
− 1 −

令和元年６月１３日（木） 場所 委員会室 

○出席委員

委員長 髙柳貴美代 委員 住友 珠美 

副委員長 稗田美菜子 〃 小口 俊明 

委員 藤田 貴裕 ……………………………………… 

〃 藤江 竜三 議長 石井 伸之 

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

○委員外出席者

陳情者 植野  史 

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

○出席説明員

市長 永見 理夫 政策経営部長 藤崎 秀明 

副市長 竹内 光博 行政管理部長 雨宮 和人 

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

○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) 陳情第６号 石塚陽一議員のセクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメント

行為に関する事実関係の徹底究明と認定事実の公表、さらに国立市議会政 

治倫理条例、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例を活かす 

具体的な対応と施策を求める陳情 

審  査  結  果  一  覧  表 

番 号 件 名 審 査 結 果 

陳情第６号 石塚陽一議員のセクシュアル・ハラスメントおよびパワ

ー・ハラスメント行為に関する事実関係の徹底究明と認

定事実の公表、さらに国立市議会政治倫理条例、女性と

男性及び多様な性の平等参画を推進する条例を活かす具

体的な対応と施策を求める陳情 

１ .６ .１３ 

採    択 
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午前１０時開議 

○【髙柳貴美代委員長】 おはようございます。定足数に達しておりますので、ただいまから議会運

営委員会を開きます。 

 この際、御報告いたします。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、

委員長において許可しておりますので、御了承願います。 

 議題に入ります前に、令和元年国立市議会第１回臨時会で可決されました動議のその後の経過につ

いて、議会運営委員長といたしまして、正副議長より次のとおり情報提供を受けておりますので、お

話をさせていただきます。 

 石塚陽一議員が選挙期間に配った選挙運動用ビラの内容についての事実確認の調査を求める動議が

可決されたことに伴い、議長、副議長は５月16日、臨時会終了後直ちに石塚議員に対し、動議の内容

に沿った形で公正中立な立場に基づいて調査を進めることを確認しました。また、石塚議員には次回

調査日に動議本文の26行目から27行目に記載されている当該議員からの説明の文書の内容に沿った形

での回答書の提出を求めました。 

 さらに以降の調査日程を５月23日14時、５月28日10時、６月４日14時の３回と定め、初回の調査を

終了しました。 

 ２回目の調査は５月23日14時から正副議長室において議長、副議長、石塚議員、書記として議会事

務局長同席で行いました。石塚議員より、動議が求める回答書の提出があり、一読後に調査に入りま

した。聞き取り調査後、石塚議員の回答書と聞き取り内容に食い違いがあることから、５月28日10時

の調査日に再度回答書の提出を求め、２回目の調査を終了しました。 

 ３回目の調査は５月28日10時から、同じく正副議長室において議長、副議長、石塚議員、書記とし

て議会事務局長同席で行いました。石塚議員より、再度の回答書提出があり、一読後調査に入りまし

た。聞き取り調査後、調査については職員に不利益が生じないよう、また個人情報保護等職員の人権

を守ることが第一の取り扱いになることを確認しました。 

 ４回目の調査は６月４日14時から同じく正副議長室において議長、副議長、石塚議員、書記として

議会事務局長同席で行いました。石塚議員に対し、調査については職員の立場を最大限に配慮し、市

当局とともに慎重に取り扱っていることを説明した後、正副議長にて現時点での調査経過について各

議員に説明することを伝えました。その後、正副議長は各議員に対して石塚議員への調査の経過を説

明し、丁寧な調査の途中であり、６月４日までの報告が難しいことの了解をいただいたところでござ

います。 

 以上のように、正副議長は臨時会終了後、直ちに石塚議員と話をして、その後３回の聞き取り調査

を実施している途中でございます。そのうち２回についてはそれぞれ１時間半以上に及ぶ丁寧な聞き

取りを実施しています。今後においても引き続き職員のプライバシーに最大限配慮し、市当局ととも

に慎重かつ丁寧な対応をしつつ、早急に事実の確認を進める予定と伺ってございます。 

 以上が臨時会での動議に対する状況でございます。 

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

 議題(1) 陳情第６号 石塚陽一議員のセクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメント行 

           為に関する事実関係の徹底究明と認定事実の公表、さらに国立市議会政治倫 

           理条例、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例を活かす具体的 

           な対応と施策を求める陳情 
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○【髙柳貴美代委員長】 それでは、議題に入ります。 

 陳情第６号石塚陽一議員のセクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメント行為に関する

事実関係の徹底究明と認定事実の公表、さらに国立市議会政治倫理条例、女性と男性及び多様な性の

平等参画を推進する条例を活かす具体的な対応と施策を求める陳情を議題といたします。 

 陳情者から趣旨説明とお手元にございますとおり、資料配付の申し出がありますが、これを受ける

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、陳情者より趣旨説明をお願いいたします。趣旨説明は簡潔にお願いをいたします。 

