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第２回養父市議会政治倫理審査会 会議記録 
 

１ 日 時  平成 29年７月６日（木） 

午後１時 00分～午後３時 18分  
２ 場 所  ３階 第１委員会室  
３ 挨 拶  荒田委員長 

本日の会議は、次第に基づき進めさせていただく。皆さんにお願いしておきますが、携帯

電話のスイッチを切るかマナ－モ－ドにしていただくなど、会議中は鳴らないようにしてい

ただきたい。 

 

４ 調査事項 
（１）公職選挙法上の違反行為について選挙管理委員会から説明 

－ 省略 － 
<選挙管理委員会退席> 

<企画政策課着席> 

－13：30－ 休憩 

－13：32－ 再開  
（２）ふるさと納税の概要について企画政策課から説明 

－ 省略 － 
－13：47－ 休憩 

<企画政策課退席> 

<谷垣議員着席> 

－13：48－ 再開 

 

（３）谷垣満議員の釈明の機会の保障と当該議員からの聴取について 
【委員長】再開します。それでは調査事項の（３）谷垣議員の釈明の機会の保障と当該議員か

らの聴取についてに入る。この件に入るに当たり、谷垣議員から釈明の機会として発言があ

れば許可する。 

【谷垣議員】今回自身の行った行為により、市民の皆様に大きな不名誉と同僚議員の皆様にも

大きな迷惑をおかけしたことを改めてお詫びする。申しわけありませんでした。自身の認識

不足が原因であり禁止行為を行ってしまった事実を認め謝罪した。養父市議会議員の政治倫

理要綱誓約書に従い事実と責任を明らかにし、審査会と議長の措置を真摯に受けとめ従いた

いと考えている。厳正な審査をお願いする。 

【委員長】谷垣議員に事前に審査会からに質問項目を渡している。それに対する回答をいただ
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いている。読み上げは事務局にお願いする。 

【事務局】今回谷垣議員には７項目の質問事項をしている。その回答をいただいているので順

に読み上げ、補足があったら谷垣議員から発言いただく。１点目の質問「なぜふるさと納税

を行ったのか」、回答は「ふるさと納税が市政に活用されていることを知り、そのホ－ムペ

－ジや手続きについて制度を確認する目的で行いました」という回答である。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

<質疑なし> 

【事務局】２番目「ふるさと納税をすることは議員の禁止行為の寄附に当たるということを理

解していなかったのか」という質問に対し「ふるさと納税は納税先を選択できる制度との認

識でした。知人から指摘を受けて調べたときに寄附に当たると知りました」。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

<質疑なし> 

【事務局】３番目「ふるさと納税をした行為以降、取り消し、返還までの具体的な日程はいつ

だったか」に対し「５月 15日月曜日夕方に申し込みを行い、５月 23日火曜日午前中に取り

消しを請求し、６月 13日振り込みにて返金されました」。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

【質問】５月 23日に知人から指摘を受けて取り消したということだが、指摘を受けたのはそ

の日だったのか、それ以前に指摘を受けていたのか。 

【回答】23 日朝に知人から指摘を受け、調べた結果禁止行為に当たることを知りその日のう

ちに取り消しの請求をした。  

【事務局】４番目「今後どのように説明責任を果たそうと考えているのか」という質問に対し

「市民の方々には折に触れ経緯を説明し、行ってしまった行為をお詫びします」。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

【質問】説明責任を果たすとあるが、具体的にどのようなことをするのか。 

【回答】経緯を説明し、動機についてなぜ行ったか、寄附の認識がなかったのかを含め市民の

方の疑惑に対して誠実に説明を行いたいと考えている。 

【質問】前回、Ｓ議員は一般質問を控えるとか、いろんな場面で釈明するなどしたが、そうい

った具体的なことはないのか。 

【回答】改めて自身の認識の甘さや議員としての自覚の希薄さは恥じている。市民の期待の中

で軽率な行動をとったことは悔いている。市民の皆様には折に触れ説明し、不名誉な行為を

行ってしまったことはお詫び申し上げる。Ｓ議員のように自粛については、議員としては与

えられた職務職責を全うすることで、市民の期待や落胆に応えていきたい。 

【事務局】５番目「議会内での重要ポストについて今後どうするのか」という質問に対し「与

えられた役職を全うすることで議員としての責任を果たしたいと考えているが、議会、市民
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の皆様の判断は真摯に受けとめ従いたいと考えている」。 

