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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２月 22日（水） 

午前９時 00分～午前 11時 41分 

 

２ 場 所  養父市役所３階 第１委員会室 

 

３ 挨 拶 勝地委員長 

本日は、第２回目の審査会であります。よろしくお願いします。 

それでは審査会の次第をお手元に配付しておりますので、それに基づいて進行をいたしますが、

それまでに経緯について説明したいと思いますが、２月 14 日に審査会として質問事項等の取りま

とめを行いまして、審査会から質問事項を作成いたしました。 

その中で、２月 20 日（月）までに回答をいただくように依頼をいたしておりました。依頼どお

り、２月 20日付で回答をいただきました。 

今日はその回答につきまして要綱の第９条によりまして必要な資料を提出し、また会議に出席

して意見を述べなければならないという条項がございまして、これに基づき出席を依頼しており

ます。 

これも要綱でございますが、第 10 条に審査会は、当該議員から審査会において釈明したい旨求

められたときは、その機会を保障しなければならないと定めておりますので、これについても申し

上げておきたいと思います。 

今回の釈明につきましては、事務局長のほうから審査会で質問いたしました項目、１項目ずつ申

し上げまして、それの回答、それから藤原哲郎議員からはこれらについての弁明、質疑を受けまし

て、それらに基づきまして弁明がございましたら許したいとこのように思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

４ 調査事項 

（１）藤原哲郎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 

 

質問：養父市議会議員選挙において、公職選挙法違反事件が発生し、裁判の中で選挙の候補者

として、藤原哲郎議員の名前が多く出ていることに鑑み、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。 

回答：政治倫理要綱の誓約書は、崇高な誓約書だと考えています。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ
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りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】崇高な誓約書とはどういう意味か説明願いたい。誓約書を読み上げると、「私は、市民の