○【植野史陳情者】 この陳情を出しました代表の植野と申します。すごい緊張しているので声が震

えていますが、この陳情を提出した理由として、２年前に新聞とか市報とかでこの石塚議員のセクハ

ラ、パワハラということを知って、その後、議員辞職勧告を出す前に石塚議員がおやめになったとい

うのも聞きました。それでその後、政治倫理条例が国立市の議会で決まったということも聞きました。

石塚議員がおやめになったときに大変なことをしたので御本人が反省及び──謝罪はなかったと思い

ますけれども、反省したことでおやめになったと私は思っていて、これで一件落着なのだと思ってい

たんです。けれども、今回４月の選挙のときに選挙前にどうやら選挙に出るらしいというお話が来て、

ちょっとすごく何でという気持ちがありまして、いろいろ何人かで集まって現職議員の方と立候補予

定の方にアンケート調査をしました。 

 それでほとんど全員の方がそのアンケートにお答えいただいて、しかもすごく丁寧なお答えをいた

だいていたにもかかわらず、石塚議員からのお返事はなかったんです。そのまま選挙期間に突入して、

その中で選挙ビラの中にこの陳情書にも書いていますけれども、その中で「父は潔白です」という文

言があったんです。それを読んですごくショックを受けまして、全くわかって、理解していなかった

んだと。あと選挙期間中に応援される方からのお話として、結婚問題に関して好意でお話をしていた

ら勘違いされたというお話も出ていて、私も聞きかじったんです。そういう話も聞いたりしていて、

ちょっとこれはどういうことなんだとすごく思っていて、選挙結果、石塚議員は当選したということ

で、私は本当に最初にすぐにでも異議申し立てみたいなことができないのかとか、ひとりでもやめて

ほしいという陳情を出すとかいろいろ言っていたんですけれども、そこで御本人が理解していない以

上、やめてもらってもそれはだめだなと思い至って、今回の陳情を出しました。 

 なぜかというと、本当にセクハラ、パワハラはＤＶだと思っています。セクハラやパワハラを受け

た側は、本当に精神的なダメージも大きくて、とてもすごいつらいんですよね。そのときだけではな

く後からもすごくつらい思いをして、多分本当に今もし市役所の職員の方でセクハラを受けた方が残

っているとしたら、とてもつらい思いをしながら毎日職場に通ってきていると思うんです。 

 理解されていないということがとても私は疑問で、そのことをちゃんと議会で理解してもらえるよ

うにしてもらいたいというのがあります。セクハラ、パワハラをしたということをちゃんと自分で思

ってほしいし、それに対してどう考えているのか。したことに対してどう考えているのか、対処をち

ゃんとしてもらいたいと思うし、全く市民はわかっていないというか、知らない人のほうが多いです

よね。 

 今、署名集めなどをしていると知っている人はすぐ署名してくれますし、ちゃんと署名回れていな

いですけれども、本当にそこが一番私自身もとてもつらいことですし、わかってもらいたいし、それ

をちゃんと表明してもらいたい。加害者ですよね。その加害者が事実を認めてセクハラだというのを
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自覚して、二度と同じことをしないということを表明してもらいたいし、自分をいさめてもらいたい

