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午後３時２２分開会 

◎議長挨拶 

○【大和祥郎議長】 それでは、皆さんお忙しいところ、また決算特別委員会の後の会派会議に御出

席をいただき、ありがとうございます。 

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

議題１．議員の請負禁止について 

○【大和祥郎議長】 さて、今回８月31日の会派会議で、請負契約禁止、その中でも兼業禁止という

中で情報提供させていただいた後に、皆様には大変御迷惑をおかけしましたことを心より深く反省し

ております。申しわけございませんでした。そういうことも含めて、今回の８月31日以降、会派会議

ができておりませんでしたので、８月31日以降について皆さんと確認をさせていただければと思いま

す。 

○【高原幸雄議員】 議長その前に、きょうの会議の伝達なんですけれども、議長の記憶もはっきり

しない、私の記憶もはっきりしないということがわかりまして、私、正式に議長も確認したという点

では不十分さがあったのではないかと思いますので、今後こういう会議の伝達については、簡単なメ

モでいいと思うんですけれども、文書で通知をしてもらったほうがお互いにそごがないように開けま

すので、そのことを十分にお願いしておきたいと思います。 

○【大和祥郎議長】 わかりました。石井議員。 

○【石井伸之議員】 まずもって私のほうで。８月31日の会派会議、議長から、とある議員の関係で、

議員の身分に関する地方自治法92条の２に関する情報をいただきました。この情報を受けた後に、９

月７日の会派懇談会の中で、私は資格決定要求書を出したいという発言をいたしましたが、その後さ

まざまな形で調査をした結果、92条の２に抵触するとは言い切れない、そういった事柄がわかりまし

たので、資格決定要求書を議会へ提出することはやめたという状況でございます。 

 ９月７日、一般質問のお昼休みのときに私が発言したことによって、さまざまな形で議員の皆様に

いろんな考え方が生まれたかと思います。そういった点いろいろあったかと思いますが、最終的には

資格決定要求書は出さないという結論に至りましたので、そのことを報告させていただきます。 

○【小口俊明副議長】 今、石井議員からお話がありました。その間、私もいろいろと動きをしてお

りましたものですから、そこに関連して、皆様にこの間の経過を私のほうからもお話をしたいと思い

ます。 

 議長の情報提供の際、私は匿名メール記載の数字につきましては、東京都のポータルサイトで確認

をし、また藤井講師の講義を全員で受けておりました。その中で補助金は事業費には入らないと聞い

ておりました。このことから、補助金というものは事業費には全く入らないのだという捉え方もして

おりました。そうしますと、事業費は50％を超えるという判断にもつながると思っておりました。し

かし、その時点で横浜市会ジャーナルということは私は認識がありませんでした。後から知りまして、

補助金は事業費の計算の全体には入るのだろうと思いました。スタート時点において検討が足りなか

ったということにつきましては、大変申しわけなく思っております。 

 そうした中、またこの件につきましては、議会全体で調査をするものだろうという考え方を持って

おりました。しかし、野党の皆さんは委員会には入らないということを表明なさいましたので、もし

このまま委員会ということになりますと、上村議員にも、またさらには委員会を立ち上げようという

ふうに考えていらっしゃる皆さんにも御迷惑がかかると私なりに考えまして、さらに検討し、事業費
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の計算として補助金には分母としては全体として入るという確認をいたしまして、このことによって

