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（（（（質問質問質問質問))))    

政務調査費は、いつか

ら、あるのですか？ 

（（（（答答答答ええええ))))    2000 年（平成 12 年）5 月、第 147 回国会において「「「「地方分権地方分権地方分権地方分権のののの進展進展進展進展

にににに対応対応対応対応したしたしたした地方議会地方議会地方議会地方議会のののの活性化活性化活性化活性化にににに資資資資するするするする」」」」ためとして議員立法で地方自治法

が改正され、政務調査費の交付に関する規定が整備されました。 

「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化して 

いくことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の 

充実を図る観点から、議会における会派等に対する調査 

研究費等の助成を制度化し、あわせて、情報公開を促進 

する観点から、その使途の透明性を確保することが重要に 

なっております」とあります。 

    

    

    

    

（（（（質問質問質問質問))))    

政務調査費は、何のた

めにあるのですか？ 

すべての議会であるの

ですか？ 

（（（（答答答答ええええ))))  

現行の地方自治法では政務調査費を「「「「条例条例条例条例のののの定定定定めるめるめるめる    

ところによりところによりところによりところにより、、、、議員議員議員議員のののの調査研究調査研究調査研究調査研究にににに資資資資するためするためするためするため、、、、必要必要必要必要なななな    

経費経費経費経費のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして、、、、議会議会議会議会のののの会派会派会派会派またはまたはまたはまたは議員議員議員議員にににに対対対対しししし、、、、    

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費をををを交付交付交付交付できるできるできるできる」」」」と規定しています。 

都道府県・市町村がそれぞれの自治体ごとに条例を定めないと政務調査

費は会派や議員に支給できません。 

つまり、政務調査費を支給しない自治体もあるし、支給金額も自治体ごとに

違います。 

（（（（質問質問質問質問))))    

マスコミ報道等で政務調

査費が騒がれているの

は、どうしてですか？ 

（（（（答答答答ええええ)))) そもそも、政務調査費の目的は地方自治法の規定によれば、「「「「議議議議

会議員会議員会議員会議員のののの調査研究調査研究調査研究調査研究」」」」のためにあるのです。 

問題はその使途で、「「「「研究研修費研究研修費研究研修費研究研修費」「」「」「」「調査旅費調査旅費調査旅費調査旅費」「」「」「」「資料作成費資料作成費資料作成費資料作成費」「」「」「」「資料購入資料購入資料購入資料購入

費費費費」「」「」「」「広広広広報費報費報費報費」「」「」「」「公聴費公聴費公聴費公聴費」「」「」「」「人件費人件費人件費人件費」「」「」「」「事務所費事務所費事務所費事務所費」」」」を使途として認めています

が、上記使途の解釈と範囲はあいまいで、議員の裁量の範囲として、その

支出の大部分が許容されてきました。 

しかし、住民の調査やマスコミ報道で違法不当な支出や 

不適切な支出が明らかにされ、全国的に問題視されてい 

ます。住民からすると、「政務調査費」の「政務」とは何か 

が曖昧だといわざるを得ません。  
。 

    

    

    

    

    

（（（（質問質問質問質問))))    

不適切な支出があるの

になぜ是正されないので

すか？ 

（（（（答答答答ええええ)))) 行政や議会による《《《《無駄使無駄使無駄使無駄使いいいい分分分分をををを返金返金返金返金させるさせるさせるさせる、、、、    

またはまたはまたはまたは無駄無駄無駄無駄なななな支出支出支出支出をををを禁止禁止禁止禁止するするするする処置処置処置処置》》》》を監査委員に請求 

できる制度（住民監査請求）や住民訴訟もありますが、 

なかなか是正されないのが実態です。 

監査委員により違法または不当な支出ではないと判断されケースがほとん

どであり、監査委員の判断が議員寄りであると全国的にも問題になってい

ます。これは監査委員監査委員監査委員監査委員がががが公金公金公金公金からからからから高額高額高額高額なななな報酬報酬報酬報酬がががが支給支給支給支給されていることやされていることやされていることやされていることや、、、、現現現現

職議員職議員職議員職議員がががが監査委員監査委員監査委員監査委員にににに選出選出選出選出されているためされているためされているためされているため、、、、そのそのそのその判判判判断断断断がががが行政側行政側行政側行政側またはまたはまたはまたは議員議員議員議員

にににに有利有利有利有利にににに判断判断判断判断されるされるされるされるとの意見も有ります。 

監査制度のあり方も検討の余地があります 



川口市議会・政務調査費の概要① 
■ 川口市議会政務調査費の交付に関する条例 

地方自治法では「条例の定めるところにより、議員の調査研究に資するため、必要な経費の一部として、

議会の会派または議員に対し、政務調査費を交付できる」と規定しています。この規定をもとに、川口市で

は川口市議会政務調査費の交付に関する条例が2008年（平成20年）4月1日から施行されています。 

政務調査費に関する違法不当な支出が全国的な問題となり、平成20年3月議会では使途を証する領

収書等の添付を義務つける条例となりました。 

なお、議員、会派が政務調査費を支出する場合には「川口市議会政務調査費の交付に関する条例、

川口市議会政務調査費の交付に関する規程、政務調査費の手引き」などの定めに従い支出しなければ

なりません。 
川口市議会の政務調査に関する本会議審議状況(議員提案) 