厳粛な信託を受けた議員としての職責を深く自覚し、日本国憲法とそれに基づく各法令及び養父

市議会議員の政治倫理要綱を遵守いたします。日々の活動にあたり、いやしくも市民の信頼を損

なうような批判を受けたときは、自ら誠実にその事実と責任を明らかにすることをここに誓約い

たします。」とありますが、崇高とはどういうように捉えておられるのか。説明をしていただきた

い。 

【回答】誓約書というのは、選挙に当選するとどの議員の方々も誓約書を書かれるということで

ございます。私も同じように誓約書を書かせていただきました。この誓約書といいますのは、先

輩議員が議会基本条例をつくられるときにつくられた要綱ということを認識しております。先ほ

ど委員が読み上げられましたように、文言は大変崇高な、まさしく崇高な文言でもありますし、

誓約することによりそのことが市民に誓えるという内容のものだろうと認識しております。以上

です。 

【質問】崇高な誓約書というのは、崇高という意味を辞書で引きますと、「近寄りがたい」という

高いものである。それを本当にあなたは守っているということを誓約できるんですか。それを説明

していただきたい。 

【回答】先ほど言いましたので、これ以上は何も申し上げることはありません。 

【質問】この政治倫理要綱とこの誓約書に従って、今行動をされておられますが、倫理要綱に違反

すること、市民から疑惑を持たれる行為は一切ないということでよろしいですか。 

【回答】はい、そのとおりです。 

【質問】誓約書に従って、市民から疑惑を持たれたことは一切ないというお答えでしたので、それ

に対して市民の皆さんにしっかり説明責任を果たすという思いがあるということでよろしいです

か。今後、果たしていかれるということでよろしいですか。 

【回答】当然なことだと思っております。 

【質問】崇高な誓約書で説明責任もあると言われているが、ここで聞いているのは、新聞報道など

によって議員の名前がたくさん出ていることについて、崇高な誓約書とどういうふうな関係があ

るのか。名前が出ていることについての自分の意見はないのか。 

【回答】名前が出ていることと誓約書との関係は、私自身は何も違反的なことというか、悪いこと

はしていないので、問題はないと思っている。ですので、崇高なということの違反はしていない。 

【質問】違反しているとか、違反していないとかという問題ではなくて、こういうふうに名前が報

道されることについてこの誓約書との関係を聞いている。 

【回答】報道関係に出るのは、報道関係の方々の思いがあって書かれたわけでしょうから、そのこ

とに関して私の方からどうこうということは言えないというか、報道の自由もある訳ですからそ

ういう面かなというふうに思っております。 

【質問】誓約書との関連というところであるが、全員協議会でもお話しされたように、市民の皆さ

んに名前が出たことについて市民が疑惑を持たれたことについて、そういう場合は説明をします

ということで誓約書に署名して印鑑を押しているということの中で、私が聞いているときのよう
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に説明責任はしっかり果たしていくことは当然のことであるということの認識をお持ちであると

いうことでよいか。 

【回答】誓約書に書いていることであるが、言葉で発することが市民に説明することなのか、議員

としての態度というか行動で示すことなのか、それはその人の表す表現があるように思っている。

ですので、言葉で言って行動が伴わないこともあるやも知れませんし、ただ言葉を発しなくても行

動を見ていただく中で市民の方々に理解していただけることもあるのではないかということで、

方法論も一つではないのかなと思っている。それは各議員の考え方というのもあるのかなと、一概

にはいろいろな方法があるので、表現の仕方は市民の方にあるのかなと私はそう思っています。 

【質問】市民への説明はどのような方法で行っていく予定か。例え説明する必要がないと思われて

いても、きちっと説明しないと行動はなかなか市民の目には届かないので、その認識をしているの

であればどういう方法で今後されていくのか。 

【回答】今焦点になっているのは、この問題に対して具体的にどうするのかという話であるが、私

はこの問題は私自身に責任がない。ないことを説明する必要があるのかないのかという、ここの問

題だろうと思います。それは、ある方はあるよと言うかもわかりませんし、ある方はないよと言う

かもわかりませんし、それは私自身も皆さんの空気も見ながら決めることでありますし、最終的に

は私が決めることだと思っています。 

【質問】今日は政治倫理審査会ということで、今日も説明する機会ですね。今日はきちっと説明し

てもらえると思います。今日集まっている議員皆さんに、市民にきちっと説明して藤原議員も説明

を求められていることも説明して、政治倫理についてですよ、事件のことは済んでいるので、白は

白、黒は黒ということで藤原議員が私は白ですというのか、責任はないということをきちんとこの

席で説明していただけたらありがたいんですけど、それが一番この審査会が審査しても、問題なか

ったとそういう結論が出るのが一番いいんですけど、この機会にきちっと説明していただいてお

答えしていただいたらいいと思います。以上です。 

【勝地委員長】他にございませんか。 

― なし ― 

【勝地委員長】ないようですので次にいきます。 

 

質問：藤原哲郎議員の奥様が内田氏の指示で同議員の名刺を作成し、内田氏が名刺とともに商

品券を封筒に入れて配付しているが、この事実を承知していたのか。 

回答：事実を承知していません。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 
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【質問】奥さんが内田氏の指示で名刺を作成した事実を、議員としてどう思うか。 

