
△逗子小学校卒業式の動画ＤＶＤ販売の件について 

 

○（委員長） 次に、逗子小学校卒業式の動画ＤＶＤ販売の件についてを議題といたします。 

 それでは、本件につきまして、横山美奈議員に出席いただき、説明を受けたいと思いますので、暫時

休憩いたします。 

     午後１時１１分 休憩 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

     午後１時１２分 再開 

○（委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、横山美奈議員に出席いただきましたので、御本人からの説明を受けたいと思います。 

◆（横山議員） 皆様、議会一般質問の御準備のお忙しいところ、お時間とお手間をとらせまして申し

訳ございません。 

 平成 28年３月 17日、逗子小学校の卒業式に私は来賓として出席いたしました。当日、自分の子供が

卒業生として列席していたため、母親の気持ちが勝り、自分の子供やその友人の写真と動画を撮影しま

した。来賓として会場の様子を記録として撮影しておくにとどめておくべきであり、議員としての自覚

が足りず、深くおわび申し上げます。 

 また、小学校の式典についても、親が子供の写真や動画を撮る際に、ほかの子供さんが映ることにつ

いて、御不快に思われる方もいらっしゃるということについて配慮が欠けておりました。重ねておわび

申し上げます。 

 経緯を御説明いたします。 

 逗子小学校の卒業式では、数年来、父兄席から卒業式中の様子を直接見ることのできない配置のため、

平成 27年度卒業式からモニターが設置され、その画面が映し出されることになりました。父兄は、その

モニターを見たり、写真や動画を撮影したりして、子供の証書授与の様子を確認することができるつく

りとなっておりました。また、卒業式の写真や動画の撮影は禁止されておりませんでした。 

 来賓席からは、私は自宅用として自分の子供とクラスメートの証書の授与の様子や合唱の様子を写真

や動画に撮影しました。卒業式が終わって、当日午後の謝恩会で学校設置のパソコンの不具合により、

途中から証書の授与の様子がモニターに映し出されなかったことをほかの御父兄のお話を通じて知りま

した。そのため、何人もの皆様から動画を転送してほしい、せっかくだから思い出に残したいと頼まれ

ました。 

 私は、謝恩会の感動が抜け切れぬまま、クラスの御父兄が子供の卒業証書の授与の写真や動画がない

ことに、同じ母親として、お気の毒に思い、御家庭用ねとお約束して、動画を提供することに同意しま

した。その場でメールの転送を試みましたが、画像が重たくて送れませんでした。すると、御父兄の方々

から、それでは、実費を負担するので、画像をコピーしてほしい、クラス全体に呼びかけてほしいとお

話がありました。 

 その後、どのようなやり方をするかみんなで話し合った末、卒業時のクラス役員が連絡用に使用して

いた一斉メールでクラス役員の名前で御父兄の皆様にメールを送って、希望者を募り、ＤＶＤに希望者

のみ焼いてお渡しすることとなりました。私はＤＶＤの編集ができないため、事業者にお願いし、作業

費と空のＤＶＤディスク代として、合計１万 5,000円の実費の見積りをいただきました。そして、これ



を希望者 23人と私が２枚購入して、均等割とし、１枚は 600円となりました。 

 後日、子供と親が集まるクラス同窓会の昼食会場にて、私を含む４人の保護者で希望者名簿に確認チ

ェックを入れながら集金し、ＤＶＤと事業者の領収書がそれぞれについたものをお渡ししました。集金

した現金は、私の支払分の 1,200円も含め、全額を事業者に支払いました。それぞれのＤＶＤの領収書

には、事業者名で湘南ウィッチーズＤＶＤ制作代として 600円と記載されています。 

 私も、どなたも、この件で金銭的利益は得ておらず、販売行為とは思っていませんでした。また、ク

ラスメートの御父兄 23人以外に動画のＤＶＤはお渡しもしていません。しかし、この動画を御覧になっ

た方々から、販売行為との疑義を生じさせること、そして御不快な思いをさせてしまったことにつきま

しては、ひとえに私の不徳のいたすところでございます。今後、このようなことがないよう身を律し、

自重してまいります。 

 なお、本年３月も逗子小学校卒業式に来賓としてお招きいただきました。昨年より、更に改善され、

モニターは大きく壇上に新設されておりました。その学校の御配慮を記録するため、式典の開始前に２

枚、その写真を撮影しましたが、開式後、どのお子さんも写真も映像も撮っておりません。同時期に伺

った久木中学校の卒業式でも、式典中の生徒さんの写真は撮っておりません。 

 御父兄の皆様、学校職員の皆様には、大変御不快な思いをさせ、御迷惑をおかけし、申し訳ございま

せんでした。私の軽率な行いが市民の皆様、議会の皆様にも混乱を来したことをこの場をおかり申し上

げて、改めて深くおわび申します。二度はいたしません。本当に申し訳ございませんでした。 

○（委員長） 発言が終わりました。 

 ただいまの発言に対して御質疑はありませんか。 

◆（橋爪委員） 今、経緯を御説明いただきまして、何点かお伺いしたいのですが、実費１万 5,000円

ということで、23人プラス２枚は横山議員が購入されたということですけれども、希望者の方は 23人と

いうことで、なぜ横山議員が２枚買われたのですか。 

◆（横山議員） お答えいたします。 

 まず、１万 5,000円を 23で割ったときに、数として割り切りが悪いというふうに思いました。元々自

分が１枚買うつもりで 24枚ありました。あと、息子が仲よくしていた、学校に来れないお友達がおられ

たので、後々その方にお話しして、必要ならば実費でお分けしてもいいかなと思って、25枚、自分の分

は２枚足し増ししました。 

◆（橋爪委員） まず、販売ですけれども、御説明では、希望者の方を募って、御自分も買うというこ

