が

どう思ったか、どう思っているか、それは御本人も、石塚さん自身が自分で思うようにわからないこ

とです。他者が周りに感化されていたかもしれないとか、いったに違いないということは、相手を侮

辱する行為です。発言です。ぜひ、このことは撤回して、言われた人の名誉を回復していただきたい。

いかがですか。 

○【石塚陽一議員】 今、上村委員が言われたことは、私は彼女の立場になれば、私の推測というか、

いろいろな状況の中から推定されることなんです。ですけども、それはあえて名誉毀損云々というこ

とであれば撤回しても構いません。 

○【青木健委員長】 上村委員、端的にお願いできますか。 

○【上村和子委員】 今も、その女性職員のことを思ったら推測されるとおっしゃいましたが、それ

こそが人権侵害の発言なんですよ。推測する、なぜできるんですか。そのことはやってはいけないと

いうことは、私は、そのこと自体が相手の人格を否定すること、相手の人格をさげすむことに当たる

ということを言っているわけです。だから、撤回されないのかということだけの、イエスかノーでい
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いです。思いとしては、そうなんだということをおっしゃりたいのならノーで構いません。お気持ち

どおりにお答えください。 

○【石塚陽一議員】 今御指摘いただいたとおり撤回させていただきます。 

○【青木健委員長】 ほかに。よろしいですか。 

 委員長から１点だけ確認をさせてください。 

 体調不良の理由についてなんですが、今のやりとりで大方は理解をいたしましたけど、改めて確認

だけをさせていただきます。 

 当日において急激な血圧の上昇等、または発熱であったり心不全的な心臓が苦しいであるというよ

うな身体的なそういうことはあったんでしょうか。 

○【石塚陽一議員】 血圧ははかっていないけど、恐らく200近くいっていたと思います。高血圧で

すから。 

○【青木健委員長】 以上でございます。 

 それでは、この際お諮りをさせていただきます。本日、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、不穏当発言があった場合には善処することにしたいと思います

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） 

 御異議なしと認めます。よって、発言の取り消しを留保することに決定をいたしました。 

 それでは、ここで一旦暫時休憩といたします。では、石塚議員には御退席していただいて結構です。 

午前１１時４２分休憩 

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

午前１１時４６分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 副市長におかれましては、大変お忙しい中にもかかわらず、私ども調査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。事前に私のほうより副市長に質疑の内容ということで概略をお渡し

をさせていただいておりますので、それに沿って御答弁をいただければ幸甚でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。副市長。 

○【竹内副市長】 質疑内容でございますが、まず、どのような体制で調査を行ったかという問いで

ございます。 

 これにつきましては、市長の指示がございまして、副市長、私を責任者として、法務担当課長、そ

れから職員課長の３名で関係者から事情を聴取するという体制を組ませていただきました。 

 この体制で適宜市長に報告をしながら調査内容を確認しつつ進めるといった体制で進めたところで

ございます。 

 それから２点目、調査期間はどのくらいかけたかという問いでございますが、市長の指示を受けて、

最終的な報告書としては約１カ月半後に最終報告を提出しておりますが、途中の関係者への事情聴取

というものは段階的に３週間をかけて行っております。中間報告等を市長に行いながら、最終的な結

論は約１カ月半後に、これは職員の処分の関係、それから今後の再発防止を含めて最終報告という形

で調査を終えたということでございます。 

 それから３点目、①の当該職員が他の職員等に話していたのは何人ぐらいかと、確認していたかと

いうことでございますが、これについては３名でございます。 
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 次の問い、②の手を回したのを見た職員は何人いたか、これを確認していますかということですが、

