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◎付託事件
議員矢野利恵子君に対する懲罰の動議について

午前１０時００分 開会

事務局より説明をさせます。
根本議会事務局長。

◎ 開会宣告
○委員長（高橋幸雄君） ただいまから、懲罰
特別委員会を開会いたします。

○事務局長（根本昌弘君） それでは、説明を
させていただきます。
３月１２日の本会議で、「議員 矢野利恵子

本日の委員会は、全員出席であります。

君に対する懲罰の動議」が提出され、議決をさ

したがって、本委員会は成立いたしました。

れました。

本委員会は、委員会条例第１７条の規定によ
って、傍聴を許可することといたします。
これより、本日の委員会の審議方法について、
お諮りをいたします。
各委員より、審査の方法について御意見があ
れば、御発言をいただきます。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君） なしと認めます。
それでは、委員長において委員会の審査方法
について、御提案を申し上げます。
本件に関しては、懲罰事犯者の人権にもかか
わることにかんがみ、委員各位が同一なる情報

懲罰特別委員会は、足寄町議会委員会条例第
６条により、懲罰の動議があったときは懲罰特
別委員会が設置されたものとするとなっており、
また、この懲罰委員会は、足寄町議会会議規則
第１０９条により委員会に付託しなければなら
ないことになっております。
懲罰委員会は、議会の品位と規律を保持する
ために、秩序を乱した議員に対しては議会の自
律権により懲罰を科することができるもので、
議会外の行為であっても議会自体の品位を汚し、
その権威を失墜するような言動については懲罰
の対象となるものであります。

の価値観を共有し、適切なる審査に供するため

３月１２日の本会議で議決を得た懲罰の動議

必要であろうと思慮し、委員長において精査を

は懲罰を科されたいとするもので、懲罰の内容

させていただきました。

は、地方自治法第１３５条により、１点目、公

第１点目は、法規範と経過について説明をさ
せていただきます。
次に、本事犯に関して、関係者の事犯状況に
ついて委員会記録をもとに説明をさせていただ
きます。
次に、矢野利恵子君からの弁明についての件
をお諮りいたします。
次に、本件に関して、各委員の自由討議とい
たします。
最後に、審査結果について、本委員会の意思
決定を行います。
お諮りいたします。
以上、申し上げた内容により審査を進めたい
と思いますが、御異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

開の議場における戒告、２点目、公開の議場に
おける陳謝、３点目、一定期間の出席停止、４
点目、除名のいずれかの懲罰を決定することに
なります。
以上であります。
○委員長（高橋幸雄君） ただいま事務局長が
説明をいたしました法規範と経過についてでご
ざいます。
委員各位で御発言があれば、御発言を許しま
すが。
不明な点がございましたら、説明いたします。
よろしいでしょうか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君） それでは、次に進め
させていただきます。