【谷垣議員】重要ポストの役職について、役職の辞任は賛否両方の意見をいただいており、自

身も深く考慮している。結果回答のとおりではあるが、認識不足が招いたということは議員

としての準備不足、未熟さを露呈したもの。役職を受けるにしても同様に準備不足であった。

議員の皆様に御迷惑をかけることとなり悔いている。今後政治倫理に関することで市民に向

けた啓発や広告、議会の政治倫理厳格化に関する周知にも議会広報が重要であること、一委

員としても職務職責を果たすことは可能であり、他の委員の方へ私の行為のことで負担を強

いないように努め、政治倫理に関する広報活動にしっかりと寄り添っていきたいと考えてい

る。与えられた役職に関しては全うすることで議員の責任を果たしたいと考えているが、議

会の方々の判断には従いたいと考えている。 

【質問】政治倫理審査会や他の議員の判断に従うということであるが、議員として当選した以

上は１年生議員といえども責任はついてくる。審査会や他の議員が決めるのではなく、本来

自分自身で議員としての資質を持って判断すべきと思うがどうか。 

【回答】自ら辞するということは与えられた仕事や責任を放棄することであって、責任をとる

ことではなく、責任を明らかにして過ちを認めて謝罪し、司法や議会の判断に従い、許され

る範囲で職務職責を全うすることで責任を果たしたいと考えている。 

【事務局】６番目「今後の議員活動と出処進退をどのように考えるのか」という質問に対し「議

員としての職務職責を誠実に全うすることで信頼回復に努めたいと考えていますが、議会、

市民の皆様の判断は真摯に受けとめ従いたいと考えています」。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

<質疑なし> 

【事務局】７番目「議会基本条例に基づく政治倫理要綱の誓約書をどのように考えているのか」

の質問に対し「自身の認識不足により誓約違反を行ってしまったことを深く反省しています。

誓約書に従い事実と責任を明らかにするとともに、関係法令を確認し繰り返さないよう自戒

し制約順守に努めます」。 

【谷垣議員】追加の説明はありません。 

【委員長】この件について質疑はありませんか。 

【質問】今回３人目の政治倫理違反となる。谷垣議員も以前は政治倫理審査会の委員を務めて

いたが、以前の２人と比べ自身の起こした行為は重いと思うか、軽いと思うか。Ｓ議員は副

委員長辞任とか一定の自粛などされたことがあったが、自分の犯した政治倫理違反は他の２

人と比べどう考えるか。 

【回答】政治倫理審査会に関わる中で、寄附の禁止については十分認識していたつもりであっ

た。寄附を目的とした行為でなかったとはいえ、禁止行為を行ったことは事実であり、大変

重く受けとめている。他の議員と比べてどうかは私自身判断できないが、私のしたことは大

変大きなことをしてしまったと認識している。 

【質問】選挙後３人目となると以前の２人と同じと言えない。市民や他市町からの批判に対し

記者会見など説明はされたが、責任はきちっととっていかないと世間からは許されない面が
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ある。政治倫理に触れることをしてしまった以上責任はとるべき。職責を全うして責任を果

