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住民監査請求監査結果に伴う必要な措置について（勧告） 

 

平成 24 年６月 21 日付で提出された川口市議会政務調査費に関する住民監査請求

について監査した結果、請求に一部理由があると認められたので、地方自治法第 242

条第４項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置を講じるよう勧告する。 

なお、本勧告に基づき、必要な措置を講じた場合は、地方自治法第 242 条第９項

の規定に基づき、その旨を監査委員に直ちに通知されたい。 

 

                 記 

１ 監査の対象 

  会派（自民党、公明党、共産党）及び議員 34 名に対し、川口市長（以下（「市

長」という。）が交付した平成 22 年度又は平成 23 年度川口市議会政務調査費の違

法、不当な支出 

 

２ 判断 

  別添「川口市議会政務調査費に関する住民監査請求」（「広報発行等に関する政

務調査費の違法または不当な支出に関する住民監査請求」）の監査結果の「第３監

査の結果」の「２判断等」のとおりである。 

 

３ 必要な措置 

  市長は、別添「川口市議会政務調査費に関する住民監査請求」（「広報発行等に

関する政務調査費の違法または不当な支出に関する住民監査請求」）の別表「個別

監査結果一覧表」に掲げる各会派、議員のうち、同表の「認定した要返還額」欄

に記載がある会派、議員に対し、当該政務調査費の返還を命ずるなどの措置を講

ずること。 

 

４ 措置を講ずべき期間 

  本勧告の日から平成 24 年９月 20 日までとする。 

 



 第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

   （略） 

 

 ２ 請求書の提出日 

   平成24年６月21日（木） 

 

３ 請求の内容 

 
１、川口市議会政務調査費について以下の条例と規程及び手引きがある。 
川口市議会政務調査費の交付に関する条例（以後「条例」という）。 
川口市議会政務調査費の交付に関する規程（以後「規程」という）。 
政務調査費の手引き 川口市議会 （以後「手引き」という） 

 
２、上記の条例と規程及び手引き、に反した会派・議員名と支出は下記-1、-2、のとおりである。 
-1、・会派名（3会派） 
自由民主党川口市議会議員団、公明党川口市議会議員団、日本共産党川口市議会議員団 
・議員名（34名） 
阿部ひろ子 稲川和成 宇田川好秀 関口京子 岩澤勝徳 
近藤 豊 金子信男 光田直之 江袋正敬 高橋英明 
最上則彦 桜井由美子 市原光吉 篠田文男 芝﨑正太 
若谷正巳 松本幸恵 松本 進 松本英彦 杉本佳代 
星野洋子 石橋俊伸 前原博孝 大関修克 谷川恵子 
田口順子 萩原一寿 白根大輔 幡野 茂 板橋智之 
板橋博美 豊田 満 木岡 祟 立石泰広 

-2、具体的な支出内容は下記（別表1）のとおりである。 
別表１、平成22年度及び平成23年4月分： 
市政報告等の広報発行に関する政務調査費の違法または不当な支出一覧表 

     （上記の支出一覧表を以後「表」という） 
 

３、政務調査費の使途基準については条例に以下の定めがある。 
(使途基準) 
第 6 条 会派又は議員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用する
ものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てては
ならない。 
 
４、本件支出が本件使途基準等に合致しているかの判断について。 

本件監査請求に係る個別の政務調査費の支出が違法又は不当であるかは，本件使途基準、判
例及び社会通念上妥当な範囲か否かの判断による。 手引き に以下の定めがある。 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
1 実費弁償の原則 
 政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常識的な範囲で、各会 
派又は各議員の自主性に基づき決定するものである。 社会通念上妥当な範囲であること 
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を前提としたうえで、調査研究に実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
 
2 按分にあたっての考え方 
議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つの活動が調査研究活動と
他の活動の両面を有し、渾然一体となっていることが通例である。 

（中略） 
以上のことから、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
ることが適切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。 
 
政務調査費からの支出は上記１、の条例，規程、手引き、に基づき政務調査費を支出す
ることが求められているが本件支出はこれに反している。 

５、政務調査費（広報関連）に関する川口市の監査結果の内容について。 
川口市監査公表第11号(平成22年7月16日)において、川口市監査委員は以下のとおり、広
報関連の支出に対して意見として公表している。 
 
５ 意見 
（３） 按分計算について 
市政ニュース、議会報告などの広報誌により、調査研究活動、議会活動、市の政策について
市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集・把握するための前提として
意義を有するものであることから、こうした広報のために支出した費用は政務調査費として
認められているところである。一方、このような広報誌には調査研究活動等以外の、例えば、
後援会に関する記事、選挙活動に関する記事、その他が掲載される可能性があり、そのよう
な記事の掲載があった場合には支出した経費すべてを政務調査費として充当するのではな
く、所定の認められた部分の経費とそれ以外の経費を区分する必要が生ずることとなる。こ
れらの経費（用紙、印刷、送付等に係る費用）は、政務調査費支出の中でも大きな割合を占
めていることから、適切な按分計算を行うことが求められるところであるが、このような場
合、現在の手引き上では、按分割合を２分の１として支出できるとの定めがあるのみである。
このため、調査研究活動等に関する話題がほとんどを占めるものについて、この２分の１の
按分基準を適用した場合は極めて不合理なものとなる。どのようなケースが所定外のものと
なるのかも含め、今後更に適切な按分計算の方法等を示し、取扱いの明確化を図る必要があ
ると考える。 
 

６、本件が違法、不当である具体的な事実は別紙１、「表」を参照されたい。 
           

７、上記各議員に対して支出金額の返還請求を求める理由。 
「川口市議会政務調査費の交付に関する条例第1条に、この条例は、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、川口市議会議員の調査研究に資するた
め必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付することに
関し必要な事項を定めるものとする。」とあり「第6条 会派又は議員は、政務調査費を別に
定める使途の基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経
費以外のものに充ててはならない。」と定めている。 
 
また、手引きでは政務調査費の使途に係わる運用方針として、政務調査費の支出に関する二
つの原則である「実費弁償」・「費用按分」を定め、「費用按分」については実態として議員
活動が渾然一体、多面的であることを大前提としている。 
 
会派・議員が政務調査費で広報活動を行う場合、当然ながら会派名・議員個人名を周知した
うえで行うことが必要であり、名前や顔写真等により会派名・個人名が特定できる掲載内容
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になることは否定できない。そして，広報紙の内容が，会派・議員本人の顔写真や氏名を目
立つ場所に大きく記載するなど、単なる会派・議員個人の宣伝の場と化することが珍しくな
い。議員が活動するうえで公人としての議員活動（会派としての個人の集合体を含む）と政
治家個人としての活動は渾然一体であり、また、広報活動と宣伝活動の両者を峻別すること
は実際には困難である。そして、政治家個人としての宣伝活動のために政務調査費を利用す
ることを「議員の調査研究に資する」とすることは違法であり、納税者の納得も得られない
と考える。これまでのことから、印刷・配布等の費用のうち、按分したうえで政務調査費を
充てることができると考えるが、現在、川口市議会の手引きでは按分比率は最大で2分の1
となる。 
 
上記に示す会派・議員は、調査研究活動、議会活動及び市政に関する報告・PRとして、広報
紙等を発行し、発行に係わる費用をいずれも全額を政務調査費から支出しており、上記のこ
とから本件支出における政務調査費の全額支出は認められない。 
 
よって上記支出金額の２分の1の額を返還請求をすべきことを求めます。 

  
８、措置要求の要旨 
   本件支出は上記各項に述べた如く違法な支出である。 
市長に対し､当該会派・議員が違法支出した支出額を川口市に返還するように求めるなどの必
要な措置をとるように勧告されたい｡ 

 
９、監査委員の除斥申立て 
   本件は地方自治法第199条の２により当該監査委員の除斥を申し立てます。 
 
上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により必要な処置を請求します。 

 
 

    （以上、原文のまま掲載） 

                      （「事実を証する書面」は別添１のとおり） 

 

４ 監査委員の除斥 

       本件住民監査請求（以下「本件請求」という。）の監査において、髙橋英明監査委員及

び関口京子監査委員については、地方自治法（以下「自治法」という。）第 199 条の２の

規定により除斥とした。 

 

 ５ 請求の要件審査 

     本件請求は、自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備しているものと認め、

監査を実施することとした。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

  １ 監査の対象事項 
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          本件請求の対象となっている会派（共産党、公明党、自民党）及び議員 34 名に対し、

川口市長（以下「市長」という。）が交付した平成22年度又は平成23年度の政務調査費

のうち、本件請求に係る支出に関する事項 

 

    ２ 監査対象部局 

       議会事務局を監査対象部局とし、関係書類を調査するとともに、交付手続等について

関係職員から聴取を行った。 

 

    ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

      自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対し、平成24年７月11日に証拠の

提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人から新たな証拠が提出されるとともに、請

求内容の補足説明がなされた。 

    （１）陳述の概要 

     今回の政務調査費に係る住民監査請求（５件）の趣旨であるが、これは、前回の住

民監査請求の監査結果（川口市監査公表第10号 平成22年７月16日付け）を受けて

今回は対象をしぼり、支出金額が多額になる支出項目及び任期満了前後の支出を重点

的に調査した結果である。監査委員各位においては、法の精神に基づき判断されるよ

う請求するものであり、請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする場合

には、市政と支出との関連性において、漠然とした又は抽象的な判断ではなく、具体

的な根拠を示し、判断し、その説明を教示されることを要求する。 

    （２）新たに提出された証拠 

       別添２のとおり。  

         

    ４ 関係人に対する調査 

         関係人である会派及び議員に対し、必要に応じ、本件請求に係る事実関係の確認のた

めの調査を行った。 

 

       

第３ 監査の結果 

 

 １ 政務調査費の概要 

   （１）交付の経緯 

    川口市議会においては、市議会における会派の市政に関する調査研究を推進するた

め、「川口市議会会派に対する調査研究費交付要綱」を定め、昭和 52 年度から会派に

対し調査研究費を交付していた。 
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     平成12年に、自治法の一部が改正され、政務調査費に関する規定が設けられたのを

機に、当該規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」（平成 12 年条

例第87号）及び当該条例第９条の規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関す

る規程」（平成13年議会規程第１号）を定め、平成13年度から調査研究費に代わり政

務調査費を交付している。 

     平成 20 年３月には、交付の対象を「会派」から「会派又は議員」に改め、また、

収支報告書提出の際、領収書等の写しの添付を義務化するよう、新たに「川口市議会

政務調査費の交付に関する条例」（平成 20 年条例第 20 号。以下「条例」という。）及

び「川口市議会政務調査費の交付に関する規程」（平成20年議会規程第２号。以下「規

程」という。）を制定し、旧条例及び規程を廃止している。 

（２）交付対象及び交付額 

政務調査費は、条例第２条により、川口市議会における会派又は議員の職にある者に

対して交付すると定められている。            

     会派に対して交付される政務調査費は、毎月1日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員の数に月額 180,000 円以内でその所属議員の全員の合意に基づ

き、当該会派の代表者が年度当初に申し出た額を乗じて得た額とされる（条例第４条

第１項）。 

      議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員

にあっては月額 180,000 円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し

引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額 180,000 円を交付する（条例第５

条第１項）。 

（３）交付手続等 

①  会派の代表者又は議員は、４月１日の現況に基づき、市長に対し、議長を経由して

交付申請を行う。 

なお、会派と議員との金額の配分は、条例第４条のとおり、所属議員全員の合意に

基づき決定される。 

②  市長は、交付決定通知書を申請者に送付する。 

③  会派の代表者又は議員は、政務調査費交付請求書を市長に対し、議長を経由して、

交付の日の10日前までに提出する。 

④  市長は、交付の月の15日に、口座振り込みにより交付する（交付は４月と10月）。 

⑤  交付を受けた者は、翌年度の４月30日までに、収支報告書及び領収書等の証拠書

類の写しを議長に提出する。 

⑥  議長は、市長に収支報告書等の写しを送付する。 

⑦  市長は、補助金等確定通知書を会派の代表者又は議員に送付する。 

    （４）使途基準及び市長への返還 
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政務調査費は、条例第６条の規定により規程第７条に定める使途の基準（以下「使

途基準」という。）に従って使用するものとされ、市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。 

市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から、当該会派又は議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条例第９条）。 

なお、収支報告書の内容から、使途基準に従っていないと判断される支出について

も残余と見なされる。 

 

○使途基準（規程第７条の別表） 

会派又は議員の政務調査費の使途の基準 

項   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、会場費等） 

広聴費 住民からの市政及び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） 

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 

（注） 調査旅費は、川口市議会議員の議員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。 
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（５）使途基準の目安 

      川口市議会では、政務調査費のより一層の適正な運用を図るため、政務調査費の使

途基準を補足するものとして「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）を定

めて全議員に配布している。 

      なお、平成23年４月１日に手引きの改正が行われた。 

改正前と改正後の内容は次の「『政務調査費の手引き』改正対照表」のとおりとなっ

ている。 
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（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

「政務調査費の手引き」改正対照表 
 

新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費 
○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 

講師等謝礼金、交通費、宿

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等

借上料、茶菓子代、会費、

Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費

○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 

講師等謝礼金、交通費、宿 

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等 

借上料、茶菓子代、会費、 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
会議参加負担金 

調査旅費 ○先進都市の視察旅費 
○現地調査旅費 

交通費、宿泊料、通信運搬

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費 
 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費 
賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運

搬費、消耗品費、備品購入

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 

 

会議参加負担金 
調査旅費 ○先進都市の視察旅費 

○現地調査旅費 
交通費、宿泊料、通信運搬 

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原 

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費

 

交通費、消耗品費、茶菓子代、

印刷製本費、通信運搬費、業

務委託費、会場等使用料、 

機材等借上料 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製 

本費、通信運搬費、業務委 

託費、会場等使用料、機材 

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費

賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運 

搬費、消耗品費、備品購入 

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を

     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準 

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
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 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関、タクシー等を使用した場合は、実費相当額

とする。自家用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に

係る実費分の把握が困難であることからガソリン代の２分の１

（月額限度額 20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
     団体の年会費については、支出することによる効果を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
     懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種

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、按分の割合を２分の１として支出できるものとする。 

 
 
３ 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関を使用した場合は、実費相当額とする。自家

用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に係る実費分の

把握が困難であることからガソリン代の２分の１（月額限度額

20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
      
 

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
団体の新年会等）の会費は、支出できない。 

  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。 
後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ

団体の新年会等）の会費は、支出できない。 
  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。

後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と 

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ
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と。 

     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。 
     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 

と。 
     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。

     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 
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     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

     茶菓子代は、１人当たり１日５００円を限度として支出でき

る。  

コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則として２分の

１に按分するものとする。 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 
   授業料は２分の１（限度額 720,000円）を、入学金は２分の
１（限度額 200,000円）を、交通費は実費の２分の１を、それ
ぞれ支出できるものとする。 

     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 

     授業料は２分の１（限度額 720,000 円）を、入学金は２分の

１（限度額 200,000 円）を、交通費は実費の２分の１を、それ

ぞれ支出できるものとする。 
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例；  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等  

     なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。  
  （12）資料購入費 

調査研究活動のための資料として購入したものは、支出でき

る。 

     なお、小説（フィクション）の購入や、同一図書の複数購入

は、原則として支出できない。 

（13）資料作成費・広報費 

調査研究活動、議会活動及び市の政策について、資料を作成

し、市民に報告、ＰＲするための経費は、支出できる。 

  （14）その他の経費 

その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。 

◎  備品購入費、修繕料等 

備品の修繕については、修繕料の２分の１を支出できる

ものとする。 

 

 

Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

例； 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

 早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等 

なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。 

（12）その他の経費 

     その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。

◎ 備品購入費、事務機器の修繕等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支
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出することを原則とする。 

 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（レシートを含む）を徴

するものとし、その際、支払金額、支払日、支払者、支払先、支払

内容等、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、政務調査報告書（個表）に補足記載するものと

する。 
  また、払込明細票、預金通帳の写し等を領収書に代えることがで

きるが、その場合も、必要事項を政務調査報告書（個表）に補足記

載するものとする。 
なお、会議、研修会等に参加したときは、領収書等の証拠書類に

加え、参加したことを証明する通知、案内状等とともに、その結果

を政務調査報告書（個表）に記録し保管するものとする。 
また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表）

及び視察報告書に記録し保管するものとする。 
 

３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

出することを原則とする。 
 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日

付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証

拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通

知、案内状等とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録

し保管することとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

-17-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
 ○ 公共交通機関   

ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
○ タクシー 

タクシーを使用した場合は、日時、使用経路及び目的を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報

 ○ 公共交通機関   
ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
 
 
 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

  また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

  なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報
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告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の代表者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務調査

費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写し

を添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。 
・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 

 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うも

のとする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 

告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の経理責任者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務

調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の

写しを添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。

・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 
 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うもの

とする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 
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　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

 
 

 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

実施者名
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管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

-21-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

視察内容

所　　　感

視　察　報　告　書

管理番号

視  察  日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

視察場所

視察項目

議員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（注）他の参考書式については省略する。 
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 ２ 判断等                           

(1) 基本方針 

    自治法第 100 条第 14 項においては、普通地方公共団体の議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政

務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとしている。
この制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

の施行により地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大し、その議会の

担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の
審査能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会に

おける会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せて、
その使途の透明性を確保しようとしたものである（平成 17 年 11 月 10 日

最高裁判決）。 
これを受け、本市においては条例及び規程を定め、更に市議会において

その運用方針たる「手引き」を定めて政務調査費の適正な運用を図ってい

る（以下、これらを総称して「条例等」という。）。  
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、