これは１名でございます。 

 それから次の、②の複数の職員が議員に対したしなめたとのことですが、何人の証言があったかと

いうことでございますが、２名でございます。 

 それから次の、②の会は飲み会と認識されていることでよいかということでございますが、報告書

上では酒席ということで整理をさせていただいております。 

 次の市長部局としてしっかりとした調査ができたかという問いでございますが、これにつきまして

は、市長の指示を受けて調査目的にかなったという意味で十分な調査ができたという認識でございま

す。 

 最後に、この令和元年６月20日付の市長部局の調査結果について、間違いのない事実かというお尋

ねでございますが、調査報告書の中で市長部局が認定している事実ということで御理解いただければ

ありがたいというふうに思っております。 

○【青木健委員長】 ありがとうございました。それでは、御質疑、御意見等ございますか。重松委

員。 

○【重松朋宏委員】 数点、確認の意味も含めてお聞きしたいと思います。 

 まず、調査期間は３週間ということですけれども、この調査は今期行ったのか、あるいは２年前行

った調査なのか、まず伺います。 

○【竹内副市長】 市長の指示があったのが2017年の４月の中旬でございます。今申し上げた３週間

というのは、その後の３週間ということでございます。 

○【重松朋宏委員】 そこで、石塚議員は、これまで何度も被害者本人から聞き取りをしていないと

いう証言をされていますけれども、この調査した職員の中に被害者、複数被害者が、セクハラの被害

者、いらっしゃるようですけれども、入っていますか、入っていませんか。 

○【竹内副市長】 入っております。 

○【重松朋宏委員】 あともう一点です。 

 2017年の４月中旬に行ったということは、退職された被害の職員もいます。この職員からセクハラ

の訴えというのは、この調査と別に聞いていますか。具体的に聞いているかどうか。伺います。 

○【竹内副市長】 直接本人から聞いておりませんが、間接的に、こういうことがあったという事実

は確認をしております。 

○【重松朋宏委員】 その間接的にというのは、市の職員からですか、それとも市の職員でない人か

ら。 

○【竹内副市長】 両方からです。 

○【重松朋宏委員】 ということは、副市長ではなく、国立市としては、退職されたセクハラ被害者

からのセクハラの訴えを、市としては聞いていると、調査という形でなくても聞いていると。具体的

に、いつ、どういうことがあったという訴えを聞いているということでよろしいですか。 

○【竹内副市長】 市として直接本人から聞いているということはございません。 

○【重松朋宏委員】 ということは、市としてではなく、一職員として退職された被害職員から聞い

ていると。職務として聞いているわけではないけれども、市の職員としては聞いているということで

よろしいですか。 

○【竹内副市長】 そういうことでございます。 
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○【上村和子委員】 本日はお忙しい中、ありがとうございます。 

 本日、副市長にお越しいただきましたのは、私たちの調査の中で何度か出てまいりました、令和元

年６月20日付の、国立市議会議長殿、国立市議会副議長殿宛ての、国立市副市長名で出された市長部

局の調査結果について、ここで書かれてある２点の事実認定、１点目、先ほど①と言われ方をされて

いますが、①の市長部局の調査では当該職員に対し結婚はまだなのか、彼氏はいるのかなどを聞き、

知り合いの自治会長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を持ってくるようにと

何度も言ったこと、言われた職員は本当に嫌だったと他の職員等に話していたことを認定していると

いう１点目。 

 そして２点目、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結

果の、この文書について、石塚議員から、それはうそであるというような、市長部局の調査の内容結

果はうそである。特に２点目についてはそういう事実はないと否定された発言がありましたので、本

日、改めて確認するものです。 

 ここで、それを含めて、追加で補足の質疑をしたいのですが、本日、国立市としては、６月20日付

に書かれたのは全て市側としては事実として認定しているということは間違いないという証言があり

ました。 

 では、その調査結果に基づいて、国立市は、職員を複数処分しております。処分の理由は何だった

のでしょうか。おわかりでしょうか。処分理由です。 

○【竹内副市長】 処分をした者は５名でございます。まず具体的に申し上げると、１名が文書によ

る訓告を行っております。訓告書、ちょっと長いので要約をさせていただきますが、まず、当該被害

を受けた職員が退職をしているという事実。それに対して、組織としてそれを守れなかったという事

実。具体的には、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のために所属職員の指導、啓発及び

職場環境の整備に努めなければならないという規定に対して、その義務を怠ったということが大きな

理由でございます。以上でございます。 

○【上村和子委員】 セクシュアルハラスメント防止に努めなければいけない義務を怠ったというこ

とで、５名の職員が処分されたと、このことによって処分されたということまでわかりました。 

 それでは、先ほどの答弁の中でちょっとだけ補足でお聞きしたいことがありますが、一番重要なと

ころは、石塚議員は、言葉で結婚相手はいるかとか年齢を聞いたという発言については認めています

けれども、行為については認めていません。ここが一番確かめたいところなのですが、手を回したの

を見た職員の方が１名いたと。そして、どの行為を指しているかわからないけれども、「それってセ

クハラじゃないですか」と飲み会の場で言った職員が２名いたと。ここのところを、わかっている範

囲で、それを事実認定できたと、これは事実だろうと判断できた根拠というのはどういうものがある

んでしょうか、お答えください。もう少し説明してください。 

○【竹内副市長】 冒頭に調査体制のお話をしました。３名で関係職員から事情を聴取するという形

でした。 

 対象者は個別に事情を聞いております。つまり、複数ではなくて１人ずつ話を聞いたという状況で

ございます。その中で、それぞれ別の職員から同様の証言といいますか、状況の説明があったので、
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それは相当のもので認識したという経緯でございます。（「ちょっとわからない。１人の人を何人も