たすと言われているが、議員は世間から注目を浴びる存在なので、その点を理解の上きちん

と自分で判断し責任を果たされたい。そのままでは世間の納得は得られない。議会全体が批

判を受けることになる。 

【委員】聴取の段階を外れ審査会のまとめの話になっている。委員長には順を追って進行をお

願いしたい。 

【委員長】この件について他に質疑はありませんか。 

<質疑なし> 

【委員長】以上で７項目の質疑を終わります。そのほか全体を通じてこれ以外で谷垣議員に質

問することがあれば受けるが。 

【質問】回答書の５番、６番の質問に「与えられた職務」、「議員としての職務」ということは

明記されているが、改めて谷垣議員の口から自らの思いをお願いしたい。 

【回答】説明の分でもお話しさせていただき、回答する時点でも賛否両方の意見をいただき深

く考慮した上でこの回答書を記載している。与えられている職務に関しては許される範囲で

しっかりと職務や責任を果たしていきたいとの考えは変わっていない。ただ、議員からも市

民からも賛否両方の意見をいただいている中で、自身の判断が正しいのかどうか自分では判

断がつかない。議員、審査会、議長の措置に関しては真摯に受けとめ従いたい。 

【質問】説明責任を果たされるとは思うが、市民がどう受けとめるかが問題なので、責任のと

り方として広報委員会の委員長、議会運営委員会の委員の役職については自主的に辞職する

なり考えていくべきと思う。行事、一般質問を自粛するということも考えていくべきだし、

市民から見ても以前は自粛したのに谷垣議員はしないのかとなるし、審査会でも判断せねば

ならないが、その前に自分で出処進退を含め判断すべきと考える。 

【回答】出処進退については、深く考えることもあった。役職についても、賛否両論あって深

く考えた。その中でこの回答を出している。市民から役職を辞することや一般質問を控える

ことの意見に対しては、しっかりと考えていきたい。自身の責任において行動しているとこ

ろ。その行動が養父市議会に対して迷惑をかける行為であったり、審査会でそのような行為

を行うべきではないとの判断が出るのであれば、従っていきたいと考えているが、自身の責

任の範囲においては、一般質問であるとか議員の仕事は努めるべきであるという考えである。

ただ、審査会や議員の方々の意見は聞いて判断したい。 

【質問】今後も長く議員として活躍していただくためにも、ここは潔く自らポストの身を引く

などして‥‥‥。 

【委員】委員長、異議あり。今は谷垣議員から聴取のときであって、決まってもいないことを

発言すべきではないと思う。 

【委員長】意見としてここでとどめていただきたい。ほかに質疑はありませんか。 

<質疑なし> 

－14：20－ 休憩  

<谷垣議員退席> 

－14：30－ 再開 
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（４）審査会のまとめについて 
【委員長】再開します。続きまして、議会モニタ－から意見をいただいているので、その意見

を局長から朗読をしていただくのでよろしくお願いする。 

【事務局】モニタ－は 12人いるが、その内の６人から回答をいただいている。概要になると

思うが、朗読できるところを朗読させていただく。このような声があったということを御理

解いただきたい。 

議会モニタ－Ａさんです。違反行為についてはわからないということである。新聞を見る

と１社は選挙管理委員会の意見として疑いがある。ほかの新聞社は寄附行為と書かれている

というようなことである。ただ、今回の谷垣議員の対応が謙虚に反省され、私欲に満ちた行

為とは考えにくいと思う。たとえ法律違反でも昨年度あった公選法違反と同じと市民は思っ

ていないので、議長の厳重注意で早期解決を行うことが急務だと思う。事実は違反であって

も市議会の名誉回復のため努めてほしいと思っている。ということがＡさんの意見である。 

議会モニタ－Ｂさんの意見です。これは違反した行為である。若手のホ－プということと

次の時代の議員と期待していた。それだけに 1,804票も票が取れた。一度事件を起こした人

はなかなか更正しない。報酬の中には議員としての勉強代も含まれているはずだ。「新しい

養父市の実現に全力で取り組みます」と約束どおり初心を忘れないようにしていただきたい、

とのことである。 

議会モニタ－Ｃさんです。違反した行為である。違反行為と考えられるが、当人の学習意

欲に関する面もあり、今後の行動で是正されると思う。なお、この種の問題で意見を問うこ

とについて疑問を感じる。議会の自浄能力により解決すべきであり、この種の事案を含め、

研鑚されることを望むものである、ということでそのほかの意見で、モニタ－として初めて

参加させてもらいましたが、通告事案についてはさらに掘り下げた調査をしていくべきと思

った、ということで多分これは一般質問の関係と思われる。 

議会モニタ－Ｄさんです。違反した行為である。他市町への返礼品目当てにされたもので

はなく、単純にふるさと納税の調査をするならよそにせず養父市に、との思いでされたので

はないかと推測する。ふるさと納税は寄附行為であるという勉強不足による違反行為は、当

然政治倫理基準に違反していると思う。議員となられたからには、軽率な行為は断固慎むべ

きである。今後は、しっかりと勉強していただき、身を清める覚悟をもって市民の信頼を損

なうことのないよう議員活動に励んでいただきたい。谷垣議員には今後の活動が委縮される

ことのないよう継続して、議員活動に邁進されることを望む。その他の意見はここに書いて

あるとおりである。 

議会モニタ－Ｅさんです。違反した行為である。公職選挙法に違反している。告発の動き

があるまでに、自らバッジを外すべきである。返して事足りるのは子供のやること、大人そ

れも選良であるからには法の裁きを受け、その後情状酌量でペナルティ－軽減が考慮される

ものである。その他の意見の中に、議員研修の意義であるとか「チ－ム議会」って何、また

寄附金を返しても済むものではない、「知らなかった」で済むものではないというような意

見もあった。 
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議会モニタ－のＦさん。違反行為かどうかわからない。その他の意見で、市民やマスコミ