その目的、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。 

     また、会派及び議員が積極的に政策を提言及び提案していくことが期
待されることからすれば、その調査研究対象事項は、地方公共団体が現に

取り組み又は現に取り組もうとしている施策及び事業に限らず、いまだそ
れに至っていない事項にも及ぶべきものであるし、民間の事業や他都市の

事例に関する事項にも及ぶべきものであり、また、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。 
     このような調査研究活動の性格を踏まえ、調査研究活動に係る支出が

使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主

性を尊重する観点から、その活動が市政に関連するものであるか否かの判
断を含めて、その活動の具体的内容の当否を問題とするのではなく、使途

基準により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿や領収書等
の記載事項を基礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に行う

のが相当であると言われている。 
    なお、そうとはいえ、政務調査費の財源が貴重な公金であることから、

無制約な支出が認められるものではなく、各会派及び議員は、政務調査費

の支出に当たって、使途基準の遵守を強く求められることはいうまでもな
い。 
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     本件の監査に当たっては、以上の諸点を念頭に置きつつ、条例及び規

程の趣旨、規定を基本に、詳細については「手引き」に定められた事項

等に基づき、本件請求に係る各支出が政務調査費の使途として適正なも
のであるかどうかを判断するものであり、請求人の請求趣旨については、

これら政務調査費制度の特徴と条例等の趣旨等を十分勘案して検討すべ
きものとした。 

 

   (2) 判断 
   ア 請求要旨 

     請求人は、議員が作成する広報紙等には、広報活動だけでなく政治
家個人としての宣伝活動が含まれているものであることから、これに

関わる経費は、「手引き」のⅡの２《按分に当たっての考え方》にいう
「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切でないと

考えられる経費」であって、「按分の割合を２分の１として支出できる

もの」であるとし、残りの２分の１の額については違法又は不当な支
出に当たるので返還請求をすべきであるとしている。 

     なお、請求に係る広報紙等について、具体的にどの部分が政務調査
費として認められない部分であるかの指摘はなく、すべて一律２分の

１の按分をすべきであるとしている。 

 
   イ 判断 

(ｱ) 考え方 
まず、広報費についてであるが、広報紙、ホームページ、市政報告

会等により、調査研究活動、議会活動及び市の政策（以下この (ｱ)に
おいて「調査研究活動等」という。）を市民に知らせることは、市政

に対する市民の意思を的確に収集・把握するための前提として意義

を有するものであることから、こうした広報のために支出した費用
は使途基準においても認められている。  
この場合、当該広報紙等に調査研究活動等以外の部分が相当程度掲

載されており、それらの話題等の提供が重要な目的となっている印

象を受けるようなときは、使途基準にそのまま適合するものではな

いと認められ、必要な按分計算を行うべきと考える。ただし、調査
研究活動等に関する話題等がほとんどであり、広報紙等の性格を変

質させるものではないと認められるもの、言い換えるならば、主と
して調査研究活動等を市民に周知させるための広報活動としての意

義を有すると認められるものについてまで殊更取り上げて按分を求
めるということまで要請されているものではないと考える。  
また、資料作成費についても、各種資料を作成して調査研究活動等

を市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集・
把握するための前提として意義を有するものであり、この点、上記
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広報費の場合と異なるところはないことから、考え方は同様である。 
      本件請求については、以上の考え方に基づき判断することとする。 
       

  (ｲ) 個別判断 

    個々の広報紙等の内容の確認を行い、その結果について、次の区
分に従い、別表「個別監査結果一覧表」の「判断」欄等に該当する

記号等を記載した。 

      なお、木岡崇議員に係る広聴費（市民アンケート印刷費）につい
ては、調査研究活動以外の話題がないと認められるものであることか

ら、当該支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した（「判断」欄には、「Ａ」と記載した。）。 

 
Ａ 違法又は不当な支出であるとは認められないと判断したもの 

       （「判断」欄の記載････「Ａ」）  

       当該広報紙等については、調査研究活動、議会活動及び市の政
策以外の話題等がないかそれらに関する話題等がほとんどである

と認められるものであることから按分計算を行わず、支出の全額
について、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断し

た。  
       なお、関連経費も同様に判断し、その旨「判断」欄等に記載し

た（「判断」欄の記載････「Ａ」、「備考」欄の記載････「№△の関

連経費」等）。 
 

     Ｂ ２分の１について返還すべきと判断したもの 
       （「判断」欄の記載････「Ｂ」、「備考」欄の記載････「２分の１

返還」等） 

当該広報紙等については、調査研究活動、議会活動及び市の政
策に関する話題等がほとんどであるとはいえないと認められるも

の（自身の写真やプロフィール、自身の選挙・後援会に関する話
題、国政選挙の立候補者に対する個人的支援等に関する話題、ク

リスマスパーティのお知らせ等の部分が過大であるもの、汎用的

な写真データの作成に係るもの）であることから、「手引き」のⅡ
の２の規定に従い、支出額を２分の１で按分し、２分の１につい

ては返還を求めるべきと判断した。  
       なお、関連経費も同様に判断し、その旨「判断」欄等に記載し

た（「判断」欄の記載････「Ｂ」、「備考」欄の記載････「№△の関
連経費・２分の１返還」等）。 

 

Ｃ  買い置きに係るものであり、違法又は不当な支出であるとは認め
られないと判断したもの（Ｂに関連するものを除く。） 
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       （「判断」欄の記載････「Ｃ」） 

       印刷用紙、封筒、切手等については、ある程度の買い置きをし

ておくことは一般に認められないものではないので、支出の全額
について、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断し

た。 
 

 

 ３ 結論 
   本件請求における請求人の主張には一部理由があるものと認め、自治法

第 242 条第４項の規定に基づき、次のとおり勧告する。 
   市長は、別表「個別監査結果一覧表」に掲げる会派、議員のうち、同表

の「認定した要返還額」欄に金額の記載がある議員に対し、平成 24 年９月
20 日までに当該金額の返還を命ずるなど、必要な措置を講ずること。 

 

 
 ４ 意見 

   政務調査報告書(個表)に広報紙等の印刷枚数等、支出に係る内容の記載
が十分とはいえないものや印刷物について裏面のコピーが添付されていな

いものが見受けられたので、より一層の明確な記載及び的確な資料の添付

について配意する必要がある。 
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請求額 確認額

1 3-3 広報費 1,395,430 1,395,430 0 Ａ 　

1,395,430 1,395,430 0

請求額 確認額

1 4-2 広報費 107,100 107,100 0 Ａ 　

2 10-4 広報費 311,850 311,850 0 Ａ

418,950 418,950 0

請求額 確認額

1 4-1 16,000 16,000 0 Ａ

2 4-10 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

3 4-11 広報費 120,000 120,000 0 Ａ

4 4-12 広報費 15,000 15,000 0 Ａ

ＮＯ.3の関連経費

ＮＯ.3の関連経費

備                             考

備                             考

合計

会派　公明党

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

判断

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別監査結果一覧表

返還対象金額
№ 管理番号 使途項目

認定した
要返還額

会派　自民党

《表示内容等》
１　記載順序
　　当一覧表の記載順序は、監査請求書の記載順序と同一である。

２　表示内容等
　(1)  「管理番号」欄
　　　 「政務調査報告書（個表）」に記載されている管理番号を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された管理番号が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「管理番号補正」と表示した。
　(2) 「使途項目」欄
　 　  「政務調査報告書（個表）」に記載されている費用の項目名を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された項目名が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「使途項目補正」と表示した。
　(3) 「返還対象金額」欄
　　　 ア　「請求額」欄
　　　　　 監査請求書に記載されている返還対象金額をそのまま表示した。
　　　 イ　「確認額」欄
　　　　　 アの「請求額」について「政務調査報告書（個表）」とチェックし、確認した後の金額を表示した。また、 監査
　　　　請求書に記載された金額が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に「対象金額補
　　　  正」と表示した。
　(4) 「認定した要返還額」欄
　　　  返還対象金額について調査した結果、市長に返還すべきと認められる金額を表示した。
　(5) 「判断」欄
　　　  本文中に記載した判断区分の記号を表示した。

備                             考判断

使途項目は「広報費」であることを確認した。ＮＯ.3の関連経費

認定した
要返還額

合計

会派　共産党

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

判断
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5 5-1 広報費 4,350 4,350 0 Ｃ