し、そういうことをちゃんと公表してもらいたいです。 

 本当に理解できないのであれば、議会の中で何ともならないのであれば、専門家とちゃんと話をし

てもらって、それは議員の方皆さん一緒にやってもいいと思うんですけど、何がどう悪いのかという

ことをきっちり理解するという、それがなければ次のことが起こるというのは見えていますので、そ

こをちゃんとやってもらいたいと思っています。 

 その上で議員の方にも市役所の方にもセクハラ、パワハラがどういうものか、どういうことが起こ

るのか、どう対処したらいいのかという本当に研修を積んで、勉強してもらいたいと思っています。

それでこの陳情を提出しました。 

 資料にお配りしたのは、そのとき議員の皆さん、立候補される皆さんに宛てたアンケートの集計の

結果です。その中で選挙後に石塚議員にも提出を求めて、提出していただいたのが小さく番号が端に

打っている８番にあります。書き方が違ってこういう文章になっておりますので、その中の石塚議員

の部分を読み上げさせていただきます。 

 「セクシャルハラスメントについて」、質問が、「セクシャルハラスメントとは、具体的にどのよ

うなことを指しているとお考えですか」。これに対してのお答えです。「セクシュアルハラスメント

とは、法的に言いますと性的な嫌がらせであり、相手の意に反する性的言動によって働く上で不利益

を被ったり、性的な言動によって就業環境が妨げられることです。しかし、嫌がらせの定義は曖昧で

あり、本人が嫌がっていなければ嫌がらせにならないとの見解からセクハラに該当するかどうかは相

手の方次第となりますが、相手の方の人格を尊重する上では大切な事項であると認識いたします。セ

クハラ発言については、近年の見解では、性的な言葉、年齢についての言葉、結婚等に関する言葉が

該当いたします。この様な観点から、個人の認識の範疇でした発言に、結婚する気持ちがあれば頼ま

れているので紹介してあげますよ、お年は何歳ですかとありましたが、全く相手の気持ちを察してい

ないとの指摘を受ける状況であった事には身を正して参ります」。 

 これが具体的にどのようなことを指しているかということの石塚議員の見解でありますが、意味が

わからないというのと、本人が嫌がっていなければいいのかと、本当に背景に力関係があった場合、

嫌がったそぶりを見せないと思うんです。そんなことできないです。例えば上司から言われて、すご

く嫌だけど、ここで謝ったら何か言われるかもしれない、後で何か大変なことが起こるかもしれない

なんてあったら、絶対に断れないですよね。そういうことを全然考えていない発言、回答であるとい

うことで、すごく本当にびっくりしました。本当にわかっていらっしゃらないなというのも痛感しま

した。 

 それで最後に陳情事項を読み上げさせていただきます。 

 １番、「石塚陽一氏が２年前に市職員に対して行ったとされる行為について、徹底した事実究明を

行い、被害者のプライバシーに細心の注意と最大限の配慮をしたうえで、認定された事実とともに、

その事実に関する石塚氏本人の現時点での認識を、市民に公表すること」。これに関して言えば、先

ほどの「父は潔白です」というのが二次加害だと私は言いました。それに関して本当にこれ以上被害

者の方が傷つくことのないような公表の仕方をお願いしたいと思います。 

 ２番目、「『国立市議会政治倫理条例』を活かし、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラス

メントをなくすために議会として然るべき措置あるいは対策を講じること」。この国立市の議会政治

倫理条例というのは、石塚議員の問題があって、その後成立したと聞いておりますので、ここはもう
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本当にその条例にあるとおりにいろいろな措置や対策を講じていただきたいと思います。 

 ３番目、「国立市におけるセクシュアル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントの実態を調査

し、現状を把握したうえで、『女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例』を活かしていく

ための具体的な政策を提案すること」。多分、女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例も、

その後に決まったと思います。それをどう生かしていくかということもきちんと話していかれること

を私は望みます。以上です。 

○【髙柳貴美代委員長】 説明が終わりました。陳情者に対して質疑を承ります。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 陳情者の方におかれては、本当に大変な陳情を出していただいたということで

す。本来でしたらこういう陳情も出さなくていいような社会であったり、あるいは個人の認識であれ

ばよかったと思います。大変緊張の中、本当にこういった陳情を出していただいたということで、何

点か質疑をします。 

 先ほど選挙のことに触れられて、陳情者としての思いが語られておりましたけれども、この陳情と

いうのはそういう個人的なものではなく、大変大きな皆さんの声を受けてセクハラ行為は許さないで

すし、そういう人が公職の立場に返り咲くというのはおかしいじゃないかという大変多くの声があっ

て、この陳情を出していただいたと考えてよろしいでしょうか。 

○【植野史陳情者】 はい、そうです。特定の団体とかではなくいろいろな人が集まって、いろいろ

話し合いをして出そうということに決まりました。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりました。私のところにも陳情者と同じような声がたくさん届いてお

りますので、これは個人の単なる思いではなくて、大変多くの社会的な義憤から出されたものである

と今改めて認識をいたしました。 

 陳情事項を読んでいきますけれども、例えば１番で「徹底した事実究明を行い、被害者のプライバ

シーに細心の注意と最大限の配慮をしたうえ」という記載がありますけれども、人によっては被害を

受けた方、当時の模様などこれ以上しゃべりたくないとか、そういうのを私はあるのかと思うんです。

ですので、石塚議員に対する潔白とは何かとか本人の見解はしっかりきっちりと示していかなくては

いけないと思いますけれども、徹底した事実究明、被害者のいることですから、これについては場合

によっては被害者、当事者のことを考えると難しいといったら変ですけれども、なかなかしにくいと

ころもプライバシーの観点からあるのかなと考えますと、この陳情事項の１については、ある程度議

会に対して裁量を与えていただいたと考えてよろしいですか。公表できる範囲ですとか調査をしよう

としたけれども、なかなかそこには事情があって及ばないというところに徹底した事実究明とかあり

ますけれども、ある程度議会に調査の方法など、裁量を与えていただいたと考えてよろしいでしょう

か。 

○【植野史陳情者】 徹底究明することで本当に被害者の方に二次被害、三次被害になるようなこと

は避けてほしいと思っております。なので事実究明、被害者の方の聞き取りは済んだはずだと聞いて

おりますので、それではなく私が本当に究明していただきたいのは、石塚議員本人の考えとこれから

のことです。なので被害者の方を本当に配慮して、公表するというのは石塚議員の考えであり、石塚

議員中心の公表を私は望んでいますので、それはもうお任せします。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。石塚議員の見解も潔白というところのお話でよろしいでしょう