法の92条の２には該当しないということを確認いたしましたので、この内容を委員会立ち上げという

ことを考えていらっしゃった皆さんにお話をして、委員会は立ち上げないということを決定していた

だいた。このような経過でございます。 

 私からのお話は以上でございます。 

○【大和祥郎議長】 今、そういった経過についても御説明をいただきました。この件について御意

見をいただければと思います。上村議員。 

○【上村和子議員】 私は当事者でしたけれども、まず８月31日の会派会議の前に、私は議長と副議

長と議会事務局長立ち会いのもとに呼ばれました。それで、こういうメールが来て、この件は法律に

抵触するものであるから、全議員に対して説明しなくてはいけないという前提でお話がありました。

８月31日に開くので、そこで上村議員が言いたいことがあればおっしゃってくださいということだっ

たので、私は会派会議というものは必然的に開かれるものだというふうに思いました。 

 でも、当事者ですから、大変ショックでした。皆さん方にお伝えしたいのは、当事者になるとショ

ックですよということをまずは全員にお伝えしたいです。そのときに、私も初めて議会事務局長から

説明を聞きまして、下手したらその場で失職をするということを突きつけられて、変ですけれども、

がんの宣告を受けたときって、こういう気分になるんじゃないかと思うぐらい、本当に目の前が真っ

暗になりました。 

 自分がよかれと思ってやったことがなぜこういう結果になったんだろうと思って、すぐ法人のほう

の会計の人に連絡をしました。そうしたら、こういう話になっているんだけどと言ったら、その人が

えっと言ってちょっとびっくりして、どうしてですかって言われて、至急92条の２と照らし合わせて

みますと言って切れて、その日の夕方には、その方からどう考えても匿名の市民メールにある数字は

当てはまらないと言われました。それで少しほっとしました。 

 同時に、私の知っている弁護士を複数当たって、その段階ですぐ横浜市会ジャーナルを参考にしと

いう形で、どうやっても匿名市民の数字は恣意的である、入りません、全体業務量が分母ですという

ふうに弁護士さんから言われてほっとしたんです。だから、私が自分で希望が見えたのは、そうやっ

て法人の会計責任者の人と自分の知っている弁護士さんから大丈夫ですよって言われたときにほっと

しました。 

 そのときに、そんなすごくこじれた複雑な問題ではありませんよって言われました。なのに何で市

議会はそんなに騒ぐのでしょうかというふうに言われたんです。私は知らなかったから、この問題っ

てそんな複雑な問題ではなかったんだとそのときに思いました。ということで、８月31日の時点で、

私としては横浜市会ジャーナルの本と弁護士さんのサジェスチョンに基づいて丁寧にお話をして、匿

名の市民メールはこう書いているけれども、これは違うと。私が弁護士に聞いた結果としては、白で

あるということをお話しした次第です、８月31日の時点で。 

 私はそれで皆さん納得していただけたかと思ったけれども、私の一般質問のときの６日の前に、石

井議員のほうから資格決定要求書を出したいという話が来て、７日の夜、出したいという話になって、

そのときにすごく愕然としました。何でなんだろうと。私の説明では納得してもらえなかったのかと

思いました。そこから時間がなく、とにかく待ってくれ、待ってくれということで、７日の騒ぎは皆

さんわかっているとおりです。 

 それで、７日には出されるということだったので、市民のほうにも、こうなったら法人にも表の問
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題になるし、私を支持している市民にとっても突然出されるということがあってはいけないと思った