平成12年12月 

定例会 

『川口市議会議員の市政の調査研究に資するための必要な経費の一部として政務

調査費を交付することを趣旨とする』として立石泰広議員他が議員提案した。 

本会議場で特段の質疑討論もなく、「異議なし」として可決。 

平成14年6月 

定例会 

地方自治法の一部改正に伴い、川口市議会政務調査費の交付に関する条例の条

項に異動が生じたため、五島淳議員他が議員提案した。 

本会議場で特段の質疑討論もなく、「異議なし」として可決。 

平成18年3月 

定例会 

議会の権限や民主制を損なうことなく改革をするために、交付額を議案の額に改正

するとして、定数削減議案に反対の立場から金子信男議員（共産党）が議員提案し

た。本会議場で特段の質疑討論もなく起立者少数で否決。 

平成20年9月 

定例会 

地方自治法の一部改正に伴い、川口市議会政務調査費の交付に関する条例の条

項に異動が生じたため、松本進議員他が議員提案した。 

本会議場で特段の質疑討論もなく、「異議なし」として可決。 

平成20年3月 

定例会 

政務調査費の交付対象を「会派」から「会派または議員」に改め、「収支報告書に領

収書等の証拠書類の写しを添付する」ため、現行の条例を廃止し、新たに川口市

議会政務調査費の交付に関する条例を制定された。岩澤勝徳議員他が議員提案

し、本会議場で特段の質疑討論もなく、「異議なし」として可決。 

平成平成平成平成25252525年年年年3333月月月月    

定例会定例会定例会定例会    

地方自治法改定地方自治法改定地方自治法改定地方自治法改定によりによりによりにより、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費からからからから政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費へへへへ名称変更名称変更名称変更名称変更とととと共共共共にににに、、、、使途拡大使途拡大使途拡大使途拡大

がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる条例条例条例条例にににに変更変更変更変更されるされるされるされる予定予定予定予定    

■  川口市議会の議員報酬と政務調査費 

川口市では下表のとおり、会派分・議員個人分を

あわせた議員１人当たり議員報酬とは別に政務調査

費を支給されています。 

①議員報酬 
報酬月額：620,000円 

議員任期4年：3,968万円 
(期末手当16ヵ月を含む) 

②政務調査費 

年額216万円(18万円×12月) 

議員任期4年864万円 
(1期4年合計) 

①＋② 1期4年合計：4,832万円 

 

県内の他自治体 

 報酬（月額） 政務調査費(月額) 

さいたま市 807,000円 340,000円 

戸田市 450,000円 40,000円 

蕨市 415,000円 33,000円 

草加市 470,000円 90,000円 

所沢市 560,000円 70,000円 

川越市 576,000円 80,000円 

※朝日新聞2011/3/10の記事より抜粋 



川口市議会・政務調査費の概要② 
■ 政務調査費の支出項目 

費目 内容 

研究研修費 

研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会

に参加するために要する経費（会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅

費、宿泊費等） 

調査旅費 
調査研究活動のために必要な都市の調査又は現地の調査に要する経費（交通費、旅

費、宿泊費等） 

資料作成費 
調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費（印刷製本代、翻訳料、事務機

器購入、リース代等） 

資料購入費 調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 

広報費 
調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PR するために要する経

費（広報紙、報告書印刷費、送料、会場費） 

広聴費 
住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要す

る経費（会場費、印刷費、茶菓子代等） 

人件費 調査研究活動を補助する職員を雇用する経費 

事務所費 
調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費（事務所の賃借料、維

持管理費、備品、事務機器購入、リース代等） 

その他経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 

※調査旅費は、川口市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 42 年条例第 4 号）第 5 条の

規定を準用して算出した額を基準とする。 

■ 政務調査費の手引きの詳細（平成24年3月版） 

川口市議会では、具体的な支出の基準等を「政務調査費の手引き」で定めています。これは議会の内規とし

て定めており、本会議等で議決されたわけでもなく、市民に幅広く公開されている情報ではありません。 

基本方針 

政務調査費は、川口市議会政務調査の交付に関する条例の規定に基づき、川口市議会議員（以下

「議員」という。）の調査研究に資するため必要な経費の一部として支給されるものである。 

したがって、政務調査費は、調査研究に要する経費に対して適切に充当されるべきものであり、調査研究調査研究調査研究調査研究

のののの目的及目的及目的及目的及びびびび内容内容内容内容はははは明確明確明確明確にされなければならないにされなければならないにされなければならないにされなければならない。。。。    

会派として政務調査費の交付を受けた場合は当該会派の行う調査研究活動に、議員として政務調査費の

交付を受けた場合は当該議員の行う調査研究活動に要する経費として充当するものとする。 

運用指針 支出不可の経費 

1. 実費弁償実費弁償実費弁償実費弁償のののの原則原則原則原則    
調査研究に実際に要した費用

に対して充当することを原則と

する    

2. 按分按分按分按分のののの考考考考ええええ方方方方    
調査研究に資するとはいえ、

経費の性質上全額を政務調査

費として充当することが適当で

ないと考えられる経費について

は原則として按分の割合を2分

の 1 として支出できるものとする    

3. 項目別運用指針項目別運用指針項目別運用指針項目別運用指針 

1. 政党本来政党本来政党本来政党本来のののの活動活動活動活動にににに関関関関するするするする経費経費経費経費    

2. 選挙活動選挙活動選挙活動選挙活動にににに関関関関するするするする経費経費経費経費    

3. 交際費的交際費的交際費的交際費的なななな経費経費経費経費    

4. 議員個人議員個人議員個人議員個人のののの秘書的職員秘書的職員秘書的職員秘書的職員のののの経費経費経費経費    

5. そのそのそのその他適当他適当他適当他適当でないでないでないでない経費経費経費経費    
・ 飲食を伴う会合、懇親を目的とする会合等の経費 

・ 親睦会、レクリエーション等を目的とする会合に関する経費 

・ 後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に関す

る経費 

・ 社会通念上妥当性を欠く経費、公職選挙法等法令に抵触する

経費（公職選挙法 199 条の 2「公職の候補者等の寄付禁止」等） 



他自治体との比較 
■  県議・市町村議の報酬ランキングと政務調査費（月額） 

 