か。例えばセクハラの行為があったとかそういうことではなく、潔白というのは一体何を意味してい

るのか、そのことに対する石塚議員の見解と考えてよろしいですか。 
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○【植野史陳情者】 それで大丈夫です。いろいろ公表してしまうと本当にいろいろなことに、被害

者の心がつらくなるようなことは絶対避けてほしいと思っております。 

○【藤田貴裕委員】 よくわかりました。それと今回いろいろな憤りがあって陳情を出していただい

たと思います。時間の関係でという話もあったと思いますけれども、私もこのアンケートで石塚議員

の回答を見て、非常にびっくりいたしました。さっきそこでも陳情者の方からそういう回答がありま

したけれども、もし時間の関係で言えなかったことなどまだおありでしたら、お伺いします。もう十

分先ほどの趣旨説明の中で、議会に対して言いたいことは言ったということであれば結構ですけれど

も、もしあれば最後にお伺いしたいと思います。 

○【植野史陳情者】 今、インターネットとか引けばセクハラ、パワハラは何なのかというのはいっ

ぱい出てきます。それを本当に勉強しようと思えば幾らでも勉強できるはずなんです。今、私はオオ

タさんという方が書いた『壊れる男たち』という本を読んでいるんです。私たちも勉強を確かにして

いるんです。セクハラ、パワハラの勉強を私たちもやっています。その中で紹介された本で……。違

うわ。金子雅臣という方の書いた岩波新書の『壊れる男たち－セクハラはなぜ繰り返されるのか』と

いう本を紹介されて、今読んでいるところです。こういう本もこれは男性が書いた本ですけれども、

勉強ができるし、どんなことでもやろうと思えば幾らでもできます。それとちょっと言い忘れたんで

すけれども、本当に私の年代は、年はとっているので若いころは本当にいろいろなことがありました。

例えば宴会になると男性のお酌をするのは若い女性がしろとか、そういうのは通例としてあったし、

今でも多分あるかもしれないし、同じ職場の中で私は昔教師をやっていたんですけれども、教員をや

っている時代もお茶を入れるのは女性、後片づけをするのは女性。あるとき、私より下に入ってきた

男性に洗ってねと言ったら、その男性は泣きながら何で自分はこういうことをしなきゃいけないんだ

と言っていた時代ですから、石塚議員は私よりまだ年齢は上の方なので、そういう中でずっと育って

きた方だと思うので、その考えをなかなか覆していただくのはとても難しいことだと思いますけれど

も、昔はこれで大丈夫だったんだと思われているかもしれないし、私も初めてここに１回だけ陳情さ

せていただいたときに、アポをとるとか全然知らなくて、トントンとドアをノックしたら誰だとかい

ってすごいお叱りを受けて、アポをとってきたのかと議員の方にどなられた経験があって、アポって

何ですかと聞いた記憶があって、議会事務局行くんだとか言われて行って、アポをとってもらったら

忙しいからだめだとか言われた経験があるんです。そういう時代もあったと思うんです。でも、確か

に時代は今物すごく変わってきていて、その時代の変化に柔軟に対応というのは難しいかもしれない

ですけれども、それをちゃんと把握して、市民の代表で選ばれた議員ですから、そういうこともきち

んと理解してやってもらいたいと私はすごく思います。 

 それが理解できないのであれば、それはちょっと難しいんじゃないですかと思っているし、そうい

うのを理由にされるとか、そういうのは許されないことだと、自分たちの時代はこうだったんだとい

う認識もこの先もやっていかれるというのは、この今の時代には許されないことだというのもきちん

と認識していただきたいし、議会だけではなく本当に市役所の中も女性の問題で集まったら男性しか

いないとか、議会傍聴させていただいても、管理職の方が男性しかいないですよね。そういうのって

ちょっと違うんじゃないか、今の時代もう少し市役所の中もいろいろ変えていってもらいたいと思っ

ているし、市民も同じように変わっていけたらいいなと私は思っているので、どうぞよろしくお願い

します。 

○【住友珠美委員】 今回は本当に大変な思いでこの陳情を出していただきまして、本当にありがと
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うございます。私たちも見直すすごくいいきっかけになったと考えております。何点か質疑させてい

