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令和元年１１月１９日（火） 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 

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

○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) 特別委員会の報告について
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午後１時３３分開議 

○【青木健委員長】 どうも皆さん、こんにちは。大変御多用中にもかかわらず御出席を賜り、まこ

とにありがとうございます。 

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

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

します。 

 この際、御報告をいたします。稗田美菜子委員より欠席する旨の届け出がありましたので、御報告

をさせていただきます。 

 それでは初めに、石井議長より御挨拶をお願いいたします。 

○【石井伸之議長】 皆さん、こんにちは。午前中は議会運営委員会を開会し、委員の皆様には丁寧

な、また熱心な御協議をいただき、まことにありがとうございます。そして、青木委員長、小口副委

員長を中心とし、プロジェクトチーム各メンバーの皆様にはこうして大変な資料をここまでまとめて

いただき、心から感謝を申し上げます。12月議会の最終報告に向けて、これからが大変かと思います

が、どうかすばらしい報告書作成に向けて最後まで御尽力いただきますように、心からお願いをいた

しまして、開会の挨拶といたします。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(1) 特別委員会の報告について 

○【青木健委員長】 それでは、本日の議題でございますが、議題(1)特別委員会の報告についてに

入ります。 

 それでは、先日、調査をいたしましたプロジェクトチーム３より御報告を願います。遠藤委員。 

○【遠藤直弘委員】 皆さん、お疲れさまです。プロジェクトチーム３のまとめで、かなり量が多く

なってしまいまして申しわけありません。全て皆様の質疑を抜き取りまして１から番号を振りまして、

61まで質疑がございました。一部まとめてという形の質疑もございましたが、61までということで番

号を振らせていただきました。それをもとに、一番最後についているもの、令和元年６月25日本会議

メモの中に落とし込ませていただきました。 

 11時58分から13時50分、陳情第６号審議のため石塚議員除斥。除斥後、図書室で審議を聞いていた

が、体調が悪くなる。これは②のことで、話を聞いているうちに気分がめいって、全くやる気がなく

なった。 

 そして⑱で、パニック状態となって、精神的に参ったという証言がありました。そのとき、陳情第

６号審議終了後、13時51分ぐらいということで、そこで議長が石塚議員の入場を待つが、体調が悪く

入場せず、静養したい旨の報告を受け、陳情第７号の審議に入りました。そこで石塚議員の証言をあ

わせますと、④の部分で、早退しようと思い手続を行い、事務局から出たところで報道陣に囲まれた。

ちょうど登庁ランプ前のあたりで取材を受けた。 

 そして、23、27では、断ったが、家まで来ると言われ、日にちが改まると精神的な苦痛が続き、早

く片づけたい気持ちがあり、安易に受けてしまった。 

 そして、28、29の中では、取材陣は高圧的ではなく、暴力的でもなかった。 

 そして、25のところでは、場所と時間は石塚議員本人が設定した。 

 そして、39のところでは、インタビューは陳情第７号の審議まではかかっていない。そんなに長い
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時間ではなかったと証言しています。 