 

※朝日新聞2011/3/10の記事『議員の価値 2011年統一地方選挙・報酬』より抜粋 

川口市議会議員の 

政務調査費（年額） 

18万円×12ヶ月＝216万円 

45名分で年間：9,720万円 



川口市議会・こんな使い方!! 
■ 平成23年度政務調査費の実績公開(市議会改選後11か月分) 

単位：円 

政調費総額 支出総額 残額（返還） 

82,800,000 68,180,878 14,619,122 
 ※議員45名、自民・公明・共産・民主新風会の4会派分の合計になります。 

川口市議会　政務調査費・平成23年度支出比率
（市議会改選後11ヶ月分・収支報告書の支出金額で試算）

7%

10%

4%

9%

39%

5%

7%

17%

2%

研究研修費

調査旅費

資料作成費

資料購入費

広報費

広聴費

人件費

事務所費

その他

 

■ 当会が適正化を指摘している支出内容等 

広報費 

資料購入費 

資料作成費

 

調査旅費 

研究研修費 
その他 

事務所

 

人件費 

公聴費 

上位3項目で 

支出の約66％!? 
 

広報費・事務所費・調査

旅費の順で支出額が最

多で、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費がががが市市市市

政政政政のののの調査研究調査研究調査研究調査研究とのとのとのとの趣旨趣旨趣旨趣旨

であることであることであることであることからすると、直

接的な調査研究に関わ

る費目の支出が少ない。 

 

※政務調査費よりも多い

支出総額を収支報告書

で記載している議員も含

めて集計しており、政務

調査費からの支出と若

干の相違がある可能性

があります。 

多額な広報費 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＭＭＭＭ田田田田議員議員議員議員 

市政報告として 

約6万部発行×4回＝約170万円 
の支出でチラシ等発行。 またHPを年度末に

更新等して広報費で計約27万円全額を政

調費より支出。 広報費の支出が全体の

89.2％となり、政務調査費の趣旨からから逸脱

している懸念が大きい。 

 

多額な事務所費 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＴＴＴＴ石議員石議員石議員石議員    

他の用途の事務所と併用で政務調査用として

事務所費約88万円・人件費約71万円 
で事務所を設け、事務員を雇用。  

政調費の趣旨（調査研究用途）から、事務所

費+人件費で支出の78％以上となり、政務調

査費の趣旨から逸脱している懸念が大きい。 

 



茶菓子代 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＭＭＭＭ本本本本ＨＨＨＨ議員議員議員議員 

広聴費として茶菓子代として 

43件、総額184,845円 
領収書の不備の問題だけでなく、議員の調査

研究に資するため必要な経費の一部としての

趣旨から逸脱している疑いがある。 

 

備品購入 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＴＴＴＴ口口口口議員議員議員議員 

自己負担なしで電子辞書を32,959円 
辞書は一般図書であり政務調査費からの支出

は不可。電子辞書と言う名称であるが内容は

一般辞書と同様であり市政に対する専門的な

知識を得るために必要とまではいえない。 

 

親族へ事務所の賃貸料 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＭＭＭＭ上上上上議員議員議員議員 

25,000円×12ヶ月＝300,000円 
この家賃領収書はＭ上議員の一等親の某氏

が発行している。親族である某氏が所有して

いる事務所を借用し事務所の賃貸料を支出し

ている事になる。この行為は生計を一にする

家族や親族が所有する事務所の賃借料には

支出できないに反するものである。 

 

視察 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・AAAA部部部部議員議員議員議員 

日本一早咲きの河津桜（年間100万人の観光

地とのこと）を安行桜も川口市の名勝として出

来る様取り組みを視察するために訪問。 

花見??調査旅費として16,700円 
費用は安価でも視察の報告書も無く、責任あ

る関係者と面談し質疑応答した証拠も無い。こ

の視察内容以上の情報が河津のホームペー

ジに示されており、市政に対する専門的な知

識を得るために有用であったとはいえない。 

 

タクシー利用多数 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・TTTT橋橋橋橋議員議員議員議員 

タクシー利用多数、領収書は宛名なし 

214回、総額242,660円 
同じく他の議員1名が 

103回、総額127,610円 
政務調査費の支出であることからタクシー利用

については正しい宛名のある領収書を収支報

告書に添付すべき。 

 

議員ホームページ作成費 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・UUUU田川議員田川議員田川議員田川議員    

295,500円 
HP作成に関する支出を行っているが、HPは

政務調査と政務調査以外の政治活動が混在

しており、按分（1/2）して支出すべき。 

 
 

 

川口市議会議員 

政務活動用HP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞購入 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・WWWW谷議員谷議員谷議員谷議員 