とでは 24枚ですよね。あとの１枚は、これから要るか要らないかも分からない状態で買われたわけです。

その主な理由というのは、１万 5,000円という実費が、24という数字では、24より 25のほうが１人当

たりの単価は安くなるということで、25枚を買われたということなのですか。 

◆（横山議員） 一つは手元に置いて、もう一つは、卒業式に来れなかった遠方の父、母に上げてもい

いかなと思っていたので、とにかく自分用として二つ購入した次第です。 

◆（橋爪委員） 確認ですけれども、１万 5,000円の実費というのは、枚数に関係なく１万 5,000円と

いうものなのでしょうか。 

◆（横山議員） 実は実費が発生しても、分けてほしいと言われたときに、どのぐらいの実費がかかる

のかあまり考えていませんでした。そこで、市内の業者やインターネットなどを見たところ、自分が考

えていたより高額でありまして、こちらのお見積りも、元々映像編集作業一式ＤＶＤ25枚の時間単価１



時間を約３時間分見積もったものを当初は考えておられたようですが、事情を話しまして、では実費で

いいよということで、単価の１時間分だけをもらうから、それでいいというふうに事業者から言われて、

元々１万 5,000円という金額が設定されておりました。 

◆（橋爪委員） 何枚であっても１万 5,000円だということですね。幾つか見積りをとったということ

ですけれども、ちなみにほかの見積りだと幾らくらいという計算だったのですか。 

◆（横山議員） このＤＶＤのどのような編集にするということは書いてなかったのですけれども、約

倍くらいの値段だと記憶しております。 

◆（橋爪委員） 倍くらい、だから３万円前後くらい通常だとかかるものを１万 5,000円の業者に、先

ほどお名前も出していただきましたけれども、そこの業者にお願いした。更に、１万 5,000円が何枚頼

もうと１万 5,000円ということで、23人希望者だけの枚数であれば、それだけ個人の負担が増える。そ

れを 25枚にしたことで、600円になったという御説明だと思うのです。 

 先ほど利益を得ていないということも御説明されましたけれども、現実問題として、発注された業者

というのは、初めての業者なのでしょうか、それとも以前から一定のお付き合いがあるような業者なの

でしょうか。 

◆（横山議員） 一定の付き合いのある業者です。 

◆（橋爪委員） 知り合いの業者に通常よりも安くしてつくってもらったということですか。 

◆（横山議員） 通常よりも安くというよりは、実費の負担でお願いしたいと。それだけ頼んで見積り

が来たので、それに対しては深くやり取りはしていません。 

◆（橋爪委員） 実費という根拠というのは何なのですか。 

◆（横山議員） 編集の作業というふうにしか聞いておりませんが、私の私見では、自分用の映像であ

りましたので、多分私の声なども入っていたりしたとか、それから画像をきれいにしてくださるとか、

そのようなことではないかと思います。 

◆（橋爪委員） 付き合いのある事業者が今回実費ということで１万 5,000円で加工して、製品化して

くれたということだと思うのですが、そこに利益が当然仕事として発注しているわけですから、そこが

事業者にとって利益を得ているのかどうか、その辺のところというのは今の御説明では分からない部分

ですし、利益というのは、お知り合いということであれば、次につながるような部分も含めて、事業者

としては、この仕事を受けることで、何らかの利益を得るような状況というのは、通常の営業活動だっ

たらあり得ると思いますけれども、その点は横山議員はどう捉えているのですか。 

◆（横山議員） こちらは女性だけで運営されておられる、会社の規模とかは存じ上げないのですけど

も、女性だけで運営されているのと、頼んだ方御自身が母親であられたので、私は当時一番考えていた

のは、動画のほかへの流出ということがありましたので、信用できる方にお願いして、作業の後は、も

との私のお渡ししたものをきちんと消すところまで確認しようと思っていたので、こちらにお願いした。

ここの利益等については、実費と伺っておりますので、それがどのように反映されているかは存じてお

りません。 

◆（橋爪委員） 今のここの段階では、横山議員のあくまでも受け止めという御説明だと思うのです。

そこのところは横山議員にこれ以上は聞いてもという部分だと思うのですけれども、そもそもなぜ業者

に頼むということを考えられたのですか。 

◆（横山議員） それはひとえにパソコンにつないで、どうにかそれはできるのだろうということだっ



たのだと思うのですけども、私にその知識が全くなかったからです。 

◆（橋爪委員） 例えば横山議員が動画を撮ったと。それを見た方が欲しいと言われたときに、その横

山議員が撮ったものを見せてさしあげる、貸してさしあげる、そういうことだって可能だったと思うの

です。業者を入れて加工して、製品化し、更にそれを呼びかけて、販売した、そういう状況に業者を通

したことでなっているのではないかというところは非常に疑問のところなのですけれども、貸してあげ

るよという関係はなかったのですか、そういうことは考えなかったのですか。 

◆（横山議員） 自分のタブレットミニの中には、議会支給のタブレットと同期させておりましたので、

サイドブックスも入っていたし、自分のメールも入っていたし、いろんなものが入っていました。です

から、手元に持っておくべきだと思いましたし、誰かにお貸しするというようなことは、その場で転送

できなかった、その場でできなかった時点から、そこで私ができるよという人もおられなかったもので

すから、何とかして、どうやって手間をやったらいいのかも分からないし、とにかくかかった分は払う

から分けてと言われて、そのときは謝恩会の場でしたので、それ以上そういう話にもならず、誰かに渡

せばいいやというふうに考えてしまいました。御指摘を受け止めて、大変反省するところでございます。 