ただきたいと思います。 

 私はこのアンケートを選挙中配っていただきまして、この中で３点、アンケートの内容が出ており

ましたけれども、中でもセクシュアルハラスメント、なぜいけないのか、これが根本にないことには

問題解決ができないんだろうなと、一番根本だなと、重要なアンケートの質問だと考えているところ

でございます。逆に陳情者さんはこのセクシュアルハラスメント、何でいけないのか、このことに対

して思いを教えていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○【植野史陳情者】 アンケートは選挙中ではなくて選挙前です。なぜいけないのか、基本はＤＶで

す。セクシュアルハラスメントイコールＤＶです。セクハライコール性暴力、ＤＶイコール性暴力で

す。声をかけるとかお酌をしろとかいろいろなことがあると、喜んでお酌をするという人もいるかも

しれないですけれども、無理強いするとかそういうのは本当に暴力だと思っておりますので、それが

一番です。 

○【住友珠美委員】 おっしゃるとおりだと思います。このパワー、力関係のある中で、いや、これ

はできないとか言えない中で、例としてはお酌をさせられるとか、本当に性的なことを言われるとか

これは暴力以外の何物でもないというのは私もそういうふうに感じておりますし、これは絶対なくし

ていかなきゃいけない。その中においてセクハラの具体的にどんなことを指しているのかという中で

の、先ほど陳情者さんがおっしゃっていた個人の認識の範疇の発言の中に何歳ですかとか年を聞いた

り、結婚する気持ちがあれば頼まれているので紹介してあげますとか、こういうことが指摘を受ける

状態であったことに対しては身を正してまいる。これを見る限り、本当にずれているのかなというの

も私の印象で思っているところでございます。中でも私、陳情事項で３番にあります具体的な施策、

すごく講じていかなきゃいけないところだろうと、最後の行にありますが、どういったことが考えら

れると思いますか。先ほどは例えば研修をしていったらいいんじゃないかとか、専門家とお話をして

もらうとかありましたけれども、ほかにどんなことを具体的にしていったらいいんじゃないかという

御提案とかというのはございますか。 

○【植野史陳情者】 アンケートの３番目にそのことを聞いています。その中で住友議員もいろいろ

書いてくださっています。皆さんいろいろ書いてくださっているんですけれども、その中で具体的な

ところをちょっと書いていただいているお三方の文章を読ませていただいて、最後に自分の考えも言

わせていただきます。 

 住友議員御自身が書いていただいたことで、「まずは市民一人ひとりが理解をすることが一番だと

思います。市の基本条例に位置づけられた、この条例を市の様々な施策に生かすためにも、まずは周

知することです。（ワークショップや、イベント、広報など）理念条例だけで終わらせないためにも、

『基本方針』を明確に示して今、行っている施策をチェックすることも必要と考えます。（行政だけ

でなく、市民の皆さんとチェックできることもありかと思います。）」という御意見です。 

 あと、稗田議員の御意見ですが、「国立市議会では残念なことに、職員に対してセクシャルハラス

メントやパワーハラスメントが起こり、職員を辞職に追い込むというとても悲しい事件を引き起こし

てしまいました。その時に感じたことは、相手の立場や意識を理解することはとても難しいというこ

とでした。当時副議長として中川前議長の聞き取りを丁寧にする姿は、中川さんの女性としての人に

寄り添う姿勢と正義感からくるものだろうと思いました。被害にあわれた女性は市役所のあちらこち

らに声を上げたにもかかわらず、その声が届くことなく彼女は職場を去る決断をしました。届くこと
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のなかったはずの声を議会に届けたのはまさに女性の連携でした。その声をしっかり受け止めたのも

