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皆川治市長の選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等問題並びに本市職員に

対するパワハラ疑惑に関する調査特別委員会 中間報告書 

 
１ 調査の趣旨 

 令和３年１２月２２日に、平成２９年１０月１５日に執行された鶴岡市長選挙時に 

皆川治鶴岡市長（以下、「市長」という。）が当時の支援者から１００万円の寄附を受け

取ったものの選挙運動費用収支報告書への記載がない旨の新聞報道があった。 

 この報道を受け、市議会では令和３年１２月２７日及び令和４年１月１８日の２回、

議員全員協議会を開催し、市長から説明を求め、質疑を行った。 

 また、パワハラについては、鶴岡市退職者職員有志から令和３年１２月３０日付け

で、「皆川治鶴岡市長のパワハラ行為の調査と即時中止を求める申入れ書」、実名による

退職者から令和４年１月１７日付けで、「皆川鶴岡市長のパワハラ行為の即中止と調査を

求める申し入れ書」及び、職員有志代表から同年１月２０日付けで、「嘆願書」が市議会

に提出された。 

 市議会として関係者の証言や関係する記録により、事実を解明する必要があるなどの

理由から、令和４年１月２５日に開催された令和４年１月鶴岡市議会臨時会において、

地方自治法第１００条第１項の権限が付与された本調査特別委員会の設置による決議案

が提出され、賛成多数により設置されたものである。 

 

２ 調査特別委員会の設置 

(1) 設置決議 

 「皆川治市長の選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等問題並びに本市職員 

 に対するパワハラ疑惑の調査に関する決議」 

 令和４年１月２５日 令和４年１月臨時会において可決 

 

３ 調査特別委員会の概要 

（1）委員会の名称及び定数 

  ア 委員会の名称 皆川治市長の選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等問 

           題並びに本市職員に対するパワハラ疑惑に関する調査特 

別委員会 

 

  イ 定    数 １２名 

 

  ウ 委員長、副委員長、委員 

  ①委員長  佐藤 博幸委員 
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②副委員長 加藤 鑛一委員（一身上の都合により、令和４年４月２７日付けで 

             辞任） 

菅井  巌委員（令和４年４月２８日付けで、副委員長に選任） 

 

③委員   草島 進一委員 

田中  宏委員 

石井 清則委員 

坂本 昌栄委員（令和４年４月２７日付けで選任） 

秋葉  雄委員（令和４年４月２７日付けで選任） 

富樫 正毅委員（一身上の都合により、令和４年４月２７日付けで 

辞任） 

黒井 浩之委員 

石塚  慶委員 

佐藤 昌哉委員 

五十嵐一彦委員 

尾形 昌彦委員 

 

４ 調査事件 

   調査事項 

(1) 鶴岡市長選挙における選挙運動費用収支報告書不記載・訂正等問題に関する 

事項  

 （2） 本市職員に対するパワハラ疑惑 

 

５ 委員会の開催状況 

回数 日時・場所 協議内容等 

第１回 令和４年１月２５日（火） 

開会 午後３時３５分 

閉会 午後３時４２分 

委員会室 

１．正副委員長の互選について 

第２回 令和４年２月２５日（金） 

開会 午前１０時 

閉会 午前１１時０５分 

委員会室 

【協議】 

１．１００条調査権の概要について 

２．委員会運営要領について 

３．今後の進め方について 

４．弁護士の選任について 

５．その他 
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第３回 令和４年３月１５日（火） 

開会 午後１時 

閉会 午後２時４６分 

委員会室 

【協議】 

１．記録の請求について 

２．今後の調査項目について 

（１）職員アンケートについて 

（２）証人尋問について 

３．令和４年度の調査経費について 

４．その他 

第４回 令和４年４月１２日（火） 

開会 午後１時 

閉会 午後３時０３分 

委員会室 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

【協議】 

１．証人喚問について 

２．職員アンケートについて 

３．弁護士の選任について 

４．その他 

第５回 令和４年４月２８日（木） 

開会 午前１０時 

閉会 午前１１時２５分 

委員会室 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

２．職員アンケートについて 

【協議】 

１．記録の請求について 

２．証人喚問について 

３．その他 

第６回 令和４年５月１３日（金） 

開会 午前１０時 

閉会 午前１０時３５分 

委員会室 

【報告】 

１．職員アンケートについて 

【協議】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

２．証人喚問について 

３．その他 

第７回 令和４年５月２７日（金） 

開会 午後１時 

閉会 午後２時４０分 

委員会室 

１．証人尋問（元県議） 

【協議】 

１．証人喚問について 

２．記録の請求について 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

２．職員アンケートについて 

第８回 令和４年６月２０日（月） 

開会 午後１時 

１．証人尋問（出納責任者） 

【協議】 
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閉会 午後４時０２分 

委員会室 

１．証人喚問について 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

２．職員アンケートについて 

 

第９回 令和４年７月４日（月） 

開会 午前１０時 

閉会 午前１１時０５分 

委員会室 

【協議】 

１．証人尋問の日程について 

２．記録の請求について 

３．パワハラ疑惑に関する今後の進め方 

について 

第１０回 令和４年７月１９日（火） 

開会 午前１０時 

閉会 午後２時２９分 

委員会室 

１．証人尋問（元支援者） 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

第１１回 令和４年７月２５日（月） 

開会 午前９時 

閉会 午後１時０４分 

委員会室 

１．証人尋問（市長） 

 

第１２回 令和４年８月１２日（金） 

開会 午前１０時 

閉会 午前１１時３７分 

委員会室 

【協議】 

１．皆川証人の再尋問の日程等について 

２．記録の請求について 

３．パワハラ疑惑に関する今後の進め方 

について 

第１３回 令和４年８月３０日（火） 

開会 午前１０時 

閉会 午後１時５５分 

委員会室 

１．証人尋問（市長） 

【協議】 

１．パワハラ疑惑に関する今後の進め方 

について 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

第１４回 令和４年９月２２日（木） 

開会 午前１０時 

閉会 午後 ０時４５分 

委員会室 

【協議】 

１．パワハラ疑惑に関する調査について 

２．記録の請求について 

３．秘密会の解除について 

第１５回 令和４年１０月１７日（月） 

開会 午後１時３０分 

閉会 午後５時５６分 

【報告】 

１．記録の提出請求の提出状況について 

【協議】 
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委員会室 １．パワハラ疑惑に関する調査について 

(1)今後の調査の進め方について 

(2)証人喚問について 

(3)聴き取り調査について 

(4)書面調査について 

２．その他 

第１６回 令和４年１１月４日（金） 

開会 午前９時 

閉会 午後１時５２分 

委員会室 

【協議】 

１．証人尋問の尋問事項に関することに 

ついて 

２．パワーハラスメントの定義等につい 

  て 

３．その他 

第１７回 令和４年１１月１０日（木） 

開会 午前１０時 

閉会 午後 ０時０７分 

委員会室 

１．証人尋問（元市職員） 

 ※秘密会にて尋問 

【協議】 

１．パワハラ疑惑に関する調査について 

２．秘密会の解除について 

３．その他 

第１８回 令和４年１１月２９日（火） 

開会 午後２時１３分 

閉会 午後２時２０分 

委員会室 

【協議】 

１．証人尋問の日程について 

２．本委員会の中間報告書について 

３．その他 

第１９回 令和４年１２月１４日（水） 

開会 午後１時 

閉会 午後９時４０分 

委員会室 

１．証人尋問(元市職員) 

 ※秘密会にて尋問 

【協議】 

１．本委員会の中間報告書について 

２．書面調査について 

３．その他 

 

 