読売・埼玉・日経・朝日・聖教新聞を毎月購入 

17,013×12ヶ月＝204,156円 
他の議員でも複数紙の新聞購入しているケー

スが多く、所属政党紙の新聞購入もあり、これ

は特に問題。機関紙購入は議員の思想信条

に基づくもので政務調査とは認められない。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入

する。按分（1/2）して支出すべき。 

領収書の不備 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ⅠⅠⅠⅠ原議員原議員原議員原議員    

宛名なし・宛名苗字のみ・但書なし・但書御品

代等による領収書の宛名・但書の不備。 

152件で総額1,566,442円 
同じく他の議員1名が 

46件、総額168,155円 
これでは政務調査費の使途を証するものでは

ありません。 

 

廃棄物処理費？ 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＫＫＫＫ籐議員籐議員籐議員籐議員    

退任する事務所の廃棄物処理に支出 
任期満了まで、廃棄物処理費合計9回の支

出は政務調査費の支出目的及び社会通念

上妥当とは言えない。任期満了後に立候補

していない為、事務所の廃棄物処理、清掃

に支出したものであり不可。28,350円を返還

勧告した。 

備品購入 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＫＫＫＫ澤議員澤議員澤議員澤議員    

任期満了9日前、20，522円購入 

テレビは事務機器ではない 
議員の任期満了9日前にテレビとアンテナを

購入。監査委員は本件支出を使途基準に適

合しない違法又は不当な支出であると認め、

その全額20，522円の返還勧告をした。 

ＰＣ修理代 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＴＴＴＴ田田田田議員議員議員議員    

ＰＣメンテナンス代・22,100円 
パソコン修理の内容が不明で修理に至る経緯

の説明がない。不明なものに対する政務調査

費の支出は不可である。監査委員は備品の修

繕費は1/2を認める、として11,050円を返還勧

告した。 

 

住宅地図デジタル版 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＹＹＹＹ田田田田議員議員議員議員    

住宅地図・80,850円 
本来地図は一般図書であり不可、ＰＣで使用

するデジタル住宅地図も同様である。 

住宅地図・デジタル版を複数購入したが不可 

一つ以外の80,850円を返還勧告により返還し

た。 

返還 

済み 

返還 

済み 

返還 

済み 

返還 

済み 



 

会派事務所の茶菓子代 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・会派会派会派会派・・・・ＪＪＪＪ党党党党    

111,300 円 
会派事務所のコーヒー代・来客用は調査研究

活動以外の活動にも使用されるものと判断。

会派事務所は不特定多数の来客があり政務

調査費によるコーヒー代・来客用全額支出は

不可。返還勧告で1/2の55,650円を返還した。 

 

書籍購入 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＳＳＳＳ井井井井議員議員議員議員    

「不在地主」(1,650円)」及び 
「蟹工船」(600円)は小説である。 

小説であり市政に対する専門的な知識を得

るための図書とまではいえない一般図書で

あり、政務調査費からの支出は不可。返還

勧告により合計2,250円を返還した。 

 

会費の支払い 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＳＳＳＳ田田田田議員議員議員議員 

60,000円 
研究研修費から政治経済研究会へ会費を支

払い。 

会費納入団体は調査研究活動と他の活動の

両面を有していると判断し1/2に按分。 

返還 

済み 

返還 

済み 

写真撮影 
事例事例事例事例））））    H22H22H22H22年度年度年度年度・・・・ＳＳＳＳ本本本本議員議員議員議員    

200カットを超える73,500円 
様々な場面（証明写真、市政レポートなど）で

使用できるようポーズや服装を替えて200カット

を超えるデータを作成したものである。すべて

のデータが調査研究活動に使用されるもので

あるとは社会通念上考えられず、そのまま使途

基準に適合するものではないとし36,750円を

返還勧告した。 

返還 

済み 

返還 

済み 

市民相談告知用看板 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＫＫＫＫ藤藤藤藤議員議員議員議員 

市民相談告知用看板作製代 
202、104円 

看板の左半分は、「・・介護問題について・高

齢者福祉について'市政に対する諸問題」とあ

り、広報広聴に資するものと判断。右半分は、

「○○○市議会議員事務所TEL・-・」と明記さ

れ、調査研究活動と他の活動の両面に資する

ものと判断。右半分相当額を1/2に按分が適

正な支出との返還勧告により50,526円を返還 

 
 

用紙購入 
事例事例事例事例））））    H20H20H20H20年度年度年度年度・・・・ＴＴＴＴ口口口口議員議員議員議員    

紙6万枚・合計金額122,760円 
監査委員は使途項目補正。調査研究活動と

他の活動に使用しているため1/2の按分支

出を認める(資料作成の為、紙購入計6万枚)

とし66,380円を返還勧告した。 

 

返還 

済み 

市民相談 

●● ● 

市議会議員事務所 

返還 

済み 



住民監査請求とは?? 
地方公共団体（都道府県市町村など）の長（市長な

ど）や職員が税金の無駄使いを行った場合、または

無駄使いが発生しそうなときに住民が《《《《無駄使無駄使無駄使無駄使いいいい分分分分

をををを返金返金返金返金させるさせるさせるさせる、、、、またはまたはまたはまたは無駄無駄無駄無駄なななな支出支出支出支出をををを禁止禁止禁止禁止するするするする処置処置処置処置》》》》

