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令和元年９月１３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 〃 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 

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

○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) 今後の委員会の進め方について
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午前１０時１分開議 

○【青木健委員長】 おはようございます。大分気候も秋めいてきたようです。ただ、まだまだ気候

の変動が多いようですから、皆様方、体調には十分御留意をいただきまして職務に専念をしていただ

きますようよろしくお願いを申し上げさせていただきたいと存じます。 

 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きます。 

 この際、御報告いたします。傍聴者より本日の会議を写真撮影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をお願いいたします。 

 それでは初めに、石井議長より御挨拶を頂戴したいと存じます。 

○【石井伸之議長】 おはようございます。当特別委員会初回ということで、皆様からさまざまな質

疑事項をいただきましてまことにありがとうございます。正副議長で最後まで積みきれなかった部分、

さまざまな部分あるかと思います。しっかりと調査を重ねた上で、この20名が一致結束をした結果を

出せるように、ぜひとも今後とも慎重な委員会調査を行っていただきますよう心からお願いをいたし

まして、冒頭、議長の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。 

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

 議題(1) 今後の委員会の進め方について 

○【青木健委員長】 それでは、本日の議題に入ります。 

 議題(1)、今後の委員会の進め方について入ります。 

 それでは、ここで暫時休憩をし、ちょっとお手元の資料を御一読願いたいと思います。 

 では、暫時休憩といたします。 

午前１０時３分休憩 

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

午前１０時１１分再開 

○【青木健委員長】 それでは、休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 お手元の資料、御一読をいただいたと思いますが、今後の進め方についてですけど、まず、質疑を

受ける石塚議員についてですが、席は当局側をお借りして、そちらに座っていただくということでど

うでしょうか。真ん中にテーブルを出してということもないわけではないんですけど、ちょっとそう

すると余りにも詰問形式が強過ぎるような印象を受けるのではないかなということも考えますが。よ

ろしいですか、それは。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それと、質疑の進め方なんですが、事務局において１点目、２点目、３点目というふうに質疑をそ

れぞれ区分けしていただいております。このとおり、１日においては１つの質疑、項目１を１日で、

１日になるか２日になるかわからないですけど、その質疑に絞らせていただいて進めさせていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それと、１日の委員会の時間についてなんですけど、60分で一旦休憩をとります、また60分をやる

ということで、２時間というのは質疑を受ける側のことを考えますと長いのかなという気もいたしま

すので、通しで90分を目安として進めさせていただくということではどうでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。 

 なお、質疑の順番なんですが、これは予特・決特のように会派ごとにやるほうがよろしいですか。

それとも、全く個人で考えて質疑されたほうがいいですか。上村委員。 

○【上村和子委員】 進め方についてですが、私たちは３つの調査をするという、しかも時間設定が

限られていて短時間でやらなきゃいけませんし、もう既に議長、副議長のところで丁寧な聞き取り調

査は行われておりますので、それを踏まえて質疑を、石塚さんの負担も考えると絞り込んで組み立て

ていかなければいけない。質疑をただやればいいということではなくて、論点を整理してやらなきゃ

いけませんので、私は、プロジェクト型というんですか、質疑項目が３つあり、18人いますので、３

つのチームに分かれて、そのチームリーダーを決めていただいて、きょう、それぞれの会派で聞きた

いことが出ましたので、その３つが作業班に分かれて、それぞれの項目について、その主たるチーム

がまず主たる質疑をする、そしてそこから落ちたところでまだ聞きたい、補足の質疑がある人は、限

って聞くという形で、主たる質疑と補足質疑というふうに分けながら、それぞれチームの責任者が主

たる質疑をやる、そして補足はほかの人で、入っていない人で補足したい人がいれば聞くみたいな形

で３回やって、そうするとそれぞれの調査項目について、石塚さんからの回答について、それをどう

整理するかというところも、そのプロジェクトでできます。そうすると、６人ぐらいのプロジェクト

だったら委員会と委員会の間に協議する時間、検討する時間も持つことはできますので、そういう形

でやったらどうかと私自身は考えたんですけれど。そうでないと、みんなばらばらで、委員会だけや

ってしまうと、いろんな答えは出てくるけれども、まとめるときが大変になってくるというふうに思

いますので、そういう調査チームプロジェクト型を提案したいなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○【青木健委員長】 ありがとうございます。 