ので、６日の夜に私の知っている支持者に全員連絡をいたしました。あした出される可能性がある。

だから、ぜひ立ち会ってほしいということで。私から思ったら、７日の石井議員の一般質問が終わっ

た後に資格決定要求書を出しますと言われたことが、私から見たときに表になっていく最初でした。 

 そこで市民の人たちが慌て始めたんです。説明してもなかなかわからない。その市民の人たちが一

番わからなかったのは、なぜ匿名の誰からもわからないメールをこんなに議会は重く見るんですか、

なぜそこを点検しないのですか、問題は上村さんじゃなくて、匿名のメールの取り扱いじゃないです

か、何でここを議会は問題にしないんですかって相当言われました。ですから、市民の大方の疑問は

そこにありました。 

 それはそうなんだと私は言っているんだと。匿名メール、誰かわからない人のことをなぜそうやっ

て受けとめていくんだと、これはおかしいでしょって言っているんだけれども、それが通じていかな

い、その時点で。だから、私はそうなった自分が思うことがなぜ通じていかないんだろうというのが

疑問にあったけれども、とにかく出されるんだろうと思って、７日はどうにか回避できたので、14日

が最後だと思ったので、７日以降14日に私は皆さん方に誠意を示すために、上村は白であるという資

料をそろえなきゃいけないと思いました。だから、弁護士事務所に正式な意見書をつくってください

とお願いしました。時間のない中、弁護士さんが裁判でも使える正式な意見書をつくってくださいま

した。上村さんは白である。私は正直、多額のお金を払ったと思っております。 

 それくらいの覚悟を持って、表になると思って14日を迎えようとしたやさきに、石井議員のほうか

ら出さないことになりましたと。調べた結果ですと言われた。そのときになぜ今さら、なぜここで、

なぜ31日の時点で皆さんそういう結論になっていただけなかったんでしょうかとつくづく思いました。

だから、私も挙げた手がおろせないし、市民の皆さんも挙げた手がおろせないまま、不可解なまま今

日まで来ています。そういう中でこのような正式な会が開かれたことは、市民に今後説明するに当た

って、すごくいい機会だというふうに私は思っています。 

 92条の２というのは、当事者になってみて本当につらいです。議会のみんなからの裁判、議員内裁

判ですから。司法がやるんじゃなくて、議員の仲間が白黒をつけるという調査をやるわけです。私は

誰によって被告席に座らされたのか、匿名の市民からなのか、それがわかりませんでした。だから、

匿名のメールの市民を原告にはできないわけですから、要求書を出される方たちが原告でなければい

けないと思いました。だから、上村は黒だと、グレーだと。わからないと思う議員さんだけで資格決

定要求書を出してくれとお願いいたしました。 

 その時点の私の心境は、刺し違える覚悟でした。これが表の調査になったら、私は全市民に向けて

白であるということを、記者会見も開いてやろうと思っていましたし、上村の誹謗中傷に当たるとい

うことで、資格決定要求書を出した特別委員会に対して糾弾をしていくという覚悟を持ちました。そ

の時点で、正直、次の選挙は諦めるという覚悟をしなければいけませんでした。それくらいの覚悟に

させられた。それくらい重たいものだということを、92条の２については当事者にならなければわか

らないんじゃないかなと思います。たまたま私はパーセンテージで14％で済みました。 

 しかし、これが50％を超えていたらどうなったろう。今、ＮＰＯの協働が進んでおりますので、市

の事業を肩がわりして各ＮＰＯは頑張っております。もう既に理事をやめていても、４年間さかのぼ

ったときに市の事業がほとんどのＮＰＯがあったとして、そこでかつて理事をやっていた議員はいな

かったんだろうか。そうなっても調査特別委員会を国立市議会は開くんだろうか。そうなったら女性
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支援だけじゃなくて、まちづくりの根本が揺るがされることになったんじゃないだろうか。私はすご

く思いました。 

 だから正直、上村さんみたいな人は、ほかにこの国立市議会議員でいるんじゃないですかって何人

もの市民から言われました。具体的な名前も出されました。具体的な法人名も出されました。しかし、

私は全て出さないでくれとお願いいたしました。上村だけにしてくれと。これがほかの議員にまで及

んだら、とんでもない話になる。だから、ほかの議員の名前、ほかのものは一切出さないでください

と戒厳令的にお願いをいたしました。 

 私はこれぐらいほかの議員の人たちのことを考えました。皆さん方の中に私のことをそれぐらい考

えたり、ほかの議員のことも考えたり、92条の２を扱うということは本当に大変な問題であって、本

当に黒と信じられる対象でしかやっちゃいけない。これを今回のことを教訓に、もう二度と私のよう

な議員を出してほしくない。だから、今回のことを皆さんが１人ずつ、何を教訓になさったか私はち

ゃんと聞きたいです。以上です。 

○【大和祥郎議長】 上村議員から今そういった御意見がありましたけれども、ほかに。上村議員か

らは意見をということですけど。石井議員。 

○【石井伸之議員】 上村議員から、92条の２の重みであったり、92条の２に抵触するかもしれない

と言われたときのそのつらさ、また公でない場所、夕方とかいろんな場所で、本当にいろいろと詳し

く教えていただきました。 

 そういった中で、この点は本当に慎重に扱わなければいけないなということは、私自身も身にしみ

た次第です。今、上村議員の言われたこの取り扱いは本当に慎重にする中で、そして同じような思い

をする議員が今後二度と生まれてほしくないという思いは私は強く、本当に心の底から受けとめまし

た。そういった中で、私自身としても資格決定要求書を出さなくてよかったと心から今思っておりま

す。その点について、今、本当に心の底からそのように感じております。 

 また、匿名のメールを今後どのように取り扱っていくのか。セクハラ・パワハラとか、いろんなケ

ースがあるので、匿名のメールを全く取り扱わないということもまたちょっと、それは置いておかな

くちゃいけないと感じております。 

 ただし、一議員の失職に関するような、重大な事態に及ぶようなことに対して、匿名メールで来た

からすぐに何か動くということがいいのかどうかということは慎重に扱う中でしっかりと調査をして、

本当に丁寧な対応が必要だなということを今身にしみてつくづく感じた次第です。以上です。 

○【中川喜美代議員】 私はこの間、31日の会派会議以降、与党でも何回も集まっていろいろ話をし

て、分析してやってきました。その中で、この情報の出し方が問題であったというふうにずっと一貫

して、議長、副議長のせいではないという与党の皆さんの意見もあるんですけれども、私は今までの

経験の中で、こういう情報は本当に抵触するというものしか出してはいけないと思っているわけです。

それをよく調べなかったという中で出して、そして途中でやめようと結果としてなったわけです。こ

ういう情報の出し方は本当に安易だったなと。 

 申しわけないけれども、今、上村議員が言われた、24日に呼ばれたときに法律に抵触するおそれが

あるとか、下手したら失職すると言われたと。そういう思いで私もその情報を最初聞いたものだから、

31日の上村議員の弁明も余り耳に入らなくて、これは本当なんだというふうに受けとめていたんです。

受けとめた私もいけなかったとは思いますけれども、それよりもこういう情報の取り扱い方が最大の

問題であった。私も尾張議員のこととか石塚前議員のこととかあって、本当にすごく調べたんです。
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国交省の担当の人にも電話して、外堀を埋めて臨んだ。それが出す側の責任だと思うんです。 