◆（橋爪委員） だって、メールで配信しようと思ったりもしたわけですよね。だから、今、御説明い

ただいて、知識がなかったということなのだけれども、保護者の方が御自分の子供の写真を撮ることは

禁止されていないですよね。だから、その範ちゅうの中で撮った。しかし、それを製品化して、お金を

取る、そこまでの想定は多分学校側もなかったのだろうと思うのです。だから、それぞれが撮った動画、

あるいは写真を保護者同士での交換、その域からは超えてしまったわけですね、今回。 

 今、御本人は配慮が足りなかったという一言をおっしゃられましたけれども、それは言葉を変えれば、

先ほども言いましたけれども、当然販売したということになるわけです。しかも、来賓席で撮った写真

に対して、動画に対して。そういう自覚は今はお持ちでいらっしゃいますか。 

◆（横山議員） 疑義を持たれたことに関しては、御指摘を受け止めて、申し訳なく思います。販売し

たのは事業者であって、それも実費で利益は得ていないと先ほど申し上げました。当時はそれを販売と

いうふうには、その場にいた保護者の皆様からもお話も発言もなかったので、実費で分ける、しかも販

売というようなふうに考えていなかった。たとえ誰も利益を得ていないにしろ、販売と言われる行為を

引き起こしたことは全て私の不徳のいたすところですので、大変申し訳なく反省しております。 

◆（橋爪委員） 卒業式が終わった後の謝恩会で卒業式のことが話になった。そのときに欲しいという

声があった。クラスのみんなにも呼びかけたら欲しいという声もあったという御説明ですよね。どうい

うふうにクラスの皆さんにはお声かけをされたのですか。 

◆（横山議員） ほかのクラス会の行事等、クラス一斉に配信してほしいというほかの案件もありまし

たので、クラス役員の方が、当時卒業したばかりでしたけれども、謝恩会のお料理や出欠席、その他い

ろいろのためにクラス役員がクラスの保護者の皆様のメールのアドレスを持っておられましたので、最

後のクラス行事のような意味合いで、また私自身も全員のお母様の連絡のつくアドレス等は持ち合わせ

ていませんでしたので、その場でクラスの役員にお願いしてやろうというふうにみんなで決めて、そう

なった次第です。 

◆（橋爪委員） 議員共有フォルダにその呼びかけのメールを配信されていますけれども、今、御説明

いただいたメールというのは、議員共有フォルダの内容ということで、横山議員の出されたもので間違

いないですか。 



◆（横山議員） これは私の発信したメールです。このメールの書き方は、私が販売行為を積極的に持

ちかけているととられても仕方がないほどの書きぶりであったというふうに反省しております。当時、

誰だけもらって、誰だけはもらっていないということが卒業した後に取り沙汰されたら嫌だというよう

なお声が本当にありましたので、また私どものクラスは２年連続で学校にプロジェクターの配置も求め

ておりましたが、それが不具合であったということについての憤りもありました。 

 ですので、誰がこういうことを言い出したのだ、また誰と誰がもらうのだというようなことがないよ

うに。反省しております。ことさら自分が持っているから、みんな気軽にこの件に参加してくれという

ような書き方をしてしまいました。その当時は、このようなことになるとは思ってもおりませんでした

し、このメールはクラスの中だけのものだというふうに考えておりましたので、書き方には軽率な部分

があり、これを捉えて、御不快に思われた方がおられたとしたら、改めて自分の軽率さを恥じ入る次第

であります。 

◆（橋爪委員） こういうふうに書いちゃったけど、そんな意図はなかったのだみたいな今御説明だと

思うのですけれども、そうではなくて、このメールを見れば、横山議員が積極的に皆さんにこういうの

をつくったよ、実費はかかるけど、みんな買わないですかと呼びかけているわけです。そのことが今問

われているのは、当然一保護者ということではなくて、横山議員は冒頭でも議員として来賓席に座られ

たと。現に議員でありますから、一部の方を対象に御自分がつくったものを製品化して、買ってと呼び

かけて、そのことが議員であればどういうことにつながるのかということは当然お考えになるべきこと

だと思いますし、今問われているのは、そこの問題だと思っているのです。改めて伺います。 

◆（横山議員） 橋爪委員の御指摘は、そのとおりだと思います。けれども、私は販売者ではありませ

んし、取りまとめはいたしましたが、販売の事業者ではなかった、販売行為を勧めるつもりで起こした

わけではないということは御理解いただきたいと思います。 

◆（橋爪委員） 営業行為は認められるのですか。 

◆（横山議員） 取りまとめをしたので、営業行為とは思っていません。この私信で私が一番いけなか

ったと思うのは、当時、私は申し込む方が多ければ、金額は安くなるだろうというふうに思っておりま

したので、そしてクラスの行事なので、クラスの最後の思い出だよということを伝えようと力みが入り、

そのような書き方をしてしまいました。反省しています。 

◆（橋爪委員） 12分ほどということですけれども、撮影はクラスのお子さんだけ、卒業式の重要な部

分だけを撮ったのですか、どういう中身をどれだけ撮ったのですか。 

◆（横山議員） あまりにも画像が重たかった、全然送れないというふうに表示がされたので、10分ほ

どと、あと写真の重みで 12分ほどと書きましたが、実際は事業者に渡してみたら６分ほどでございまし

た。６分は、クラスの６年３組というふうに呼称がされてから、最後の子供が受け取るまでの一部を膝

の上から固定のタブレットミニで撮影したものです。 

◆（橋爪委員） ６分、６年３組のクラスの全員の分、更に歌を歌っている写真。 

◆（横山議員） 呼称やその他のものが終わって、卒業式の一番最後に卒業生がばあっと壇上に上がっ

て、びっしり詰まって、歌を歌った部分が感動的だから、それを人の映像というよりは声ですかね、歌

ということで一つ残したかったので、ＤＶＤに入れる意図は、撮影したときはありませんで、自分の子