○委員長（高橋幸雄君） 異議なしと認め、審

なお、法規範については、後ほど各委員に自

査の内容については、委員長の提案どおりさよ

由討議の前にレジュメを用意してございますの

う決定をいたしました。

で配付をしたいと存じますので、御了承願いた

それでは、第１点目の法規範と経過について、

いと思います。

次に、２点目の件について説明をいたします。

ていなかった。伝票を見ればわかるはずだとも

本事案に関して、関係者の事犯状況について、

言われ、そんな言い方はないだろうと思った。

委員会記録をもとに事務局長によって朗読をい
たさせます。
根本議会事務局長。

私もむっとして一連のことを、そういううわ
さがあるよと言ったのは確か。あんたがやった
んだってねと言ったのは確か。酒気帯びの話を

○事務局長（根本昌弘君） それでは、私のほ

したのは確か。平成８年以降だが、暇さえあれ

うから、３月１２日、正副議長が行いました矢

ば、私は警察に遊びに行っていて、警察から町

野議員からの聴取の件、それから、正副議長及

職員はよくない、勤務時間中に酒気帯びで捕ま

び議会運営委員会が直接行いました町長及び関

った人がいるとの話を聞いた。うわさによると、

係者からの聴取について朗読をさせていただき

当時の議会の実力者に頼んで表に出ることを抑

ます。

えたことを何年か後に聞いた。こんなことも、

まず、正副議長が矢野議員から行いました事
情聴取についてございます。

そんな態度の人ならあり得ると思った。
証拠のないことを言ってしまって、謝ること

名前については、一々読み上げませんので、

はやぶさかでないと思っている。売り言葉に買

委員さんであるとか矢野さんであるとか、そう

い言葉のことで、言ったことに対して悪いとは

いう言い方をさせていただきます。

思うが、けんかを売ってきたのは相手の方、一

まず、問いについてでございますが、３月９

方的に私が悪いとするなら納得できない。今後

日の件について、町長より申し入れがありまし

の対応についても、こちらから何かをするとい

た。矢野議員も勉強のために建設課水道担当に

うことを考えなければならない。

行ったのだと思うが、担当職員とのやりとりの
段階で、職員に対し中傷めいたことやありもし

怪文書については、だれが書いたかは分から
なかったが、ある人から聞いた。

ないことを職員に対して言った。それから、多

ある人というのは、昔、議員に中心市街地活

数の職員が在席しているにもかかわらず、足寄

性化をやめるようにと怪文書が回った。だれが

町の職員は最低ということを大声で言ったと聞

書いたかは、私はその人に確認している。その

く。

人が名前を書いたらまずいから書くなと言われ

ここで確認をしなければならないのは、その

て、その人に確認をしたら本当にそうだった。

事実があったのかどうか、言われなき中傷とい

昔、足寄町の要職にあった方が書いた。当時の

う部分については、数年前の職員の飲酒問題、

商工会長と一緒にやったと聞いている。半信半

怪文書もあなたが書いたのではないかという話

疑の部分もあったが、その態度で直感した。

が実際にあったのか、あるいは、やりとりの中

次に、問いでございます。

も含めて、多数の職員の前で職員を誹謗するよ

正確なことがない中での話である。

うな言動があったのかという問いでございます。

当該議員です。

該当議員でございますが、足寄町の職員が最

状況証拠である。

低とは思っていない。○○に対してのコメント

問い。

は差し控える。

最終的には、たくさんの職員が在席していた

当日の９時ころから総務課を振り出しに水道

にもかかわらず、最低とは言っていないとの話

に行った。その中で、簡易水道の漏水率、中足

はあったが、いろんな事を言ったということだ

寄の水の状態が悪いので解消予算の確認をしよ

がどういう話だったのか。

うとした。中足寄は簡易水道でないとの回答が

該当議員です。

あり、どこが簡易水道かと尋ねたら、そんなこ

警察の人に言われたんだと話をしただけ。警

ともわからないのか、予算書に出ているだろう、
決算書に出ているだろうと言われ、調べたが出

察の話で事実である。
問いです。

一部では、かなり激高して大声でという話が
あったようだが。

問いです。
このことは議会が受けることにならない。勤

議員です。

務中のことであり、管理者が受けて議長に話と

私は声が大きいが、激高はしていない。

なった。理事者からとなれば、議会として受け

問いです。

なければならない。

今朝、町長に呼ばれて行ったときに、矢野議

同じく問いです。

員については、ここのみならずいろんなところ

職員にしてみれば、こういう言われ方をする

でそのような話がある。職員としても迷惑を受

ということは名誉棄損に値するということもあ

けているとの話もあった。長い時間を要すると

るだろうし、他の職員のことも矢野議員の言動

か、その中で不適切な発言があるとのことと思

については、勉強するのはいいが非常に迷惑を

う。自分に気に入らないことであったとしたら、

しているということが多いという状況があると

それに対し反論をしたりということと思う。

いうことなので、矢野議員と職員の感覚も違う

議員です。
そんなことはないと思う。

と思うが、現実としてはある。