当時の女性議長だったわけです。共感力に優れた人の力がもっと早くつながっていればこのようなこ

とにはならなかったかもしれないと、当時の議会の一端を担うものとして反省すべきと考えています。

それぞれの立場で相手のことをしっかりと理解するのは非常に難しいことではありますが、小さいこ

ろからしっかりと教育を受けることでそれは改善していくことと考えます。体のこと健康のこと心の

ことなどそれぞれのステージに合った健康教育という形で教育の分野で取組んでいくことが重要であ

ると考えます」。 

 藤田議員のお話です。相談窓口の周知、解決できる第一歩にする、男女同権教育、女性へのパーソ

ナルサポート、加害者への更生プログラム。 

 あと小口議員のものです。ソーシャルインクルージョンの理念を国立市のあらゆる施策に生かして

いく。ソーシャルインクルージョンの理念を行政だけでなく市民一人一人に啓発するといういろいろ

御意見をいただいております。それで私も相談窓口はとても重要だと思って、専門的な話をできると

ころがあったほうがいいと思います。そこの相談窓口では女性が相談に行く窓口が男性だったら、と

てもちゅうちょしてしまいますので、女性の相談者というのが必要だと思っています。男性の相談者

がいるところには男性が行く、女性の相談者が行くところには男性が行く、そういう相談窓口が必要

だと思っています。 

 それと専門知識というか、ちゃんと相談できる人材の育成というのがとても必要だと思います。相

談に行ったけれども、市役所の方で専門的にそういうことを勉強されている人というのはいらっしゃ

るかもしれないですけれども、もしいらっしゃったらそういう方に窓口に立ってもらいたいし、そう

いう方がいないのであれば、本当に人材を育成していただきたいと思います。もし本当にいないので

あれば、本当に民間からでも専門家の方を窓口に週に１回でも呼んで入っていただくとか、相談しや

すい場所。なかなか相談しづらい問題ではあるので、場所の確保も大事だと思っております。あと研

修も必要だと思います。狛江市が今いろいろなことをやっていらっしゃるんで、その狛江市の事例を

参考にしていただけたらとも思っています。 

○【小口俊明委員】 陳情者の方、ありがとうございます。先ほど来の陳情者の方からのお話で、大

分陳情書の内容、理解も進み、各委員もそれぞれ判断、的確にできていくかと思いますけれども、私

からは１点だけ、改めての確認で、陳情事項の２番のところにあります２行目です。「議会として然

るべき措置あるいは対策を講じること」という陳情項目になっております。このことは先ほど来のお

話を伺うと、現時点において石塚議員に対して例えばやめてもらいたいとかそういうことを言ってい

るのではなく、今後二度とこのようなことが起こらないようにしかるべき措置、あるいは対策を講じ

てもらいたいという趣旨に私は理解をいたしますけれども、そういうことでよろしいか確認をさせて

ください。 

○【植野史陳情者】 ここに国立市議会政治倫理条例というのを持っています。その中の第７条、

「議会は、第４条第５号に規定する人権侵害のおそれのある行為に関する職員からの苦情の申出を受

け付けるため、必要な措置を講じなければならない」。これは私の希望云々ではなくちゃんと議会で

いろいろ話し合いをしていただいて、調査をいろいろやっていただいて、そこで議会で考えていただ

きたいと思っております。よろしくお願いします。 

○【藤江竜三委員】 １点確認です。陳情事項の３なんですけれども、「国立市におけるセクシュア

ル・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントの実態を調査し」とあるんですけれども、この場合に
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おける国立市というのは、この陳情の当事者の方、石塚議員のということなのか、それとも市議会の

ということなのか、それとも国立市役所内全部、市議会も含めて全部ということなのか、それとも国

立市全域、さまざまなところを含めて行っていくのかという。私としては調査して、しかも効果的な

対策をするというふうになるので、ある程度一定の範囲を持ったほうがいいと思うんですけれども、

どのあたりを想定してというふうにお考えなのかと思うんですけれども。 

○【植野史陳情者】 これはもう国立市全部という感じです。と考えています。 

○【藤江竜三委員】 国立市全部というふうになると、普通の一般企業であったりとかそういうとこ

ろも含めて調査をしていただきたいというようなことなんでしょうか。そうなるとなかなか調査規模

があまりに広くなってしまうと、調査は曖昧になってしまう部分もあるかと思うんですけれども、そ

ういうふうなところまでしっかりやっていったほうがいいとお考えなんでしょうか。 

○【植野史陳情者】 全部を網羅してというまでは難しいと思いますので、無作為抽出ということで

できるかなと思います。あと５月29日に国会のほうでパワハラ法案が決まりましたよね。それも生か

していただければと思います。 

○【稗田美菜子委員】 今のところでもうちょっと深めて伺いたいんですけれども、そこについては

おそらく時間がかかっていくことだと思います。国のほうでも動いているという動きがある中で、ま

ずは国立市議会、みずからがここの市議会の中で、国立市の代表者が集まっているという意味で議会

を捉えるのであれば、小さな社会だと思いますので、その中でどういうことが起きているのかという

ことをきちんと解明をして、それに対する対策を立てるということがまず第一。それから広げられる

のであれば、それが市役所であったりとか、国立市全体というふうな段階を経てみたいな理解でも大

丈夫であるのか、お伺いいたします。 

○【植野史陳情者】 それで私はいいと思います。いきなり国立市全部というのはとても無理がある

と思いますので、本当に段階を追って全体というふうに広がっていけばいいと思います。 

○【髙柳貴美代委員長】 よろしいですか。ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、陳情者に対する質疑を打ち切ります。 