を監査委員に請求することです。監査委員は請求

の内容を調査し受付から 60 日以内に《監査委員の

監査結果》を出します。住民監査請求は住民であれ

ば一人でも、また学生、未成年でも行えます。 

これまでの当会の取組み① 
■ 当会による監査請求と監査結果 

当会では川口市議会の政務調査費の

収支報告書に領収書添付され、情報公開

制度のもとに市民に公開されてから、2回の住

民監査請求を行っています。 

それまでは政務調査費の使途内容を市民が具

体的に確認できませんでした。政務調査費の適正

化に取組んできました。 

 

■ 平成20年度分の住民監査請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 平成22年度・平成23年度（4月のみ）分の住民監査請求 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査結果 

返還勧告金額 331,129円 

監査結果 

返還勧告金額 1,293,404円 

結果に対する当会コメント 

監査結果は「議員の裁量の範囲」を
広く認め、各項目別支出内容の解釈
及び社会通念としての公金支出に対
する厳密さが欠如している。一方、市
長の政務調査費予算の適正な執行
を図る責務の指摘や市議会の十分な
説明責任等を意見としていることにつ
いては評価する。 

住民監査請求 

川口市議会の政務調査費の収支報告書に

領収書が添付されてから、初めての住民監

査請求のため、全ての支出内容を精査しま

した。 

監査対象 
自民・公明・共産3会派と議員39名 

返還請求金額 44,372,366円 

返還対象とした支出内容 

領収書の宛名なし等の経理上の不備をはじ

め、『政務調査費が市政の調査研究のた

め』との観点で判断した場合、違法不当と考

えられる支出全般 

結果に対する当会コメント 

監査結果は、そのほとんどが「裁量の
範囲を逸脱しているとまではいえない
と認められる」等と容認され、地方自
治法が「最少の経費で最大の効果」
「目的達成のための必要且つ最少の
限度をこえる支出を制限」としているこ
とに反する。 

住民監査請求 

一議員、一政治家として活動が活発になる

と思われる川口市議会議員改選前の約1年

間を前回の監査結果を受けて、ポイントを絞

り支出内容を精査しました。なお、監査請求

は内容ごとに5つに分けて実施しました。 

監査対象 
自民・公明・共産3会派と議員37名 

返還請求金額 30,458,041円 

返還対象とした支出内容 

広報発行、報告書がない視察、書籍等の購

入、議員任期満了前後の違法または不当な

支出、議員任期満了直前の不当利得 



これまでの当会の取組み② 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

（（（（質問質問質問質問))))    

オンブズマンは、政務調

査費をどのような基準で

判断しているのですか？ 

（（（（答答答答ええええ))))     私たち川口市民オンブズマン（以後 当会という）では、政務調査

費の支出が条例に沿ってなされているか偏向の無い判断を行うため「川口

市民オンブズマンの政務調査費に関する基本的な判断基準」を定め、この

基準に従って判断をしています。 

政務調査費が市政の調査研究との趣旨であることからすると、 

直接的な調査研究に関わる費目の支出が少なく、 

例例例例えばえばえばえば広報費広報費広報費広報費はははは2011201120112011年度政務調査費支出総額年度政務調査費支出総額年度政務調査費支出総額年度政務調査費支出総額のののの39393939％％％％    

    26,695,43726,695,43726,695,43726,695,437円円円円ですですですです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（質問質問質問質問))))    

広報費の問題は支出金

額の多さだけですか？ 

（（（（答答答答ええええ)))) 地方自治法第 100 条第 14 項は「議員の調査 

研究に資するため必要な経費」について政務調査費 

を交付する旨定めています。条例には「調査研究活 

動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、 

PR するために要する経費」とあります。 

条例が地方自治法を超えて政務調査費の支出を認 

めれば法律違反の疑いがあります。 

規定、第 7 条の別表の基準には『調査研究活動、議会活動及び市の政策

について住民に報告し、PR するために要する経費』と使途を定めていま

す。しかし現状では議員の自己宣伝、地域の宣伝、後援会の活動宣伝な

どが多い事例が散見され上記基準の「‥調査研究活動、議会活動及び市

の政策について住民に報告し、PR する‥」に反するものがあります。 

（（（（質問質問質問質問))))    

広報費について議員や

議会はどのように考えて

いるのですか？ 

（（（（答答答答ええええ))))    残念ながら、当会として各種の活動をしていますが、川口市議会

や市議会議員がどのように考えているのか、公式なコメントを頂いたこと

はありません。 

一方、全国都道府県議会議長会の「政務調査費の使途の基本的考え

方」では、「住民の意見を議会活動に反映させることを目的としたもので

あるか否かを基本として判断すべきもの」としています。市民の意思 

の収集・把握と関係なく、一般的な広報活動の経費に 

まで政務調査費の支出を認めると、税金で現職議員の 

政治活動一般（再選を目指す活動も含むことになる）を 

助成することになってしまい、新たに議員をめざす者に 

比べて現職を不公平に優遇することになり、憲法違反 

の疑いがあることから、少なくとも「住民の意見を議会 

活動に反映させることを目的とする」範囲を超えて、 

政務調査費から支払うことは許されないと 

考えられます。 

    

    

（（（（質問質問質問質問))))    

住民監査請求を監査す

る川口市の監査委員は

ど う な っ て い る の で す

か？ 

（（（（答答答答ええええ))))    川口市監査委員は自治体行政に識見を持つ人の中から選任された

委員２名・市議会議員から選任された委員２名の以下の計 4 名です。 

識見：鳥海和男(代表監査委員・常任)・星野隆男 

議選：髙橋英明(自民)・関口京子(公明) 

