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    議会事務局長    内藤 哲也         

    議会事務局次長   波多野敏一         

                            

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

 ○協議事項 

  ◎議長挨拶 

  議題１．議員の請負禁止について 
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午後１時６分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 それでは、会派代表者会議に続いて、会派会議にお集まりいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 それでは、進めさせていただきます。 

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

議題１. 議員の請負禁止について 

○【大和祥郎議長】 きょうお集まりいただいたのは、緊急性があるということと、皆さんにどうし

てもお話をしなくてはいけないということで御報告をさせていただきます。皆様のお手元にメールが

来ていると思うんですが、８月16日付で来ております。これは、先日、皆さん、倫理規程も含めて兼

業禁止に関する勉強会をさせていただいたんですが、その件に関しまして、具体的な形の中で、こち

らにありますように、○○○○○の収益から約半分ぐらいの部分について、ある事業を受けている理

事があるということで、こういった指摘が来ました。 

 今、皆さんにはもう１枚、事前に、６月８日に、より具体的じゃないんですが、１回この方、多分

同じ方じゃないかなと思うんですが、来ました。そのときには、法人の名前はありますが、特に具体

的な費用等は記載されていなかったということで、前回は情報提供だったということでございました

ので、議長と副議長と、きょうこれから御説明があると思いますが、対象となります、上村議員との

話の中で確認をとりましたが、その当時については情報提供とさせていただきました。今回、８月16

日の分につきましては、ぜひ状況を調べてほしいということで来た関係もありましたので、一応、今

回、皆様にお知らせをするという形になりました。 

 それでは、このことがどういうことか、事務的なことについては、事務局長のほうから御説明をし

ていただきたいと思います。議会事務局長。 

○【内藤議会事務局長】 それでは、御説明をさせていただきます。今からの御説明は一般的な地方

自治法と国立市の会議規則の法的制度の御説明をさせていただきます。このメールの内容はこういう

ことということでなくて、直接ではなくて、法制度の御説明をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 先般、総務省の藤井講師に６月29日に研修でお話をいただいた内容と基本的には同じ内容になると

いうふうに考えております。地方自治法の92条の２議員の兼業禁止という規定は、皆様、御存じだと

は思うんですけれども、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をす

る者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監

査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」という、こういうことは

なれませんよという規定が92条の２でございます。 

 同じく地方自治法の127条に、少し要約をさせていただきますけれども、普通地方公共団体の議会

の議員が被選挙権を有しない者であるとき――これは住所要件等によく使われるところです――また

は第92条の２の規定に該当する――これが先ほどの92条の２です。92条の２に該当するときは、その

職を失うということがございます。これはどのように決まるかと言いますと、127条では、議会がこ

れを決定すると。この場合においては、出席議員の３分の２以上の多数によりこれを決定しなければ

ならないということですので、通常の過半数ではなくて、特別多数決の３分の２というもので決定を

するというものが地方自治法の127条に規定があるというところでございます。 
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 国立市の会議規則には第99条と第100条に規定がございます。99条が資格決定の要求という項目で