等からそういう行為を指摘されること自体が問題だ。もっと全体的な視野で見ていくべき。

コンプライアンス意識の欠如である。市等の条例を審議する人間が法律を知らないではお粗

末だ。開き直りもよくない。やぶパ－トナ－ズ（株）ばかり叩き、個人攻撃も多いというこ

とであるとか、ほかの第三セクタ－などもある、（夏祭りの）花火については町を元気にす

るため必要、市議会自体でやるべきで、それは寄附行為に当たらないと思うという意見もあ

る。以上が６人からの意見で、これはあくまで参考としてごらんいただきたいと思う。 

【委員長】それでは４項目めの審査会のまとめについて協議をお願いする。先ほどの意見をも

とにして、今後審査結果報告書を作成していく必要がある。報告書案をつくるに当たり、そ

れぞれの委員から意見を出していただく必要があるので発言いただけたらと思う。今申した

ように報告書をまとめなければならないので、それぞれの項目に関して発言があったら報告

書に記すること、事項を具体的に出していただかなければならないことになるが、それぞれ

お願いしたい。 

【委員】まとめというところにいくのかわからないが、私の考え方を言わせていただく。第

199 条の２には違反しているという話ではなく、違反する可能性があるという話であった。

あくまでも当選することを目的とするようなことが違反という基本的な考えを言われた。そ

れと取り消したからどうなのという考え方もあるけれども、取り消しができて今市の寄附に

なっていないという部分がある。政治倫理要綱を読んだが、第３条に違反しているのかとい

う考え方である。１番目の「特定の個人、団体等のために有利な取り計らいをしないこと」。

有利な取り計らいをしたわけではない。２番目の「政治活動に関し、政治的又は道義的批判

を受けるおそれのある寄附等を受けないこと」。これは受けたわけではない。これには当て

はまらない。３番目の「議員は、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと」。

これにも当てはまらない。４番目「市民全体の代表者としてその名誉と品位を害するような

一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」。

今回、この不正の疑惑を持たれる行為ではない。あくまでも最初に寄附でくくることはどう

のこうのという議論があった。その寄附にかかるということだけが、今回の問題点だと思う。

政治倫理基準はこれで全部である。そうするとこの政治倫理基準に彼は抵触していない。養

父市議会議員の政治倫理要綱のみをとればである。彼の行為に全く不正がないわけである。

向上心から知らずに行った行為であるということ。これは大いに配慮していただきたい。 

【委員長】意見としてお伺いした。最初に言われたように、第 199条の２に違反している可能

性があるということである。寄附行為のことを問うているのであるから。寄附行為の事実、

是非を問うているわけであるので、意見としてお聞きした。そのほかにないか。 

【委員】政治倫理要綱の第３条の４に該当するということで、「職務に関し不正の疑惑を持た

れるおそれのある行為をしないこと」。これをしたということで、これに該当するから政治

倫理審査会が開かれていると思っている。先ほどあった第 199条の２に違反する可能性があ

るということであるが、先ほど谷垣議員も認めていたように寄附行為をしたことは間違いな

い。チェック機能があるなしにしても、市役所のほうも一応受け入れをした。寄附行為をし

たことは間違いなく事実なので、本人も認めている。それが第 199条の２に違反する可能性
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があるどうのこうのではなく、彼の行った行為について政治倫理審査会で審査するべきもの。