6 5-2 広報費 8,000 8,000 0 Ａ

7 5-3 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

8 5-8 広報費 80,000 80,000 0 Ａ 〃

9 5-9 広報費 90,000 90,000 0 Ａ

10 6-2 広報費 15,000 15,000 0 Ａ

11 6-4 広報費 32,000 32,000 0 Ａ 〃

12 6-7 広報費 96,000 96,000 0 Ａ

13 6-30 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

14 7-1 広報費 16,000 16,000 0 Ａ

15 7-5 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

16 広報費 78,000 78,000 0 Ａ

17 8-3 広報費 26,000 26,000 0 Ａ

18 8-4 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

19 8-7 広報費 16,000 16,000 0 Ａ 〃

20 8-9 広報費 90,000 90,000 0 Ａ

21 8-10 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

22 9-8 広報費 15,000 15,000 0 Ａ

23 9-11 広報費 16,000 16,000 0 Ａ 〃

24 9-14 広報費 150,000 150,000 0 Ａ

25 9-15 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

26 10-2 広報費 16,000 16,000 0 Ａ

27 10-4 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

28 10-8 広報費 120,000 120,000 0 Ａ

29 10-10 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

30 11-6 広報費 22,000 22,000 0 Ａ

31 11-8 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

32 11-9 広報費 80,000 80,000 0 Ａ 〃

33 11-12 広報費 120,000 120,000 0 Ａ

34 12-1 広報費 16,000 16,000 0 Ａ

35 12-3 広報費 35,680 35,680 0 Ａ 〃

36 12-4 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

37 12-6 広報費 120,000 120,000 0 Ａ

ＮＯ.28の関連経費

ＮＯ.33の関連経費

ＮＯ.37の関連経費

ＮＯ.16の関連経費

ＮＯ.20の関連経費

ＮＯ.20の関連経費

ＮＯ.24の関連経費

ＮＯ.24の関連経費

ＮＯ.28の関連経費

ＮＯ.9の関連経費

ＮＯ.12の関連経費

ＮＯ.12の関連経費

管理番号は記載を求めた。
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38 12-13 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

39 12-15 広報費 35,000 35,000 0 Ａ

40 12-16 広報費 102,050 102,050 0 Ａ

41 1-1 広報費 6,000 6,000 0 Ａ

42 1-2 資料作成費 18,005 18,005 0 Ｃ

43 1-3 広報費 8,000 8,000 0 Ａ

44 1-4 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

45 1-6 広報費 75,000 75,000 0 Ａ

46 1-8 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

47 2-3 広報費 120,000 120,000 0 Ａ

48 2-7 広報費 80,000 80,000 0 Ａ

49 2-8 広報費 14,000 14,000 0 Ａ 〃

50 2-12 広報費 15,000 15,000 0 Ａ 〃

51 3-3 広報費 15,000 15,000 0 Ａ

52 3-4 広報費 80,000 80,000 0 Ａ 〃

53 3-5 広報費 57,000 57,000 0 Ａ

54 4-3 広報費 30,000 30,000 0 Ａ

2,733,085 2,733,085 0

請求額 確認額

1 4-6 広報費 4,000 4,000 0 Ａ

2 8-5 広報費 65,100 65,100 0 Ａ

3 8-5 広報費 4,000 4,000 0 Ａ

4 9-9 広報費 41,685 41,475 0 Ａ

5 9-9 広報費 210 210 0 Ａ

114,995 114,785 0

請求額 確認額

1 5-2 広報費 567,000 567,000 0 Ａ

567,000 567,000 0

ＮＯ.45の関連経費

ＮＯ.45の関連経費

ＮＯ.47の関連経費

ＮＯ.53の関連経費

23年4月分

ＮＯ.37の関連経費

ＮＯ.39の関連経費

ＮＯ.45の関連経費

合計

　

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

合計

稲川和成 　議員

1139号分（15,000円）は、2分の１按分済みの支出額であることを確
認したため、監査対象から除外した。

1147号分（27,000円）は、2分の１按分済みの支出額であることを確
認したため、監査対象から除外した。

阿部ひろ子 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

対象金額補正

ＮＯ.4の関連経費

　

判断

判断
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請求額 確認額

1 5-3 広報費 184,900 184,900 0 Ａ

2 6-5 広報費 46,300 46,300 0 Ａ

3 8-2 広報費 262,180 262,180 0 Ａ

4 8-2 広報費 132,400 132,400 0 Ａ

5 9-4 広報費 155,610 155,610 0 Ａ

6 9-4 広報費 46,300 46,300 0 Ａ

7 11-2 広報費 262,710 262,710 0 Ａ

8 11-2 広報費 132,400 132,400 0 Ａ

9 12-3 広報費 264,600 264,600 0 Ａ

10 1-2 広報費 132,300 132,300 0 Ａ

11 2-2 広報費 157,600 157,600 0 Ａ

12 2-2 広報費 46,200 46,200 0 Ａ

13 4-2 広報費 124,110 124,110 0 Ａ

14 4-2 広報費 42,100 42,100 0 Ａ

1,989,710 1,989,710 0

請求額 確認額

1 5-2 広報費 50,400 50,400 0 Ａ

2 6-7 広報費 380 380 0 Ａ

3 7-6 広報費 85,050 85,050 0 Ａ

4 10-2 広報費 76,650 76,650 0 Ａ

5 11-2 広報費 36,750 36,750 0 Ａ

6 11-3 広報費 380 380 0 Ａ

7 3-1 広報費 66,150 66,150 0 Ａ

315,760 315,760 0

請求額 確認額

1 2-5 広報費 628,950 628,950 314,475 Ｂ

628,950 628,950 314,475

認定した
要返還額

備                             考

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考判断

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

ＮＯ.5の関連経費

宇田川好秀 　議員

関口京子 　議員

合計

合計

ＮＯ.11の関連経費

管理番号補正、ＮＯ.1の関連経費

ＮＯ.3の関連経費

岩澤勝徳 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

判断

判断

2分の1返還。自身の写真が過大である。

ＮＯ.9の関連経費

ＮＯ.7の関連経費

　

ＮＯ.13の関連経費
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請求額 確認額

1 7-03 広報費 157,500 157,500 0 Ａ

157,500 157,500 0

請求額 確認額

1 12-10 広報費 25,000 25,000 0 Ａ

2 12-10 広報費 31,250 31,250 0 Ａ

56,250 56,250 0

請求額 確認額

1 5-3 広報費 427,875 427,875 0 Ａ

2 10-8 広報費 388,899 388,899 0 Ａ

3 3-2 広報費 420,399 420,399 0 Ａ

4 3-6 広報費 99,015 99,015 0 Ａ

5 4-5 広報費 124,950 124,950 0 Ａ

1,461,138 1,461,138 0

請求額 確認額

1 7-4 広報費 57,750 57,750 0 Ａ

2 12-3 広報費 120,750 120,750 0 Ａ

3 4-3 広報費 33,085 33,085 0 Ａ

211,585 211,585 0

請求額 確認額

1 7-3 広報費 326,738 326,736 0 Ａ

2 7-5 資料作成費 52,500 52,500 0 Ａ

3 10-5 資料作成費 52,500 52,500 26,250 Ｂ

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

髙橋英明 　議員

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

判断

判断

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

近藤　　豊 　議員

合計

合計

金子信男 　議員

合計

光田直之 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

江袋正敬 　議員

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

判断

判断

判断

2分の1返還。自身の写真が過大である。

対象金額補正

　

　

ＮＯ.1の関連経費
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4 1-5 資料作成費 52,500 52,500 0 Ａ

5 3-4 資料作成費 383,250 383,250 0 Ａ

6 4-4 資料作成費 52,500 52,500 0 Ａ

919,988 919,986 26,250

請求額 確認額

1 2-10 広報費 135,450 135,450 0 Ａ

2 3-1 広報費 126,000 126,000 0 Ａ

3 3-2 広報費 49,455 49,455 0 Ａ

4 3-7 広報費 48,065 48,065 0 Ａ 〃

5 3-8 広報費 53,820 53,820 0 Ａ 〃

412,790 412,790 0

請求額 確認額

1 12-4 広報費 25,000 25,000 0 Ａ

2 12-6 広報費 60,700 60,700 0 Ａ

85,700 85,700 0

請求額 確認額

1 4-3 広報費 161,334 161,334 0 Ａ

2 10-5 広報費 381,401 381,401 0 Ａ

3 12-5 広報費 240,500 240,500 0 Ａ

4 1-4 広報費 175,190 175,190 0 Ａ

5 2-1 広報費 1,400 1,400 0 Ａ 〃

959,825 959,825 0

請求額 確認額

1 4-1 広報費 353,280 353,280 176,640 Ｂ

353,280 353,280 176,640

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

ＮＯ.3の関連経費

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

合計

合計

桜井由美子 　議員

合計

市原光吉 　議員

最上則彦 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

使途項目№
返還対象金額

管理番号

篠田文男 　議員

合計

2分の1返還。プロフィール等が過大である。

合計

　

判断

判断

判断

判断

ＮＯ.1の関連経費

　

ＮＯ.1及び2の関連経費

　