 ここで陳情第６号について、署名が追加されておりますので、局長から御報告いたします。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御報告申し上げます。陳情第６号につきまして、その後賛成署

名が155名追加され、ほか157名となりました。以上、御報告申し上げます。 

○【髙柳貴美代委員長】 署名の追加については以上のとおりであります。 

 それでは、当局に対して質疑を承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、質疑を打ち切り、意見、取り扱いに入ります。稗田委員。 

○【稗田美菜子委員】 まず冒頭委員長がこれまでの正副議長の動きを丁寧に説明していただいたこ

と、心から感謝申し上げます。一連の流れとしましては、ここの本文中の陳情趣旨の中の２段落の最

後のほうにありますけれども、選挙ビラのことが書かれておりまして、その中で「『父は潔白です』

という文言さえ掲載されており」という陳情趣旨があります。動議のほうはこの父は潔白ですを含め

たものに対しての事実究明と、御本人のどういうことで書いたのかということを求める内容であった

と理解いたしますので、この陳情につきましても、それから動議につきましても根本的な内容、大き

な意味でいえば同じであると。それをもってこれまで正副議長がきちんとした調査をしていただいて、
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日付を含めた細かな説明をしていただいたことにつきましては、委員長とそして正副議長にも心から

敬意を払いたいと思います。本当にありがとうございます。 

 陳情者の中に衝撃的な言葉だと私はとても強く心に刺さったことが、セクハラとパワハラは性暴力

であると、そのとおりなんですけれども、改めて言葉にして耳から入ってくると、女性の１人として

とてもぐさっと刺さるものがあるなと思い、それを勇気を持ってここで陳情の説明をしていただいた

ことについても、心から本当に感謝を申し上げます。 

 そういった中で、私自身も当時副議長としてさまざまな苦慮をしてきました。加害者、被害者とい

う言葉はあまり私としては使いたくないんですが、当事者の中でいろいろな思いがあること、その思

いがボタンのかけ違いのようなことで大きくずれてしまっている、それが暴力になってしまっている

ということが残念なことに認識されていないということだと思います。ですので、この案件を含めた

当事者がいること、特にプライバシーに配慮しなきゃいけないこと、それから人権に配慮しなきゃい

けないことについては細心の注意を払って取り組まなければいけないと思います。 

 他の委員の御質疑の中に、ある程度議会が裁量を持ってそういうことを任せていただけるというこ

とで、議会としてはきっちりとこれを受けとめて、二次被害、三次被害を出さないような形でしっか

りと取り組んでいきたいということを申し添えて、採択とさせていただきます。 

○【住友珠美委員】 本当にきょうはありがとうございました。貴重な陳情を出していただきました。

今稗田委員のおっしゃったように、私も動議が出されている最中、正副議長が丁寧に行ってくださっ

ている最中でございます。それが陳情事項１番、石塚議員が今どのように認識しているのか、公表し

ていくことをやっていただいている最中でございます。それと２番、３番、私が質疑させていただい

た具体的な施策、確かに本当に陳情者のおっしゃるとおりだと私も認識しております。このセクハラ、

パワハラは人権問題、もとはそこです。私も働いているとき、結婚したとき、さまざま女性という立

場の中困難があったということもあります。その中で女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する

条例ができたことが国立市はすごく大きいことで、市民の皆様も期待されているところが大きいと私

も思っております。これをしっかりと肉づけをしていくこと、大切な意味だと感じておりますので、

この２番、３番もちろんやっていかなければいけないと感じております。なので私はこの陳情には採

択、大いに採択させていただきたいと思っております。 

○【藤江竜三委員】 この陳情を採択の立場で討論いたします。 

 石塚議員のチラシに書かれている父は潔白ですということであったり、アンケートで石塚議員の回

答はあるという部分において、少なくとも私の認識とは違うなと思う部分もありますし、そういった

中で認定された事実とともに、その事実に関する石塚氏本人の現時点の認識というのは私もぜひとも

聞いてみたいと思うところもあります。そして、市民の方も当然それを知る権利もあるかなと思いま

すので、陳情事項１についても行っていくべきだろうと思います。また、２についてもこの対策、考

えていく、３についても実態を調査し、具体的な政策を提案するというところまで、市議会として行

っていくべきだろうと考えますので、採択といたします。 

○【藤田貴裕委員】 それでは、採択の立場で討論したいと思います。 

 第１回臨時会の本会議、動議が出されて、議長と副議長には本人に対して丁寧な調査をしていただ

いている、また事実の調査もしていただいている、そのことに敬意を表したいと思います。プライバ

シーに関する内容が含まれていますので、公表についてはなかなか期日までというのは難しいという

中で、しかし、着実に前には進んでいると認識しておりますので、このことについては引き続き調査
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をしていただきたいと考えております。 