供たちの、ただ子供は遠くて見つけられませんでしたので、映った分だけでありますが、音声は入って

おりましたので、それを６分につけ足したというところでございます。 



◆（橋爪委員） 全員の方の許可を得られたわけではないと思うのですけれども、その関係と、あと許

可なく撮ったものをお金で売っているわけですから、販売していることについて、それは肖像権の関係

ではどうなのですか、問題はないのですか。 

◆（横山議員） それを作成したりの段取りのときには、こういうことをやるよというようなことに対

して一定の時間、何かの御意見が来るかということで、クラス役員も待ってくださいましたが、動画を

編集することに対しての子供のプライバシーに関する御意見は、待っていた間、クラスの配信後、どな

たからも上がりませんでしたし、それはクラス役員の方も個人的にもそういうお話は頂戴していないと。

誰の返信メールにもありませんでした。歌の部分に関しましては、ＤＶＤにまとめたということで、今

大変にお叱りを受けているところでございますが、撮ったときは、式典の全体として公開されているも

のと思っておりましたので、深い考えは持っておりませんでした。 

◆（橋爪委員） そこは横山議員の受け止めというところのことですよね。もうちょっと伺いますけれ

ども、これを撮るときにお子さんたちが来賓に向かって会釈しているというところもあったかと思うの

ですけれども、立ちどまらせるようなこと、そういった促しみたいなこともされたのですか。 

◆（横山議員） 恐らくそれは自宅用として今も残っておると思うのですけれども、子供の卒業の組で

はなかったですが、それまでのクラスメートであったりした部分だと思います。卒業のクラスのときは

一緒ではなかったのですけれども、それまでに一緒のクラスだった子供の仲がよく、うちにもよく遊び

に来ていたような子供さんでした。自分の子供の思い出として、立ち止まらせたという意識はありませ

んでしたが、教育委員会からも御指摘を受けていますので、行き過ぎがあったと大変反省しております。

申し訳ございませんでした。 

◆（橋爪委員） 撮っていることで議事妨害に、行事の進行の関係でそれが滞りなく進まなかったとい

うような報告も教育委員会のほうからはいただいているわけですけれども、実際に私はその動画を見て

いないので、今どうなのかというところが分からない状況なのです。横山議員としては、教育委員会が

報告で述べているようなことはなかったということなのですか。 

◆（横山議員） 動画には個別に撮ったクラス以外の卒業時に一緒だったクラス以外の方の個別の写真

は入ってございません。それはあくまで自分の子供の小学校生活の思い出として撮影したものでござい

ますので、動画とは関係ありません。ただ、教育委員会のほうから御覧になったときに、それが御不快

に当たっていたというのは報告書を読んで大変反省しているところでございますので、申し訳ございま

せんでした。 

◆（橋爪委員） ごめんなさいね、私、謝ってくださいとか言っているわけではなくて、状況を確認し

たいのです。それで、教育委員会のほうからの報告というのは一つあって、ただ横山議員としては、学

校の卒業の行事を自分の動画を撮るということで行事を遅らせたというようなことが、あなた本人とし

て意識、認識があるのかどうか、あったのかどうかというのを今伺っているのです。 

◆（横山議員） 動画を撮っていることに関しましては、何のアクションも起こしておりませんので、

そういう認識はございません。歩いているところを撮ったことに対しましては、立ち止まれた意識はあ

りませんでしたが、もし１秒でも２秒でもそこに止まっていたということがあれば、それは私の責任で

すし、しかしながら、全体の流れして、それを遅らせるようなことになったほど長い時間だったとは考

えておりません。 

◆（橋爪委員） 御本人としては、そんな長い時間でもない、12分が長いか短いかというのはいろいろ



あると思いますけれども、御本人としてはそういう意識はなかったということなのです。ただ、結果と

して、学校の先生方が全体を捉えて、どうだったかということは、それはそれとして、しっかりと主催

された学校側がどう捉えているのかということは、きちんと私は確認もしながら、客観的にどうだった

のかということは見ていかなければいけない部分だと思っているのです。一旦終わります。 

○（委員長） 他に御質疑はありませんか。 

◆（加藤委員） ある一定の説明を受けたのですけど、まだちょっと疑念が払拭できませんので、私の

ほうからも何点かお伺いさせていただきたいと思います。 

 横山議員は、私は販売者ではないということを先ほどから何回も重ねてお話しされているようなので

すが、販売者として、自ら物を制作して販売するということだけが販売者ではないわけですから、結局

は外部に委託したというような形だと思うのです。お友達の方に制作を依頼したというわけですから、

実際問題、ＤＶＤ１枚なんて、本当に安価な金額なわけですから、その内容もどういう程度のものなの

か、そしてその金額が本当に原価が幾らで、どの程度ででき上がっていて、実際にそれで金銭的利益が

得ているのかどうかということは、今の説明の中ではよく分からないのですが、金銭的利益を得ていな

いということを証明できるものは何かお持ちになっていらっしゃるのですか。 

◆（横山議員） 私が持っているのは、編集される方の時間単価が１時間１万 5,000円だということだ

けです。作業するのに１時間はかかるだろうから、実費として１万 5,000円は請求するよということで

見積りを頂戴しています。 

◆（加藤委員） 見積りをお持ちになっていらっしゃるということなのですが、結局は編集作業がどの

程度かかっているかどうかということも、その業者の方から直接聞かなければ分からないと思うのです。

実際に利益を得ているのかどうかということも、今の説明の中では不十分だと思うのですが、もう少し