23年4月分
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請求額 確認額

1 4-10 広報費 72,000 72,000 0 Ａ

2 6-4 広報費 74,445 74,445 0 Ａ

3 9-1 広報費 77,550 77,550 0 Ａ

4 9-5 広報費 59,300 59,300 0 Ｃ

5 9-6 広報費 5,000 5,000 0 Ａ

6 11-1 広報費 83,800 83,800 0 Ａ

7 12-7 広報費 104,500 104,500 0 Ａ

8 2-3 広報費 113,900 113,900 0 Ａ

9 3-2 広報費 32,300 32,300 0 Ａ

622,795 622,795 0

請求額 確認額

1 8-2 資料作成費 358,710 358,710 0 Ａ

2 1-2 資料作成費 228,757 228,757 0 Ａ

3 3-2 資料作成費 120,750 120,750 0 Ａ

4 4-5 資料作成費 126,600 126,600 0 Ａ

834,817 834,817 0

請求額 確認額

1 4-6 広報費 5,400 5,400 0 Ａ

2 5-4 広報費 5,000 5,000 0 Ａ

3 12-9 広報費 88,550 88,550 0 Ａ

98,950 98,950 0

請求額 確認額

1 11-6 広報費 36,750 36,750 0 Ａ

2 12-6 広報費 13,650 13,650 0 Ｃ

合計

認定した
要返還額

備                             考

使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

管理番号

合計

　

23年4月分、ＮＯ.3の関連経費

管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

若谷正巳 　議員

判断

芝﨑正太 　議員

合計

№ 判断

№ 使途項目

松本幸恵 　議員

松本　　進 　議員

№ 管理番号

判断

使途項目
返還対象金額

№ 管理番号

判断
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3 1-4 広報費 107,100 107,100 0 Ａ

4 1-5 広報費 71,400 71,400 0 Ａ

228,900 228,900 0

請求額 確認額

1 5-5 広報費 20,000 20,000 0 Ａ

2 7-5 広報費 105,000 105,000 0 Ａ

3 8-5 広報費 20000 20,000 0 Ａ

4 10-5 広報費 91,350 91,350 0 Ａ

5 11-4 広報費 242,600 242,600 0 Ａ

6 1-5 広報費 81,900 81,900 0 Ａ

7 2-5 広報費 20,000 20,000 0 Ａ

8 3-4 広報費 71,400 71,400 0 Ａ

9 4-5 広報費 65,360 65,360 0 Ａ

717,610 717,610 0

請求額 確認額

1 4-6 広報費 41,370 41,370 0 Ａ

2 6-6 資料作成 56,600 56,600 0 Ａ

3 9-7 資料作成 46,121 46,121 23,061 Ｂ

4 10-6 広報費 73,500 73,500 0 Ｂ

5 10-8 広報費 41,370 41,370 0 Ａ

6 12-3 資料作成 68,000 68,000 34,000 Ｂ

7 1-4 広報費 62,580 62,580 0 Ａ

8 2-5 資料作成 68,700 68,700 34,350 Ｂ

9 3-5 広報費 63,000 63,000 0 Ａ

521,241 521,241 91,411

ＮＯ.2の関連経費

2分の1返還。汎用的な写真データの作成費である。
「議員任期満了前後の違法または不当な支出に関する住民監査請
求」の請求事項と重複しているため、ここでは判断結果のみ表示し、
返還金額は計上しない。

2分の1返還。自身の写真、プロフィールが過大である。

ＮＯ.2の関連経費

ＮＯ.4の関連経費

ＮＯ.8の関連経費

2分の1返還。自身の写真、プロフィールが過大である。

判断

判断

2分の1返還。自身の写真、プロフィールが過大である。

23年4月分、ＮＯ.8の関連経費

合計

杉本佳代 　議員

合計

合計

松本英彦 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考
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請求額 確認額

1 12-10 広報費 25,000 25,000 0 Ａ

2 12-12 広報費 36,650 36,650 0 Ａ

61,650 61,650 0

請求額 確認額

1 6-4 広報費 202,650 202,650 0 Ａ

2 8-5 広報費 71,400 71,400 0 Ａ

3 11-6 広報費 36,750 36,750 0 Ａ

4 12-4 広報費 1,974,400 197,400 0 Ａ

2,285,200 508,200 0

請求額 確認額

1 9-2 広報費 254,600 254,600 0 Ａ

2 12-4 広報費 254,600 254,600 0 Ａ

3 3-5 広報費 254,600 254,600 0 Ａ

763,800 763,800 0

請求額 確認額

1 6-4 広報費 15,750 15,750 0 Ｃ

2 6-5 広報費 69,300 69,300 0 Ａ

3 6-6 広報費 28,240 28,240 0 Ａ

4 8-8 広報費 44,640 44,640 0 Ａ

5 8-10 広報費 65,100 65,100 0 Ａ

6 8-13 広報費 6,300 6,300 0 Ａ

7 9-4 広報費 17,850 17,850 0 Ｃ

8 11-5 広報費 49,280 49,280 0 Ａ

9 11-11 広報費 34,650 34,650 0 Ａ

10 12-4 広報費 39,250 39,250 0 Ａ

使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考管理番号

星野洋子 　議員

合計

　

ＮＯ.1の関連経費

№ 判断

判断

判断

備                             考

　

管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

判断

　

対象金額補正

合計

備                             考

石橋俊伸 　議員

№

前原博孝 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

合計

大関修克 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額 認定した

要返還額
備                             考

　

ＮＯ.2の関連経費

ＮＯ.5の関連経費

ＮＯ.9の関連経費

ＮＯ.9の関連経費
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11 12-6 資料作成費 15,144 15,144 0 Ａ

12 1-1 広報費 18,800 18,800 0 Ａ

13 1-10 広報費 31,500 31,500 0 Ｃ

14 3-7 資料作成費 241,500 241,500 0 Ａ

15 3-8 広報費 50,640 50,640 0 Ａ

727,944 727,944 0

請求額 確認額

1 9-06 広報費 84,000 84,000 0 Ａ

2 10-03 広報費 521,703 521,703 0 Ａ

3 10-04 広報費 2,094 2,094 0 Ｃ

4 10-05 広報費 18,640 18,640 0 Ａ

5 10-13 広報費 4,000 4,000 0 Ａ

6 12-03 広報費 84,000 84,000 0 Ａ

7 1-2 広報費 389,812 305,812 0 Ａ

8 1-7 広報費 13,645 13,645 0 Ａ

9 3-2 広報費 111,300 111,300 0 Ａ

1,229,194 1,145,194 0

請求額 確認額

1 9-3 広報費 210,000 210,000 0 Ａ

2 10-3 広報費 245,000 245,000 0 Ａ

3 11-3 広報費 252,000 252,000 126,000 Ｂ

4 12-3 広報費 231,000 231,000 115,500 Ｂ

5 3-3 広報費 294,000 294,000 0 Ａ

1,232,000 1,232,000 241,500

請求額 確認額

1 8-8 広報費 60,900 60,900 0 Ａ

60,900 60,900 0

認定した
要返還額

備                             考

萩原一寿 　議員

合計

　

判断

判断

　

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

谷川恵子 　議員

備                             考

合計

ＮＯ.2の関連経費

使途項目補正、ＮＯ.2の関連経費

ＮＯ.2の関連経費

田口順子 　議員

合計

№ 管理番号

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

使途項目
返還対象金額

判断

ＮＯ.7の関連経費

対象金額補正

ＮＯ.7の関連経費

使途項目補正

ＮＯ.11の関連経費

使途項目補正

ＮＯ.14の関連経費

合計

2分の1返還。自身の選挙・後援会の記事が過大である。

2分の1返還。自身の選挙・後援会の記事が過大である。
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請求額 確認額

1 4-9 資料作成費 14,807 14,807 0 Ａ

2 5-6 資料作成費 34,258 34,258 0 Ａ

3 5-11 資料作成費 19,451 19,451 0 Ａ

4 6-2 広報費 2,792 2,792 0 Ｃ

5 6-5 資料作成費 8,037 8,037 0 Ａ

6 6-11 広報費 3,240 3,240 0 Ａ

7 7-2 広報費 1,654 1,654 166 Ｂ

8 7-7 資料作成費 16,899 16,899 5,633 Ｂ

9 8-1 資料作成費 11,430 11,430 0 Ａ

10 9-4 資料作成費 15,070 15,070 942 Ｂ

11 10-4. 資料作成費 13,087 13,087 0 Ａ

12 10-9 広報費 1,280 1,280 0 Ａ

13 11-3 資料作成費 21,755 21,775 0 Ａ

14 11-10 広報費 3,490 3,490 0 Ｃ

15 11-11 広報費 156,500 156,500 0 Ａ

16 12-3 資料作成費 29,240 29,240 0 Ａ

17 12-9 広報費 2,492 2,492 0 Ｃ

18 1-3 資料作成費 35,559 35,559 0 Ａ

19 1-8 広報費 4,800 4,800 0 Ａ

20 1-10 広報費 208,268 208,268 0 Ａ

21 2-3 資料作成費 40,218 40,218 0 Ａ

22 2-9 広報費 698 698 0 Ｃ

23 3-3 資料作成費 35,578 35,578 0 Ａ

24 3-6 広報費 568 568 0 Ｃ

681,171 681,191 6,741

請求額 確認額

1 8-5 広報費 60,900 60,900 0 Ａ

2 11-6 広報費 133,350 133,350 0 Ａ

3 12-4 広報費 122,850 122,850 0 Ａ

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

ＮＯ.5の関連経費

ＮＯ.8及びＮＯ.10の関連経費（用紙代）・20％の2分の1返還

認定した
要返還額

備                             考

白根大輔 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

ＮＯ.18の関連経費

2分の1返還（3号中2号）。国政選挙の立候補者個人の支援記事が
過大である。（16,899円×2/3×1/2）

2分の1返還（8号中1号）。党代表選挙の記事が過大である。
（15,070円×1/8×1/2）

ＮＯ.11の関連経費

対象金額補正

合計

幡野　　茂 　議員

判断

判断
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4 4-5 広報費 66,150 66,150 0 Ａ