 今、上村委員より、３つのチームに分けてそれぞれ設問について担当していただくと。なお、その

チームが主たる質疑をし、そして他のチームというんですか、プロジェクトというんですか、方につ

きましては、補足的な質疑があればしていくという形で進めていきたい。そしてなお、それぞれのチ

ームにおいて答弁におけるまとめも作成をしていただくということの提案がございました。 

 ほかにはございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしますと、ただいまの上村委員の御提案でございますが、そのような進め方をさせていただい

てよろしいでしょうか。藤田委員。 

○【藤田貴裕委員】 その他が入っていますけど、これについてはどういうふうに使えばいいんです

か。３項目のほかにその他があると思うんですけど、４チームにするのか、それとも３チームの中で

割り振るんですか。 

○【青木健委員長】 それぞれ、この１、２、３の中に入れていただいてよろしいんではないかと思

います。必ず派生して、このことについては出てくるものであると思いますので。 

○【藤田貴裕委員】 わかりました。 

○【青木健委員長】 ですから、その他だけ新たなチームをつくるということはしないでもいいかと

いうふうに思いますが、いかがですか。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、お諮りをさせていただきます。 
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 ただいま上村委員より御提案のございました、それぞれ３つのチームに分けまして設問を固定とい

うか、設問を担当していただく、そしてそのチーム以外のことにつきましては、補足的な質疑があれ

ばしていただくという形で、１つの設問についてを進めさせていただくということでよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 なお、それぞれのチームにおいて、答弁についてはまた整理をしていただくということにさせてい

ただきたいと思いますが、こちらもあわせてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、上村委員、チーム分けについてですが、どのようにされたらよろしいですか。上村委員。 

○【上村和子委員】 チーム分けは、基本的には３チームなので、会派はできればばらけていただい

て、あとはしたいところ、私が思っても、この質疑はこの人が一番適任だなと思うような人もいます

ので、あとは会派は会派で３つに分けてもらう、それ以外の人、１人会派の人はしたいところに行く

みたいな形で、最終の人数調整は、偏りも出るかと思いますので、みんなで突き合わせて、したいと

ころで振り分け、いびつだったらそれを全員で調整するということで、事務的にやったらいかがでし

ょうか。希望で。 

○【青木健委員長】 わかりました。 

 それでは、そのプロジェクト分けというんですか、チーム分けというんですか、これより行いたい

と思いますが、よろしいですか。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

午前１０時１８分休憩 

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

午前１０時２９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。 

 それでは、休憩中にそれぞれのプロジェクトチームのメンバー及びそのチームのリーダーをお決め

いただきましたので、委員長より御報告を申し上げます。 

 まず、第１プロジェクトチーム、住友委員、石井めぐみ委員、関口委員、小口委員、上村委員。な

お、リーダーは上村委員ということでございます。 

 次に、第２プロジェクトチーム、高原委員、髙柳委員、藤江委員、藤田委員、重松委員、青木淳子

委員、稗田委員。リーダーは重松委員ということになります。 

 第３プロジェクトチーム、小川委員、遠藤委員、柏木委員、古濱委員、香西委員。リーダーは遠藤

委員ということに決まりました。 

 以上、決定をさせていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、さよう決定をさせていただきます。 

 私のほうで考えていることはここまでなんですが、あと、皆さんで何かございますでしょうか。上

村委員。 

○【上村和子委員】 今後の一番重要なのは、委員長がさっきおっしゃった90分で１日１回ですか、

少なくとも１、２、３という日程を組まなきゃいけないんですけれど、きょう、日程をまず、相手の

石塚さんの日程がもし出ているのであれば、今後の日程についてはどんなふうになっていますでしょ
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うか。 

