
政治倫理審査会：意見聴取内容

Ａ：審査請求内容 Ｂ：意見等聴取項目 Ｃ：本人意見等

②　政治倫理基準については書かれているとおりに解釈していま
す。しかし，平成28年12月16日付けて提出された審査請求につい
ては異議があります。
　私は，職務に関して不正を行っていません。品位と名誉を害する
行為の疑いで審査されるのでしょう。しかしこの条例は，平成27年
３月24日に以前の条例を改正してできました。私の飲酒運転疑惑
はその前です。それについては，以前の条例のもとに「辞職勧告」
という結論が出ています。この条例の附則の２に「第５条の規定
は，この条例の施行の日前になされた行為については，適用しな
い。」と明記されています。
　それにもかかわらずまた取り上げ，「事後法で裁く」ということは，
法治国家においてありえない行為です。請求の撤回を求めます。

（１）　この条例が平成27年３月24日に出されましたから、それ以
降私はこういう行動を取っておりません。

（２）　辞職勧告が継続していると認識している。

（３）　倫理条例第４条第１項第６号に規定する政治倫理基準に違
反しておりません。

③　気仙沼市議会議員政治倫理条例第４条第２項には，「議員
は，政治倫理基準に抵触する疑いがあるとの疑惑を持たれたとき
は，自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに，その責
任を明らかにするよう努めなければならない。」と謳われている
が，議員としての責務をどのように解釈し，行動すべきと考えてい
るか，意見を求める。

③　条例に書かれている通りに解釈しており，そのように行動すべ
きだと考えています。

議員辞職勧告さ
れているにも拘
らず飲酒運転疑
惑への説明責
任を果たそうと
していない。

２　辞職勧告を受けての議員としての行動や考え方について

①　飲酒運転は犯罪である。飲酒運転疑惑を持たれたままで市議
の席に留まっていいものか。泥酔状態で，かつ自分の行動の記憶
が無い状態で運転したとなれば，どういう行動をすべきか自明で
ある。
　辞職勧告決議をどのように受け止めてきたか。現在も「議員辞職
勧告決議に値するものか疑問を感じている。」とか「議員辞職勧告
決議には議員を辞めさせる強制力は無いんでしょう。」などの認識
であるのか，意見を求める。

（１）　議員が泥酔状態で意識がない状態で車を運転したというこ
とがはっきりした段階で議員を続けていることはできないと解釈す
べきだがいかがか。

（２）　議員という立場では，私たちは疑惑を持たれることがそのも
のを問題にしている。熊谷議員の場合は、その疑惑が立件されな
いだけで、事実として多くの人がそれを見ている。熊谷議員が私
は飲酒運転はしていないとおっしゃるのであれば、そこについて説
明を求めたい。

（３）　泥酔状態で自分の意識がなくなる状態で車を運転したことに
なれば、議員を続けることができないだろうと言っています。

①　飲酒運転は犯罪です。同じく速度違反も立小便も犯罪です。
それは認識しています。犯罪とは立証，立件されて犯罪です。疑
惑は犯罪ではありません。逆に伺いますが，この前３行は「あなた
は犯罪者だから辞職しなさい」という意味で言っているのでしょう
か。
　辞職勧告に対しては重く受け止めております。このことは議員と
しての職務を精勤するための訓戒として受け止めており，より身を
引き締めて行動しております。
　基本的な認識は同じです。辞職勧告決議案は法律上認められ
たものではなく，事実上の議案ですから，法的強制力，法的拘束
力がないのはご存知のとおりです。

（１）　あなたは犯罪者だから辞職しなさいという意味で言っている
のでしょうか。

（２）　とにかく記憶ないことは確かですし，この質問ということに対
してどう答えていいのかということが明確にわからずにこの答えに
しました。ですから，何度も確認しますが，辞めなさいということを
言っているわけですか。

（３）　泥酔状態で運転したと，明確に何も出ていないですよね。

議員辞職勧告さ
れているにも拘
らず飲酒運転疑
惑への説明責
任を果たそうと
していない。

１　気仙沼市議会議員政治倫理条例の解釈について

①　気仙沼市議会議員政治倫理条例は，どのような目的で施行さ
れたものと解釈しているか，意見を求める。
　また，市民全体の代表者として遵守すべき政治倫理はどうある
べきだと考えているか，意見を求める。

①　気仙沼市議会議員政治倫理条例第１条に目的が書かれてお
り，そのとおり解釈しています。同じく第４条に政治倫理基準が書
かれており，そのとおり考えております。

②　気仙沼市議会議員政治倫理条例第４条第１項第６号に規定
する政治倫理基準には，「市民全体の代表者として，その品位と
名誉を害するような一切の行為を慎み，その職務に関し，不正な
疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」と謳われてい
る。
　平成２８年１２月１６日付けで提出された審査請求は，この条文
に抵触する疑いがあるとしているが，この政治倫理基準をどのよう
に解釈しているのか，意見を求める。