お伺いしたいのですけど、教育委員会のほうの報告書は御覧になっていると思うのですが、来賓席に入

る前にある先生からは、来場の入場が遅れていたので、担当者として、体育館の入り口の廊下を見にい

ったところ、横山議員が廊下を歩いている校長やほかの来賓の様子を撮影していました。卒業生の入場

がステージからおりてくる形でしたが、その入場の様子を撮影していましたと書いてあるのです。 

 その後に呼びかけのシーンでタブレットを時々出して撮影していた記憶がありますという形でつなが

ってくるのですけど、来場の入場が遅れていたということを先ほど橋爪委員も議事妨害ではないかとい

うお話をしていましたが、当初来賓席で座るなら、まず来賓席に座った後、卒業生を拍手でお迎えする

と思うのですけど、ここのところがよく分からないのですが、来賓席に座らずに入場を、入ってくる子

供たちを体育館の外に行って撮影していたということなのですか。 

◆（横山議員） そこをきちんとお話しするだけの記憶はないです。申し訳ありません。私はここでお

待ちくださいと言われたところでは、止まって待っていましたし、ここでお待ちくださいと言われてい

たり、歩いている後ろ姿は、体育館に行くちょっと手前のところには学校の給食の掲示板等もございま

したし、全てが懐かしく、撮ってしまいました。 

○（委員長） 今、加藤委員が御質疑されている資料、教育委員会の報告については、閉会中のところ

の議会運営委員会フォルダに配信されておりますので、皆様御確認してください。 

◆（加藤委員） 申し訳ありません。今、委員長のほうから説明していただいたのは、５月 17日に教育

委員会のほうから、村松教育長のほうから平成 27年度逗子小学校卒業式の動画ＤＶＤの無許可販売事件

についての報告というもので、調書まとめというものを２枚、教育委員会のほうからいただきました。 



 それの１枚目の一番下の段の当時の逗子小学校校長、教頭、６学年担任３名の計５名ですね、４クラ

スのうち１クラスの担任は県外へ転出のため聴取できずということで、ＡからＤまで御報告を上げられ

ていましたので、Ｃという方ですので、校長なのか、どなたか分かりませんが、その方の報告書をもと

に今説明させていただきました。 

 教育委員会のほうとしてみれば、調書まとめということですので、更に詳しい報告もあるのではない

かと思っていますし、当該来賓席から撮影したということだけではなくて、そもそも卒業式という行事

そのものを妨害したのではないかということが、こちら教育委員会のほうでは式典が終わった後に話し

合われたということもこの報告書の２ページのほうにも書いてあります。 

 そのことからしっかりと教育委員会としての御意見も改めて聞かなければいけないのだろうと思って

いるのですが、来賓席のほうから撮影されたということは、先ほどお認めになられましたけど、この文

書、報告書から読み取れるのは、入場のところから最後まで撮っていたのではないかというふうに読み

取れるのですけど、販売した中身が６分かどうかではなくて、撮影したのは最初から最後まで撮影して

いらっしゃったのでしょうか。 

◆（横山議員） それは違います。 

◆（加藤委員） どこからどこまで撮影されているのですか。 

◆（横山議員） 先ほど申しましたとおり、６年３組というふうに、２組の子供さんが全部終わられて、

６年３組となったところから始めました。 

◆（加藤委員） 先ほどクラスは違いますけど、ほかのお子さんのお写真も撮ったとおっしゃっていた

と思うのですが、それは写真のことですか、ＤＶＤのことですか。 

◆（横山議員） 写真です。 

◆（加藤委員） 先ほど今年度久木中学校の式典も写真を撮っていませんとおっしゃっていましたけど、

私の隣に座られて、写真を撮っていたと思うのです。ですから、認識の違いなのか、周りから見ている

のと横山議員がおっしゃっていることが、整合性が合わないというふうに思っているのですが、私自身

は逗子小学校の卒業式に行ったことがないので、どういった形で配置がされているかよく分からないの

です。プロジェクターを２年設置を求めてきたが、それができないから憤りもあったというふうに先ほ

どおっしゃったと思うのですけど、その件も何をおっしゃっているか全然私には理解できないのですが、

教育委員会に対して、どういうふうに何を働きかけてきたのですか。 

◆（横山議員） 全く平らな体育館で、式典のための台を置き、その台より下のところで子供が卒業証

書をいただくという形で、以前は同じ形でも向きだけは、平らな場面であっても、向きだけは形が違っ

ていて、歩いてきた子供が卒業証書を受け取る様子が一定見えるようになっておりましたが、数年前か

ら段の配置が真ん中で、しかも卒業生のほうを校長先生が向いている形でありましたので、全く見えな

いので、前のような位置にできないかというふうなクラスの中からもお話があったので、クラス役員と

一緒に見えるようにしてほしいというのは、担任の先生を通じて、お願いしたところでありました。 

◆（加藤委員） 全然よく分からないのですけど、販売の営業をしたと推察されるメールには、校長に

対しても働きかけを行っていたのではないかと思うのです。ここには定年まで最後の１年もまた逗子小

学校のことが人事異動で分かりましたと書いてありますが、どうも校長先生に対する人事異動も教育委

員会に働きかけていたのではないだろうかと推察されるような文面がここにも書いてあるのですけど、

この件についても教育委員会にきちんとお話を聞かなければいけないのだろうというふうに思うのです。 



 ＤＶＤの撮影については、先ほど当該御自分のお子様のクラスだけというお話をしていたと思うので

すけど、買ってない保護者もいるわけです。当然ながら買ってない保護者の何人かは、私のところにも

相談に来ています。それ以外にも、ほかのクラスの保護者からも目に余る行為だということでクレーム

が私のところにも来ていますし、ほかの議員のところにも来ています。当然教育委員会もそれは受け止

めています。 