 そして37で、そのときに時計を見ているわけではなかったという証言もしています。 

 そして、これはいろいろと食い違うような、私も混乱したんですが、⑫、⑭、⑲では議会事務局か

ら議場に戻ったほうがいいのではというニュアンスの意見を聞き戻ろうとしたが、また次の⑪、⑭、

33では、議会事務局から議長の決裁が出ているので、戻れないと言われたと言っておりました。 

 そして、ここもまた矛盾するんですが、一番最初の④のところでは早退手続を行ってという言葉だ

ったんですが、早退手続を出したのは取材の後だったという証言もしております。 

 13時51分から14時12分、これは陳情第７号の審議が行われました。その陳情の中では、陳情の審議

が行われていることは認識しており、しかしたまたま聞いていなかった。そして、部分的には聞いて

いたが、可否の判断は聞いていなかったという証言もしておりました。 

 そして、14時12分から14時49分、これは休憩になりまして、石塚議員の早退について決裁がおり、

そして陳情第７号採択に伴い議員提出議案の提出があって、議会運営委員会が開催された時間でござ

います。その中で、14時12分に小川議員が議会図書室に入ろうとしたところ、マスコミが石塚議員を

取り囲み取材をしているところを目撃しております。その中で関連する発言としては、34の取材は自

己弁護のためではない、聞かれたことのみを答えたと。 

 そして41では、マスコミの取材を受けたら放送され、インターネットでも配信されることは認識し

ており、被害女性も見ているだろうということは認識していたということでございました。 

 そして14時49分、石井議長より、石塚議員から早退届があったと報告がありました。 

 そして15時34分、休憩になり、小川議員が議会図書室に入ったところ、石塚議員とマスコミの姿は

なかったということでございます。 

 そして、最後のところ40で、後日気分がめいることや、それに係る体調不良について診察などは受

けていない。しかし、ストレスで視力が定まらないという証言がありました。 

 最後の委員長質疑で、血圧ははかっていないが、200近くいっていたと思うという証言もありまし

た。 

 このような形でまとめさせていただいたんです。先ほどもちょっと指摘させていただきましたが、

１個前のページ、発言が変わるというところで、本人もいろいろと不安定になり、安定したことが思

い出せないのかもしれませんが、議場に戻ろうとしたというのが、最初はまず自分の意思で戻ろうと

して、誰かに言われて戻るということではないという発言をしていたんですが、そこから議会事務局

からそのようなニュアンスの話を聞き、戻ろうと思ったというふうに変わり、最終的には議会事務局

から退室はよくないのではと言われたという形で発言が変わっていきました。 

 そして、早退届の提出時間も、最初は議会事務局に早退届を出したところで取材を受けたというこ

とでございましたが、取材の後に早退届を出したということで、記憶があれなのか、そのときのお答

えがいろいろとぐらついていたという印象を持ちました。 

 そしてその後、このプロジェクトチームでは、マスコミの取材の部分と被害女性についての質疑に

も及びました。その中では性自認のことについての質疑ですとか、あとは途中、被害職員が他の影響

を受けて煽動されるようなことがあって、いろいろと気持ちが変わっていったというニュアンスの発

言がございまして、その件について聞き直させていただいたところ、その発言は撤回するということ

もございました。 

 私もその部分について質疑させていただいたんです。私の意見、報告なのであんまり自分の意見を
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述べるべきではないと思うんですけれども、一言申し上げると、被害女性に対しての思いというのが

まだそのままよく思われているという認識もありながら、そして自分が行ったことに対しての、要は

被害者が嫌悪感よりも、周りで騒ぎ始めたから気持ちが変わっていって、今に至っているという認識

がまだ強くあるのかなという印象を強く持ちました。被害女性がどのように思っているのか、私も直

接は聞いてないですが、恐らくそうだろうになってしまっているんですが、ただ、いろんな報告書か

ら見ると、かなり傷ついているというのはわかっているところでございますので、それについては石

塚議員にももう少ししっかりと認識していただきたいと思いました。私からは以上です。 

○【青木健委員長】 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、御質疑、御意見等は

ございますでしょうか。上村委員。 

○【上村和子委員】 このまとめなんですけれども、結果としてまとめというふうにはなっているん

です。事実はこうだったということはわかったんですが、それを含めてプロジェクトチーム３の見解、

結論の部分がないので、そこを教えてください。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。これはきょうつくらせていただきまして、申しわけな

い、ちょっと遅くなってしまったんですが、これからプロジェクトチームの皆さんと相談をして、こ

れをもとに結論をですね。なので、私独自の判断の意見を申し上げたんですが、これからしっかりと

精査をして、それをまた文章にしたいと思っております。 

○【青木健委員長】 委員長から御質疑させていただきます。そうしますとプロジェクトチームとし

ては、これはこの間の聞き取りをやっていただいた結果について書かれているわけですけれども、た

だいまのリーダーの発言を伺っていますと、当該議員がＰＴＳＤであるとか、ハラスメントについて

理解をしてないという考え方でよろしいんでしょうか。 

○【遠藤直弘委員】 極めて薄いのではないかと感じました。 

○【青木健委員長】 ありがとうございます。その辺についてはまとめの中でも大変重要な点になっ

てくると思いますので、あえて確認をさせていただきました。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 そうしましたら、今後の報告書の作成の仕方についてを議題とさせていただきたいと思います。お