【回答】どう思われますかということですが、政治倫理審査会と警察が取り調べることとの関係で

すが、今日はどういう会かと言うと政治倫理ということですので、警察が調べられるようなことと

の事柄というか、その辺もあるのかなと思っているので、政治倫理的なことでの認識で臨ませてい

ただいていますので、特に私のことではない、家内の話の件でもありますので、そのことは何も申

し上げることはございません。 

【質問】今回は政治倫理に関することでこの審査会があるということは勿論そうであるが、その政

治倫理の中で全員協議会の中でもご本人さんが言われたように、名前がたくさん出てしまって議

員の皆さん、市民の皆さんに心配と迷惑をかけたということを言われてそういう思いでおられる

というところなんですが、回答の中で、奥さんのした行為を知らなかったということで仕方ないこ

とではあるが、市民の皆さん、議員の皆さんに迷惑をかけたという事実があったことに対して、候

補者本人がそれに対して間接的に関わってしまったことで迷惑をかけたという思いがあるのかど

うなのか。 

【回答】奥さんがしたことを答える義務があるのかどうか。基本的に、仮にしたとしてもそのこと

が政治倫理に何ら問題がないことなら何も問題がないことである。ないことをどうかという、そこ

を言っている。そのことが政治倫理に触れるということであればもちろん問題であるが、一般論と

して全国的に、世界的に選挙の時にはお願いしますと言うことを奥さんも言われるということは

誰もがあることだと思っている。法的な制限はあるが、そういうことも含めて行動しているので、

そのことに対してとやかく言うというか、政治倫理に触れることではないという、そういう観点か

ら言っている。いちいちこうです、ああですという必要があるのかないのかということです。そこ

が一般論のことでもあるし、私のことでもあるわけですからそのことを言ったということです。 

【質問】候補者の奥様が関連したことと、お名前が出たことに対して倫理的に問題があるという認

識で私達審査会もお聞きしている。それは倫理的にまったく問題はないという議員の思いである

ということか。 

【回答】不安を持たせるとかは、不安を感じた方の捉え方であって、個々の考え方である。全員に

当てはまることではない。誰もがされることであったり、してはいけないということでなければ、

政治倫理に何ら触れるものではない。 

【質問】今回被告として有罪判決を受けた被告人に対して、その方が使った買収行為に対して使わ

れた名刺は、奥さんが作成されたということで、それは議員本人は知らなかったと回答をいただい

ている。ただ事実として、奥さんがつくられたものを被告人が使われたことに対して、それは議員

本人は、政治倫理的に問題はないということでいいか。 

【回答】さっきも言ったが、まず疑惑ということですが、疑惑を持つか持たないかは自由というか

考え方なので、そのことをとやかく言うことはできない。私自身その考えの中におりますので、疑

惑を持つということはある意味では認められていることなので、それを止めるということはでき

ないことである。ただ、疑惑が果たしていいことなのか悪いことなのかというのは、当然ある場所

で決められることでしょうから、その過程の中の疑惑なのでそのことは当然自然的に答えは出る

ことであると思っています。 

【質問】家族が関わっていたというふうに言われているが、倫理的に家族が関わっているのでその

事実を知っている、知っていないは別にして、関わっていることに関して倫理上はどのように考え
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ますか。 

【回答】さっき言いましたように関わっている、いないは別にして、おってもおらなくてもいいこ

とと悪いことがあるんですね。関わりでいいことと悪いことがあるという、悪いことは当然問題が

あるわけですし、関わっても何ら問題はないということもあると思っています。ですから問題がな

いという方向であれば倫理的にももう一つ進んだ手法的なこともないんでしょうから、さっきか

ら繰り返して言っているのはそのことです。 

【質問】関わっているということに関して、問題がないということか。一般的に関わっている件に

ついてどう思うか。 

【回答】関わりの問題ですが、そのことがよいことか、悪いことなのかそこだと言っている。そこ

だと思う、関わっても問題がなければ問題はない。関わっても悪いことであれば問題である。 

【質問】この問題について、よいことか悪いことかどちらと考えているか。 

【回答】決して悪いことではないということである。 

【質問】結果から見ると、家族が関わることが、悪いことではないということか。 

【回答】関わることによって、それは内容だと言っている。内容が悪ければ政治倫理に触れる、司

法的にも触れる。逆に関わることが悪いことですかと言うことであって、関わっても悪くないこと

を言っている。 

【質問】警察、司法が裁いたりして善悪を説いていないので、悪いことではないということか。 

【回答】司法等が裁いたということは、後の結果だと思う。結果が後に出て途中過程のことでも一

緒である。結果的に公の判断がされたということで、通常一般的なことで特定的なことでない。 

【質問】名刺をつくることは悪いことではないが、内田氏が商品券と一緒に配付したことが問題で

あり、それを聞いてどう思うか。 

【回答】今言われたことは結果に該当することであって、一般的なことでの対応だったと思ってい

る。 

【質問】一般的なことというのは、名刺をつくれと頼まれたことか。内田氏から頼まれたことがい

いことか悪いことか。 

【回答】名刺をつくることを頼まれることは悪いことではないが、依頼人がたまたま悪く利用した

ことを知らない。それに近いことをしたら悪いほうになったら悪いが、前の段階は何ら問題なし。

悪いことに使われれば悪いが、そうでなければ悪くない。 

【質問】一般論としてというが、藤原議員がどう思っているのか、思いを聞きたい。趣旨と違う。

どうか。 

【回答】一般論は、ある意味では皆様もわかりやすいということで言った。私だけではなく、皆さ

んも、私と置き換えてもらったらよい。 

 