報酬は条例で常勤の監査委員(月額)819,000 円の範囲内、識見を有する者

(非常任委員・月額 105,200 円)、議選の監査委員(月額 88,400 円)が支給さ

れ、監査委員は市長が議会の同意を得て選任しております。 



当会に関する新聞各紙での報道 
  

 

 

 

 

 

埼玉新聞 2010/7/21 

 

朝日新聞 2010/7/21 

 

朝日新聞 2012/8/22 

 

埼玉新聞 2012/8/22 

 



監査委員の判断は正しいのか？ 
～最少の経費で最大の効果を目指すべき～ 

■ 川口市監査委員の判断等について 

 

 

 

 

 

 

上記の法に従い川口市の例規は定められており、当然のことながら法の精神は例規に反映されるべき

ものである。しかし、当会による住民監査請求に対する監査結果の判断において、示された判断の基本

方針に、以下の文意がある。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 当会の反論 

当会では上記の監査結果監査結果監査結果監査結果のののの判断判断判断判断について以下の疑問と不満を持っています。 

※具体的な支出詳細は当会のHPを参照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法 第２条 14 項 

 地方公共団体は、その事務を処理するに当つて

は、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしなければなら

ない。 

地方財政法 第四条 

 地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出し

てはならない。 

川口市監査委員・判断の基本方針 

「ところで、議員の活動は様々な政治課題や市民生活にかかわり、その専門性や関心も多様であって、

議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負っていることを考えれば、会派及び議員

の調査研究の対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査研究活動と市政との関連性、その日的、

方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるものであると言われている。・・・結果的に調査研究

対象事項が地方公共団体の施策及び事業に直ちに結びつかなかったとしても、それが会派及び議員の

調査研究対象事項としての適性を否定されるべきものではないとも言われている。  

（上記は「平成22年度及び平成23年度4月分政務調査費の住民監査請求に係る結果」より転

全人格的活動の定義 

意味が不明な表現であり判断の

基本が理解できない。全人格的

活動とはいか様なものなのか社

会通念も不確定な言語をもっ

て・・議員活動について政治責

任を負っている・・は意味不明で

ある。分かったような、分からな

いような煙にまく感じで議員活

動をとらえ、公金の支出を判断

することは不可である。 

裁量の範囲 

監査結果は裁量の範囲を・・『広範な裁量の下に行われるもの

であると言われている。・・・結果的に調査研究対象事項

が・・・・・・を否定されるべきものではないとも言われている。』と

示している。 

しかし、当会会員が指摘している支出は、上記の地方自治法

第２条14項 「地方公共団体は、その事務を処理するに当つ

ては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにしなければならない。 地方財政法第

四条 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必

要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」の定

めに反する拡大解釈である。 



政調費から政
せい

活費
か つ ひ

に!! 
～政務活動費は議員の生活費??～ 

■ 地方自治法改正と政務活動費 

2012年（平成24年）9月の地方自治法の改正により、議員活動の活性化を図るためと称し、政務調査費制

度の見直しがされ、主に次の点が変更となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地方自治法改正に関する国会の審議状況 

そもそも今回の地方自治法の一部を改正する法律案は、鹿児島県阿久根市の事例（「市長が議会招

集を拒否する」「専決処分の乱発」）などを受けて、現行法でも可能な通年議会をやりやすくし、首長の専

決処分（副首長の任命）を制限する一方で、首長の再議権は拡充するなどの自治体議会のあり方を考え

るうえで必要な地方自治法改正法案でした。 

同法案は、民主、自民、生活、公明党の提出による『『『『政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費をををを政務活動費政務活動費政務活動費政務活動費にににに変更変更変更変更するするするする追加追加追加追加修正修正修正修正

案案案案』が提出され、賛成：民主、自民、生活、公明、みんなの党、反対：共産、社民となり、衆議院総務委員

会で可決し、その後本会議でも議員立法として可決しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修正案の背景?? 
● 平成平成平成平成 24242424 年年年年 5555 月月月月 30303030 日日日日（（（（水水水水））））    

全国都道府県議長会、自由民主党の主催により、同党役員と 

議長会役員との懇談会が開催され、懇談で議長会出席者からは、政務調査費制度の見直し要請の発言

がありました。 

●●●●平成平成平成平成 22222222 年年年年１１１１月月月月    全国都道府県議長会全国都道府県議長会全国都道府県議長会全国都道府県議長会によるによるによるによる「「「「議会機能議会機能議会機能議会機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をををを求求求求めるめるめるめる緊急要請緊急要請緊急要請緊急要請」」」」    