手元に上村委員より配付された資料があると思いますので、そちらをごらんいただきたいと思います。 

 それでは、上村委員より御説明をお願いいたします。 

○【上村和子委員】 委員長に了解いただきまして、報告書をまとめなければいけませんので、どの

ような形で報告書をまとめるかということで、たたき台という形で提案をさせていただきます。表紙

と目次を印刷したものと、それから目次について少し補足で、手書きでコメントをつけたもの、計３

枚あります。 

 まず１点目に、この報告書につきましては、重松委員からこれをモデルにしてはどうかということ

で示された報告書がありましたので、それに準じました。それは何かといいますと、平成21年、2009

年に出されました、いわゆる明和マンション裁判における遅延損害金に関する調査特別委員会が立ち

上がりました。そのときの報告書というものがあります。この報告書に準じてつくってみました。 

 それで表紙は、表紙ですから、このようになっております。表紙は問題ないかと思います。 

 めくっていただいて目次になります。目次も、先ほど言いました明和マンションの報告書に準じて

つくりました。 
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 それで、私が補足で、手書きで書いているほうを見ていただければわかるのですが、まず「はじめ

に」というのがあります。ここは委員長のほうに、この特別委員会がどのようなことで調査されたか、

余り長くならないようにまとめていただければと思います。明和マンションのほうも三、四行ぐらい

でまとめてありました、「はじめ」は。ですから、それをごらんいただくと、簡単に「はじめに」で

いいと思います。 

 ２番目に関しましては、もう読まれたとおりです。調査特別委員会の設置、設置の経緯、動議を出

しましたので、そういうことが入ると思います。それでめくって、調査目的、内容、調査期間、委員

長、副委員長、委員の氏名、これは時系列で書けばいいと思います。動議内容を見れば書けるのでは

ないかと思っております。 

 ３番目、ここが一番大事なんですが、総合的な見解、ここが特別委員会の結論になります。本日は

これの話し合いが必要ではないかと思います。そして、きょう話し合われたことをもとに、委員長の

ほうで責任を持ってまとめていただくかどうかということですが、していただくことになります。 

 その次、３－２、３－３、３－４は、それぞれプロジェクトチーム１のまとめ、プロジェクトチー

ム２のまとめ、プロジェクトチーム３のまとめというふうに、各プロジェクトチームが調査項目３項

目ある項目ごとにまとめていただく。きょうそのたたき台というか、プロジェクトチーム１に関して

はほぼそれで合意されていますので、そのまま載せられると思いますけれども、プロジェクトチーム

の見解がまずあり、そしてその根拠となる資料、質疑、やりとりがその後に続くという形で、プロジ

ェクトチーム１、プロジェクトチーム２、プロジェクトチーム３がまとまればいいのではないかと思

うのですが、そういう形で載せる。 

 そして、４番目が調査の経過。これは９月13日に１回目が始まりまして、11月27日が最終回の予定

ですので、計６回の日時と議題を載せることができると思います。 

 最後が資料という形で添えるんですが、今回の場合、資料として添えるに値するものって何があっ

たかなと考えますと、議長の調査報告書に基づいての新たな疑義ですので、議長の調査報告書はここ

に添えてあったほうがいいかなとか、また副市長名での報告が出て、これもあったほうがいいかなと

か、これは全部たたき台ですので、今回の調査特別委員会の動議そのものを載せればいいかなとか、

ここは協議して必要なものを載せればいいかと思っております。 

 この中で１個重大なことで入っていないのが、副市長を招いたときにやりとりをした報告を単独で

入れるか、それとも単独ではなしに、それぞれのプロジェクトチームの中に入れてもらうか、ここだ

けは検討しなければいけないかなと思いました。 

 以上、最終報告書のまとめをこのような中身で整えてはどうかということで提案させていただきま

す。 

○【青木健委員長】 説明が終わりました。ただいまの説明に対しまして御質疑、御意見等ございま

すでしょうか。いかがですか。 

○【藤江竜三委員】 おおむねこのとおりでよいかと思います。それで、副市長の件ですけれども、

副市長の件は非常に重要な発言もあったと考えておりますので、独立させて載せたほうがよりよいの