ございます。少し要約をさせていただきますけれども、法の第127条第１項の規定により、法第92条

の２の規定に該当するかどうかについて、議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載し

た要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。これは会期中に限られます。ですから、

要求書というものを会期中に議員さんが提出をするということで、発案権は議員にございます。議員

に専属という形になります。 

 続いて、100条は資格決定の審査という項目がございます。前条の要求において、議会は、委員会

に付託を省略して決定することができないという規定でございますので、委員会というものを立ち上

げて、委員会に付託して審査をしなければいけませんよという規定でございます。いわゆる即決では

なくて、委員会に付託するというところでございます。委員会のほうは、常任委員会でも特別委員会

でもよろしいということになってございます。委員会での審査は、通常の審査と同じように本会議か

ら委員会審査に移りまして、委員長報告、質疑、その議員さんが弁明する機会がありまして、討論、

採決という流れになります。その採決が、先ほど自治法のときに御説明しました、３分の２以上の特

別多数決によるものということでございます。 

 少しお話をさせていただきますと、仮の話で議決をされた場合には、もし不服がある場合には、市

町村においては21日以内に都知事に審査の申し立てができるということでございます。都知事の裁決

に不服がある場合には、また21日以内に裁判所に出訴する、裁判所に申し出るということができると

いう流れでございます。 

 法制度の流れは以上のとおりでございます。よろしくお願いします。 

○【大和祥郎議長】 今、ざっと説明をさせていただきました。この前の勉強会でも、皆さん御承知

のとおり、兼業禁止については、理事をやめた時点でなく、議会の議員の場合は、自治法では任期中

ということなので、その場合には今の流れにのっとって、議会の意思として、そういった要求書が出

た場合には議会で審査をしなくてはいけないということでありますので、全議員にかかわることです

ので、今回、急遽、皆様に御連絡をさせていただきました。 

 これについては、上村議員が当事者なんですけれども、上村議員にも事前にお話をさせていただい

て、その間、上村議員のほうも、これまでの経緯も含めて、誤解があってはいけないということもあ

りまして、上村議員のほうから、きょう内容について説明をしたいということでございますので、説

明をしていただきたいと思います。その後に、皆さん、多分、きょう急にこういった資料をお出しし

たので、どうこうということはできないと思うので、お持ち帰りをいただいて検討、ここで協議をす

るという形にはなりませんので、先ほど事務的な話は局長からしましたけれども、要求書というのは、

議員の中で１人以上の要求が出た場合には、これは議会として委員会を設置、付託をしなければいけ

ないという形になります。 

 会期中にやるという形で審議をして、３分の２以上でどちらかの結果になるわけですが、なった場

合には、先ほどお話があったと思いますが、議員の職は辞職しなくてはいけないという話になるとこ

ろでございます。大変厳しい内容になりますので、現在、調査を、当然議長がするとか、そういうこ

とができないので、議会の意思の中で、そういったことが起きた場合には委員会で調査をし、発表す

るという形になります。 

 それでは、経過も含めて、上村議員のほうから御説明をいただくということでございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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○【上村和子議員】 本日は皆さん、私のために残っていただきまして、申しわけありませんでした。