なぜかと言うと第３条の４項に該当するから、今この政治倫理審査会で審議している状態と

思う。 

【委員長】そのほかないか。できるだけ意見をお聞かせいただきたいと思う。 

【委員】取り扱いの中で話が出ている、第 199条の２の取り扱いの関係については、当該選挙

管理委員会が明確な発言ではなかったと、疑いがあるという認識であったと理解する。その

中で議員は本来選挙区内にある者について、いかなる寄附行為について行うことができない

となっている。ただ、認識度がどの程度まで本人議員自身が持っていたのかということも配

慮する必要があると思っている。不正の心があって行った行為なのか、そういうことが一切

なくして本人のあくまで勉強不足、認識不足の部分で行った行為なのかについても一定は配

慮する必要もあると思う。犯してしまった過ちについて、早くの段階からそのことを議会の

中でも報告し、市民に向けて記者会見も行いながら対応していることもあるので、この辺を

総合的に考えた判断の中で審査会としては対応すべきと私は思う。 

【委員長】申すまでもなく皆さん承知でしょうけどこの丸１年、昨年の６月 30日から今日ま

で１年間で３人、４件の政治倫理審査会が行われている。モニタ－の方からも、私個人にも

意見が数件寄せられている。厳しい意見をいただいている。（本日の会議の）内容について

はオ－プンになるので、そのことを重々承知の上で、委員会としての意見をお願いしたいと

思うので申し添えておく。そのほか発言があればお聞かせ願う。 

【委員】谷垣議員の件につきましては、Ｓ議員、Ｆ議員と内容が少し違うと思う。しかし先ほ

ど私、言いましたように、すごい反響がある。特に街に出た方、関西養父市会とか八鹿高校

の八高会の東京会とか、いろいろなところからメ－ルが入っている。失望したと。せっかく

農業特区で養父市を売り出しているのに、変な意味で有名になったということで非常にいろ

んな意見がある。何とかふるさとをいい市にしていただきたいということを言われている。

そういう意味でも議会、議員ももう少し勉強しなさい。我々も１年議員ですから。1,700、

1,800も票を取られて、市民も期待しているし皆さんも何とか頑張ってほしいということが

ある。議員はもう少し勉強しなさいという意味での叱咤激励と思っている。先ほど「不正の

疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」に該当しないのではといわれたが、私は該

当ありと見ている。重たい軽いはあるが非常に反響が大きいので、今までの２からもう１人

ふえたわけであるから。もう少し真剣に本人の反省を含めて猛省を促したいとの思いである。 

【委員】私の意見としては、皆さんそれぞれ考え方、市民の方もいろいろと考え方があると思

う。例えば前回のＦ議員、Ｓ議員、自分の職務に対して辞職されている。それも１つの考え

と思う。先ほど谷垣議員に職務に対してどのように考えているのかお聞きしたら、本人はや

りたいと。できるのならやりたいと言っておられた。自分が職を辞することも１つの方法と

思う。それをして彼がどのように反省しているのか、なかなか表に出てこないと思う。やは

り今の職務を遂行することでも、彼はそのようなこともやっているのだな、ということをは

っきりと市民に訴えることもできると思う。そうすることによって、彼ももっと真摯に受け

止めて今以上に力を注いでくれるのではないかと思っている。職を辞してまでするのではな

く、むしろ彼に対しては職務を全うしていただきたいと個人的には思っている。 
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【委員】私としては３人目を審査するが、若いから前途あるから配慮してやれとか。行為自体