かと思います。 

○【上村和子委員】 委員長、いいですか。最後のところで、これはとっても重要な決定的なものに

なりますから、副市長へのヒアリングについては、その次は誰がまとめるかということになるんです

が、目次のどこに入れるかというのは余り難しくはないんですけれども、もしも単独にするなら、誰
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がまとめるかまでここで決めていただけるといいかと思います。 

○【青木健委員長】 それは私のほうになるかな。 

○【上村和子委員】 よろしいでしょうか。私も委員長と副委員長にと言おうかなと思って。 

○【青木健委員長】 副委員長にお願いしようか。（「委員長と協力して」と呼ぶ者あり）わかりま

した。それでは、正副委員長でその点についてはまとめさせていただき、入れる場所についてちょっ

と御協議いただきたいと思うんですけれども、掲載場所はどちらが。（「単独がいいかもしれないで

すね」と呼ぶ者あり）３－５としますか。 

○【重松朋宏委員】 ただ、３－２、３－３、３－４は調査する項目にそれぞれ対応していることな

ので、資料のところにそれぞれの日のＱアンドＡということでまとめてはいかがでしょうか。副市長

の話も、ただ、副市長のことというのは調査事項に副市長に対するものとしては入っていないので、

資料として９月26日、10月９日、11月８日それぞれのＱアンドＡで質疑があったものの１つに、副市

長への質疑というのを入れればよいのではないでしょうか。 

○【青木健委員長】 ただいま重松委員からそのような御意見ですが、いかがでしょうか。 

○【青木淳子委員】 今、重松委員から資料のところでというお話がありましたけれども、資料とい

うことになると、附属的なような感がいたします。そうではなくて、調査した経過の中で副市長にし

っかりとお聞きをしたほうがいいだろうということで出たことですので、調査がもともと３－２、３

－３、３－４ということで触れられていましたので、改めて４というふうにするか、または３－５と

するか、その辺は皆さんの御意見を調整しながらしたほうがいいのではないでしょうか。その調査結

果をもとに最終的な見解はこうですということをとるためには、資料ではないほうがいいかと考えま

す。 

○【青木健委員長】 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 ちょっと委員長としてよろしいですか。当局が調査をした結果と符合するということでございまし

たので、これ自体は大変重い作業だったと思いますから、資料ということでは委員長としても軽いの

ではないかという気がいたします。 

 そこで重松委員、大変申しわけないんですが、独立して入れさせていただいたほうが、より相違点

というのが鮮明に出てくるのではないかとも思いますので、そのようにさせていただいてもよろしい

ですか。なお、入れ方につきましては、３－５とするのか、それとも独立した大きな項目を設けるの

かは御相談をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。重松委員、どうでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 実はそれぞれの調査項目について、前の明和マンション裁判のときの特別委員

会では、それぞれの調査項目について明らかになった事実と見解というのは、それぞれについてつい

ていた。その上で全体の総合的な見解がついていたんです。 

 副市長とのやりとりというのは、これでいうと３－３のプロジェクトチームの２にかかわるような

質疑も入っていたので、きょうお配りした、実はプロジェクトチーム２の中ではまだ共有してないん

ですけれども、調査目的の２のところの明らかになった事実の中にも入れさせていただいているんで

す、市のほうとしては…… 

○【青木健委員長】 どちらに。 

○【重松朋宏委員】 これでいうと、６ページの下のほうですね。石塚議員は行政のほうは本人の意

思を確認していないという認識を持っているということにあわせて、副市長を責任者として事実を確

認しているという形で、ちょっと引用を入れさせていただいているんです。そういう形で細かなＱア
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ンドＡは資料としてしっかり入れた上で、そこから明らかになった事実として入れていけばいいのか