質問：藤原哲郎議員の後援会会長から内田氏に対して集票を依頼されているが、議員本人の関

与はあったのか。 

回答：関与はしていません。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま
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せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】事実があったことを、知っていたのかどうか。 

【回答】知っていません。知らなかった。 

【質問】知らなかったということは、内田氏と後援会長との関係を知らなかったということか。以

前からの知り合いだと思うがどうか。 

【回答】政治倫理と関わりがあるのか。政治倫理と警察的なことの関わりのことをこの審査会で言

われること自体どうかと思っている。答として、今の項目の内田氏について多少程度です。たぶん

皆様は、どのくらいと思われているかわからないが、余り内田氏との関係は詳しくはない。深い関

わりはありません。 

【質問】私は内田氏を知らないが、いつからの付き合いなのか。 

【回答】以前からである。 

【質問】いつごろからか。最初の当選のころからか。 

【回答】はっきり覚えていないが、５年くらい前から。はっきり覚えていない。 

【質問】違反しないと臨んで選挙をされたが、後援会長が集票を頼んでいたことを本人はどう思う

か。 

【回答】違反しないよう頑張りたいと臨んだ。頑張れよと言っていただいた方々も、選挙違反はな

くして頑張ろうという話はしていた。後援会長から内田氏に頼んだことは知らない。自分に置き換

えてもらったらわかるが、会長がある人に頼みますと言ったことが依頼したことなのか、軽く依頼

する、幅がある。会長は忙しい人なので、仕事柄、依頼をどんどんできる人ではない。書かれてい

るようなことではない。私は知らない。 

【質問】後援会長には、集票ではなく、頼む程度か。 

【回答】聞いていないのでわからないが、幅の問題である。軽い気持ちではないか。 

【質問】そのことに関して疑惑を持たれることではないし、特に論理的に説明する必要はないと言

うことか。 

【回答】私には関係のないことで、知らなかったことで倫理の入り口にも達していない。私自身は

ゼロである。 

 

質問：公職選挙法違反事件の被告人である内田氏に、今回の議会議員選挙に対する相談はしな

かったのか。内田氏は、「藤原哲郎議員の選挙運動者であったもの」とあるが、関わりがあった

のか。 

回答：議会議員選挙に対する相談はしていません。また、関わりもありません。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま
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せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ なし 

 

質問：判決文では、内田氏は犯行の動機を「議会のあり方や当時の市議会議長のやり方に怒り

を感じ」とされている。そのような内田氏の考えについてどのように受け止めているのか。内

田氏に相談に行き、指導されたとされているが、どのような指導内容であったのか。 

回答：内田氏の考え方ですので、何も申し上げることはありません。また、昨年４月の「土産

物のお返し問題」で、１．報道機関対応、２．市議会政治倫理審査会の質問事項回答等の対応

のアドバイスを受けました。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】報道機関対応、市議会政治倫理審査会への質問のアドバイスを受けたとあるが、どのよう