 その件に関して、どこまで自分の子供が撮られているか分からない。だから、回収してほしい。そも

そも自らの、自分の子供に対する肖像権の侵害だとおっしゃっている保護者もいらっしゃるのですけど、

それに対して横山議員はそういったお子さんは絶対撮っていないということは言えるのでしょうか。 

◆（横山議員） 絶対撮っていないとは言えませんが、23人以外のクラスの方の中からは、先ほども申

しましたように、それを疑問視する声が上がらなかったので、こういうことに踏み切ったということで

ございます。家庭用ということで、何度も念押ししていますので、その他のクラスの方がどのような経

緯でそれを御覧になったかは私は存じません。 

◆（加藤委員） 当然横山議員も保護者ですから、学校側から自らのお子さんの写真に対する取扱いに

ついては、年度が変わったときに同意書というものを書いて提出していると思うのです。私も書いてい

ます。それは学校という行事の中のある一定の範囲内におけるものであり、かつ外には出さず、それは

希望する保護者に関しては、卒業年度、又は学年の終了時に取扱いはみんなで決めるという形になって

いると思います。 

 今回、横山議員が行った行為は、卒業式という議事を妨害して、かつ相手の同意もなく、無断で子供

たちの写真並びにＤＶＤという形で肖像権を侵害した行為を行ったことに、保護者の方たちは教育委員

会に対してもお怒りをされているのです。ですから、当然ながら、全員に了解を得た上で行うべき問題

だったと思うのですが、どうして了解を得ようと思わなかったのですか。 

◆（横山議員） 式典がモニターもつき、いろんな方々が動画も撮っておられましたし、撮った写真の

やり取りも、保護者同士でほかのお子さんがいらしても、せっかく撮れたものだからというやり取りが

今までもありましたので、ただ私は来賓の席から撮ったものでございますので、一般の保護者と同じよ

うに自分を捉えていたのは大きな過失だった、行き過ぎだったと思っております。 

◆（加藤委員） 重大な過失ではないですか。そもそも軽い過失ではないと思います。そもそも過失で

はなくて、分かっていてやったわけですから、過失ではないというふうに思いますが、当然同じ来賓の

場には同僚の議員も何名か出席していたと思うのですけども、また市長の一番下のお子さんも同じ学年

ということで、市長も卒業式には出席していたと思うのですが、市長は来賓として呼ばれていませんか

ら、保護者の席から撮られていたと思うのですけど、保護者席の一番前に並んで、一番前から撮られて

いたことは御存じですか。 

◆（横山議員） 存じております。一番前だったかどうかは分かりませんが、保護者席におられたのは

存じております。 

◆（加藤委員） 保護者席の一番前からだったら、同じように撮れたのではないかと思うのですが、な

ぜ来賓席に座って、お子さんたちの姿を撮ろうというふうに思われたのですか。 

◆（横山議員） 不徳のいたすところでございました。私は当時、役職で呼ばれていたこともあって、

来賓の席に座らなくてはいけないと思っていました。しかし、母親の気持ちがそこに公私混同があり、

子供の写真を撮ってしまったことと、その点については弁解の余地はなく、おわび申し上げます。私は



父兄席に、自分の来賓として呼ばれたのを断って、子供の写真を撮るべきでした。 

◆（加藤委員） 単なる一議員ではないのです。あなたは教育民生常任委員会の委員長としての役職で

確か座っているのですよね。その役職の任は重いのです、分かりますか。来賓として呼ばれていて、一

議員としての列席ではないのです。だとするならば、当然そこでＤＶＤを、議会対応のタブレットなの

か、個人的なものなのか分かりませんけれども、それで子供たちの同意、そして教育委員会の同意、学

校長の同意もとらずに、無断で議事を妨害して撮ったことが問題になっているのです。教育委員会とし

てみれば、式典が終わった後に紛糾したということも聞いています。 

 ですから、今後、来賓席、そして議員としての来賓の在り方まで、逗子市議会としての品位の問題ま

で関わってきている問題なのです。そのぐらい役職として臨席した議員が行ったという自覚が全く足り

ていないという問題なのです。ですから、個人的に事業者かどうか、金銭的に利益を得たかどうかとい

うことは、この場では明らかになりませんし、そもそも教育委員会のほうからもしっかりと報告書が上

がっていますから、そのことについての見解もただして聞かなければいけないと思うのですけれども、

購入していない保護者の方たちから、ＤＶＤを回収してほしいという意見もありますけど、その点につ

いてはどうでしょうか。 

◆（横山議員） これは既に自宅用ということに銘打って、個人のお一人おひとりにお金を実費を払っ

て事業者から受け取ったものだというふうに思っています。それを私の権限で回収するということは難

しいと考えております。 

◆（加藤委員） だって、あなたは営業したのでしょう。横山議員は営業したのですよね、皆さん、買

いませんかって。だとしたら、積極的に営業をかけたのですから、当然希望していない保護者の方がい

るのです。１クラス全員撮ったのですよね。１クラス何名か分かりませんが、23名とおっしゃいました。

だとしたら、ほかの方たちの何人かは、自分のお子さんがそういった形でＤＶＤを撮られるのをよく思

っていない方もいらっしゃるのです。そういった方たちは回収してほしいとおっしゃっています。その

気持ちをしっかりと酌むべきではないかと思うのですが、いかがですか。 

◆（横山議員） 既にお渡ししているものなので、私の一存では決められません。 

○（委員長） 他に御質疑はありませんか。 

 オブザーバーの根本議員から発言を求められておりますけども、発言を許可することに御異議ありま

せんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◆（根本オブザーバー） 公職選挙法の問題と個人情報の配慮についての観点からお伺いさせてくださ