 なので、今回、上村議員がずっとこの間眠れないとか、ここの場でも言われていて、９月21日の最

終本会議の時点でも頭が全然まとまってない、何が問題なのかがわからない。約１カ月、20日以上そ

ういう状況に置かれた。そういう思いをさせて本当に申しわけなかったというふうに思いまして、こ

ういうものは絶対抵触する、黒だというものでなければ出してはいけない。二度とこういう人をつく

らないでというのは当然のことであって、私もそういうふうに思います。 

○【稗田美菜子議員】 今、上村議員からの御説明の中で、一番最初の８月31日の段階で、議員の身

分にかかわることだから、全議員の前で説明をしなければならないということを、正副議長と議会事

務局長と上村議員の４名の中でお話を受けたといったことから、上村議員は自分のことの説明をする

ために奔走されたというお話があったんですけれども、私自身も一番最初の会派会議の中で、会派会

議の御連絡を受けたのは前日の８月30日でしたが、議員の身分にかかわることでとても重大なことが

ありますと。ですから、会派会議を緊急で開かなきゃいけない。予定をしなかった会議ですので、い

ろんな調整も必要でしたし、よっぽど重大なことなんだろうと思って私自身も臨みました。 

 その中でいろんな話を聞きましたけれども、基本的な流れは身分にかかわる、つまり抵触する可能

性があるものだという情報提供だと私は解釈をしました、そのときに。それを個人で判断するという

ことではなくて、だから会派会議を開かれたのであろうと。そうでなければ、あらゆるところからい

ろんな情報が議会には入ってきますし、その中で、例えば個人の名前がついているようなものであっ

ても、机上配付されるようなものはたくさんあるはずなんです。匿名のメールであって、しかも取り

上げなければならない内容であるから、会派会議になったんだと私は重く受けとめました。だからこ

そ調査をしなければいけないというふうに思いましたし、そういう流れになっていくんだろうと私自

身は思いました。 

 その中でいろんな会議がそれからたくさん開かれましたけれども、話が何かおかしいなということ

に私自身が気づいていく過程がありました。一番おかしいなって思ったときは、先ほど副議長が御説

明されていました、当初は匿名のメールが事実だと思っていたけれども、つまり補助金が分母に入ら

ないと思っていた。だから、これは抵触する可能性があると思って情報提供したと。 

 けれども、よくよく調べてみたら、上村議員が提示してくださった横浜市会ジャーナルを調べる前

の段階ですね、それからそれを受けて調べた後、これはさまざまな考え方があるから、特別委員会に

ついては設置をしないほうがいいのではないかというお話があったわけです。 

 では、そもそもこの情報はどういうことだったんだというふうに私の中でなっていきました。私自

身、短い間でしたけれども、皆様に支えられて副議長を務めた中で、さまざまな情報が入ってくるん

です。それをいろんな人がいる中で、いろんな考え方がある中で、事実をしっかり突きとめて、それ

を議会としてどう扱うのかというところに持っていくまで、私は正副議長の責任だと思っております。

だからこそ、他の議員のときにありました、今はやめられてしまった議員もおりますし、現在いらっ

しゃる議員の中でも疑義があるといったことがあったときに、丁寧に調べたんです。そこの中で調べ

る過程でいろんなことが情報として入ってきますけれども、結局、事実は何なのかというのをちゃん

と調べてから議会への情報提供をしない限り、あらゆる混乱を呼ぶと思ったので、そこは中川前議長

とともに本当に慎重にやってきました。 

 だからこそ、議会に上がってきた情報はよっぽど調べたのであろうと思い込んでしまった私がいけ

なかったといえばそうかもしれません。そこについては私も反省するところではありますが、ただ、
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それがそうではなくて、実は後にひっくり返るなんていうことが起こるとあの当時は思っていません