なアドバイスを受けたのか。 

【回答】昨年４月のことでの話で、ある方は心配してくれまして弁護士でも頼んで専門的なことも

されたらどうかとの話もあって、その中での私自身も一つの方法だと思った。ただ、内容的に弁護

士に頼んでするような内容的に事柄も考え、そこまでするようなことでもないのかなという思い

の中で、内田氏にこんなことはどうでしょうというようなことで相談し、私が一つの考えを持って

そのことをどうでしょうかと相談したら、それでいいでしょうという中身の細かくこれはどうか

ということではない。ザックリしたようなアドバイスで、それでいいと思いますという程度のこと

のアドバイスを受けたことである。 

【質問】昨年４月のお土産配付問題で、その後、市議会が辞職勧告しているが、内田氏が全面的に

議会を批判しているが、議員はそのことに対してどう思ったか。 

【回答】私がということではなく、内田氏が感じたことである。人の考え方である。一般的に言う

と議会を批判ということは普通おかしいが個々の考え方であり、控えたい。 

【質問】内田氏がどうこうということではなく、議会・議長に対して不満を言っているが、政治に

携わるものとしてはどう思うか。 

【回答】ただ、政治倫理的なことと今言われた質問、そのこととのかみ合いはあるのかと思ってい

るが、政治倫理審査会の場であなたの意見はどうですかという答が、本当に政治倫理審査会の中で
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答えることかどうか、そこについてコメントは控えたい。ただ一般的には、それはある場所できち

っと決めたことなので、普通的には問題は全然ないことである。怒るということは正しくないのか

なと思う。コメント的には個々の意見ですから、それに対し公の場所でどうこう言うのは控えさせ

ていただきたい。 

【質問】内田氏が執行猶予刑という判決が下った以降に対し、今後関わりを持つことがあるか。 

【回答】普通はないと思っている。ただ市民の１人に執行猶予５年ということもあるが、永久に付

き合うという程度のことはよくわからない。 

【質問】付き合うというのは、前回の土産のお返し問題等で報道機関への対応を相談したり、政治

倫理委員会の質問、回答等のアドバイスを受けたりすることなどの付き合いや、関連を持つかどう

かということである付き合うという、相談やアドバイスでの関連を持つことがあるか。 

【回答】多分ないと思う。 

【質問】一般的には、内田氏の考え方、行為は間違いであるという答弁であったが、それを受けて

このような執行猶予刑を受けた内田氏に対し、今までの行動、考え方は一般的には悪いことを認識

した上で、今後関連を持たないということでいいのか。 

【回答】ないと答えをしたい。ただ、だれでも、例えば刑があってそれを執行されて、そのことに

対しいつまでもその人がある科せられた刑を粛々全うされたという、それが仮に終わったことに

対し、その人とゼロであるのがいいのであるか悪いのか、養父市も議会の条例の中でつくったその

ことを、人によっては誤りをしてはいけないこと、刑が確定しその罪を受けることは法治国家では

当たり前のこと。ただ、刑期を終えた後も今言われたことを、相談や親しくすることは別問題で、

そのことをゼロにするということは逆に法治国家として悪いことであるから、そういう面からの

お話である。 

【質問】人間の付き合いではなく、選挙に関する相談、アドバイスのために相談することがあるか。 

【回答】ありません。 

【質問】報道機関のアドバイスや記者会見のアドバイスは、内田氏から直接なのか。 

【回答】内田氏は直接ではなく、４月 29 日の新聞に出て、５月４日の記者会見した後のことであ

る。 

【質問】その後の対応は、自分自身の意思か、内田氏のアドバイスを受けての対応か。 

【回答】いちいち相談しアドバイスを受けたのではなしに、バクっとしたことで要点的なことで、

ほんの少しのアドバイスを受けた程度である。 

【質問】内容はどんな内容か。これ以上、報道機関に話をするなということになったのか。それ以

降も説明せよということになったのか聞きたい。 

【回答】内容はバクっとしたことである。報道機関の方も仕事といいながら、朝と夜を問わず、電

話が家のほうにあった。大変でと言ったら、このくらいのことでアドバイスをバクっということで

受けた。審査会の今回のように質問状が来てその回答を作成して、こんなんどうでしょうかと言う

と、それでいいのではないかというような内容的にはバクっということで、ごく細かくとはなかっ

たように記憶している。 

【質問】質問状を見せてアドバイスをもらったのか。 

【回答】見せてということではなく、電話で話をした。 
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質問：多くの市民を巻き込み、多大な迷惑をかけた事件であるが、今後の議員活動に支障はな