矢野議員は自由に発言できる立場にあり、職

問いです。

員は長から命を受けている以上、第一線の部分

職員は長の命を受けて仕事をしており、議員

からはみ出すことはできない。

がわからない部分を聞きに行くことは問題ない
が、政策的な部分には答えられないことがある。

職員対個人の問題との話もあったが、議会議
員の活動の範疇としてのこともあるので、議員

議員です。

としての品位の問題とかが問われてくる。今回

私が言いたいのは、そんなこともわからない

のこのことに対して、みずからの反省点はどう

のかと言われたのが発端。

か。

問いです。

議員です。

各課でも言われているのか。

相手の挑発に乗ってしまったことが反省点。

議員です。

そんな態度がなければ、こんなことにはならな

そんなことはない。他の課ではきちんと対応

かったというものであります。

してくれている。

続きまして、正副議長及び議会運営委員会が

問いです。

直接行いました町長及び関係者からの聴取を朗

各課へ行っても、職員が答弁できない部分ま

読させていただきます。

で要求されているということも聞いている。そ

町長です。

こをわきまえていただきたい。

今朝ほど、議長、副議長に町長室でお話をし

矢野議員のこれまでの話は過去のものであり、 ました。この間の矢野議員の対職員との関係に
今とは関係ない。個人攻撃となるのでないか。

ついて申し入れをさせていただきました。これ

議員です。

まで矢野議員は各課において調査活動を行って

そうはならないと思う。一方的にやれば個人

おり、例えば、企画振興室、職員担当、財産管

攻撃になるが、売り言葉に買い言葉である。

理、上下水道等で質問には答えているが何度説

問いです。

明をしても聞いてもらえない、あげくの果てに

今、議会の開会中にこうして時間をとって、

は「あなたは嫌っているんでしょう。私はこん

こういう事態になっている。このことをどう思

な道路は要らない。」などのやりとりを何度か

っているか。

聞いていました。

議員です。

９日に担当○○との間にやりとりがあり、１

職員対私個人の問題だから、議会を中断させ

１日の午後に事情を聞きました。私が看過でき

てまで申し入れてくるのは、すごい人と思う。

ないと思っているのは、○○本人の名誉に関す

ることで、うわさ話による誹謗中傷があり、こ

るとすれば、名誉毀損に当るのではないでしょ

の際、首長として、円滑な公務執行のため、議

うか。確認のため、警察に行ってお調べくださ

長、副議長に申し入れたのがこの間の経過であ

い。それがだれであるか私は知っていますが、

ります。

申し上げることもないことですから。」という

次に、担当職員でございます。
事実発生日時は、平成２２年３月９日、午前

ことで反論しています。
そこへ、「警察へ行って聞いたら、名前は言

１１時２１分で、担当職員と確認をしています。

わなかったけれど、そのような職員はいたと言

経過ですが、簡易水道の有収率の低い原因に

った。けれど、私は、それがあなただと聞いて

ついて、新年度予算の質問のための事前資料の

いる、うわさでは。」ということです。「前議

収集ということで、上下水道室窓口カウンター

長と仲がよいから、丸め込んでもらったとみん

に来た折の出来事であります。

なが言っている。」と、これがつけ足しです。

最初は、上下水道室業務担当者が対応してい

「事実に基くものであればともかく、誠に心外

ましたが、工務的内容であったことと、工務担

なことですね。まあ、とりあえず質問にお答え

当者が現場管理のため不在であったことから私

します。なお、冒頭に申し上げた勉強不足との

が対応しました。

言葉に対しては、言い過ぎたと思いますので、

質問の冒頭、内容が基本的なことであったこ
とから、「この程度のことは、ベテランの矢野

素直に謝りたいと思っています。」と、これは
私の言葉です。

議員なら既に御承知のことであり、勉強されて

以上のやりとりが、おおまかな内容です。

いるのでは。過去の委員会で何度も説明してい

なお、予算の内容説明については割愛をして

ますし、決算書等でもお示ししているので、多

いますが、この間に数回にわたり職員に「最低

少勉強不足では。」という言葉を発したもので

レベル」という言葉を４回ほど発している。こ

あり、これに対して、「失礼な言葉だ。」と、

れは、身近な職員が確認をとっているという状

「勉強不足と言いましたね。私は文教厚生委員

況であります。

会の委員だから、このような中身はわかってい

委員の方からでございます。

ない。これだから、足寄の職員はどうしようも

勉強不足と言ったのは、冗談まじりで言った

ない。最低だと言われている。」と、このよう
な言葉を言われました。
続いて、「そうそう、あなたでしょう、勤務

のか。
職員。
その辺のところもあったと思います。

中に酒を飲み警察に逮捕されたのは。みんなが

委員。

そう言っている。」という言葉が続いてありま

本人が暴言を吐いたのは相手の挑発に乗って

した。「そのような事実があり、それが私だと

しまったと言っているが、今の話を聞いている

いう確認をしたのでしょうか。」と問いました。

とそのようなことはあり得ないと思う。このよ

「いや、みんながそう言っている。うわさだ。