私の身分で、しかも、もしかしたら失職になるかもしれないという、私にしてみたら重大問題ですの

で、議長のほうにお願いして、私からも、このメールだけではなくて、説明させていただきたいとい

うことでお時間をとっていただきました。本当に申しわけないのですが、若干私から説明をさせてい

ただきたいと思います。申しわけありません。 

 きょう資料として、まず、92条の２についてまとめてある、この資料を持ってきましたので、いい

でしょうか。配っていただけますか。１部ずつ、全員分あると思います。これが基本、総務省よりも

横浜市会のほうがわかりやすい資料になっているということで、網羅されているというふうに言われ

ています。平成28年度版です。それと、問題になっている○○○○○のほうから２つ、資料をお配り

させていただきます。これも１人１冊ずつあると思います。今、配っている黄色のほうが一番最初の

設立当初につくったものです。続いて配ります、このファイルが一番新しい○○○○○○○○○の事

業を全てあらわしているパンフレットになりますので、これをお持ちくださいませ。 

 ほかに決算書とか、私が理事を退任したとか、そういう議事録につきましては、私の手持ち資料と

してあります。しかし、本日は、その資料は、まだ調査に入るか入らないかわからない段階ですので、

私の手持ち資料というふうにさせていただきます。ですから、ゆっくりお話しさせていただきますの

で、数字等を記載していただければというふうに思います。 

 では、説明させていただきます。この８月16日の市民からのメール、そして６月８日の私の一般質

問の日の夜のメール、これがきょうは黒く重ねてありますけれども、私が今から話すことは守秘義務

対象だと思いますので、私の責任で言わせていただきますと、どちらも最初は匿名、そして後半は一

市民と書いてありまして、私には誰から出されたのか、本当に一市民なのかわからないという、出ど

ころがわからない状態でした。 

 しかし、ちゃんとメールボックスに届きましたので、特に８月16日については数字もあるというこ

となので、ここに限って。まず、結論から言いますと、私はことしの４月１日、条例の施行の前の段

階で理事はおりています。現在は理事ではありません。その理事をおりましたのは、2018年（平成30

年）２月11日の理事会で理事を退任いたしております。○○○の理事といいますのは、定款変更の手

続を理事会で行いますので、理事は定款変更によって退任届を出しました。2018年（平成30年）２月

11日の段階で、私は理事を退任しております。それ以降は理事でありません。 

 その前に、2016年１月25日、2016年というのは、平成28年１月25日の総会で、私は代表理事を辞任

しております。そして、同年２月22日に辞任に伴う登記を完了。法務局に議事録を提出いたしました。

そこから理事になっております。これは、○○○の場合には、代表理事に限り登記をしなければいけ

ない。法務局に提出しなければいけないという手続がありましたので、この段階で、私は代表理事を

おりました。なぜおりたかというと、まさしく国立市の○○○○○○○○○○○○○のプロポーザル

を受ける可能性が出てきたためです。その段階において、代表理事という責任をとるという立場では

だめだろうと判断いたしまして、理事という結論に至りました。そのときに92条の２にひっかかると

いうふうには私は思いませんでした。それが事実です。ですから、ここに書いてある、そのときに理

事であったというのは事実であります。 

 では、次に、じゃあそのことが92条の２に抵触するのかどうかというところで、この「市会ジャー

ナル」をごらんいただきたいのですが、この中に、表紙に92条の２というのがあります。ここに先ほ

ど議会事務局長が読んでくださった文章がありますが、私に該当するのは、ここの部分の最後の「主
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として同一の行為をする法人」というところに該当いたします。 

 では、これがどういうふうになるかと言ったら、９ページ、附箋を入れておりますが、附箋のとこ

ろを読んでいただければいいと思います。○○○○○ですから、会社とか、そういうものではありま

せんので、主として同一の行為をする法人という形になります。ここに、読ませていただきますと、

「主として同一の行為をする」とは、当該普通地方公共団体に対する請負が――ここで問題にされて

いるのは○○○○○○○○○○○○○○ですが――当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重

要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場

合をいうものとされています。 

 つまり、今回、○○○○○が主として同一の行為をする法人として認められるかどうかということ

なんですけれども、「当該法人の業務について、具体的にどれほどの部分を占めれば、主要部分を占

め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程

度に至っているものと認めることができるかについては、請負金額と当該法人の通常の場合における

全業務分量（金額に換算した分量）との比率等によって、個々具体的に判断するほかないとされてい

ます」とあります。これが重要だと私は思っております。「当該法人の通常の場合における全業務分

量（金額に換算した分量）との比率等によって」と書かれてあります。 

 それで、次のページに行って10ページに、その最高裁の判例となった、これは村長なんですけれど

も、これは議員にも置きかえられると、今でもこれが判例になっております。そこで、業務量の半分

を超えない場合であっても、類型的に高いというのは、主として同一の行為をする法人に当たるとい

うふうな表現があります。 

 その右側で、個々の判断のところ、裁判例として、当該請負金額の比率ごとの裁判所の判断はこう

なりますということでパーセンテージが書いてあります。私は今、その決算書を持っておりますけれ

ども、お配りしませんでした。ここで、８月16日に出た市民の方は、ポータルサイトをごらんになっ

たということですけれども、この中の事業収益費だけをとられておられます。事業収益だけをとって、

このときの○○○のうちの○○○というふうに限定されておられて○○だと書かれておられますが、

私は弁護士さんのほうに複数聞いて確認していただきました。当該の○○○の顧問弁護士だけではな

くて、地方自治法に詳しい弁護士さんのところにお聞きして見ていただきました。 

 そのときの見解ですが、これも横浜の基本になりますけれども、基本はどういうふうに見るかとい

うことで、この一市民の方の計算でいけば、○○、つまり、皆さんが考えられる事業収益、○○○○

○○○○○○○○○○の全事業量がイコール全体の業務量がイコール事業収益とみなされるならば○

○、確かに半分超えていますと。しかし、経常費用として、○○○○○○○○○○○○○○の法人全

体の業務量は経常費用に相当する、支出ベースに相当すると考えられます。そうなると、支出ベース

で当該法人の全体の業務量の金額は○○○○○○であります。その中の○○○というのは○○に当た

るというふうに弁護士見解を私はいただいております。 

 そうなりますと、横浜市会ジャーナルのこの分類の中で、○○というのがどこに当たるかと言いま

すと、主として同一の行為をする法人の関係に当たるものではない、主要部分は占めないというふう

なところに該当いたします。そういうのが、私がこの間、このことがあって弁護士さんにお聞きした、

この件だけにおきます見解であります。 

 ここから先、もう１つ、これが直接的な市民からの要望書に対する私の釈明の１つの意見でござい

ますけれども、きょうあわせて皆様方に○○○○○とはどんなものであるかということと、私がなぜ
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代表理事から理事になっていったかということを若干御説明させていただきたいと思います。 