でした。ですから、ここについては大きな責任があると私自身は思っております。 

 匿名のメールについても、セクハラとかパワハラということについては、名前を挙げて議会に名乗

り出ることは相当難しいと思うんです。今後何かを議会に申し出たいと思ったときに、これでぐっと

ハードルが上がってしまった気がします。議会の信用も落ちてしまったと思います。ここからどうす

るのかということはとても重大なことだと思いますし、この責任をどうとっていくのかということも

含めて、私はすごく重要なことだと思っております。 

 ただ、上村議員のこの件につきましては、92条の２に抵触するということについては本当に慎重に

扱わなければいけないということは私も思いましたし、それは始まる前からそう思っていました。だ

からこそ慎重に扱ったつもりがそうではなかったということは、私はとても残念に思いますし、それ

を議会としてどうするのかということは考えていかなきゃいけないと私自身も思っております。私は

以上です。 

○【渡辺大祐議員】 今回の件から得られる教訓ということです。私から申し上げたいのは、議会の

中での共通認識がないと、住民からの声だけではないですけれども、議会外からの意見に対して動き

出すことすらできないんだなということが、私が得た教訓であります。 

 今回の件は１つのきっかけであったにすぎないですけれども、結論として私が言えることは、匿名

のメールをどう扱っていくかということ、これは私の記憶では一部政治倫理条例を議論していく過程

でも俎上に上せた内容だったかなというふうに記憶はしているところではありますけれども、その内

容が必ずしも合意事項に達していなかったという解釈をすれば、明確な形で、このメールは今回は匿

名でありましたけれども、どういった内容だったら扱うのか扱わないのか、そもそも匿名だったら全

部扱わないのかといったことは決めておかないと、今後も似たようなことが起きることが想定されま

すので、同じことになっていくんだろうなというのが私が得た教訓です。 

 しかしながら、こういった形で、匿名のメールという形でありましたけれども、住民なのか、はた

また広い意味での市民なのか、どなたか判断することはできませんけれども、議会の外からいただい

た意見に対して結果として、これは政治倫理条例だけではなく、私は社会通念上妥当と思える調査そ

のものが議会全体で行えなかったということは非常に残念だなと思っています。もちろんそこには実

際に、上村議員のお言葉をおかりするのであれば、表に出してよいのかよくないのか、そういったと

ころに対する配慮も当然１つの論点になり得ると思います。 

 そういった意味において、匿名のメールを扱うのか扱わないのかという議論が行われないまま、こ

のような形に収束したということは非常に遺憾なことだなと。これは今後の議会の信用の失墜につな

がりかねないものだと思っています。 

 その上で、私は今後、似たようなこういった、１つの情報提供という広いくくりで言葉を使います

けれども、こういったことがあったときに、上村議員のおっしゃったように、同じようなことが起き

ないようにしてほしいということのために確認をとっていかなきゃいけないことはしっかりと確認を

とっていくべきだろうと。その一義的な例として、匿名のメールはどのように扱われていくのか、果

たして今回の内容は誹謗中傷だったのかどうか、そういった観点というのは議員各位で持ち寄って議

論していくという課題が明確に浮き彫りになったなというところが、私が今回得た教訓かなというふ

うに理解をしています。 

 そういう意味では全会一致で政治倫理条例というものを可決して、タイミング的にはすぐだったと
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思いますけれども、条例そのものの根幹の理念にもどう影響していくのかなというところは、議員各

位のお考えもぜひ集めていただく中で整理をしていかなければいけない事項かなと私は認識していま

すし、私としては条例全体なのか、条文の一部なのかわかりませんけれども、こういった事実が残っ

てしまった以上、この扱いについて議論していく必要性が出てくるのではないかという認識でおりま

す。私からは以上です。 

○【藤田貴裕議員】 上村議員、今回のことは大変だったと思います。同じ部屋で上村議員の姿をず

っと見ていましたので、私も言葉にはできないような思いの中で過ごしました。 

 私は議長から情報提供があった後、会派会議をやりましたけれども、上村議員の説明を聞いて納得

しましたので、上村議員は白だろうということで何も疑いを持っていませんでしたので、委員会に入

る予定もありませんでしたし、この話も上村議員の言うことを信じて、それでいいやというつもりで

私はやっていました。私はずっと信じていました。 

 匿名のメールが来たときは、議長と副議長と当事者だけでやっていただいて、そこで黒なのかグレ

ーなのかわからないときだけ――そういうときだけは難しいですね、まず当事者だけでやっていただ

いて、いきなり会派会議で議題にするというのはどうかなと思いますので、そういうことは次、二度

とないようにしていただきたいと思います。以上です。 

○【藤江竜三議員】 今回の件から得た教訓ですけれども、情報が提供されれば、議員であるならば

第三者的な視点を持って本人からの意見も聞かなければならないですし、またほかのところから意見

を聞いて調べていくといったことは必ずしなくてはならないのかなと思います。 

 そういった中で、一定の調査をしていくという流れで情報が提供されれば、なっていくのは必然か

なと思います。ですから、匿名のメールが来たということが情報提供されるということは、その後の

調査につながっていく可能性が高いと思いますので、そういった匿名のメールの扱い方、メールだけ

ではなく手紙の扱い方、また匿名でなくても、名前を書いてあっても誹謗中傷に近いようなものは慎

重に、どのようにしなくてはならないのかというところでは、私も渡辺議員同様、整理が必要なのか

なというところが、今回得られた教訓ではないかと考えております。 

○【重松朋宏議員】 本日の会議は会派会議ですよね。だから、会議録も残りますし、最初の会派会

議の場では事業者名も含めて個人情報も飛び交ってしまった、かなり重大な場であります。匿名のメ

ールの取り扱いどうこうということではなく、内容として会派会議を開かなければならなかったのか

ということは、まず考えていただきたいと思います。 

 もう一点は、匿名メールの取り扱い云々という問題ではなくて、地方自治法の92条の２に基づく議

員の資格審査の要求をするということは、白か黒かわからない、グレーだから調査してくれという話

ではなくて、上村議員がおっしゃったように、まさに原告として、これは限りなく黒か、黒に近いグ

レーだから、議員の資格そのものがないんじゃないかという、いわば原告として訴え出る議員一人一

人に与えられた権利でありますし、白か黒かわからないから調査の場をつくって白であることを証明

すればいいという話ではないと。なおかつ、それを審査するのは第三者機関ではなくて、我々自身が

裁判官になる話でもあるので、そこは慎重にしていただきたいと思います。 

 昨年、我が会派が同じように実名で来たメールで、議員のこういう行動についてはどうなのかみた

いな、来たことについて本会議場できちんとしないといけないんじゃないかという動議を出したとこ

ろ、逆に反省を求められたこともありますので、今回はもっと重大な議員の資格、この議員には資格

がないのではないかということを突きつける、議員にしか与えられてない権利を行使するかどうかと
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いう問題ですので、そこは慎重に考えていただきたいと思います。 