383,250 383,250 0

請求額 確認額

1 5-8 広報費 174,037 174,037 0 Ａ

2 6-6 広報費 50,531 50,531 0 Ａ

3 8-7 広報費 174,037 174,037 0 Ａ

4 8-8 広報費 50,531 50,531 0 Ａ

5 9-7 広報費 174,037 174,037 0 Ａ

6 10-7 広報費 50,531 50,531 0 Ａ

7 10-8 広報費 32,550 32,550 16,275 Ｂ

8 1-7 広報費 201,705 201,705 0 Ａ

9 1-8 広報費 50,531 50,531 0 Ａ

10 3-7 広報費 173,040 173,040 0 Ａ

11 4-9 広報費 50,531 50,531 0 Ａ

1,182,061 1,182,061 16,275

請求額 確認額

1 1-3 広報費 62,250 62,250 0 Ａ

62,250 62,250 0

請求額 確認額

1 34-9 資料作成費 10,500 10,500 0 Ａ

2 34-21 資料作成費 10,500 10,500 0 Ａ

3 34-24 広報費 123,480 123,480 0 Ａ

4 34-35 広報費 141,750 141,750 0 Ａ

5 34-37 広報費 370,020 370,020 0 Ａ

6 34-42 資料作成費 15,750 15,750 0 Ａ

7 34-46 資料作成費 10,500 10,500 0 Ａ

8 34-48 資料作成費 10,500 10,500 0 Ａ

認定した
要返還額

備                             考

板橋博美 　議員

認定した
要返還額

合計

板橋智之 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

合計

備                             考

　

豊田　　満 　議員

認定した
要返還額

備                             考№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

判断

判断

判断

　

ＮＯ.3の関連経費

ＮＯ.5の関連経費

2分の1返還。汎用的な写真データの作成費である。

ＮＯ.8の関連経費

23年4月分、ＮＯ.10の関連経費

管理番号補正、ＮＯ.1の関連経費

　

23年4月分
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9 34-60 資料作成費 21,000 21,000 0 Ａ

10 34-65 広報費 348,600 348,600 174,300 Ｂ

11 34-68 広報費 320,380 320,380 160,190 Ｂ

12 34-76 資料作成費 10,500 10,500 0 Ａ

1,393,480 1,393,480 334,490

請求額 確認額

1 1-2 広聴費 359,877 268,877 0 Ａ

359,877 268,877 0

請求額 確認額

1 3-5 広報費 312,060 312,060 0 Ａ

2 4-3 広報費 100,800 100,800 0 Ａ

412,860 412,860 0

請求額 確認額

26,641,886 24,689,694 1,207,782

総　　合　　計

返還対象金額
認定した
要返還額

広報紙の郵送費である。
2分の1返還。クリスマスパーティの周知記事が過大である。

使途項目補正

対象金額補正

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

立石泰広 　議員

合計

23年4月分

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

認定した
要返還額

判断

判断

合計

木岡　　崇 　議員

合計

№ 管理番号 使途項目

備                             考

広報紙のポストインサービス代である。
2分の1返還。クリスマスパーティの周知記事が過大である。
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別紙1、【会派】　政務調査費（市政報告などの広報発行関連費用集計）平成22年4月～平成23年4月まで
※会派のみ集計・民主党系会派は会派での政調費予算なし）

4,547,465
自民党

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）
携帯電話は
上限1万円

費目 内容 支払い先 備考

3-3 23.3.10 1,395,430 1,395,430 広報 自民党川口市儀段レポート印刷配布
印刷：山北印刷
配布：有限会社フローレス

印刷：@2.9×200,000部　配布：＠3.8×197,000部　振込み手数料400円含む

0 0

1,395,430 0
対象金額合計 1,395,430

公明党

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）
携帯電話は
上限1万円

費目 内容 支払い先 備考

4-2 22.4.28 107,100 107,100 広報 公明党川口市議団ニュースNO3印刷 富士印刷 30,000枚

10-4 22.10.15 311,850 311,850 広報 公明党川口市議団ニュースNO3平成22年秋号印刷 富士印刷 B4カラー印刷18,000枚

0 0

418,950 0
返還対象金額合計 418,950

共産党

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）
携帯電話は
上限1万円

費目 内容 支払い先 備考

4-1 22.4.10 16,000 16,000 議会報告郵送切手80円×200枚 セブンイレブン 発送は4/4：60通、4/18：60通、4/21：60通

4-10 22.4.30 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

4-11 22.4.30 120,000 120,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1105～1108号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

4-12 22.4.30 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成 長谷川孝司

5-1 22.5.20 4,350 4,350 広報 議会報告『新川口』発送の封筒 ワタコン ＠725×6個

5-2 22.5.21 8,000 8,000 広報 議会報告郵送切手80円×100枚 郵便事業株式会社 市内民主団体への郵送

5-3 22.5.24 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成5月分 マスキング処理のため不明

5-8 22.5.31 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

5-9 22.5.31 90,000 90,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1109～1112号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚　1111・1112号は1/2のみ計上

6-2 22.6.20 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成6月分 マスキング処理のため不明

6-4 22.6.23 32,000 32,000 広報 議会報告郵送切手80円×400枚 郵便事業株式会社 6/3・23　各＠80×200枚　

6-7 22.6.25 96,000 96,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1113～1115号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

6-30 22.6.30 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

7-1 22.7.15 16,000 16,000 広報 議会報告郵送切手80円×200枚 郵便事業株式会社 市内民主団体等への郵送

7-5 22.7.26 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成 マスキング処理のため不明

22.7.31 78,000 78,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会
1116号：B4両面印刷12,000枚　1117・1118号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚
1116号は1/2のみ計上

8-3 22.8.18 26,000 26,000 広報 議会報告郵送切手 郵便事業株式会社 市内団体・個人への郵送 8/9 10円×100枚・80円×100枚・90円×100枚購入・8/18 80円×100枚購入

8-4 22.8.23 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成8月分 マスキング処理のため不明

8-7 22.8.26 16,000 16,000 広報 議会報告郵送切手80円×200枚 郵便事業株式会社 市内団体・個人への郵送

8-9 22.8.30 90,000 90,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1119～・1121号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

8-10 22.8.31 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

9-8 22.9.25 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成9月分 マスキング処理のため不明

9-11 22.9.23 16,000 16,000 広報 議会報告郵送切手80円×200枚
9/16：郵便事業株式会社
9/23：セブンイレブン

9/16・23　各80円×100枚

9-14 22.9.29 150,000 150,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1122～・1126号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

9-15 22.9.30 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

10-2 22.10.12 16,000 16,000 広報 議会報告郵送切手80円×200枚 郵便事業株式会社 議会報告『新川口』1127号郵送

10-4 22.10.24 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成10月分 マスキング処理のため不明

10-8 22.10.31 120,000 120,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1127～・1130号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

10-10 22.10.30 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

11-6 22.11.9 22,000 22,000 広報 議会報告郵送 郵便事業株式会社 切手80円×200枚　＠80×75通

11-8 22.11.25 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成11月分 マスキング処理のため不明

（別添1）
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11-9 22.11.30 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

11-12 22.11.25 120,000 120,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1131～・1134号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

12-1 22.12.1 16,000 16,000 広報 議会報告郵送切手80円×200枚 郵便事業株式会社 議会報告『新川口』12/5・12・19・26号郵送

12-3 22.12.6 35,680 35,680 広報 議会報告等郵送
郵送：郵便事業株式会社
メール便：ヤマト運輸

議会報告・来年度予算要望書を市内団体等へ発送
郵送：＠100×124通 メール便：＠80×291通

12-4 22.12.10 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成12月分 マスキング処理のため不明

12-6 22.12.25 120,000 120,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1135～・1138号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