と思うんです。 

○【青木淳子委員】 それと加えてというか、プロジェクトチーム１のほうでも７ページのＱ25で同

様の質疑はされているんです。全体にかかわることであるので、そう思うと、独立したものにしたほ

うがいいのではないかと考えます。 

○【上村和子委員】 プロジェクトチーム１、２、３をまとめるときに、副市長名で出された報告書

をもとに聞いているところはある。どこでもかかわってくるので、当然重松委員のプロジェクトチー

ム２が使うことは全然構わないと思うんです。１も所見のまとめの２ページの３、所見が３つあるん

ですが、３番目はまさしくそこです。 

 そこに対しての裏をとりたかったという根拠になってきますので、単独でまとまってちゃんとある

ことが大事で、それは資料の扱いより、私たちが調査する総合的見解を出すための大きなよりどころ

になるという位置づけになりますので、もしも調査結果の３－５というものがふさわしくなければ、

単独でそれだけを項目をつけ足してもいいんじゃないかと思ったりもします。４の調査の経過の前に

３、４、５ときていますけれども、４に補足調査として、副市長からの調査、副市長ヒアリングとい

うのを、基本的に自分たちを補足するための調査でしたので、単独で項目を持ってもいいかもしれま

せん。 

○【柏木洋志委員】 先ほど来から重松委員にいただいている、まずＱアンドＡを資料にしたほうが

いいのではないかということに関しては、私としては３のそれぞれ２、３、４のほうに入れたほうが

いいのではないかと思っております。 

 副市長のところに関しても、これは確かに各プロジェクトチームのところで使用している資料です

し、問いただしているというところはありますが、別途項目を設けて、そこに関しては新しく項目を

つくるということで、独立させたほうがいいのではないかと思います。 

 つくり方に関して、例えば３－５になるのか、また４のところにつけ加えるのかに関しては、議論

次第になるかとは思いますが、調査を行った内容を記すということでは、私としては３－５がいいの

ではないかと思っているところであります。以上です。 

○【小口俊明委員】 どちらもあり得るなと思っているところでありますけれども、１つ、３の調査

結果の外側に出すということで、３の次に４の調査結果との間、新たな４ということでもし立てるの

であれば、市長部局の調査結果の確認という項目を立てて、恐らくその中に６月20日の市長部局の調

査結果という副市長名の文書も入ってくるでしょうし、また当日、私ども各委員が副市長に聞き取り

をした、そして副市長からお答えがあった、その流れも踏まえて、この調査結果という文書の位置づ

け、あるいは我々の認識というものを所見として、委員会として結論づける文書をその項目立てのと

ころに掲載をするという形をもって、報告書となり得るのではないかと思いました。 

 それは一番大きな番号としての位置づけで入れてもいいでしょうし、あるいは３の調査結果の一部

として３－５の中に位置づけても、それはいずれでも可能ではないのかと思います。 

○【青木健委員長】 ほかはいかがでしょうか。大体御意見は出たようですので、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、委員長よりまとめさせていただきたいと思います。それでは、副市長への聞き取りにつ

きましては、委員会としても副市長に事前に文書をお渡しして、このような内容での御答弁をいただ
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きたいということで、改めて場を設けて行ったことでもありますので、ここは資料に入れていただく

のは結構でございますが、その部分についてはハラスメントについて認定をする非常に重要な部分で

もございますので、単独で載せさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 なお、登載場所については、正副委員長にお預けいただけませんでしょうか。登載した結果におい

て、また調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○【上村和子委員】 あと、言葉の統一化ですが、３－２、３－３、３－４をプロジェクトチームが