○【高原幸雄議員】 今回の31日の会派会議で、情報提供という形で匿名メールの情報が提供されて、

それにかかわって特別委員会の設置ということまで、どうしようかみたいな話も出るぐらい、先ほど

上村議員が言われたように、会派会議の前に議会事務局長も含めて正副議長と話をされたということ

も聞いて、匿名のメールの扱いという点では慎重に慎重を尽くして対応しなきゃいけないということ

がまず第１点あります。 

 それともう１つは、情報提供を受けたときに我々は、私自身もこれは反省しているんですけれども、

十分な認識を、実際に上村議員という個人名が挙がって、何かグレーゾーンであるんじゃないかみた

いな認識のもとで事に臨むということ自体は非常にまずい。だから、会派会議なり会派代表者会議な

りで提案されたときに、その辺はきちっと意見を述べていく必要があるなと。 

 その後、私たちも十分な調査をするということで、なかなか十分な調査に至ってないんですけれど

も、上村議員がどうということではなくて、その扱いについてどうするかというときに、しっかりと

した私たちの認識なり考えを定めて臨む必要があるというのを私自身の教訓としているところなんで

すけれども、今、重松議員も言われたように、こういうことを議題にして議論をするということ自体

がどうだったのかという点でも、今後の扱いとしては、議会としての議論のあり方ということもきち

っと検討する必要があると思っております。 

 いずれにしても今回、そういう意味ではきちっと石井議員のほうから提出できないということが表

明されましたので、そういう点では私たち自身も含めて、教訓として今後の議会活動に臨んでいきた

いと思っております。以上です。 

○【大和祥郎議長】 暫時休憩といたします。 

午後４時２分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
午後４時４分再開 

○【大和祥郎議長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。重松議員。 

○【重松朋宏議員】 今、休憩時間中に我が会派の議員からも発言がありましたけれども、確かに本

日の会派会議の冒頭に正副議長が謝罪されたのは、一体誰に何を謝罪されたのか私自身も全く面食ら

ってわからなかったところがありますので、その点、１点は説明していただきたいということと、あ

と前回の会派会議で個人情報が発言の中で出てきておりましたので、その部分については、一般に供

される会議録には非開示とする旨配慮していただきたいということを申し上げておきます。 

○【上村和子議員】 実は私のところで市民の人たちが何人も質問状を出しているんですけれども、

そこで議会事務局からの答えに私はすごく納得いかないのがあるんです。議長名で答えるのは丁寧に

答えてもらっているんですが、議会事務局の答えが物すごく事務的なものですから。市民からのメー

ルが来ました、それで情報提供は会派会議にされました、結果、資格決定要求書は出されませんでし

たという事実だけなんです。そうすると、読みようによっては、私の疑惑は残ったままなんです。つ

まり、どこにも上村議員は白だから出されなくなったというのが入らないものですから、下手したら

議会がもみ消したみたいな拡大解釈もできるような答えになっています。 

 だから、市民からの問い合わせに対する議会事務局の回答のあり方がどこでどう検討されたのかと

いうのは、もう少し私の側に。事務的にやったら、逆に疑惑が残るみたいな捉え方がされかねないん

です。だから多分、議会事務局としても市民に対して答えにくい質問なんじゃないかと思います。そ
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れぐらい事務的にどう説明していいかわからない事態が起きていたんじゃないかと思います。だから、