聞いた」と呼ぶ者あり）補足しますと、酒席での話だというふうに思いますけれども、その状況を個

別に１人ずつ説明をしてもらったと。状況のそれぞれの認識を聞いたということでございますが、そ

の中で、先ほど御質疑があったような状況が別の人間から、２名ですけれども、説明があったという

ことをもって、相当であろうという理解をしたということでございます。 

○【上村和子委員】 それでは、ちょっと最終確認をさせて、具体的にお聞きします。 

 国立市としては、平成29年２月７日の飲み会のときに、石塚議員がある職員の腰に手を回したり、

肩のほか腰にも手を回したという事実があったというふうに認定しているということですね。そして、

その認定は今も変わらないと、事実認定は今も変わらないという国立市の認識でよろしいですか。 

○【竹内副市長】 結構でございます。 

○【関口博委員】 今の御回答のところで、腰に手を回したというところで確認が１名というふうに

言われたと思うんです。けれども、今おっしゃったのには複数名というような形で言われたように聞

こえたんですけれども、認定するには相当な確実性というのがあったと思うんです。 

 腰に手を回したということを言った職員は１名だというふうに聞こえたんですけれども、その１名

が言ったことについて、よっぽどの確証があるから認定したというふうに捉えていいんですか。 

○【竹内副市長】 非常に申し上げにくいところなんですが、それを見たということは当該本人では

ないという意味で見たということでございますけれども、もう１つは、当該本人がそういう行為があ

ったということを言っているという理解でよろしいかと思います。 

○【青木健委員長】 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それで

は、副市長、ありがとうございました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

午後０時２分休憩 

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

午後０時３分再開 

○【青木健委員長】 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

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

 議題(2) 10月９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、議題(2)10月９日開催の特別委員会における調査の取りまとめにつ

いて御報告を願います。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 プロジェクトチームの２の調査事項の(2)は、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であります。 

 プロジェクトチームとして10月９日の議事の要旨をまとめましたけれども、本日、それから９月26

日の委員会でも調査事項の２にかかわるような質疑が大分されております。執筆者が本人でないため、

使用理由について直接的には娘の思いだろうという曖昧な答えでありました。ただ、執筆者がなぜそ

のように記述したのかという問題よりも、発行責任者である当該議員がその潔白という表現でそのま

ま発行したことの理由というのを考えていく必要があると思います。 

 その中で、当該議員は、その表現を訂正もしていませんし、市民に対して選挙期間中説明もしてお

りません。また、無実であると、潔白という表現によって無実であると誤解するのではということに

ついては、ニュアンスのとり方というような認識を示しています。そこで、恐らく当該議員がこの問
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題を重大な問題と認識していないために潔白という言葉の不適切な使用をしたのではないかというふ

うな見解を今漠然と持っているところです。 

 それは、潔白という表現だけではなく、そもそもセクハラ・パワハラの責任をとって辞職をしたと、

あるいは反省している、あるいはセクハラ・パワハラ行為そのものについて重く考えていないために

不適切な表現をそのまましたのではないかという印象を本日の質疑の答弁も聞きながら考えていると

ころです。 

 本日も、被害者がこういう状況の中でセクハラ・パワハラがあったと感化されているんじゃないか

というような発言もありましたし、現在、今もその認識が変わっていないのではないかという疑義を

抱くに至っております。 

 そこで、10月９日の調査、質疑そのものはまたまとめますけれども、本日の質疑も含めまして、明

確になった、明らかになった事実と、それに対する見解をまとめていきたいというふうに思っており

ます。 

○【青木健委員長】 ありがとうございます。 

 ただいまの報告につきまして何かございますでしょうか。よろしいですね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

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

 議題(3) 次回開催日について 

○【青木健委員長】 それでは、続きまして、議題(3)次回開催日について確認をさせていただきま

す。 

 前回確認をさせていただきましたが、次回につきましては、11月19日13時30分から、そして最終で

ございます、第５回の特別委員会でございますが、11月27日10時からということで確認をさせていた

だきたいと思います。なお、この２回には当該議員の招聘はございませんのでよろしくお願いをいた

します。 

 以上でございますが、ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

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

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

ございました。 

午後０時７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１１月８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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