12-13 22.12.27 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

12-15 22.12.28 35,000 35,000 広報 議会報告はがき新春号印刷 株式会社ライフクリエーション 印刷枚数不明

12-16 22.12.31 102,050 102,050 広報 議会報告はがき新春号郵送 郵便事業株式会社 ＠50×2,041通

1-1 23.1.6 6,000 6,000 広報 議会報告郵送＠80×75通 郵便事業株式会社

1-2 23.1.12 18,005 18,005 資料作成 議会報告郵送宛名シール 日本共産党埼玉南部地区委員会 ＠4370×4+振込手数料525円

1-3 23.1.15 8,000 8,000 広報 議会報告郵送切手80円×100枚 セブンイレブン

1-4 23.1.22 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成1月分 マスキング処理のため不明

1-6 23.1.28 75,000 75,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1139～・1141号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚　1139号は1/2のみ計上

1-8 23.1.31 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

2-3 23.2.25 120,000 120,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1142～・1145号まで各B4両面印刷＠3×10,000枚

2-7 23.2.28 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

2-8 23.2.28 14,000 14,000 広報 議会報告郵送切手80円×175枚 郵便事業株式会社

2-12 23.2.20 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成2月分 マスキング処理のため不明

3-3 23.3.16 15,000 15,000 広報 議会報告『新川口』版下作成 マスキング処理のため不明

3-4 23.3.25 80,000 80,000 広報 議会報告『新川口』印刷用紙代 株式会社ライフクリエーション ＠2.0×40,000枚

3-5 23.3.25 57,000 57,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会
1146号B4両面印刷＠3×10,000枚・1147号各B4両面印刷＠3×18,000枚
1147号は1/2のみ計上

4-3 23.4.30 30,000 30,000 広報 議会報告『新川口』印刷 日本共産党埼玉南部地区委員会 1148号B4両面印刷＠3×10,000枚

0 0
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別紙1、【議員個人】　政務調査費（市政報告などの広報発行関連費用集計）平成22年4月～平成23年4月まで
※議員個人のみ集計・山崎・吉田・関市議は広報の発行なし・唐澤市議は費用按分処理済みため集計より除外）

議員36名合計 22,094,501
阿部（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-6 22.4.12 4,000 4,000 広報 市政報告通信代（80円切手50枚) 郵便事業株式会社 阿部ひろ子通信NO43

8-5 22.8.17 65,100 65,100 広報 印刷代5,000枚カラー 富士印刷 阿部ひろ子通信NO44

8-5 22.8.18 4,000 4,000 広報 80円切手50枚 郵便事業株式会社 阿部ひろ子通信NO44

9-9 22.9.30 41,685 41,685 広報 印刷代500部カラー 富士印刷 阿部ひろ子通信NO45

9-9 22.9.30 210 210 広報 振込手数料 青木信金 阿部ひろ子通信NO45

0 0

114,995 0
対象金額合計 114,995

稲川（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-2 22.5.25 567,000 567,000 広報 市政報告撮影編集制作費（DVD800枚） 有限会社アロマ 制作費30万円・DVD800枚×300円

0 0

567,000 0
対象金額合計 567,000

宇田川（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-3 22.5.26 184,900 184,900 広報 市政通信印刷11,200部 コスモプリンツ 振込手数料100円含む・市議会ニュースvol22

8-8 22.6.30 46,300 46,300 広報 市政通信配布11,000部×@4 株式会社ポストインサービス 振込み手数料100円含む・市議会ニュースvol22

8-2 22.8.6 262,180 262,180 広報 市政通信印刷32,000部 コスモプリンツ 振込手数料100円含む・市議会ニュースvol23

8-2 22.8.6 132,400 132,400 広報 市政通信配布31,500部×@4 株式会社ポストインサービス 振込み手数料100円含む・市議会ニュースvol23

9-4 22.9.28 155,610 155,610 広報 市政通信印刷11,200部 コスモプリンツ 振込手数料210円含む・市議会ニュースvol24

9-4 22.9.28 46,300 46,300 広報 市政通信配布11,000部×@4 株式会社ポストインサービス 振込み手数料100円含む・市議会ニュースvol24

11-2 22.11.11 262,710 262,710 広報 市政通信印刷32,000部 コスモプリンツ 振込手数料210円含む・市議会ニュースvol25

11-2 22.11.11 132,400 132,400 広報 市政通信配布31,500部×@4 株式会社ポストインサービス 振込み手数料100円含む・市議会ニュースvol25

12-3 22.12.17 264,600 264,600 広報 市政通信印刷32,000部 コスモプリンツ 市議会ニュースvol26

1-2 23.1.12 132,300 132,300 広報 市政通信配布31,500部×@4 株式会社ポストインサービス 市議会ニュースvol26

2-2 23.2.18 157,600 157,600 広報 市政通信印刷12,000部 コスモプリンツ 振込手数料100円含む・市議会ニュースvol27

2-2 23.2.18 46,200 46,200 広報 市政通信配布11,000部×@4 株式会社ポストインサービス 市議会ニュースvol27

4-2 23.4.18 124,110 124,110 広報 市政通信印刷10,800部 コスモプリンツ 振込手数料210円含む・市議会ニュースvol30

4-2 23.4.18 42,100 42,100 広報 市政通信配布10,000部×@4 株式会社ポストインサービス 振込手数料100円含む・市議会ニュースvol30

0 0

1,989,710 0
対象金額合計 1,989,710

関口（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-2 22.5.16 50,400 50,400 広報 市政報告印刷2,300枚 富士印刷 せきぐち京子ニュースNO39

6-7 22.6.26 380 380 広報 チラシ印刷用写真CD枚作成 カメラのキムラ

7-6 22.7.15 85,050 85,050 広報 市政報告印刷6,000枚 富士印刷 せきぐち京子ニュースNO40

10-2 22.10.12 76,650 76,650 広報 市政報告印刷5,400枚 富士印刷 せきぐち京子ニュースNO41

11-2 22.11.30 36,750 36,750 広報 市政報告印刷2,000枚 富士印刷 せきぐち京子ニュースNO42

11-3 22.11.9 380 380 広報 チラシ印刷用写真CD枚作成 カメラのキムラ

3-1 23.3.7 66,150 66,150 広報 市政報告印刷3,000枚 富士印刷 せきぐち京子ニュースNO43

0 0

315,760 0
対象金額合計 315,760
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岩澤（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

2-5 23.2.6 628,950 628,950 広報 市政報告印刷20,000部 有限会社エーツーコミュニケーション 岩澤かつのり　ふれあいレポート5号

0 0

628,950 0
対象金額合計 628,950

近藤（民主）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

7-03 22.7.26 157,500 157,500 広報 市政報告印刷30,000枚×＠5 はんこ屋さん

0 0

157,500 0
対象金額合計 157,500

金子（共産）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

12-10 22.12.31 25,000 25,000 広報 市政報告新春号ハガキ1,250面 株式会社ライフクリエーション ハガキの両目印刷

12-10 22.12.31 31,250 31,250 広報 市政報告新春号郵送625通 郵便事業株式会社

0 0

56,250 0
対象金額合計 56,250

光田（民主）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-3 22.5.26 427,875 427,875 広報 市政報告4月号印刷配布 有限会社早船印刷 印刷20,000部・277,500円（税別）・配布20,000部×＠6.5（税別）

10-8 22.10.29 388,899 388,899 広報 市政報告10月号印刷配布 有限会社早船印刷 印刷20,000部・250,000円（税別）・配布18,520部×＠6.5（税別）

3-2 23.3.18 420,399 420,399 広報 市政報告1月号印刷配布 有限会社早船印刷 印刷20,500部・280,000円（税別）・配布18,520部×＠6.5（税別）

3-6 23.3.31 99,015 99,015 広報 市政報告3月号印刷配布 有限会社早船印刷 印刷4,050部・70,000円（税別）・配布4,050部×＠6（税別）

4-5 23.4.30 124,950 124,950 広報 市政報告4月号印刷配布 有限会社早船印刷 印刷10,470部・56,180円（税別）・配布10,470部×＠6（税別）

0 0

1,461,138 0
対象金額合計 1,461,138

江袋（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

7-4 22.7.27 57,750 57,750 広報 市政報告5,000枚印刷 富士印刷 江袋まさのりニュースNO10

12-3 22.12.20 120,750 120,750 広報 市政報告10,000枚印刷 富士印刷 江袋まさのりニュースNO11

4-3 23.4.10 33,085 33,085 広報 市政報告3,000枚印刷 富士印刷 江袋まさのりニュースNO12

0 0

211,585 0
対象金額合計 211,585

高橋（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

7-3 22.8.30 326,738 326,738 広報 市政ニューズ郵送5,019枚 佐川急便 高橋ひであき市政ニュースvol24～27

7-5 22.8.30 52,500 52,500 資料作成 市政ニュース印刷＠10×5,000部 ？領収書確認要 高橋ひであき市政ニュースvol28

10-5 22.11.15 52,500 52,500 資料作成 市政ニュース印刷＠10×5,000部 有限会社山北印刷所 高橋ひであき市政ニュースvol29

1-5 23.2.28 52,500 52,500 資料作成 市政ニュース印刷＠10×5,000部 有限会社山北印刷所 高橋ひであき市政ニュースvol30

3-4 23.4.30 383,250 383,250 資料作成 市政ニュース＆封筒印刷 有限会社山北印刷所 高橋ひであき市政ニュースvol31印刷＠9×10,000部・封筒印刷＠27.5×10,000部