「議会機能の充実強化及び地方議会議員の責務の明確化に伴い、議員又は会派が住民意思を踏まえ

た活動を展開する上で必要な制度として、現在法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度

を見直し、政策立案、議員活動の説明等を加え、幅広い議員活動又は会派活動に充てることができるこ

とを明確にするよう法律改正を行うこと」 

平成24年3月9日 

地方自治法の一部を

改正する法律案が平

成24年3月9日に衆議

院に提出。※日本国

憲法施行に伴う地方

自治法制定から通算

で約300回目の改正 

平成24年7月23日 

衆議院衆議院衆議院衆議院・・・・総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    

総務委員会に付託さ

れ、自民党の反対で

ずっと審議入りが見送

られ、実質審議がない

と思われない状況から

変化が発生 

平成24年7月31日 

衆議院衆議院衆議院衆議院・・・・総務委員会総務委員会総務委員会総務委員会    

7月31日の法案審査では元兵庫県庁

財政課員の谷公一さん（自民党）が「あ

まり重要な改正に思えない」と発言して

いたが、8月7日午前９時の開会直後、

元高岡市長で自民党の橘慶一郎さ

ん、元自治労鹿児島委員長の民主党

の皆吉稲生さんらが修正案を共同提

出し、地方議会会派に支給される「政

務調査費」を「政務活動費」に改めるよ

う提案し、その3時間後には可決 

・ 名称が「政務調査費」から「政務活動費」へ変わりました。 

・ 交付の目的、使途の範囲が調査だけでなく「その他の活動費」も給付の

対象となりました。 

→今後、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めるこ

とになりました。 

・ 議長は政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めること

となりました。 

主主主主なななな反対意見反対意見反対意見反対意見    

使途が拡大する懸念があ

り、議員の第二給与化であ

る。これまでの通り議会の

透明性は信頼できない。 

主主主主なななな賛成意見賛成意見賛成意見賛成意見    

地方自治の重要性から対

応しており、今まで明確で

なかった経費の範囲が条

例で明確化される。 



ムダ使いへの市民の懸念拡大 

■ 使途拡大の懸念とは?? 

政務活動費の使途拡大について、識者は以下のような 

新聞紙上でコメントをしています。 

行政学が専門の新藤宗幸千葉大名誉教授（東京都 

市研究所常務理事）は「今でも本来の趣旨から外れた 

使い方をしている。規則で決めていた範囲を条例にして 

『調査』という文言を外せば文句ないだろうという発想」 

と批判。「政務調査の原点に立ち返り、条例で調査活 

動するための費用と決めればいい。良識を期待したい」 

としている（福井新聞2012年11月9日より抜粋）。 

大森弥・東大名誉教授（行政学）は、「議会会派による政策の立案・決定・提言という機能に引き寄せて解

釈し、その機能が発揮できて強化される方向へ使途を転換してはどうか」と提案しています（読売新聞2012年

9月27日より抜粋） 

■ 全国市民オンブズマン連絡会議の取組み 

地方自治法の政務調査費条項の改正

に反対する表明 

2012年8月18日付けで地方自治法改正の政務調査費条項の改

正に反対する声明を発表し参議院総務委員会委員に声明送付 

政務活動費モデル条例案策定に対す

る意見書提出 

3議会議長会が政務活動費モデル条例案を作成中との情報を得

たため、モデル条例案について2012年10月25日付けで提出 

全国各地の市民オンブズマン団体に緊

急決議等の依頼実施 

全国オンブズ声明等を参考に、地方自治法の政務調査費条項

の改正に反対する決議の実施と参議院総務委員会委員や地元

参議院議員に意見書を地元参議院議員に送付を投げかける。 

全国各地の市民オンブズマン団体に各

議会に対して意見書提出の依頼実施 

現在の政務調査費以上に無限定な支出を容認するものとならな

いよう、各議会に対して意見書を提出することを呼びかける。 

「政務活動費条例改正を拙速に行わな

いことを求める声明」送付 

「政務活動費条例改正を拙速に行わないことを求める声明」を

2012年12月26日付けで発表し、都道府県議会・政令市議会・中

核市議会議長に送付しました。 

■ 当会の取組み 

政務活動費の問題点は現在、政務調査費でも支出範囲の解釈が曖昧であるに係らず、さらに改正法

が「その他の活動」を加えたことです。名称が政務調査費から政務活動費に変更されたとしても、同条項

を規定する地方自治法100条は議員の調査権限を定めたものである以上、議員、会派の調査活動と無縁

な活動への支出を許すことではありません。 

改正法が「その他の活動」を加えた趣旨は当該活動が議員、会派の調査に属することを前提とするとと

もに、それ以外の活動に資するものであっても費用を支出する余地を認めるというものであって、これまで

各地の裁判所で示された使途基準とほぼ同様であり、これまで裁判所が許さなかったものに対しても支出

を許すものではありません。 

また、地方自治法改正の附帯決議でも「議員活動の活性化を図るためにこれを行うものであることを踏

まえ、その運用につき国民の批判をまねくことのないよう、改正趣旨の周知徹底と併せ、使途の透明性の

向上が図られるよう、特段の配慮を行うこと」とされています。 

当会では、平成24年11月23日附で条例の使途基準を厳格に制限すること透明性の確保などについて

「政務活動費に関する申し入れ書」を川口市長、川口市議会議長、川口市議会・議会運営委員長及び写

しを川口市議会議員と川口市議会事務局長に提出し、この問題に取組んでいます。 

政党活動、選挙活動、後援会活動等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 新・地方自治ニュース 2012 NO17より抜粋一部加工 

政務活動費 

政務調査費 

議会活動 

拡大拡大拡大拡大    



 



政活費の条例改定への進捗状況① 
■ 全国自治体議会の対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 県議会の進捗状況 

現在、川口市議会と同様に埼玉県議会でも条例改定の検討されており、その状況を以下のとおり朝日

新聞2013/1/21版が報道しています。また、県議会のHPでも関連情報が掲載されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多治見市議会 