いと考えているのか。 

回答：支障はありませんが、この件での風評被害があります。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】風評被害があるとあるが、何をもって風評か。 

【回答】例えば、親しい人がおられ、知り合いの方が市内におられるわけですが、このことについ

て話が出る。話をしている中で、感じることはよいことではないわけですので、逆にそのことが報

道関係で新聞に載ったりして直観的なことで感じるのは、プラスかマイナスかと言うとマイナス

的なイメージで取られている人がおられる。そのことが風評被害だという。だからこんなことはあ

ってはならないことで、私もないことで注意しますが、報道の方もよくよく人１人の人権的なこと。

それは配慮していると言われるが、そのことも考えていただいて、特に今の時代ですから今日もテ

レビカメラが入っている。新聞なんかもどの皆様も読んだり見たりという中で、行ったことがその

ことを否定的に見ておらず、そのまま当然そうだろうと思いながら記事を読む。そのことが一人歩

きしてどんどん行くことにより、その人のダメージにつながるという。オウム事件のことで、信州

であった犯人的な扱いをされて、報道関係テレビも出てこの人そんなことをしたんだなと思って

見ていたが、後でそれがなかったということがあって、ダメージにつながる。その方も大変心痛、

そういうことからも、全面的なまさに風評被害を受けられたと思うが、それほどに全然ないとして

も少し報道の方にも考えてほしい。このことで私の問題についてあるのか、ないのかと言われれば、

あるような気がする。 

【質問】風評被害ということであるが、実際報道で出ていることは事実のことを書いてある。電話

がかかってきて大変な思いをしているとのことであるが、誓約書にあるように説明責任を果たし

ていくという、行動の仕方には人それぞれあると思うが、一つ一つに対して言葉で返していくこと

を求められている場合には、それに答えていくことが、自分が考えておられる被害がなくなると思

う。事実にないことに対しては風評被害ではないと思う。言われることは、風評被害ではないと思

うが。 

【回答】なかなかその害があるのかどうかと言うのは、測定数値が人によって違うと思っている。

私はということであって、ある方はないよと言う方もあると思う。測定は何でするのかということ

であるが、一つは直観的にということも言ったかと思う。今の言われたことは、全面否定というこ

とではない。 

【質問】風評被害を晴らすためにも、市民の皆様に記者会見を開くとか、弁明事実を説明すべきと

思う。市民の皆様が、選挙に関し警察の取り調べ、事情聴取を受けたりして多くの方が迷惑を被っ
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ている。それに対し、弁明説明すべきだと思う。被告人との事実関係はありませんよということを

言うべきだと思うがどうか。 

【回答】風評被害を晴らすために具体的にこうしたらという提案ですが、一つはこの政治倫理審査

会も大きいことだと思っている。記者会見という具体的な提案ですが、そのことは私の考えること

であって、そのことは今現在はするようなことはない。そうしなくても、今日のこの審査会が大き

い位置を占めておるのかなとの思いである。今はする気はない。 

【質問】市民の方々は非常にこの件について、あらゆるところで話題になっている。議員が事実を

説明責任を果たすということが非常に大事である。これがずるずるいくと思うので、けじめを付け

ることが必要だと思うがどうか。 

【回答】今答えたとおりである。 

 

質問：市議会議員選挙では「選挙違反は絶対しないこと」で臨まれたのに、このような事件が起

き、間接的なこととはいえ議会議員、市民の皆様に大変ご迷惑をかけたと言われたが、議員、嫌

疑をかけられた多くの市民に今後、どのように説明責任を果たされるのか。 

回答：行政（兵庫県警）が捜査し、それに基づき司法（裁判所）が結論を下したことなので、私

から何も申し上げる事はありません。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】説明責任を果たされるのかということを聞いているので、回答にはなっていない。いかが