が未遂に終わったということもある。酒を持って行って奥さんに返されたＳ議員も未遂に終

わった状態である。谷垣議員については、確かに責任を全うするためにポストなり役職を引

き続きやっていくという考えであるが、対外的に市民向けに賛否両論分かれるが、一旦はポ

ストを降りてきちんとするべきであるし、職責なり委員としての仕事を全うするということ

は別に役職を外れても、ポストをなくしても頑張れるはずである。若いですからポストを外

れても、これから先は長いですしもっともっと頑張れるはずである。長い目で見ていけば、

若いときのミスではないが議員として成り立つということで。辞職も本人が考えることであ

るが配慮するならポストを外して示さないと、市民向けにも市外、対外的にも説明ができな

い。ポストを降りて、一旦出直しすべきだと考える。 

【委員】他の委員のお話にもあるが、何かがあったからその役を辞すれば責任をとりましたと

いう考えは、私は違うと思う。市民の皆さんには賛否両論あると思うし、他の委員が言われ

た厳しい意見もあると思う。逆風に耐えながらもその責任をきちっと果たしていくのも議員

の仕事と思う。これから先についてもいろいろなケ－スが発生すると思うし、限られた議員

の中でいろいろな役職を持っているが、それを返上すれば責任をとったとの考え方もあると

は思う。けれども先ほどの谷垣議員の発言を聞いていたら、本人の弁明の中ではその職責を

務めながら責任をとっていきたいという発言をしていたので、彼流の責任のとり方と私は思

う。どのような形で責任をとっていくのかという方法として、職責を返上したからこれで責

任をとりましたという考え方はすべきではないと私は思う。 

【委員長】一通りはお聞きしたが、そのほかもう少し意見を聞かせていただければと思う。 

【委員】我々は弁護士でも警察でもないが、ものを考えるときに今まで３回目だと言って、世

間がどうだと言うが中身のツボの部分で、その中に不正があるのか不正の疑惑があるのかと

いうことは非常に大きいことだと思う。多くの市民の皆さんはそこのところを問題視される

のであって、向上心から知らずに行った行為であること、全く不正の疑惑がないこと、それ

から谷垣議員が気づいて全てのものを訂正したり、時間をおかずに元にしたこと、皆さんに

説明責任を果たしていった。選挙民の皆さんに会うたびに頭を下げて説明責任を果たしてい

る姿を見たときに、今言われるような今までと同じ責任をとれということ自体が私はおかし

いと思う。私自身は政治倫理審査会を立ち上げるべきではないと意見を議会運営委員会の中

で言わせていただいた。ある議会の政治倫理条例の中に、留意事項、第３条の規定する事項

の運用に際しては、正当な政治活動を抑圧することないよう留意しなければならない、とあ

る。これはよく考えられた条文だと思う。爪の先ほどのという言い方をしたら御批判があろ

うと思うが、内容が何であるのかということはやはり皆さんでよく考えていただいて、例え

ば地位を利用して恣意的な行為をしたとか、特定のものに有利不利を与えたとか、あるいは

自分が選挙で当選することを目的にしたとかの不正があるのかないのかが非常に大きいこ

とだと思う。そこのところはよく考えていただいて判断しないと、一部の声だけを優先する

ことはできないと思う。多くの市民の方たちは、ちゃんと考えてよ、という目で見ていただ

いていると私は思っている。 

【委員】この政治倫理要綱の第３条の４項については、今回は谷垣議員の寄附行為について問
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うている。第３条の４項については、例えば市会議員が飲酒運転をして捕まった、交通事故