うに本人が理解しているのは違うと思う。

それと、前の選挙の折に変なチラシをつくった

ただ、問題は、なぜ水道の話から個人のプラ

のもあなたでしょう。こいつかと私は思った。」

イバシーの話になったのか。職場は公の場であ

と、このような言葉が続いています。

る。職場で勉強不足という言葉から、なぜ個人

私が、「それも事実の確認をして、役場とい

の話になったのか理解できない。

う公の場で言っているのでしょうか。少なくて

委員です。

も、特に、ワープロやパソコンの苦手な自分に

挑発に乗ったということと勉強不足と言った

できるものでもないし、自分にとって何の利益

ことの相関関係が見当たらない。

にもならないことをだれがしますか。」という

委員です。

言葉を返しました。「もし、それが事実に反す

町長の話の中で長時間いたとの話があったが、

本人はそんなに長くはいないと言っているが、
そのことで何かあるか。

「私は、その人に確認している。その人が名
前を書いたらまずいから書くなと言われて、そ

町長です。

の人に確認したらそうだった。」という流れに

逐次、時間をチェックはしたことはございま

なっているが、それらしいこともその時点で言

せんが、先ほども事例を挙げましたが、議会が

っているのか。

あるごとにと言っても過言ではないと思います

職員です。

が、必ずカウンターの前に座って勉強されてい

その件については、私の覚えのないことです

るんだと思いますが、結果を聞きますと、先ほ

から、そのときの矢野議員の言動については詳

ど申し上げたとおり、繰り返し説明をすると。

細な記憶はしておりません。

でも、全く理解してもらえないというか、最後

ただ、先ほど言ったように、酒気帯びのすぐ

には道路が要らないと。担当や係とやりとりす

後にその言葉が出てきたということでございま

べき事柄でもなければ、仮に、担当とやりとり

す。

をして私のところでやりとりをするのであれば、

委員です。

まだ理解はできる気がしますが。

そのときも、「怪文書はあなたが書いたんで

つい最近、職員担当に来て人件費ですとかを

しょう。」のような話だったんですか。

聞いて、そこでも「あんた、私を嫌っているの

職員です。

でしょう。」と、すぐにこのようなことが出て

そのとおりです。

くるのであります。今、職員も減ってきていて、

聴取については、以上であります。

ここでの時間を何とかしてほしいという話も数

○委員長（高橋幸雄君） ただいま本事犯に関

回聞いているところです。

して、３月１２日の本会議冒頭から休憩して議

今定例会前にも、行方不明者が出たときに私

会運営委員会において協議し、正副議長におい

が指示をして図面準備をしたときに企画振興室

て関係議員からの聴取を行い、また、執行者側

に来て、「なぜ、そんなことを役場でやらなき

に対しては、正副議長及び議会運営委員会全員

ゃいけないんだ。」ということを平気で言うの

で直接町長及び関係職員から聴取を行った内容

です。そのときには、正式には申し入れはして

でございます。

おりませんでしたが、このたびは本人からも説

先ほどから委員長が申し上げているように、

明があったとおり、事実無根のことでうわさが

本委員会に内容を十分に承知されていない委員

あったからということ、これは看過できないと

もいることから、事犯の状況を朗読させました。

いうことで申し上げたということであります。
委員です。
「酒を飲んで捕まったのは、あなたでしょう。」
という話が出ましたが、どの時点で出たのか。
職員です。

次に進みます。
これから、矢野利恵子君の弁明の機会を与え
るか否かについて、お諮りをいたしたいと存じ
ます。
暫時休憩をいたします。

勉強不足の発言の後、即時にです。

午前１０時２０分 休憩

委員です。

午前１０時２４分 再開

怪文書の正副議長の段階で、「足寄町の要職

○委員長（高橋幸雄君） 正副議長、議会運営

にあった方が書いた。当時の商工会長と一緒に

委員会、町理事者等の意見聴取の内容について、

やったと聞いている。」、これもそのときに出

事務局長によって朗読させましたが、委員の方

ているのか。

より、この内容について文書的なもの、ペーパ

職員です。

ーでもってきちっと提出を求められております。

先ほどの酒気帯びの逮捕のすぐ後です。

委員長はそのように考えておりますので、その

委員です。

ように休憩中に用意いたしまして、議員各位に

配付をいたしたいと存じます。
暫時休憩をいたします。

問いただしただけで、やっていないならやって
いないと堂々と答えればいい。初めに予算書の

午前１０時２５分 休憩

中身も知らずに、こちらに失礼な態度をしてき

午前１０時５３分 再開

たほうが悪いと思います。

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を
再開いたします。

先にけんかを売って原因をつくった○○氏が
謝るなら、こちらも聞かなくてもいいような余

矢野利恵子君の弁明の機会を委員長は与えた
いと思いますが、御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○委員長（高橋幸雄君） それでは、矢野利恵
子君の弁明の機会を与えることに決しました。
暫時休憩をいたします。