まとめるに当たって、まず書き方として総合的な見解という「見解」という表現を使っているので、

私たちプロジェクトチーム１も「所見」と書いているんです。だから、最初にプロジェクトチームそ

れぞれの見解という形で、「見解」という言葉を使って結論を出していただく。そして、その後にそ

の根拠となる、今回は明和マンション裁判のような事実とか数字があるわけではありませんので、見

解の次に出てくるのは、その見解が引き出される根拠となるやりとりに当たりますので、できました

らプロジェクトチーム１がまとめたような質問と答弁とか、そういうＱアンドＡという形で、それを

証拠みたいな形でつけ加えていただく。 

 ですから、プロジェクトチームのそれぞれのまとめの１番目は見解、２番目がＱアンドＡ、質問と

答弁という順番で、この文言で整理をしていただけたらと思います。これで合意していただけたら、

それで作業していただければと思うんですが。 

○【青木健委員長】 ただいま、まとめ方についてですが、各プロジェクトチームにおいてまずは見

解、そして次にＱアンドＡという順番で記載をしたらどうかという御意見でございましたが、これに

ついていかがでしょうか。 

○【重松朋宏委員】 調査事項の２は10月９日のＱアンドＡだけではなくて、その前とか後のＱアン

ドＡも使っているんですけれども、その場合、どういうふうに。その上で見解と、全てを通して明ら

かになった事実というものを抜き出しているんですけれども。 

○【青木健委員長】 テクニカルな面だけでいいのかな。 

○【重松朋宏委員】 そうですね。例えば３－２のプロジェクトチーム１の見解も、不適切な使用理

由を明らかにすることについての見解としては１つのものにはまとまってないので、それをひとつま

とめる必要もあろうかと思うんですけれども。 

○【青木健委員長】 ちょっとわからない。ごめんなさい。 

○【重松朋宏委員】 明和マンション裁判のときのつくり方が、３－２、３－３それぞれで事実と見

解、事実と見解と出しているんです。そのときの委員会でのやりとりの具体的なＱアンドＡは、全部

後ろの資料に出していたんです。それを参考にして、事実と見解という形でまとめようとしたんです

けれども、そうなると明らかになった事実はそのときのＱアンドＡ以外のものも入ってくるんですよ

ね。 

○【上村和子委員】 きます、きます。 

○【青木健委員長】 済みません。それでつくっていただけないですか。その上で判断をさせてもら

えないですか。 

○【遠藤直弘委員】 出したものを最後、委員長のほうで調整してもらえばいいんじゃないですか。

だめなんですか。 

○【青木健委員長】 私としては皆さんと調整したいと思いますけれども、とりあえずそれで重松委
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員、作成をしていただけないですか。その上で調整をさせていただくということで。 