このことを公式に市民から聞かれたときに、議会事務局はどう答えるのか、議長はどう答えるのかと

いうことも、きょうの会派会議も踏まえて再度検討していただきたいと思います。 

○【大和祥郎議長】 今の議会事務局の答えた件については、再度検討させていただきます。 

○【上村和子議員】 私が結局、内部調査の段階で、問題なし、抵触しないという判断に至ったから

提出されませんでしたと書いていただきたい。そこを書いていただかないと、結果、提出されません

でしたってなると……。 

○【大和祥郎議長】 ちょっと細かいところはこれからあれしますけれども、確かに上村議員のおっ

しゃることもそうなんですが、事務局にこれから確認をもう一度しますけれども、基本的には事務局

としては資格決定要求書が出されたとした場合の部分であって、これは先ほど石井議員からも92条の

２に抵触をしないということで、出すも出さないも、結局出さなかったということなので、事務的に

は多分それしかないので、表に出てきているというか、取り扱いとしてはそういう形になったので、

そういった意見になったと思うんです、今のところは。 

 ですから、事実としてはそういうことで、私のほうもそういうふうに聞いておりますし、理解をし

ているので、今、上村議員が言われた、上村議員の結果が白だったか黒だったかということではなく

て、今回は……（「石井議員の議事録が残っているので、そのとおりでいいじゃないですか。さっき

理由を言っているんだから」と呼ぶ者あり）理由を言ったあの92条の２に抵触しないという取り扱い

で多分書いたと思うんです。（「重松議員の質疑に１個１個言ってください」と呼ぶ者あり） 

 それでは、重松議員のほうに、まずお答えをさせていただきます。冒頭に皆様におわびを申したの

は、まず今回の件の中でも特に１回目の情報提供から、会派会議としては２回目のものがこのように

時間がかかって、その間に皆様がそれぞれに動かれた中で御迷惑をかけたことに対して、まず冒頭に、

時間がかかったことも含めて、議長、また副議長としておわびを申すという意味での謝罪という形に

なります。（「取り扱いじゃないの」と呼ぶ者あり）取り扱いについて、今までいろんな形の中で悪

かった部分について、まず冒頭に謝罪をさせていただいたということです。そういうことで御理解を

いただいてよろしいでしょうか。 

 上村議員からいただいた内容についてはそういうことでございますので、一応今のところはそうい

うふうに御回答をさせていただきます。 

 ほかによろしいでしょうか。（「文言削除は」「個人情報の」と呼ぶ者あり）個人情報の取り扱い

は、個人情報の通常の取り扱いになるでしょう。会議録になりますので。（「会議録からの削除その

ものはできないとしても……」と呼ぶ者あり）それはできないので、個人情報の取り扱いになってし

まうので、それはできる限り確認をさせていただきながらだと思います。 

 それでほかに。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 皆様には先ほどから御意見いただきました。多くが情報提供の時点での十分な精査がないというこ

とに対して、ここで改めて謝罪させていただきます。どうも済みませんでした。申しわけございませ

んでした。 

 今回の一連のことについては議長として反省をさせていただき、皆さんからいただいた内容につい

て十分真摯に受けとめさせていただいて、今後このようなことが起きないように努力をさせていただ

きます。 
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 そして、それを踏まえてなんですが、先ほど来よりたくさん御意見をいただいたと思っております。