を起こしたとか、脱税したとかという新聞沙汰になるようなことも含まれている。谷垣議員

が寄附行為を行ったことは間違いないので、このレベルがどうのこうのではなく政治倫理審

査会で審査するべきことなので、寄附行為を行ったことについて政治倫理審査会が不正の疑

惑を持たれる恐れのある行為であることを議論しているので。先ほどからの意見を聞いてみ

て１つ聞いてみたいが、谷垣議員を擁護する、配慮するような意見が多いが、養父の未来の

会派でこの件について話し合われたのか。統一見解か。 

【委員】私が先ほどから言っているのは、谷垣議員を擁護するわけではなくて別の会派の方で

も、この事案であれば同じことを言っている。そこを勘違いしないでいただきたい。 

【委員】会派で私どもがやっているのは、政策論議はするが倫理審査の部分についてまで会派

で意見をまとめるような考え方はしない。そういう目で審査会に入っている会派の委員を見

られることは、私は非常に腹が立つので今の発言は取り消していただきたい。 

【委員】私が思っていたのは、会派で正式な発言がないので。普通は会派なりで自分のところ

の会派の議員に対して処分なりすることがあると思う。養父の未来は政治倫理についてまで

は問わない。そのようなことを言われたら例えば飲酒運転で事故をして、脱税して、それは

政治倫理に引っかかる。そういうことを会派で問わないということか。 

【委員長】ちょっと待っていただきたい。今の質問は却下する。 

【委員】今回、（委員の）会派に偏りがあるので発言した。政治倫理要綱に則って今回政治倫

理審査会が立ち上がっているので、まずどこに該当するか皆さん議員で認識していないと。

統一見解なり認識していただきたい。 

【委員】私は同じ会派の中で同じ意見ではない。先ほど申したように非常に期待されている方

である。その方が結果的にこうなった。別に故意にやっているわけではない。たまたま知ら

ずにやったことかもしれないが、結果的にはいろいろな波紋がある。いろんな方から意見を

いただいているわけであるから。それに対していかなることがあっても、説明責任を市民に

対してきっちりとしなければいけないと私は思う。ですから私は同じ会派であっても同じ意

見ではない。とにかく本人に深い反省をしていただきたい。職を辞するとか、役職を辞める

とかではなくして、今後とも頑張ってほしい。反省をしていただきたいというのが一般であ

る。そういうことを申し入れておく。 

【委員】先ほど委員から「会派のほうでは」との話が出たが、会派ではそのような話は一切し

ていない。うちの会派は人数的に多いので普段話であっても、そういう会派同士でという受

け取り方をされているかもしれないが、会派の中でそのような話は一切していない。６人の

モニタ－の意見もこのようにあるが、２人がわからない、後の４人が違反であるという見解

である。先ほどの選挙管理委員会のほうでも可能性があるという意見である。やはり辞する

ということは、自分の仕事を放棄するともとれると私は考えている。であるから市民の方は

賛否両論あって、どちらの意見もあると思うが、今回谷垣議員に関しては職務は全うして、

表に出てきていただいて、今このような感じで私は仕事をしているということをアピ－ルし

て、反省をしていただきたいと思っている。 

【委員】繰り返しになる。擁護に聞こえているのかわらないが、私の基本的な考え方は、先ほ
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ど委員が言われたことと基本的には同じである。本人が何を言っても勉強不足であったこと

については、これからしっかり勉強していただき、猛烈な反省は促したいという気持ちは持

っている。市民の皆さんに対する説明責任は徹底して果たしていただく。それは議員として

最低限の仕事であると思っている。ただ、その中でも自分自身も含めてそうであるが、公職

選挙法の寄附の捉え方ということもしっかり勉強しながら議員が共通して対応しないと、こ

れは一議員が起こしたことで事が済まないと思う。それは議会議員の全てがいろんなケ－ス

を捉えながら、しっかり勉強することは議会全体に徹底すべきことであると思う。先ほど委

員が言われるとおり谷垣議員については猛省を促して、もっともっと議員としての資質を高

める、勉強することについては申し入れをすべきと私は思っている。 

【委員長】委員長ということではなしに、私も委員であるので委員としての思いを３つ述べさ

せていただく。これは会派ということではなく、委員として公正な判断をしなければいけな

い、客観的な議論をしていただきたいと思う。それと判断が難しいところであるが、思いは

個人で判断してはいけない。対応力がよかったからとか、そういうことではなく犯した問題、

犯した罪というか、これに重きをおいて判断していかなければいけないと思っている。３つ

目であるが、１年間に 16人中３人、件数にして４回、政治倫理審査会を４回、１年の間に

開いている。まさに異常な事態で、このことを重く我々は受けとめなければいけないと思っ

ている。そういう意味では養父市議会としての対応がまさに問われているので、これはお互

いの連帯責任としてこのことに重きをおいて考えていかなければいけない、判断しなければ

いけないと思う。そういう面では理由のいかんを問わずに、やはり事実を受け入れる。そし

てけじめをしっかりとつけることを前提にして判断しなければいけないと私は思う。 

一委員としての思いを述べさせていただいた。多くの意見をいただいた。発言内容が表に出

るが、委員長としては個人的な思いの部分が発言の中であったように思う。何を判断しなけ

ればいけないのかというとこで、個人の罪を擁護したり、非難したりとかではなしに、起き

た事象をどう解決するのか、何に問題があってどのように解決するのか、どのような判断を

していくのかを、市民や多くの皆さんが見ているので６人で誤りのない判断をしなければな

らない。皆さんの意見を聞いて正直、委員長として判断が難しいと見ている。誤った判断を

すると、輪をかけてとんでもないことになるのではないかという危機感を持っている。12

人のモニタ－の中から６人の意見が出てきた。６人のモニタ－の御意見は４人が罪を問うべ

き、２人は判断がわからないということである。そのことも頭に置きながら判断したい。一

般市民ではなくモニタ－ですから、中身は重く受けとめなければいけないと思っている。そ

のことも勘案しながら原案をつくらなければならない。いただいた意見をまとめて、副委員

長と事務局と、また議長にもアドバイスをいただけるところがあればいただき、作業に移っ

てみたいと思う。一度私と副委員長でまとめて、皆さんにデ－タで送るので、次回に審議を

いただければと思うが、いかがか。 

<異議なし> 

 【委員長】それではそのようにさせていただく。それで次に調査項目の５の調査日程等につ

いて協議させていただく。次回の３回目の審査会だが、日程調整のこともあるので事務局と

も全体の行事の事前の打ち合わせをしているが、事務局から案を示していただく。 
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（５）今後の日程について 
－ 省略 － 

－15：18－ 閉会 