○【小口俊明委員】 今のに関連すると思うんですけれども、ここに出てきておりますプロジェクト

チーム１、２、３それぞれのまとめ方に若干形態が違うところがあって、それも踏まえて皆さんそれ

ぞれの作業をされたらいいかなと思いますのは、プロジェクトチーム１の場合、所見というのがあり

まして、その所見のところにどのＱアンドＡをもとにこの所見があるのかということが書かれていま

す。プロジェクトチーム２は、後ろのほうに見解というのがあって、これはこの見解ということだと

思います。見解とＱアンドＡに分かれている形態ではありますけれども、この見解は全体のＱアンド

Ａを踏まえて見解があるというところでありまして、この辺の形態が少し違っている部分があるのか

なということを踏まえて、この後の作業をしていただければと思います。 

 なお、プロジェクトチーム１は、所見というところの見解が３項目にわたっていますので、おのず

と何を根拠にというところを記す必要性があったということかと思います。その上でプロジェクトチ

ーム３は、見解が１本ですから、そういうことではなく、全体を受けているんだろうというふうに私

は見ました。 

○【遠藤直弘委員】 ありがとうございます。実はその内容にも入っているところがあるので、２項

目ぐらいになるのかなと思いますので、私は１に準じてやろうかなと。まだプロジェクトチームの皆

さんとのお話し合いですが、アドバイスありがとうございます。 

○【上村和子委員】 まとめたときに、今回の場合はそういう見解に至った根拠がわかりやすくまと

められることが大事で、ですから今回の場合、根拠というと調査、御本人に来てもらってやりとりし

たことしかないんです。 

 ですから、プロジェクトチーム１は、自分たちの見解が引き出されたやりとりはここにあるという

形で根拠をつくっていきましたので、このルールだけを統一していただけたら、勝手に見解が生まれ

たわけじゃないと、ちゃんと根拠があるんだと。それが読んだときにわかりやすい形で、見解とＱア

ンドＡが書かれればいいと思います。 

 日時についてとか、１回目のやりとりとか、そういうのはテクニカルなものだと思いますから、そ

れはテクニカルに処理していただければいいかと思います。 

○【青木健委員長】 よろしいですか。御理解いただけましたね。 

○【重松朋宏委員】 何度も済みません。それで、例えばプロジェクトチーム１の見解は、あくまで

選挙運動用ビラにある「同僚議員の粗探し」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

いての見解だとすると、これはむしろそのときのＱアンドＡのやりとりを大まかに３つに分けての見

解が出ているので、これに加えて、３－２であればこの項目についての見解が加わると。 

○【上村和子委員】 そういうことです、そういうことです。そんな感じでいいんです。 

○【青木健委員長】 よろしいでしょうか。委員長といたしましては、各プロジェクトチームにその

辺はお願いをさせていただくことでございますので、それぞれのチームにおいてお話し合いをしてい

ただき、まとめをつくっていただきたいというふうにお願いをさせていただきたいと思います。 

○【上村和子委員】 これで大体イメージはできたと思うんですけれども、あと作業工程として、27

日にはでき上がったものを一応皆さんで見ていただいて合意をとらないと、12月３日の初日には出せ

ませんので、できましたらその間に、全員じゃなくてもいいので、プロジェクトチーム１から３まで

のリーダーと委員長、副委員長とでまとめるという事務局会的な場は必要ありませんか。全部委員長、

副委員長でやっていただけたら一番ありがたいですが、大丈夫でしょうか。必要なければ、委員長、
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副委員長のほうでまとめていただければいいと思います。再度お願いします。 

○【青木健委員長】 その必要があるかどうかについて、物が出てこないと、私も今の段階で判断が

できかねるんですが、どうでしょうね。私のほうは27日は委員会でございますので、それ以前に皆さ

んがチェックしていただける時間を見て、皆さんのお手元に提出をさせていただければと私は思って

いるんですけど。 

○【上村和子委員】 じゃ、大丈夫ですか。 

○【青木健委員長】 必要に応じてそれはさせてください。 

○【上村和子委員】 了解しました。 

○【青木健委員長】 ほか、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、報告書につきましては、ただいまお話をいただきました方法にてまとめをつくってまい

りたいと思いますので、それぞれのチームにおいて、なおお話し合い等をしていただくことになりま

すが、よろしくお願いを申し上げます。 

 ほかに何かございますでしょうか。上村委員。 

○【上村和子委員】 きょうの大事な議論としては、結論を委員長のほうでまとめられると思うんで

す。１、２、３を通して、どういう結論を導き出すべきかという意見がもしもここでランダムでも、

出しっ放しで構わないと思うんですけれども、そういう議論をしたほうがいいのではないかと思いま

すが。 

○【青木健委員長】 それでは、暫時休憩といたします。 

午後２時１７分休憩 

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

午後２時４８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。 

 休憩中に皆様方から貴重な御意見を賜りました。これら御意見をもとにしまして、報告書の作成に

向け尽力をしてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないようでございましたら、次回の委員会でございますが、11月27日午前10時より行いますので、

皆様方御参集のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

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

○【青木健委員長】 それでは、これをもちまして特別委員会を散会とさせていただきます。御協力

まことにありがとうございました。 

午後２時４８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１９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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