（１）　熊谷議員は飲酒運転疑惑について，それを自ら誠実な態度
をもって疑惑の解明にあたるという立場での意見を述べていない
ですが，そこについて改めて求めたいと思います。

（２）　以前の条例の基に辞職勧告という結論が出たというお話で
すが，この辞職勧告というのは今でも継続しているものと認識して
いますか。

（３）　説明責任を果たしていない。少なくともまわりの議員はその
ように思っており，果たさないことが疑惑をもたれる行為ではない
かと考えますが，その点についてはいかがでしょうか。
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議員辞職勧告さ
れているにも拘
らず飲酒運転疑
惑への説明責
任を果たそうと
していない。

②　辞職勧告を受ける前の平成２６年９月２９日において全議員に
弁明した際，「今後は李下に冠を正さず瓜田に履を納れず，という
姿勢で議員生活をしていきたい。」との発言があったが，具体的に
どのような行動をとってきたのか，意見を求める。

②　飲酒運転疑惑を持たれないように，街で飲酒した時は妻に迎
えに来てもらっています。また，島内で妻と一緒に飲食する時は，
車を置いて歩いて行きます。
　新年会等で飲食しても，他の議員の方々と２次会に行くことは差
し控えておりますし，視察などにおいても，他の議員の方々とは酒
席で同席しないよう努めています。

（１）　先ほど今後の議員活動をするときは，「李下に冠を正さず瓜
田に履を納れず」という姿勢でずっと議員活動をしてきたし，堂々
と議員活動をしていると。特に飲酒する時は，非常に気をつけてい
るとお話しされましたが，議員の品位という問題で気になっている
ことがひとつありまして，この間の新年会の席上で熊谷議員が各
テーブルを回って四合瓶２本３本残ったお酒をポケットに入れて，
あと１回はついで飲んで瓶に詰めてポケットに入れて持ち帰ったと
いうことがずいぶん話題になっています。そのことについて熊谷議
員はどう思って持ち帰ったか聞きたいと思います。

（１）　いろいろな人にお酌して回っていた記憶もありますし，飲ん
だ記憶もありますし，それはやってまとめていたという感じもありま
すけれども，そのときは結構楽しくみんなとテーブルを回っていた
ので，いろいろついだりつがれたりやっていましたが，あまりそう
いった意味で捉えられても困りますけれども。「李下に冠を正さ
ず」，の部分と何か関連しているんですか。

３　飲酒運転疑惑への説明責任を果たす義務の考え方について

　議員の身分にある限り飲酒運転疑惑について潔く身の潔白を晴
らすことが求められる。今回の審査請求については，平成28年6
月20日の動議により飲酒運転疑惑についての弁明が求められて
いながら，その時の弁明では全く疑惑の解明になっていないこと
にある。

　疑惑の解明になっていないとありますが，急な動議で２点質問さ
れました。私はなんら準備がなく，質問されたことに単純にお答え
しました。どのようなお答えが疑惑の解明になるのか，私には判断
がつきません。

①　飲酒運転疑惑について，どのような見解であるのか意見を求
める。

①　どのような見解とあります。疑惑が取り上げられましたのは，
私の不徳のいたすところであり，十二分に反省しております。

（１）　「どのようなお答えが疑惑の解明になるのか私には判断が
つきません。」との発言ですが，先ほどの１の③では，４条の２項
に対して「自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに」
という条項について，「そのように行動すべきだと考えています」と
答えています。「私はそのように行動すべきだ」という点と「私には
判断つきません」という点をどう解釈すればよろしいですか。

（１）　この文章においての，この審査請求書に書かれてある部分
においての返答なのでこういう答えを，ここの部分ではどういう答
えを求められているのかわからなかったので、このように書いたん
ですけれども，動議の中でどういう説明をしたら解明と言ってもら
えるのかなという思いで答えたものです。

議員辞職勧告さ
れているにも拘
らず飲酒運転疑
惑への説明責
任を果たそうと
していない。

②　飲酒運転疑惑が何故生じたのか，「覚えていない」ことの説明
ではなく，平成26年6月25日の夕刻の酒席から帰宅するまでの出
来事の覚えていることについて説明を求める。