匿名メールの扱いについては、基準が今ないというのが大きな問題であります。先ほど多くの皆さん

からその基準をどうするんだということで御意見もいただきましたので、これはできましたら議長、

副議長が中心となった代表者会議を中心として、会派の皆さん、１人会派の皆さんの意見も聞きなが

ら進めていければと思います。 

 その前に、匿名メールの扱いはこれからお話をちょっとさせていただきたいと思うんですが、いろ

いろ皆さんには本当に御迷惑をおかけしたんですが、今回の兼業禁止に伴う議員の請負禁止について

は、皆さんの御意見の中、十分に私自身も反省をして進めさせていただくので、今回をもって収束を

させていただきたいと思うので、よろしくお願いをいたします。 

 もう１つは一番のポイントになりますが、匿名メールの扱いについてです。今、国立市議会には国

立市議会受信電子メール取扱基準というのがあるそうです。これをきょうお持ち帰りいただいて、こ

れをベースに、匿名メールの取り扱い基準について各会派、また１人会派の皆さんも御検討いただい

て、次回御意見をいただければと思っております。 

○【藤田貴裕議員】 私、こんなの知りませんけれども、第３条の中で、「第２条の規定にかかわら

ず、メールが次の各号に該当する場合は、議会事務局において供覧し、回答しないものとする」の中

の第１号で、「メールの発信者の住所及び氏名が不明のとき」って書いてあるじゃないですか。何で

今回議題に……。 

○【大和祥郎議長】 これについてはよく読んでいただくとあれなんですが、メールを返すか返さな

いかという基準であって、匿名メールの内容を取り扱うか取り扱わないかという基準ではないという

ことなんです。先ほど一部御指摘をいただいた中で、全会一致でつくった政治倫理条例の中でも、当

然、今後議運のほうでもやりますけれども、まずは匿名メールの取り扱いですよね、これはメールが

来たものがこの基準に反したものは返しませんよということだけであって、返す返さないはその内容

ですけれども……。（「供覧するにとどめるということしか。だから、取り扱いってあるので」と呼

ぶ者あり） 

○【藤田貴裕議員】 私が聞いていた話は、議長から、回答しないとまたメールが来るとか、そうい

う話だったから会派会議をやろうという話を聞きましたよ。メールが２回も送られて、このままほっ

といたら国立市議会として何もやらなかったじゃないかと言われるから、じゃ、やりましょうよとい

う話を聞きましたよ。別にここを回答しないんだったら、そういう話にならないじゃないですか。 

○【大和祥郎議長】 それについては、もともとこれについて返すところがない。ただ、皆さんその

ときのことが記憶にあるかわからないですが、政治倫理条例も含めて１人からとか、もしくは匿名メ

ールを取り扱うかどうかという基準をつくってない中で、多くの声なき声もとっていかなくちゃいけ

ないものも当然あったと。 

 私は皆さんの中にあると思うので、この取扱基準でいきますと、今回は２条４項１号の供覧をして

必要と認めた場合には、会派代表者会議、議会運営委員会に報告するという文言にのっとりながら、

私としては皆さんに情報提供という形で最初はスタートさせていただきました。それは御理解をいた

だいて、その部分について先ほど皆さんのいろんな御意見があったわけですから、その取り扱いがち

ゃんとした基準がなかったということに対して、再度つくり上げていきたいと思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○【重松朋宏議員】 私はその必要はないと思っていまして、そんな基準をつくるにしても、第３条
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の項目は「氏名等が不明のメールの取扱い」という項目なので、あるんですよね。要するに議会事務

局において供覧するという取り扱いの基準があるわけですから、これに屋上屋を重ねてまた取り扱い

基準をつくったって、藤田議員は知らなかったっておっしゃっていましたけれども、私、たしかこれ

をつくったとき議員だったので、記憶の片隅にあるんですけれども、つくってもすぐ忘れ去られるよ

うなものをつくってもしようがないだろうなと。 

 だから、今回においても、議会事務局において供覧し、その内容に応じては、当事者の中で共有す

れば済むだけの話だったんじゃないですか。 

○【大和祥郎議長】 重松議員が言われることもわかりますが、今回こういった場合に、みんな全会

一致でつくった議会基本条例の中に、どんな人でもどう取り扱うのかという部分については、十分に

まだまだできてなかった部分がすごくあったと思うんです。 

 その根幹のことだと思って考えると、そうなってほしくはないですが、皆さんの最終結果、今の検

討しないままに、平成16年のままにするということに対しては、今回大変な思いをした中で今回があ

ったわけですから、メールの中身の取り扱いという意味での匿名から来た要求についてはしっかり検

討していきたいと思っています。（「議長、それも含めて持ち帰って相談してくれと言えばいいんだ

よ」と呼ぶ者あり）ですから、そういう意味できょうはこういった取り扱いがあったので、ぜひお持

ち帰りをいただいて、会派の中で御意見をまとめてきていただければと思います。その後、皆さんと

また協議をさせていただければと思いますので、一意見としては、重松議員であったり藤田議員の意

見も確認はさせていただきます。 

○【重松朋宏議員】 ということで、取り扱いの基準をつくるかどうかということも含めて、持ち帰

りということで了解したんですけれども、今回のメールって議会事務局に来たメールではなくて、市

長部局の広聴に来たメールに、議会のほうで調査してくださいという頭書きみたいなのが入って議会

事務局に来たものなので、取り扱いを考えるのであれば、そういうメールについてもどうするのかと

いうことも検討しないといけないです。 

○【大和祥郎議長】 それを含めてなので、今あるベースも含めて御意見をいただければと思います。

皆さんこれから大変忙しくなってくると思うんですが、もし御都合がつくようであれば、これでいく

と10月の後半にしか皆さん時間がとれないという形なんですけれども、ちょうど10月30日の午前中に

Ｐ連の説明会があると思うんですが、その後の午後に御都合がもしよろしければ。（「時間を具体的

におっしゃっていただいてよろしいですか」と呼ぶ者あり）１時か１時半か、どちらか。（「会派代

表者会議なんでしょ」と呼ぶ者あり）一応会派代表者会議をベースに、会派の皆さんの御意見を聞き

ながら。毎回、皆さん全員の都合をつけていくのがあれであれば細かいところを。（「議会全体のこ

とだったら会派会議のほうがまだ」と呼ぶ者あり） 

 暫時休憩といたします。 

午後４時２３分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
午後４時３６分再開 

○【大和祥郎議長】 休憩を閉じて議事を再開いたします。 

 休憩中にいろいろ御意見をいただきまして、今回の請負禁止についての８月31日の情報の提供とい

うことで、提出の仕方について皆さんに御迷惑をおかけしたということで本当に申しわけございませ

んでした。そういうことで、以後はこういったことがないようにしっかりと頑張っていきますので、
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よろしくお願いをいたします。 

 そして、休憩中に確認したことは、次回の会議については10月30日１時半から、匿名メール等の取

り扱い基準について各会派にお持ち帰りをいただき、会派会議として招集をさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 
○【大和祥郎議長】 長時間にわたりお時間をいただきましてありがとうございました。 

 これをもちまして、会派会議を閉会とさせていただきます。 

午後４時３７分閉会 

 