計なことを質問してしまったということについ
ては悪いと思っているので謝りますが、そうで
ない限りは謝りません。
以上です。
○委員長（高橋幸雄君） 矢野利恵子君に申し
上げますけれども、真偽ということになりませ

午前１０時５４分 休憩

んので、弁明したいことがあったら、具体的に

午前１１時１５分 再開

いろいろな発言の要旨が議会に出ていますので、

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

そのことについて明確に述べることは幾らでも

再開いたします。

できますので、なければ委員長のほうから、ま

これより、矢野利恵子君の弁明を行います。

だ弁明しなさいなどということにはなりません

暫時休憩をいたします。

けれども、なければこれで終わるのですけれど

午前１１時１６分 休憩

も、よろしいですか。

午前１１時１７分 再開

○議員（矢野利恵子君） はい。

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

○委員長（高橋幸雄君） これで、矢野利恵子

再開いたします。

君の弁明を終わります。

これより、矢野利恵子君の弁明を行います。

暫時休憩をいたします。

なお、矢野利恵子君に一言申し上げます。

午前１１時１８分 休憩

弁明の発言内容につきましては、議員の身分

午前１１時２１分 再開

に関してのことですので、問題とされた自己の

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

身上について、自己の立場を明らかにするため

再開いたします。

に弁解説明する発言の場であり、弁明に際して
は、本事犯の範囲を超えることはできません。
そのようなことで御理解をいただき、発言に御
留意願います。
矢野利恵子君。

午前の審議はこの程度にとどめ、午後１時か
ら委員会を再開いたしたいと思います。
なお、申し上げておきますが、自由討議が午
後１時から開会の中で審査をすることになりま
すので、皆さんのお手元に配付いたしました法