 本件では、当時石塚議員が議員辞職をするということになりました。また、当時の正副議長、さら

に市長の指示によって議会及び庁内で調査され、事実と認定された上で、市長が３カ月の減給になっ

たということであります。石塚議員のアンケートの回答を見ましたけれども、発言で市長が３カ月の

減給になるのかということ、ならないですよね。あまり深くは討論いたしませんけれども、石塚議員

がチラシで潔白と書きましたけど、何が潔白なんだと、そのことは私も聞いてみたいと思います。 

 また、取り返しのつかないことをした、あるいは人権を侵害した、そういう認識がないというのは

本当に許せないことでありますので、強い怒りと抗議をあわせて示しておきたいと思いますし、陳情

者の方からもるるお話がありました。ＤＶなんだ、あるいは時代の流れがもう変わっているんだとい

う話がありました。議員でありますので、しっかりと勉強して、いろいろな人の思いを肌で感じる、

それが仕事でありますので、しっかりとした勉強、そして時代の流れに合ったことをやっていくとい

うのは当然でありますので、これはできないとあれば、私も非常に厳しく接していきたいと思います。 

 私たち国立市議会はセクハラ、パワハラを二度と起こさないと、こういうように強く誓って倫理条

例を制定するということをしました。あるいは基本的人権、憲法に書いてありますし、市の女性と男

性及び多様な性の平等参画を推進する条例も全会派一致で可決したわけでありますので、それらをし

っかりと実現するために、この陳情を採択したいと思います。以上です。 

○【小口俊明委員】 本陳情は採択であります。 

 先ほどの陳情者のお話を伺いまして、今後このようなことが起こらないように対策を講じてほしい、

また石塚議員には自覚をしてもらいたい、表明をしてもらいたい、また公表してもらいたい、こうい

う趣旨であるというふうに理解をいたしました。陳情事項１に関しましては、本年５月16日に行われ

ました国立市議会臨時会におきまして、19名の議員の連名によりまして提出、可決をされた石塚陽一

議員が選挙期間に配った選挙運動用のビラの内容について、事実確認の調査を求めるというこの内容

にも符合する陳情の内容であると考えます。また、先ほど委員長からお話がありましたとおり、議長、

副議長におきまして、丁寧に調査をしていただいている、このように認識しております。 

 また、陳情事項２に関しましては、「セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントをなく

すために」とありますことから、今後国立市議会の防止策、取り組みが問われている、このようにも

理解をいたします。みずからを戒め、議会活動に当たってまいりたい、このように考えます。 

 また、陳情事項３につきましては、文面上、先ほど来確認がありましたけれども、国立市における

実態調査ということではありますけれども、まずは議会内におけるセクシュアルハラスメント、パワ

ーハラスメントの防止のために、具体的な政策をつくってほしいということだろうと理解いたしまし

た。市議会に与えられた権限の範囲の中で最善を尽くしていかなければならない、このように考えま

す。 

 また、さらに申し上げますと、これまで国立市議会といたしまして、平成29年５月17日の平成29年

第１回臨時会において、国立市議会議員倫理決議が可決されたことに伴いまして、（仮称）国立市議

会議員倫理条例の制定に向けまして、議会運営委員会で協議を行いました。議会運営委員会では、計

12回の協議を行い、また一方、市職員への市議会議員のハラスメント行為等に関する職員（臨時職員、

嘱託員）アンケートを実施いたしまして、市職員へのハラスメントの状況、また市職員の議会、議員

に対する考え方等につきまして、非開示ということを前提にして、このアンケートを行いました。 

 また、平成29年10月にはセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントに関する研修を全議員出



－ 13 － 

席のもと実施をいたしまして、ハラスメント行為の認識の向上と再発防止に努めました。 

 その後、国立市議会政治倫理条例（素案）に対するパブリックコメントを実施し、平成29年第４回

定例会において、議員提出議案の国立市議会政治倫理条例案が可決をされました。 

 平成30年５月に国立市議会政治倫理条例施行規程を制定し、職員が、議員からハラスメントに関す

る苦情の申し出ができる制度を設け、６月には市職員に通知をいたしました。このような取り組みを

国立市議会としてこれまで行ってきていることを申し添えまして、本陳情を採択いたします。 

○【髙柳貴美代委員長】 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 なければ、意見、取り扱いを打ち切り、採決に入ります。 

 お諮りいたします。本陳情を採択とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、本陳情は採択と決しました。 

 以上で本会議から付託されました事件の審査は終了いたしました。 

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

○【髙柳貴美代委員長】 これをもって議会運営委員会を散会といたします。 

午前１０時５８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６月１３日 

 

 

 

    議 会 運 営 委 員 長       髙  柳  貴 美 代 
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