○【青木健委員長】 後ほど御報告をさせていただこうと思いましたが、今、上村委員より質疑が出

ましたので、次回の委員会につきましては９月26日、14時から、石塚議員が出席をして私どもより質

疑を受けるという形で進めさせていただくことになりましたので、御報告をさせていただきます。 

○【上村和子委員】 ということは、少なくともあと２回は必要なので、きょうやるところはあと２

回の日程も私たちのほうの最大ぐらいを、日程をまず出すことがきょう必要だと思うんです。 

 だから、今後のタイムスケジュールとしては、委員会の持ち方としては、今から３回の調査が入っ

て、そして４回目に調査結果を持ち寄って、そしてもう１回まとめの回ができて、６回目が12月議会

の初日というような、予備を１回入れて、そのようなタイムスケジュールになりますか。今後のタイ

ムスケジュールとしては。 

○【青木健委員長】 期間的にもその程度になろうかと、委員長としても思っております。 

○【上村和子委員】 はい、わかりました。 

 そうしたら、大まかなタイムスケジュールはそういう形で、少なくとも石塚さんの日程と調整しな

きゃいけないので、９月26日までに２回目、３回目という日程と、４回目のまとめの日、４回目のま

とめの日だけは２回目、３回目がわからなくても設定できるかなとは思うんですけれども、そういっ

た今後のタイムスケジュールについては次回26日に委員長のほうで、ラフでもいいので出していただ

けますでしょうか。 

○【青木健委員長】 それでは、ちょっとそれぞれ手帳を持ってきていただきまして、質疑の２回目

の予定日だけ本日決めさせていただいて、26日の段階で当該議員に伝えて調整をしていくという形に

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時３４分休憩 

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

午前１０時４２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。 

 休憩中にお諮りをさせていただきました次々回の開催についてですが、10月９日及び11日のどちら

かで開催をしていくということでよろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 では、さよう決定をさせていただき、当該議員との調整をさせていただきます。 

 なお、最終の報告書を作成する、この特別委員会の開催日についてですが、11月27日10時から行わ

せていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認め、さよう決定をさせていただきます。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 １点、先ほど申し上げることを忘れていたんですけれども、次回質疑するとき

に、恐らく質疑しても要領の得ない答弁があったりすると、そこでかなりやりとりが時間をとってし

まうので、質疑する項目、大まかな項目は、せめて前日ぐらいに当人に伝えておいたほうがよいのか

なというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○【青木健委員長】 どうですか。その必要がございますでしょうか。 
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 もうある程度、正副議長によって聞かれたことについて、そこに我々が疑義を抱いていると。何で

こういう答弁なんだ、答えなんだというようなこともありますので、あえて前日までにその質疑の項

目をお渡しする必要がないのではないかな。かえって、これは私の考えですが、それをすることによ

って質疑の範囲を制限してしまうということにもなりかねないのではないか。そこから派生するよう

なことが、当然その場においては出てくると思います。それらについては、担当するプロジェクトチ

ーム以外からも御質疑をしていただくということになりますので、あえてお渡しをすることによって

それは渡されていないというような逃げ道をつくらせてしまうのではないかなということも危惧をい

たすんですが、いかがでしょうか。小口委員。 

○【小口俊明委員】 もう１つの考え方として、適切、そしてまた的確な質疑及びそれへのお答えと

いうことをいただくためには、こういう項目について質疑をするのでということを伝達しておくこと

も１つの考え方かなと思います。 

○【青木健委員長】 いかがでございましょうか、皆さん。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 正副議長にお聞きしたいんですけれども、直接聞き取り調査したときに、相当

聞いたことと返ってくることと、かなりずれていて、大変苦労されたことをお聞きしていたので、も

し御感想があればいただけたらと思うんですけれども。 

○【青木健委員長】 議長、どうでしょう。 

○【石井伸之議長】 今、重松委員がおっしゃられたとおり、確かに私たち正副議長が質問したこと

に対して的確に返事が返ってきた、回答が返ってきたという部分については非常に大きな開きがあり

ました。的確にというところがなかなか伝わらずに、実を言うと、とんちんかんというか、なかなか

要領を得ない回答であったという部分は確かにあったかと思います。 

 ただ、２度、３度、４度という形で粘り強く質問を重ねていくうちに、ようやく最終的には、我々

が意図する質問に対する回答が返ってきたという、そういった粘り強い努力が必要かなというところ

は感じている次第です。以上です。 

○【上村和子委員】 今のやりとりを聞いていて、やっぱり議長と副議長の報告書を聞いての疑義な

ので、できましたら議長はオブザーバー的立場で意見を、例えば石塚氏が議長と副議長に言ったこと

と全く違うことを言う可能性もありますよね。そのときに、報告書にはこう書いてあるけれども、全

く違うことを言っているといったときに、その場で、違いますよねという言質をとりたいときには、

やっぱり議長、副議長が常に答えてくれる位置にいたほうが調査しやすいと思うんです。ですから、

毎回議長、副議長は参考人という形の位置づけか何かで出席を求めておくということはできるんです

か。 

 そうすると、その日の中で少しそごが出た場合、参考人にこのことは確認したいのですがと振るこ

ともできる、これがまず１つ。それから石塚氏には、やはり御自分が調査の、私たちがいただいた事

前の――議長、事前に私たちが議員のみの手持ちとしていただいた割と詳細なヒアリング結果があり

ますよね。それは石塚氏がちゃんとオーケーと言っていると。せめてこれは、変ですけど、ちゃんと

踏まえて、そこに基づいてやるので、そこで自分がまた新たなことを思い出しましたとか、ここでこ

う言いましたけど違っていましたとか、せめてそういう言い方をしてほしい、言うときには。 

 というふうに、少なくとも根拠は、報告書という中身ですから、これについてはよくよく御自身も

了解したものだから、これと違っていたというのを今思い出したんだったら、あのとき、こう言いま

したけれども、自分は違っていましたとか、そういうふうに答えてもらえるように、事前に石塚さん
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のほうによくよくお話をしていただいておくということは可能ですか。それがあれば、事前に通告し