○議員（矢野利恵子君） まず、私のために議

規範と事犯の状況等を十分精査の上、午後１時

会を延長し、このように皆様に御足労をかけて

からの再開の自由討議の中で御所見をいただき

しまったことをおわびいたします。

たいと思います。よろしいでしょうか。

それから、あわせて、弁明の機会を与えてく

それでは、午後１時まで休憩といたします。

れたことに関係者の方々には深く感謝いたしま

午前１１時２２分 休憩

す。

午後 １時００分 再開

今、懲罰委員会が設けられたということです
けれども、水道○○とのやりとりの中で、○○

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を
再開いたします。

氏に対しては余りにも無礼な態度で、その態度

これより、各委員による自由討議を行います。

からかねてから疑いを持っていた過去の所行を

順次、発言を許します。

島田政典君。

○委員長（高橋幸雄君） 次に、高道洋子君。

○委員（島田政典君） ３月１２日に議長と副

○委員（高道洋子君） 大変この懲罰というの

議長で矢野議員への事情聴取が行われており、

は難しい判断かなとも思うのですけれども、お

そのことが事務局長より冒頭報告がありました。 互い仲間を懲罰することですから。
問題になっている発言等については、事情聴

しかし、いろんな経過を聞いたり報告を伺う

取の中では、矢野議員はすべてを発言したこと

と、やはり程度を超えた言動というか、そうい

は認めているという内容になっております。

う言葉になっておりまして、懲罰もいたし方な

しかし、発言は認めながら、その発言の真偽

いかなとは思います。

については、人の話、うわさ、あるいは、警察

ただ、一つ気になるところは、この懲罰の罰

等の話をすべて信ずるという内容になっており

則の中にも、議場並びに委員会の会場という限

まして、状況証拠といいますか、そういう意味

定がある中で、矢野さんの場合は議場外であり

では具体的なものがない。

ますので、しかし、ここで懲罰の１ページ目に

しかし、うわさや人の話等を私は真実だと、

ありますように、議会外の行為であっても次の

こういうとらえ方ですべての発言を認めている

ような行為は懲罰の対象になるというところの

わけでありますから、そういう意味では、誹謗

四つあるところの３番目が、議会自体の品位を

中傷というのか暴言というのか、そう認定せざ

汚し、その権威を失墜するような言動になるの

るを得ないと私は判断をしております。

かなというふうに思うところです。

したがいまして、懲罰を科することが妥当と、
このように考えております。
以上です。

ただ、その会話の中でも、議会そのものを罵
倒したり愚弄したりする会話ではなく、しかし、
本人も公人ですので、本人の言動を通して議会

○委員長（高橋幸雄君） 次に、後藤次雄君。

の品位を落としたのかなという判断をしており

○委員（後藤次雄君） 私も、今日、事務局長

ます。

の報告、委員長の報告を受けまして、内容は、

ただ、議場であったか議場外であったかとい

今、島田議員が言ったとおり、昼も読ませても

うところが一つ引っかかるところでございます。

らいましたけれども、確かに言っていることが、

以上です。

何か私から言うと、言葉じりは悪いかもしれな

○委員長（高橋幸雄君） 次に、菊地一將君。

いけれども、人のうわさを何でも前面に出して、

○委員（菊地一將君） この件につきましては、

そして、そう言ったから言ったことが正しいの

矢野議員本人から議長と副議長ということで、

だと、そういうような内容にしか受け取れない

個人的に矢野さんに出席いただいて事情を聞い

のですね、この内容を見ますと。

ております。

それで、これは今回ばかりでなくて、いろん

その中で、今日、弁明される中でかなりそれ

な場で町長の話にもありますけれども、私もい

と同じようなことを弁明されるかということで

ろんな場でそういうことがあったと聞いていま

大分期待をして聞いていたところが、簡単な弁

すし、それから何といっても、今日の弁明のと

明で終わってしまったと。

きも、やっぱり簡単に言うと私は悪くないんだ、

それで、いろいろ会議規則などをひもといて

相手が悪いんだというそういう発言の中で、こ

みますと、３日以内とか何とかとこういう、議

れは我々としてももうちょっと本人にして、そ

場内外というようなことも書かれておりますけ

ういう考え方があるのかなと思っていたのです

れども、先ほど前者が言われたように、やはり

けれども、全然反省の色が見られないというこ

今までもかなり議員として公人として目に余る

とで、私もやはり懲罰にかけるべきだというよ

ような行動をされていたという例があります。

うに考えています。

そのときに即そういう委員会を立ち上げてやる

以上です。

べきところであったけれども、時機を逸してそ

のまま延びたという経過もあるのではないかな
というように聞いております。
それで、私と議長が聴取した中ではとにかく、

その中で、町長の意見の中で、今まで某議員
のやっている行動につきましては、全く仕事に
支障を来すようなことも多々あったと。

町民が言っている、そして、そういううわさを

町長からは、かなり強い口調で職務の執行妨

聞いている、ただそれだけのことで、ある○○

害に当たるのではないかと。今後においては考

にそういう暴言を吐いたと。これは本当に許さ

えなければならないというような言葉も発せら

れる行為ではないのではないかというように判

れたということも踏まえますと、私たちは非常

断したところなのですけれども、私自身、やは

勤でたまたましか役場のほうには出ておりませ

り、ああいうことが、一応、１５名の議員、足

んけれども、常勤の町長がそう言われる、各課

寄町議会という議員の中で一人でもいると公人

においてそういうことが見受けられるというこ

として許される行為ではないのではないかなと

とで聞かれたものですから、これは本当にそう

いうように考えておりました。

いうことも含めて懲罰に値するものと考えてお

それで、今回のこの関係につきましては、や
はり懲罰に値するというように自分では思って
おります。
以上です。

ります。
以上です。
○委員長（高橋幸雄君） 他にありましたら御
所見を承りますが、よろしいでしょうか。

○委員長（高橋幸雄君） 次に、星孝道君。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副委員長（星 孝道君） 私は、やはり議会

○委員長（高橋幸雄君） これで、自由討議を

と議員、そして、職員との正常な信頼関係を損

終わります。

ないかねない言動であったと。これは大きな問
題であろうと思っておりますし、今日の弁明が

これから、矢野利恵子君に対する懲罰につい
て、本委員会の意思決定をいたします。

ございましたが、相手が謝るなら私も謝るとこ

お諮りをいたします。

ういうことでありますから、全く事の重大さを

矢野利恵子君の懲罰について、可とするか否

わかっていないと言わざるを得ない。
懲罰は、過去だとか今までの経過で云々する

とするかお諮りをいたします。
可とするのに賛成の諸君の起立を求めます。

ものではありませんけれども、今までの彼女の
言動を見ていると、今回のことが当該職員に大
きな名誉を傷つけたと言わざるを得ない。
したがって、懲罰に値すると判断をしており