い。 

 今、未集金の方はいないということでよろしいですか。ＤＶＤの代金として、受け取ったお金につい

て、未集金の方はいないということでよろしいですか。 

◆（横山議員） そのつもりでおります。 

◆（根本オブザーバー） クラス委員に声かけを、クラスの中に周知を図っていて、ある程度一定期間

待っていて、反対の意見が出ないかということを考慮したという期間があるということだったのですが、

その点も含めて、もし記録や記憶があれば、声がけから配布の日、お金を集めた集金日などの日付けが

もし分かりましたらお知らせいただきたいのです。 

◆（横山議員） 集金は、当初それぞれの方が事業者に銀行振込等でやるのがいいというふうに考えて



いました。600円に対して振込料が 200円以上かかることが分かったのと、卒業して、すぐに最初の５月

の連休の砂の芸術のときに同窓会が行われることになっておりましたので、おつりがないように支度を

して、また当日来れない方は、その分もどなたかに託して、全員 600円の封筒に入れたものと引換えに

お渡しした次第です。 

 それはひとえに卒業してしまっているので、どこでどういうふうに受渡しをしたらいいだろうという

ふうに考えたときに、みんなの一番集まる機会でやるのがいいだろうといったお話になったものですか

ら、その日にしました。去年の砂の芸術の日が、すみません、しっかりいつだったかは覚えていません。 

◆（根本オブザーバー） 砂の芸術の日にお金は全員分、回収できたという理解でよろしいですか。 

◆（横山議員） そのつもりでしたけれども、実際のところは何人かが漏れてしまいました。それなの

で、確実に会えるから、私が立て替えるよということで、ほかのお母さんがチェックをつけて、600円と

いうふうに記述しておられました。 

◆（根本オブザーバー） お金のほうは分かりました。最初の先ほどのメールが４月 12日の配信があっ

て、いりませんかということで、そこのある程度の期間があって、反対の意見が出なかったので、クラ

スの同意が得られたというふうに考えられているということなのですが、待っていた期間というのはど

のぐらいだったか、何日まで分からなくても、どのぐらいの期間をもって同意を得られたというふうに

考えられたのか分かりますでしょうか。 

◆（横山議員） ５月５日でなかったかなと思うのですけれども、そこには必ず受渡しのためにＤＶＤ

がなければいけないという状況でした。ですので、多分４月 12日から連休の前には１週間程度で締め切

って、連休の前には何枚でここに誰々ということで漏れていませんかというふうに再度確認のメールを

配信していますので、ただそれは希望された方だけをピックアップして、再度送り返したと記憶してお

ります。 

◆（根本オブザーバー） そうしますと、連休前で４月 12日のメールから、連休前だと仮に４月 28日

として、その２週間の間に反対の意見が出なかったので、クラスの了承は大丈夫だろうというふうに大

体考えられたということですか。 

◆（横山議員） そのとおりです。 

○（委員長） 他に御質疑はありませんか。ほかの方は大丈夫ですか。 

◆（橋爪委員） 横山議員が撮影されたＤＶＤの動画ですけれども、私は以前、ぜひ御提示いただきた

いということで、委員長には意見を申し上げたのですけれども、改めてどれだけの児童が、またどのよ

うな状況での撮影なのかということも確認したいと思うのですけれども、横山議員のほうでそういった

ＤＶＤの提供をいただけるのかどうかお伺いしておきたいのですけれども、ぜひ提供していただいて、

視聴させていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

◆（横山議員） 私が言ったとおりのものしか本当に映っておりませんので、本来でしたらそれ以外の

ものはないと証明したいと私も考えました。このことについて、当時、一緒に動いていた保護者の方と

話をしましたが、そもそもクラスの私信が宛て先が、御意見があったらここへ送ってくださいというよ

うなことが全く書いていないネットのブログに上がったということで、大変にどうしてこんなところに

上げられてしまったのだろうと。また、一斉メールでしたので、それぞれのアドレスが全部記載されて

いたので、自分はアドレスを変えなければいけないのではないかというふうに慌てた方もいらっしゃる

というふうに伺っております。 



 この件に関しまして、自分たちが発信したものの内容ややり取りは、個人が特定されてしまうので、

お気持ちは分かるけれども、提供したり、開示したりしないでほしいというふうに私は私で頼まれて、

今日を迎えております。一方の人たちの個人情報がさらされるということにつながるということで、Ｄ

ＶＤの提供はできません。 

◆（橋爪委員） すみません、今の御説明はよく分からなかったのですけれども。 

○（委員長） ＤＶＤの提供はできないということです。 

◆（橋爪委員） どうしてできないのですか。個人情報がとか、それぞれの方がということで御説明が

あったと思うのですけれども、ただＤＶＤはお子さんが映っている状況ということでの御説明だったわ

けですけれども、一方で、そのことでＤＶＤに自分の子供が映っているかもしれない。だったら、それ

は保護者であっても保管するような形で第三者に持たれるのは嫌だというような意見もあるという状況

が今披れきされたわけです。 

 そういった中で実際にこれが不特定多数に発していくというおそれも心配されているお声もあるのだ

ろうと思いますけれども、今、私は改めて議会のこの場ですので、そういった環境の中で実際にどれだ

けの方がどういった形で撮影されているのかというようなところは、それがひとり走りするような場で

はないという前提の中で見せていただけないのかということで伺ったわけです。だから、一般的な第三

者の方が、ちょっとそれ見せてということとはまた違うということをぜひ御理解いただきたいのですけ

れども、でも今この場では調査ができる場ではありませんので、あくまでも横山議員の説明を聞くとい

う場なので、改めて私が今言ったような観点から、内容の確認というのは必要だろうということは思っ

ておりますけれども、この場ではここまでにしたいと思います。 

 あと、横山議員にもう一つお伺いしておきたいのですけれども、今回の卒業式の動画をＤＶＤにして、

販売したというような行為を、そうではないのだというような文書が教育委員会のほうに届いているよ

うなこともちょっと耳に入っているのですけれども、そういったものが提出されているということは横

山議員は御承知なのでしょうか、伺います。 

◆（横山議員） 存じております。当初、私はクラスの役員をされていた方に、こんなことになってい

るというふうに相談を持ちかけました。当時の役員は数名おられましたけれども、お会いもしました。

ですけれども、役員は自分の発信したメールがネット上に上がっているということを非常に恐いという

ふうにおっしゃられて、協力は断られました。 

 次に、それでも説明しなければいけないというふうに考えましたので、最初にその人のことははっき

り覚えておりますので、これを分けてほしいと言われた方々をお一人ずつたどりました。確かに分けて

とあのとき言ったと。席の配置もみんなのを思い出して、どこに座っていたのかというようなことも考