か。 

【回答】説明責任は、審査会で果たしている。重い審査会である。 

【質問】なぜこの審査会が立ち上がったと思われるか。 

【回答】逆に言えば、なぜ立ち上がったかと思いましたら、議長のほうが要綱の中の一つだよと言

われた。そのようなことかなと思った。 

【質問】立ち上げた理由は、誓約書に書いてある説明責任が果たされていない。それを果たしてほ

しいということで立ち上げた。質問状に回答していただいたが、それに対する説明責任が十分果た

されていないので果たしていただきたいが、どう思うか。 

【回答】ですから、質問項目に対しては回答も文書でしている。また、一つ一つの項目も質疑を受

けながら今現在もしている。そのことを否定しているのではなく、言葉で回答している。 

【質問】審査会からは、１項目から８項目まで、まだ最後８項目が残っているが、名前が出てきた

り、奥さまが名刺をつくって内田氏に渡されたとか、質問事項にあるがそれに対して議員の答えに

納得がいかない、それでは説明責任を果たしているとは言えない。議員からは説明責任を果たして
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いると言われるが、考え方の違いであるが、申し上げることはありませんでは説明責任を果たして

いない。審査会は、警察でも裁判所でもない。起きたことは事実である。それに対する説明を求め

ている。 

【回答】審査会が立ち上げられ文書で質問されたので、私の回答を文書で回答したということであ

る。 

 

質問：前回辞職勧告を受けながら、議員を続け辞職しなかったのはなぜか。自身を正当だと考

えていたのか。 

回答：田舎の風習として勤めだしたころから親戚、近所、友人等から土産等をいただき、お返

しとして旅行先の土産等を平成 28 年４月ごろまで親戚、近所、友人等にお返ししており、そ

のことが問題であるとは思っておりませんでした。認識不足でした。 

 

【勝地委員長】問いと回答を申し上げました。藤原議員の方から、これに対する弁明などはありま

せんか。 

【藤原哲郎議員】ありません。 

【勝地委員長】ないようでございます。この項目の回答に対しまして、委員の中で何かご質問はあ

りませんか。 

 

≪質問≫ 

【質問】答えになっていない。土産物を配ったことについて説明を求めているのではない。なぜ辞

職しなかったのか。 

【回答】ある意識があって承知の上でしたことではない。指摘されて認識の不足でしたということ

で、お答えさせていただいた。知っていればお返しした。議員になってから知らなかったので、継

続の中で、その時に気がついた。認識が足らなかったということですので、辞めなかったというこ

とです。 

【質問】もう一回聞きますが、何で辞めなかったかということを聞いている。例えば議員が交通事

故をして人を死亡させたとか、脱税して警察に捕まったとか、こういう場合は辞職勧告をする場合

がある。何でかと言えば、そういった納得できる事実があるからである。今回は本人が悪いことを

しているつもりはないのに、辞職勧告が出た、それはわかるんですが、前回議長からの辞職勧告や

本会議で辞職勧告決議をしたが、それにかかわらず辞めなかったのはなぜか、辞職しなかったのは

なぜか。知らなかったら済む問題ではない。それはわかっていますね。 

【回答】事故の場合は、きちっと法律で適用があって結果的にそのことの責を負う。今回の場合、

お返しをすることが前提なので、しかし議員になってしていたという指摘である。そこで議員を辞

めなさいよという指摘なんですね。自分の認識の甘さということなので、辞めずに市民の皆様に反

省しながら議員活動を続けていきたいということで辞めなかったということです。 

【質問】辞職勧告は、強制力がなく、罰則もないということであるが、うがった見方をすれば別に

辞めなくても議員は続けられる、罰則もなく強制力もないので続けていると思われても仕方がな

いと思うが、その点はどうか。 
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【回答】辞職勧告は、軽いか重たいかと言われたら、重たいと思っている。重たいが、あえて辞め