（賛成者起立）
○委員長（高橋幸雄君） 全員起立。
よって、懲罰を科するべきとのことが全会一
致で可決をいたしました。

ます。

次に、お諮りいたします。

○委員長（高橋幸雄君） 以上で、順次、自由

ただいま懲罰を科することに決しました。懲

討議の御所見をいただきましたが、特別に御発

罰については、地方自治法第１３５条により、

言があれば、発言を許可いたしたいと思います

公開の議場における戒告、公開の議場における

が、いかがでしょうか。補足所見でも結構です

陳謝、一定期間の出席停止、除名、この４点の

が。

方法がありますが、いずれの懲罰といたします

この際、御発言がありましたら、受けたいと
思います。

か。
暫時休憩をいたします。

菊地一將君。

午後 １時１３分 休憩

○委員（菊地一將君） 一昨日、理事者のほう

午後 １時１４分 再開

からも議運で意見を聞いたときに、町長、補充

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

の職員も出席してそれなりにいろいろと述べて

再開いたします。

おられました。

ただいま委員長から申し上げました懲罰につ

いて、いずれの方法による懲罰とすべきか各自

○副委員長（星 孝道君） 私は、以前の懲罰

から発言を求めます。

に関しては、今回、これは一緒に考えるべきで

順次発言を求めたいと存じます。
島田政典君。

はないというふうに考えるのです。
やはり今回の事案に対しての懲罰を考えるべ

○委員（島田政典君） 記憶でありますから、

きであって、そういう判断から私は陳謝が妥当

これが絶対なのかなという自信がちょっと今な

かなと、このように判断しております。

いわけですけれども、たしか以前、矢野議員は、

○委員長（高橋幸雄君） 暫時休憩をいたしま

陳謝だったというふうに思いますが、過去には

す。

そのことがあったように記憶しております。

午後 １時１７分 休憩

さらに、そのときの記憶ですと、これも暴言

午後 １時２６分 再開

が原因だったというそんな記憶をしております。 ○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を
そうなりますと、出席停止３日が私は妥当と考
えます。

再開いたします。
ただいま懲罰については、地方自治法１３５

○委員長（高橋幸雄君） 次、後藤次雄君。

条による一定期間の出席停止に決しました。出

○委員（後藤次雄君） 私も、前回のときはい

席停止日数は３日間でございます。

なかったのですけれども、いろいろ皆さんの話

暫時休憩をいたします。

を聞いて、今回の事犯についても、やはり公人

午後 １時２７分 休憩

としてやるべきではないことを私はやったと思

午後 １時２８分 再開

っていますので、そして、今までの言動を見て

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

も反省の色がないということで、私も最低でも

再開いたします。

３日以内の懲罰をかけるのがいいと思います。

ただいまの決定につきましては、明日の本会

○委員長（高橋幸雄君） 高道洋子君。

議の冒頭で委員会報告をさせていただき、質疑、

○委員（高道洋子君） 先ほど申しましたよう

討論を経て議決となる予定です。

に、本会議場ではなかったというところが気に

暫時休憩をいたします。

なるのですが、そういう理由から２番目の公開

午後 １時２９分 休憩

の議場における陳謝、それを求めます。

午後 １時３０分 再開

○委員長（高橋幸雄君） 次、菊地一將君。

○委員長（高橋幸雄君） 休憩を閉じ、会議を

○委員（菊地一將君） 以前に、議員につきま

再開いたします。

しては陳謝ということで懲罰になったことを思

◎ 閉会宣告

い起こしているところなのですけれども、その

○委員長（高橋幸雄君） 以上で、懲罰特別委

ときにも一定の議会の中には陳謝文というもの

員会を閉会といたします。

があるわけなのですけれども、そのときに本人

御苦労さまでした。

はそれを拒否されたと。だけれども、それでは
だめだということで仕方なくそれを読み上げた
と。けれども、その後に自分の私見をそこにつ
け加えたという経過があります、以前の懲罰の
ときに。
そういうことを踏まえると、やはり私も出席
停止３日が妥当なのかなというように判断して
おります。
以上です。
○委員長（高橋幸雄君） 次、星孝道君。

午後 １時３１分 閉会