えてみました。 

 けれども、これを私が自分が助かりたいがために書かせているということになったらいけないという

ふうに強く言われ、この件から離れておくようにと、離れているようにというふうに言われたので、私

は文面も見ていませんし、コピーなどのことでどのようなことが書かれたのか、今も分かっていません。 

◆（橋爪委員） そういったものは何らかのものが出ているというのは承知しているけれども、横山議

員としては、その内容は承知していないということですね。これに関連する部分のものであれば、当然

教育委員会にどういった文書で、また何を主眼として出されているのかといったことは、教育委員会の

ほうから確認していかないといけないのだろうというふうに思いますので、そこはまたこの場では教育



委員会をお呼びすることは当然できませんから、ここでの伺うことはここまで、これ以上は今の件に関

しても確認することはできないということですね。分かりました。 

◆（横山議員） すみません、今の件ですけれども、どのような点を主眼に思っていただいたのかは存

じております。当時、盗撮というふうに書かれておりましたので、盗撮の疑いがあるというふうに書か

れておりましたのと販売と書かれておりましたので、盗撮とは思っていないし、販売とも思っていない

ということでみんなの意見を募りたいというふうに文脈はありました。 

◆（橋爪委員） この点は改めて伺わなければいけないと思っています。あと、役員のやり取りがネッ

ト上に上がってしまっているというようなこともおっしゃられていたわけですけれども、その辺という

のは、このことに関連して、事実一般のネット上に上がってしまっているということであれば、それは

それとして、しっかりとまた確認していかなければいけない部分なのだと思うのですが、そのことにつ

いて、何か横山議員として、そうなる背景というか、思い当たるような状況とかがあればお伺いもして

おきたいと思うのですけれども、何かありますか。 

◆（横山議員） 全くありません。なぜクラスのものが問合せ先もないところから出たのかは、今も分

かりませんし、そのことについて多くの保護者の方からどうしてなのだろう、誰なのだろうというふう

に質問も受けましたけれども、お答えすることは全くできませんでした。 

◆（橋爪委員） 関連する部分でいろいろと広がってきている、教育委員会の中、それから保護者の中、

今の関係ということもかなり広がってきているという部分では、しっかりと調査していかなければいけ

ないのだろうと思っているのです。 

 あと、先ほど来、御本人が御自身の不徳のいたすところであるとか、認識が足りないということでお

話をされているのですけれども、今回そもそも卒業式に当たって、しっかりと動画を撮ろうということ

で来賓席に座られたというところは、そういうお考えだったということで確認させていただきたいので

すが、そういう理解でよろしいですか。 

◆（横山議員） それについては本当におわびを申し上げます。私は来賓として座っているつもりでし

たが、自分の子供、知っている子供がどんどん出てくることで、母親の気持ちになってしまい、公私混

同を犯したと思います。初めから動画を撮影したり、何かを販売しようと思って、その場に座っていた

ことでないことは、この場をおかりして、再度申し述べさせていただこうと思います。 

◆（橋爪委員） それはさっき伺ったのです。要するに最初から動画を撮るのだということで、写真は

皆さん、私も母親ですから、子供の写真、あるいは友達の写真を撮りたいという気持ちは分からなくも

ないのです。ですが、横山議員はそれを最初から動画をしっかり撮るのだというつもりで座られたと、

卒業式に向かわれたということで理解してよろしいのかどうか確認だったのです。 

◆（横山議員） いいえ、座っていて、その場で思いつきでそうしたということでございます。また、

プロジェクターには、その様子が動画として一部始終映っているものだと思っておりましたので、そこ

についても全体を映しているものがあり、向こう側からも撮っている方がいるだろうというふうに思っ

て、その場の思いつきで撮影しました。 

◆（橋爪委員） その場の思いつきというのは、どの段階で思いついたのですか。 

◆（横山議員） 自分の子供のクラスの呼称がされたときです。 

◆（橋爪委員） でも、さっき加藤委員とのやり取りの中で、教育委員会の報告書の中では、入場する

前から撮っておられたわけですよね、違うのですか。 



◆（横山議員） それが何を示すのか、申し訳ありません、私は廊下や、来賓として呼ばれて、階段を

上がっていく様子だというふうに思っていますので、それは確かに写真を撮っていました。 

◆（橋爪委員） それは写真を撮っていたのですか。 

◆（横山議員） はい、そのつもりでした。 

◆（橋爪委員） これは写真を撮っていた。そして、進行に遅れを来させたという報告ですよね。そし

て、来賓席に座って、その場の思いつきで、６年３組になったときに、写真ではなくて、動画をずっと

撮っていた。何かおかしくないですか。 

◆（横山議員） 自分の子供のクラスの動画を撮ったのは、自分の子供の思い出として撮りたいと思っ

たから撮ったわけでして、そこは先ほど来申し上げていますように、来賓の自覚が足りず、母親として

の気持ちがまさって、公私混同したということでしかございません。 

◆（橋爪委員） タブレットで写真も撮れるし、タブレットでずっと動画も撮れるわけです。この違い

というのは、横山議員がこれは動画です、これは写真ですと言われてしまえば、この場では分からない

のですけれども、先ほど来の御説明、それから横山議員が皆さんにこれ買いませんかというメール、こ

ういったものを見る限りでは、初めから自席から、来賓席は自席ではないと思いますけれども、自席か

ら動画を撮りましたと。こんなよく撮れたから、みんな買わないですかというふうに非常に意図的な部

分も感じ取れるような内容なのです。だから、そこのところは今の御説明というのと随分と違っている

のではないかというふうに思うのです。 

 併せて、第三者の学校側が一連の問題という形で卒業式を捉えたときに、学校側がこれをどういうふ

うに受け止めるかということも、大変今後に関わる問題という意味では非常に大きい部分なのだろうと

思っているのです。それと併せて、先ほどの事業者が介在して、お金を取って販売したということと併

せていくと、問題は非常に、先ほど公職選挙法の関係ということも出てきておりますし、きちんと御本

人が説明されていることの根拠となるものも照らし合わせていかないと私はいけないのではないかとい

うふうに思っているのです。質問は、御本人からは今そういうお答えでしたから、これ以上はお伺いし

てもという部分はあろうかと思いますので、私は終わりたいと思います。 

○（委員長） 他に御質疑はありませんか。 

 お諮りいたします。 

 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○（委員長） 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 横山美奈議員、お疲れさまでした。退席されて結構です。 

 暫時休憩いたします。 

     午後２時３４分 休憩 