②　当日は議員になり初めての一般質問でしたので，非常に緊張
して質問を終えました。その後、前議長と副議長も同席した会派の
打ち上げで本郷の店で飲食し，２次会も南町の店で行われまし
た。私は10時半の船に乗るべく先に会計を済ませ退席し，エース
ポートの船着き場に向かいました。そして乗船時に1,000円を支払
い乗船しました。そこまでは確かに覚えていますが，その後の記
憶は翌朝布団の中で目が覚めるまでありません。
　私は本質的に酒に弱く，若い時には飲んだ後にどうしてたどり着
いたかの記憶がなく，家で目が覚めることは何度もありました。30
歳を過ぎてからはなくなったのですが，当日は初めての一般質問
が終わり過度の緊張がほぐれ，ビール，日本酒，焼酎をハイペー
スで飲み，船に乗った瞬間に緊張の糸が切れ寝てしまったと思い
ます。船員から起こされたと聞きますが，起こされた記憶は全くあ
りません。
　その後，２カ月が経過して飲酒運転疑惑が取り上げられました
が，私としては「覚えていない」としか答えようがなく説明できませ
んでした。確かに記憶をなくすほどお酒を飲むのは，議員として恥
ずかしいことなのかもしれません。自覚が足りなかったことは十二
分に反省しておりますし，その後そのような飲みかたはしておりま
せん。
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又、そのことに
よって何の関係
もない他の市議
へ多大な迷惑を
かけている事実
がある。

②　「飲酒運転疑惑を抱えた議員の身分をそのままにしているの
は，飲酒運転疑惑議員を全議員で温存しているからではないの
か」，「全市議会議員が飲酒運転犯罪をかばい合っている」との市
民の声もあり，他の市議への疑惑にもなっている。
議会の意思は，現在も継続中の辞職勧告にあるが，自身の行動
によって他の市議へ迷惑をかけていることをどのように捉えている
か意見を求める。

②　私には２例の市民の声は理解できませんし，聞いたこともあり
ません。あくまで私１人に対する疑惑であって，新聞にもそのよう
には報道されておりません。ほかの市議への疑惑になっているの
は私とは無関係の震災後に出た一連の疑惑です。議会の意思は
現在も継続中の辞職勧告にあるのは理解していますが，他の市
議へどのような迷惑をかけているのか具体的に示してください。

（１）　記憶がない話をいっぱいして、その間にどうやって帰ったか
わからないと話しておりますが、浦の浜に着いてから仮設住宅ま
での間はどのようにして帰ったかということについて、その後も全く
検討したことはありませんか。

（１）　検討というか、検討したことという言葉にどう答えていいのか
わからないですけど、疑惑が提起されて、思いだそうとしたんです
けど、非常にあやふやで、私自身明確に答えることはできません
でした。そうとしか言いようがありません。議員辞職勧告さ

れているにも拘
らず飲酒運転疑
惑への説明責
任を果たそうと
していない。

③　飲酒運転疑惑が生じた際，目撃されたとの認識があるか。「記
憶にないので分からない」では済まされないと考えるのが普通で
はないのか。目撃情報は自分の記憶に無い点を補っていると考え
ないのか。「飲酒運転疑惑を持たれていた事実」について認識した
のはいつなのか説明を求める。

③　目撃された認識はありません。目撃情報はどこまで正確なの
か判断できません。「飲酒運転疑惑を持たれていた事実」につい
て認識したのは，守屋前議長をはじめ，多くの議員の方々が認識
された頃なのかとは思いますが，明確に認識したのは「匿名の投
書」が議長あてに届いて，それを見せられてからです。

４　他の議員に多大な迷惑をかけていることをどのように捉えてい
るか

①　説明責任を果たさないということで辞職勧告が出されました 。
私はそれを受けず議員活動を続けることにしました。したがって，
議員活動の一環である一般質問を通告しています。それに疑問を
持つのはそれぞれの考えで，退席するもしないもそれぞれの考え
です。「議会の混乱を招いている」とありますが，議長の制止を無
視し退席する議員が議会の混乱を招いていることにはならないの
でしょうか。会議規則第104条，議事妨害の禁止。何人も議事の妨
害となる言動をしてはならない。105条，議席議員は会議中みだり
に席を離れてはならない。とあります。私はこの規則に反していま
せん。逆に伺います。規則に反し退席する議員の方々は懲罰の
対象にはならないのですか。

①　説明責任を果たさずに一般質問を通告する態度に多くの議員
が疑問を持ち，退席する状況が続いており，議会の混乱を招いて
いる。一般質問の通告による議会運営に与える影響をどのように
捉えているか意見を求める。

（１）　平成26年９月29日の議員全体会議の中で，熊谷議員からの
弁明というところで，ずいぶん迷惑をかけて大変申し訳ないと。６
月25日は一般質問が終わったあとに飲んで，張り詰めていた気持
ちが切れて暴飲してしまったようだそのまま船に乗り千円を出した
記憶だけで，そのときは全く記憶がない。気がついたら風呂場で
おぼれそうになっていた状態だった。翌日起きたら車はあった。普
段飲むときは車を置いて迎えに来てもらっているが，その日はた
またま迎えにくる人がいなかったので迎えにこなかった。とにかく
私としてはどうして帰ったのか全く記憶がない。明快ではないがそ
れしかいいようがない。皆さんに非常に迷惑をかけたことには間
違いありませんし，余計な嫌疑をかけられたことで時間を取らせ本
当に申し訳ない。とここでは謝罪をしております。迷惑をかけたと
いうことと嫌疑をかけられたということで，これは今でも辞職勧告
中のこのときの迷惑というのはまだ続いていると解釈はできませ
んか。