なくてもやりとりはできるような気がするんですけれど。 

○【青木健委員長】 ちょっとお待ちください。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 オブザーバーと、議長は議長の席に座られて、議長の御意見を言われればいい

と思うんですけど、基本的には一度議長、副議長で行っていただいた調査報告を踏まえて、これから

私たちはそこからのものなんですけれども、御本人は、やはりしっかりとこの中で考えられていらっ

しゃると思うんですよね。その中での御返答ということになりますし、それ以上の質疑が、私たちが

できれば確かに言うに困ることはあるかもしれませんけれども、御自身の中にあることを私たちは聞

き取るということになると思いますので、基本的には通告は必要ないのかなと思っています。 

 逆に、それ以上の質疑ができるのであればそれにこしたことはないと思うんですけれども、そうい

うことじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○【青木健委員長】 それでは、まずは正副議長についてなんですが、議長については、現在と同じ

ようにオブザーバーという形でこの席についていただくということでいかがでしょうか。 

 なお、副議長につきましては、議員傍聴という形で入りますので、そういう形で委員会には御都合

がつく限り参加をしていただくということにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですか。 

 それでは、質疑についてですけど、事前に当該議員のほうにお渡しするかどうかということについ

てですが、どうでしょうか。 

 ということは、今皆さんから出された質疑、ありますね。これをそのまま渡すかどうか。というこ

とであるならば、これは別段秘密にする資料でもございませんし、渡しても構わないのかなというふ

うに思いますけど、どうですか。事前にお渡しするとして。これと、これと、これをあす聞きますよ

ということではなくて、これを渡しておくということについてであるならば、別段問題はないのでは

ないかという気もいたしますが。このような質疑が出されますということでお渡しする分にはよろし

いのではないかと。ちょっと待ってください、石井委員。小口委員、どうぞ。 

○【小口俊明委員】 私も、そういう範疇でのあらかじめの通告というんでしょうか、それは必要も

あるのかなというふうにも考えています。また、その範囲であれば、我々としても進め方について何

ら差しさわりはないだろうというふうに考えます。 

○【石井めぐみ委員】 これをお渡しするのは全然構わないと思うんですけど、ここにあるものだけ

ではなく、さらに突っ込んだ質疑がされるかもしれないということだけをお伝えしていただければと

いうことで。 

○【青木健委員長】 ここにある質疑をもとに、さらに派生した質疑が出るということについてはき

ちんとお伝えをしていきたいというふうに思います。 

 それではお諮りをさせていただきたいと思います。 

 当該議員には、皆様方にお配りをさせていただいた資料と同様のものをお渡しするということでよ

ろしいでしょうか。なお、それ以外の質疑については、派生したものについては出ますよということ

についても一言申し添えるということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいですか。小口委員。 
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○【小口俊明委員】 話題になりました、手元にあります資料で、特に我が会派から出している中で、

こちらの意図しないもの――タイトルが一緒に質疑項目として入ってしまったりするようなことがあ

るので、これは事務局と後で調整をさせていただいてよろしいですか。質疑内容に挙がっているんで

すけれども、これは質疑ではないというものが含まれている、そういう意味です。 

○【青木健委員長】 わかりました。それは、事務局と相談をしていただいてお願いをしたいと思い

ます。 

 他の会派についてはよろしいですね。重松委員。 

○【重松朋宏委員】 私の２項目めの質疑も、一番冒頭のものは質疑ではなく、その前提となる考え

方を載せたものですので、これも。 

○【青木健委員長】 わかりました。それは調整をしてください、お願いします。 

 それでは、そのように決定をさせていただきます。 

 ここで、改めてお諮りをさせていただきたいと思いますが、本特別委員会に委員外議員の発言につ

いてということをお諮りをさせていただきたいと思います。 

 本件について、調査の必要から、石塚陽一議員から説明を受けたいと思いますが、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、さよう決定をさせていただきます。 

 あとはよろしいですね。 

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

○【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散会といたします。どうもあり

がとうございました。 

午前１０時５５分散会 
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  国立市議会委員会設置条例第２９条の規定により、ここに署名いたします。 

 

   令和元年９月１３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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