 最初に、こちらのほうをまず見ていただければ、最初の事業のことなんですが、済みません、お手

数とります。この○○○○○○○○○○○○○○というのはどうやって生まれてきたかと言いますと、

１枚目をめくっていただきますと、暴力や貧困を背景とした女性の生活困窮の問題を取り扱おうとい

うことで立ち上がりました。それで次のページをめくっていただいて、２として、生活困窮女性のた

めの包括自立支援事業ということで、柱となる支援事業として、ここに、○○○○○○○○○は暴力

や貧困を背景とした女性の生活困窮の問題を解決するため、2015年、○○○○○○○○○○○○○○

○○を設立いたしました。主となる支援事業としては、ＤＶ被害からの脱出や経済的な事業により、

居住に困難を抱えている女性の居住支援、自立に向けた生活支援、就労に関するサポートや精神面の

ケアを行う相談支援などを行っています。また、地域に開かれた支援の拠点として、女性の居場所○

○○を設け、趣旨に賛同する市民や専門家らがコミュニティを組織して、その運営に携わっています

と書いています。 

 では、○○○○○○○○○○はどういう形で生まれたかというのが右側です。これは行政との共同

研究の成果として誕生いたしました。○○○○○○○○○は切れ目のない支援事業を展開するため、

行政との協働体制の構築に力を入れていますの後に、○○○○○になる１年前から、2014年より国立

市と○○○○○○○○○○○○○○○これは市民団体、一橋大学も入っております――の共同研究会

を定期的に開催いたしました。このときにＤＶ被害や貧困などの女性の生活困難に関する現状分析や

支援方策についての課題抽出を行いましたが、このときの大きなもう１つのテーマがマイクロファイ

ナンスの活用にありました。この２つのテーマをもとに研究会を立ち上げました。そして、その中で

研究成果を市長、幹部に報告し、2016年２月に○○○○○○○○○を中心とする実行委員会と国立市

が共催し、シンポジウム、「女性が困難から立ち上がるときに地域ができること」を実施いたしてお

ります。その写真が、何ページかめくって次の次を見ていただくと、行政との協働イベントという形

で、市長も入って、一橋大学でやったということが書いてあります。 

 つまり、私は最初の最初からかかわっております。それは、私自身が女性の貧困問題に対して地域

で取り組むべきだというものを持っておりましたし、地域の中でそういうことを同じくする人たちが

いたので、そういう人たちが集まって、まずプロジェクトを立ち上げたと。そういう中で、実はこれ

は先駆的取り組みでして、やっと今、困難を抱える女性のための支援事業検討会というのがこのたび

厚労省で立ち上がりました。そういう意味では、国立市においては、厚労省で検討会が立ち上がる、

もう４年前にこういう形で市民と行政が検討していたわけです。 

 それで、一橋大学で開かれたシンポジウム、この辺から市民が動き始めて、私は研究会にも参加し

ておりません。議員ですから参加しておりませんし、成果も聞かせていただいたし、シンポジウムに

も勉強はさせていただきましたけれども、このあたりから行政と市民との協働が始まっています。そ

ういう形で○○○が生まれました。 

 では、なぜ私が最初、代表理事になったかと言いますと、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○もしもその事業の中で何か事件とかが起きた場合に

は、私はみんなと立ち上がったとき、現場で働く人たちだけがたたかれてはいけないと思いました。

何の後ろ盾もありませんでしたので、私が責任をとる立場に行かなければいけないと思い、私は、そ

こでもしも事件が起きたら、議員バッジをかけるところになるんだろうと思った覚悟での出発でした。
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おかげさまで３年たちまして、丁寧にやってきたおかげで１回たりとも危ないことは起きていません

が、同時に、実は、私とか○○○に対するおどし、中傷、嫌がらせがこの３年間続いてきております。

それで、私が理事をおりられなかったのは、そういうことがあるからです。起きたときに、必ず警察、

それから顧問弁護士、市役所、その窓口に私がなっております。 

 その中で、だんだん○○○○○○○○○○のようになりまして、私に対して、議員だろうというこ

とで、それでも議員かというのがかかってまいりました。そこから○○○のほうでは顧問弁護士を通

じて、○○○にこれ以上の誹謗中傷をやるようであれば、警察に被害届を出すと言ったのがことしに

入ってからです。そこから以降、攻撃が議員である私に来ておりました。そのことで警察に相談し、

法人の安全等をお願いしておりました。 

 一番エスカレートしましたのがことしの○○の終わりからです。なぜなら○○○で○○○○○○○

をすると、それが耐えられないということで、○○に国立市に○○○○○○電話がありました。それ

はどういう内容だったかというと、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○苦情を入れても対応しない。そういう補助金の交付は取りやめろ。できない場合には○○