（１）　その時点での全員協議会かなんかで話した内容はおっしゃ
るとおりだったとは思います。そのときの思いとして騒がせている
というおわびの気持ちはありました。それは間違いありません。問
題はここで改めて問い直されたときに，そのときからもう２年半以
上経っていますし，きちんと辞職勧告という罰というか結論を出さ
れて，それで一応私としても御迷惑かけたことに対する私にとって
はひとつのケリがついたという考えを持ちまして，そのあと１年間
一般質問をやめてそのあとにまた活動を，一般質問をするような
形をとりだしてきたんですけれども，ですからそういった勧告を受
け結論が出た時点までの部分で騒がせて私ごときで議会を混乱さ
せているんだという思いは重々ありました。今私は，議員活動をき
ちんとしようと思って議員活動の一環である一般質問に手を挙げ
て，あるいはできない部分を新聞のチラシに入れて出したりとか，
そういう活動を議員としてやっていこうと決めてやっています。です
からそのことではほかの議員の方に迷惑をかけていないと思い，
ここに具体的に示してもらわないとわからないということで，ここに
書きました。これでいいですか。
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５　その他

（２）　我々は大変迷惑をしているんです。あなたは覚えていない
が，見ている人がいっぱいいる。状況的に見てもほぼ黒に近いだ
ろうという判断がされるんです。それで我々は弁明の機会を求め
ながら辞職勧告もしてきた。それに対してあなたは何の答えも出し
ていない。市民感覚としてそれはおかしい，あなたたちかばってい
るんじゃないの。辞職勧告やりながら実は裏で仲良くやっているん
じゃないの。そういう声がいっぱいあるんです。だからしっかりと疑
惑を晴らす責任を果たしてくれと。辞職勧告と同時にその説明責
任を果たしてくれということでやってきている。それで我々はあなた
は一生懸命議員活動をやっているというけれども，説明責任を果
たしていないということから一般質問に対しては，しっかり説明責
任を果たしてくれと，そういうことで我々は退席している。あなたは
会議規則をしっかり理解していますね。104条，105条，立派なもの
です。これぐらい会議規則を理解している方が，倫理条例第４条
第２項、「疑惑を持たれている方はその責任を持って明らかにする
ことに努めなければならない」，ここを理解できないんですか。

（２）　そういった形で市民の方から言われて迷惑をこうむっている
という話です。私は騒がせたことに対して島内を北から南まで１軒
ずつ回って歩いていますが，とにかくがんばりなさいと。やめる必
要はない，そういう激励の言葉があったから今現在その言葉を受
けております。とにかく104条，105条書いてあるんでしたら，第４条
第６項ですか，第４条の部分をきちんとここおっしゃっていますけ
れども，設問１の②で答えたように，私は品位と名誉を害するよう
な一切の行為を慎み職員に関して不正な疑惑を持たれる恐れの
ある行為はこの条例ができてからやっておりませんし，辞職勧告
を出されるときにはそれがきちんと解明できなかったからこそ出さ
れたのであって，それはきちんと処罰をされている形をとっていま
す。いったん私としては，あるいは世間的にも一時の審議できちん
とした結論，辞職勧告という罰が与えられていますので，それはそ
れで前条例においても終わったことだと思っています。今こうやっ
て出されている条例の中で，新しくなった条例においては私は何
の恥ずべきことはしておりません。ですから，この審査をされること
自体がある意味理解できないところがあります。私は新しい倫理
条例において何ひとつ違反行為はしておりません。

又、そのことに
よって何の関係
もない他の市議
へ多大な迷惑を
かけている事実
がある。

①　昨年の７月の熊谷議員の活動報告で，海外への行政視察に
ついて「優遇された一部市民のための観光旅行」という記述があり
ましたが，誤解を招く表現と思われますがどのような考えで書いた
ものですか。

①　今手元に明文化したものがないのであれですけれども，そう
いう形に捉えかねないのではないかというのを感じてそういう文章
表現にしてしまいました。過激な形であったかどうかはわかりませ
んけれども，私もそのときの思いで書いたかと思います。それだけ
の時間をとってそれだけのお金を払って行けるというのは，やはり
それだけの余裕がなければ行けないのではないかと。金銭的にも
時間的にも余裕のある方たちなのかと思いがあって，多分そのと
きはそういう感じで表現したんだと思います。
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