条例改正に当たり、パブリック・

コメント手続を実施し、広く市民に

意見を求めました。 

市HPで公開。市HPでは『政務

調査費に係わる制度改正への対

応について』特設ページを開設

し、改正文(案)及び新旧対照表

(案)を公開 

立川市議会 

「法律改正で使途が広がる上、

他市に比べて額が少ないとの意

見が市の審議会の場でもあった」

とし、市が4月から「政務活動費」

を従来の2.5倍に当たる1人月額5

万円に増額予算化決定。改正に

より飲食に使用することを禁じた

文章も削除。 

福島市議会 

市民が傍聴可能な政務調査費

検討会を設置し検討中。 

検討会の開催予定や過去の検

討会の資料等も市HPで公開して

いる。7回の審議の審議結果の答

申書・政務活動費の使途基準案

もHPの公開により市民が容易に

確認できるようになっています。 

福岡県議会 

東京都北区議会 

条例改正に当たり、パブリック・

コメント手続を実施し、広く市民に

意見を求めました。 

議会HPでは市民が条例案等を

容易に確認できるようになってい

ます。 

名古屋市議会 

青森市議会 

非公開の場所で条例案が議論

され、本会議ではほとんど議論が

なされずに使途を拡大した条例

改正が既に行われた。 

宇都宮市議会 
来年3月1日までの条例改正は

名称変更等に留め、「その他の活

動」に何を含めるのかは今後１年

かけて決定するとしています。 

長野市議会 
これまでの政務調査費の使途

基準をそのまま新条例に規定 

 

 



政活費の条例改定への進捗状況② 
■ 川口市議会の進捗状況 

現在、川口市議会において「川口市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改訂」が検討されてい

ますが、残念ながら当会の申し入れ書にも係わらず、市民に開かれた場での検討・議論もなく、代表者会

議等のみで政務活動費に関する検討を行なわれています。また、現在検討されている条例案自体も使途

拡大の懸念を払拭するものではありません。 

今回の地方自治法改正に関して衆議院総務委員会における提案者の趣旨説明では、公開の場で

「喧々諤々、議論をして」条例改正することを求めています。また、附帯決議でも「議員活動の活性化を図る

ためにこれを行うものであることを踏まえ、その運用につき国民の批判をまねくことのないよう、改正趣旨の

周知徹底と併せ、使途の透明性の向上が図られるよう、特段の配慮を行うこと」とされています。 

※ 下表は当会が情報公開請求による独自に入手した川口市議会の検討スケジュールです。 

※ 下記のスケジュール以外に、政務活動費に関する議題を取り扱った委員会等は以下の通りです。 

11/20：各会派代表者会議（展示資料1番参照） 11/27：議会運営委員会（展示資料2番参照） 

11/28：政務調査費に関わる研修会（展示資料3番参照） 

市民からの問い合わせで急遽、市

民の傍聴が可能になったが、議会

HPで開催周知などはなかった。 

展示資料展示資料展示資料展示資料    

4444番参照番参照番参照番参照    

展示資料展示資料展示資料展示資料    

5555番参照番参照番参照番参照    

市議会HPで開催周知など

はなく、結果として市民の傍

聴は出来なかった。 

市民から隠したい!? 

政務活動費を検討する

小委員会と議会改革推

進委員会のメンバーは

同一。 

議会HPで委員会開催

日程を公開している議

会改革推進委員会でな

ぜ議論できないのか？

市民に見せたくないの

か!? 



川口市政務活動費の条例案（別表） 

 



市民のみなさんへ 

私たち市民は、より良い市政が行われるよう公金の支出が適正で

あるかを監視し、不適正であれば指摘、是正を図ることが必要であ

り市政に対する協力であると考えています。 

市民の皆様もぜひ私共「川口市民オンブズマン」にご参加下さい。 

当会は今後も公金が法に従い適切に支出されるよう市民の皆様と

努力を致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 各種資料の出展等 

当展示イベントには以下の資料等を参考・抜粋・転載して作成しております。 

・ 総務省、川口市、川口市議会、埼玉県議会、その他全国の自治体・議会、都道府県議長会のHP 

・ 全国オンブズマン連絡会議のHP 

・ 朝日・埼玉・読売・毎日・福井・南日本・佐賀新聞、秋田魁・河北新報社 

・ 新・地方自治ニュース 

・ ブログ（武蔵野市議 川名ゆうじの、松阪市議会議員 海住恒幸、「国会傍聴記by下町の太陽」） 

以上 

オブザーバーで会議に参加しませんか？ 
毎月第3土曜日午後1時から定例会 

多くの市民の方々に参加して戴き、地域の問題または専門的な見地から

の御意見を広く伺いたいと思っております。市民の方々の御意見によ

り、広範な視野と判断が得られると思います。場所は川口市民パートナ

ーステーション（川口駅東口キュポラ本棟M4階）で開催します。 

調査ボランティア募集 
名称も内容も政務活動費に変わりますと

その支出についても調査が必要となりま

す。 

当会では当会の判断基準に従い内容を分

析し違法、不当と思われる支出を指摘す

る作業があります。この作業はＰＣまた

は読んでの判断でも可能でご自宅でも行

えます。まずは政務調査費の調査に参加

してみませんか。 

正会員の募集 
会員の多くは正規会員になる前にオブザ

ーバーで参加し、その後に正会員になり

ました。私達のオンブズマン活動は市民

の皆様の参加がなければ成立しません。 

 会議に参加され、ぜひ会員になって戴

き市民の血税を無駄遣いさせない運動に

参加をお願いします。皆様のご参加を心

からお願い申し上げます。 