○○○○○○○○○○というものでした。 

 そのことを重く見た市は警察に相談。そして、○○○とも話し、○○○○○○○の最初の１週間は、

国立市の課長さん、部長さんたちが毎朝来てくださいました。警察も○○○と接触し、市のほうも対

応しました。そういう中で、１つどうにかクリアしたということがあります。そのことと今回のこと

は関係があるとは言い切れませんし、関係ないとも言い切れないけれども、別の問題として考えなけ

ればいけないと私は思っておりますけれども、そういうことがある。なぜかそういうところにさらさ

れていく、女性を支援するということは、そういう暴力につきまとわれてしまうということがあって、

当初より代表理事、それから事業を請け負うに当たって代表理事をおりて理事に、でも条例ができま

したので、そこに理事が明記されましたので、理事もやめて、今に至っています。 

 そういうことで、私が一番恐れるのは、今から議会に委ねられることになりますけれども、委ねら

れたときに、私だけだったらいいんだけれども、この事業そのものに不利益があってはとても困ると

思います。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

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

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

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

 私だけの力ではとても担える部分は、当初は担いましたけれども、今からは、私は全議員の方に支

えていただかなければいけない、そういうところだと思っています。また、多くの議員の方が関心を

持っていただいているところもありがたいと思っています。私は今、理事でも何でもなくて、一人の

会員ですけれども、この法人の支援者になっています。 

 それで、現在、お話ししましたが、この問題になった○○○○○○はことしから返還しています。

やれないということでやっておりません。現在、請け負っておりません。ですから、現時点では○○

○○○○を○○○○○は受託しておりません。そういう状況があります。 

 ですから、長々お話しさせていただきましたが、私の議員の身分にかかわる重大な問題で、あとは

議員の皆様に委ねるしかないのですけれども、先ほどお話をして、私はこの○○は違うと思っており

ます。ちゃんと92条の２の条文の趣旨に沿って計算されるべきですし、全体業務量の半分を超えるよ

うな○○○○○○では全くないです。ですから、そういったこともお示ししましたので、これらのこ
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とをもって、私が言ったことを参考にしていただけたらと思って御説明いたしました。長い時間かか

って恐縮です。ありがとうございました。 

○【大和祥郎議長】 ありがとうございました。 

 今、上村議員のほうからかかわりであったりとか、その内容について、御本人のほうからお話があ

りました。ここでどう決めるという部分は当然できない形でありますし、今、この内容を皆さん聞か

れた中で、今後どうしていくのかは議会の中で決めていく形になります。その辺は、きょうは情報提

供という形でさせていただきますので、今議会中に検討するのか、その後にするのか、このままにす

るのかは、皆さんそれぞれの御意思の中で決めていただくという形になると思います。事務的な説明、

それから本来の中身については、上村議員、当事者本人がお話をされたことが一番なのかなと思いま

す。 

 ただ、今回の部分は我々議会も盲点で、考え直さなくてはいけないというところは、任期中さかの

ぼるということがありますので、終わってしまえば関係ないんですけれども、任期中にはひっかかっ

てくると。要するに前回の４年前の任期のときにやっても、それはもう終わったことなんですが、現

在４年間、来年の４月までの４年間に起きた、これも事実でいけば、平成30年２月までは理事として

残っていた場合には適用になるおそれがあるということで、その比率については、先ほど上村議員か

ら詳しく説明をいただいたかと思います。もしやるのであれば、委員会を設置してという形になりま

すので、十分に、身分にかかわることですので、できましたら会派の皆さんの中でお考えをいただい

て、今現在は、決まらない限りは外に出さないでいただいて、皆さんの良識の範囲の中でお考えをい

ただいて進めていただければと思います。以上でございます。（「何かあったら私に聞いていただけ

たらと思います」と呼ぶ者あり） 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 長時間、お時間をいただきましてありがとうございます。 

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

○【大和祥郎議長】 これをもって散会いたします。 

午後１時４５分閉会 