なかったのはなぜかということだろうと思う。当然辞めるべきだろうということの質問かと思う

が、方法としてそれを受けて辞めるということも一つの方法、辞めないのも一つの方法である。そ

のことが重いと受け止めながら、反省しながら、議員として続けていく中で、議員の活動を続けな

がらする方法を選んだということです。 

【質問】議員を続けることで疑惑を晴らそうと思ったと受け止めるが、10月 23日選挙前の９月に

辞めるとか、そのあとに選挙に臨むとか方法はあった。辞めてみそぎを受ける方法もあったのでは

ないか。罰則がないから続けたのか。 

【回答】確かに、ある方から今言われたこともアドバイスは助言としてあった。私は、それを選ば

なかった。辞めずに頑張らせてもらった。 

【質問】辞めずに議員を続けて、白であることを訴えたかったということか。 

【回答】認識不足だったということを重く認識しているので、そのことを心の中に置きながら議員

活動をしている。 

【質問】心の中に置きながら議員活動をしたと言われるが、その間に市民に対して説明したとか、

訴えていったことはあるのか。 

【回答】記者会見は最後はしなかったが、ただ、一般的にしなかったが、市内を回る中でいろいろ

意見をもらった。そういう中で、自分で反省しながらしてきた。 

【質問】説明責任をきっちり果たしてほしいが、マスコミの方が多く来ており、正しい報道はされ

ると思うが、説明をキッチリすべきである。機会をつくるべきではないか。 

【回答】一つの考え方としてはあるが、今現在は、報道の方も見えているので、あえて言うことは

ない。大事な政治倫理審査会が行われて、質問もあったので、これに代わるものはない。 

【質問】説明をする必要はないと言っているが、市民全員が納得するのは難しいが、藤原議員個人

が発言すべきことなので、十分内容をまとめて批判に応えて説明する機会をつくるべきである。そ

れが説明責任である。面倒くさいからしゃべらないとか、質問されたら困るということではだめで、

その場できちっと説明するのが議員の責任ではないか。 

【回答】白とか黒とかではなく、面倒くさいとは全然思っていない。位置付けとして、この審査会

は大変重い審査会である。報道関係が入っていなければ、今言われたことも一つの方法かと思うが、

これだけ入られているので、敢えてそれをする必要はあるのかないのかと言われれば、私はないと

思っている。今のところする予定はない。市民の方にも十分伝わると思っている。 

【質問】政治倫理審査会は、政治倫理のことを審査するので、たまたまマスコミの方が来ておられ

るが、マスコミの宣伝のために審査会を開いているのではない。あなた個人の考えをきちっと審査

会以外で説明するべきと思う。この審査会を利用されて、説明責任を果たしたというのは、審査会

に対するあなたの考えの位置付けがおかしいのではないか。 

【回答】審査会は審査会と言われるが、便乗してという気楽に考えているものでもない。市民の代

表である議員の皆さんが立ち上げられてされているので、報道は報道であって、報道の自由もある

が個人の自由もある。報道関係のことで、記者発表するのも一つの方法であるが、私はそのことは

しない。 

【勝地委員長】藤原議員、この審査会は要綱に定めているが、その基準に沿って存否を審査する。

そのために審査をしたり、事情を聴取している。これでもって市民の皆さんに、事実を報告したと
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いうような考え方はちょっと異なってくると思う。今言ったようなことの調査をしてということ

なので、先ほど来、委員の皆さんが冒頭から言っておられますし、全員協議会の場でも市民の皆様

に迷惑をかけたと言っておられるので、そういうことを市民の皆さんにも誓約書に基づいて説明

責任をとるべきではないかとずっと言っている。審査会において回答したので、市民の皆さんに説

明責任を果たしたとは当たらないと私は思う。理解をしていただかないといけない。説明責任を果

たしたという考え方は、抜いたほうがよい。そう感じたのでお話をさせていただいた。 

【質問】委員長が言われたように、政治倫理要綱第３条の基準に沿っておらず対応されていないの

で、辞職勧告や辞職勧告の決議を受けた。とにかく政治倫理要綱に順守すればよいことである。そ

の意味で委員長も今言われたようなことである。とにかく、市民の皆さんに説明責任を果たしてほ

しい。 

【勝地委員長】ほかにありますか。 

― なし ― 

【勝地委員長】ないようですので、８項目のことについて質問を申し上げました。これをもちまし

て、質問に対する回答を終わります。 

― 藤原哲郎議員退出 ― 