4-4 23.5.28 52,500 52,500 資料作成 市政ニュース印刷＠10×5,000部 有限会社山北印刷所 高橋ひであき市政ニュース臨時号

0 0

919,988 0
対象金額合計 919,988
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最上

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

2-10 23.2.28 135,450 135,450 広報 市政報告印刷2,000部 荒川京子

3-1 23.3.5 126,000 126,000 広報 市政報告追加印刷2,000部 荒川京子

3-2 23.3.7 49,455 49,455 広報 市政報告会報郵送用封筒 文具のトミタ 角2号封筒4,500枚

3-7 23.3.10 48,065 48,065 広報 市政報告郵送730通 郵便事業株式会社

3-8 23.3.10 53,820 53,820 広報 市政報告郵送828通 郵便事業株式会社

0 0

412,790 0
対象金額合計 412,790

桜井（共産）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

12-4 22.12.28 25,000 25,000 広報 議会報告ハガキ印刷1,250枚 株式会社ライフクリエーション

12-6 22.12.31 60,700 60,700 広報 議会報告ハガキ郵送1,214通 郵便事業株式会社

0 0

85,700 0
対象金額合計 85,700

市原

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-3 22.4.13&14&24 161,334 161,334 広報 市政報告郵送・発送作業費 郵便事業会社・作業費は支出先はマスキング処理発送作業分は29,880円

10-5 22.10.10-31 381,401 381,401 広報 市政報告印刷・郵送・発送作業費

発送用タックシール：支出先はマスキング処理
印刷：春秋印刷
発送作業：支出先はマスキング処理
その他郵送費：郵事業株式会社

発送用タックシール打ち出し作業＠830×6時間：4,960円
議会報告印刷代23,100部：213,675円
発送作業：33,200円

12-5 22.12.22＆30 240,500 240,500 広報 市政報告印刷・郵送 印刷：春秋印刷　郵送（レターパック）：郵便事業会市原コーキチ市議会レポートNO57印刷：240,500円・郵送500円

1-4 23.1.10&13&31 175,190 175,190 広報 市政報告印刷・郵送・発送作業費

発送用タックシール：支出先はマスキング処理
発送作業：支出先はマスキング処理
その他郵送費：郵事業株式会社

発送用タックシール打ち出し作業：5,020円
レターパック2枚：700円
発送作業：33,200円（40時間分）

2-1 23.2.17＆23 1,400 1,400 広報 市政報告郵送 郵便事業会社 レターパック合計4枚

0 0

959,825 0
対象金額合計 959,825

篠田（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-1 22.4.13～20 353,280 353,280 広報 市政報告発送 ヤマト運輸株式会社 メール便

0 0

353,280 0
対象金額合計 353,280

芝崎（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-10 22.4.30 72,000 72,000 広報 市政報告印刷2,350枚A3サイズ 富士印刷 芝崎正太通信NO19

6-4 22.6.28 74,445 74,445 広報 市政報告印刷2,500枚A3サイズ 有限会社エスシープランニグ 芝崎正太通信NO20

9-1 22.9.1 77,550 77,550 広報 市政報告印刷2,350枚A3サイズ 富士印刷 芝崎正太通信NO21

9-5 22.9.17 59,300 59,300 広報 議会報告及び市政報告用のｐ封筒 有限会社エスシープランニグ
定型封筒1,000枚・14,000円、A4サイズ封筒1,000枚・23,000円
A4サイズ封筒マチ付500枚・19,300円

9-6 22.9.17 5,000 5,000 広報 市政報告印刷2,350枚A3サイズ 富士印刷 芝崎正太通信NO21追加コピー50枚分

11-1 22.11.1 83,800 83,800 広報 市政報告印刷2,700枚A3サイズ 有限会社エスシープランニグ 芝崎正太通信NO22

12-7 22.12.27 104,500 104,500 広報 市政報告印刷3,900枚A3サイズ 有限会社エスシープランニグ 芝崎正太通信NO23

2-3 23.2.24 113,900 113,900 広報 市政報告印刷4,200枚A3サイズ 有限会社エスシープランニグ 芝崎正太通信NO24

3-2 23.3.4 32,300 32,300 広報 市政報告印刷追加5200枚A3サイズ 有限会社エスシープランニグ 芝崎正太通信NO24

0 0
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622,795 0
対象金額合計 622,795

若谷（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

8-2 22.8.31 358,710 358,710 資料作成 市政レポート印刷・配布
印刷：巧和工芸印刷株式会社
配布：ポストインサービス株式会社

市政レポートVOL7・@6.5×35,000部印刷（税別）　配布＠4.5×26,630部（税別）

1-2 23.1.31 228,757 228,757 資料作成 市政レポート印刷・配布
印刷：巧和工芸印刷株式会社
配布：ポストインサービス株式会社

市政レポートVOL9・@3.4×30,000部印刷（税別）　配布＠4×28,966部（税別）

3-2 23.3.20 120,750 120,750 資料作成 市政レポート印刷 印刷：巧和工芸印刷株式会社 市政レポートVOL13・35,000部（税別）

4-5 23.4.30 126,600 126,600 資料作成 市政レポート配布 配布：ポストインサービス株式会社 市政レポートVOL13・配布31,650部（税別）

0 0

834,817 0
対象金額合計 834,817

松本さちえ（共産）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-6 22.4.11 5,400 5,400 広報 B4カラー用紙・両面印刷1,200枚 日本共産党埼玉南部地区委員会 松本さちえ市議会報告2010年4月10日

5-4 22.5.28 5,000 5,000 広報 B4用紙・両面印刷1,200枚 日本共産党埼玉南部地区委員会 松本さちえ市議会報告2010年5月30日

12-9 22.12.31 88,550 88,550 広報 市政報告印刷・郵送
印刷：株式会社ライフクリエーション
郵送：郵便事業株式会社

印刷：25,000円・郵送：63,550円・ハガキ1,271通

0 0

98,950 0
対象金額合計 98,950

松本すすむ（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

11-6 22.11.19 36,750 36,750 広報 市政報告印刷 富士印刷 松本すすむニュースNO28・B4カラー2,000枚

12-6 22.12.26 13,650 13,650 広報 市政報告ニュース用封筒作成1,000枚 富士印刷

1-4 23.1.5 107,100 107,100 広報 市政報告印刷 富士印刷 松本すすむニュースNO29・A4白黒12,000枚

1-5 23.1.5 71,400 71,400 広報 市政報告印刷 富士印刷 松本すすむニュースNO29・A4カラー三つ折作業込み2,500枚

0 0

228,900 0
対象金額合計 228,900

松本英彦（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-5 22.6.10 20,000 20,000 広報 市政報告原稿データ料 有限会社プライム・テック プレス原稿データ

7-5 22.8.10 105,000 105,000 広報 市政報告印刷・配布
印刷：ネクスト企画印刷株式会社
配布：有限会社フローレス

ひでひこプレスVol15・7,500部印刷・73500円　配布31500円

8-5 22.9.10 20,000 20,000 広報 市政報告原稿データ料 有限会社プライム・テック プレス原稿データ

10-5 22.11.5 91,350 91,350 広報 市政報告印刷・配布
印刷：ネクスト企画印刷株式会社
配布：有限会社フローレス

ひでひこプレスVol16・6,000部印刷・66,150円　配布25,200円

11-4 22.12.5 242,600 242,600 広報 市政報告原稿データ料・印刷・配布
原稿：有限会社プライム・テック
印刷：山北印刷所
配布：有限会社フローレス

ひでひこプレス特集号・原稿20,000円・10,000部印刷・197,400円　配布25,200円

1-5 23.2.5 81,900 81,900 広報 市政報告印刷・配布
印刷：亀田印刷株式会社
配布：有限会社フローレス

ひでひこプレスVol17・7,000部印刷・56,700円　配布25,200円

2-5 23.3.5 20,000 20,000 広報 市政報告原稿データ料 有限会社プライム・テック プレス原稿データ

3-4 23.4.5 71,400 71,400 広報 市政報告印刷 印刷：亀田印刷株式会社 ひでひこプレスVol18印刷枚数不明

4-5 23.4.5 65,360 65,360 広報 市政報告原稿データ料・配布
原稿：有限会社プライム・テック
印刷：山北印刷所
配布：有限会社フローレス

ひでひこプレスVol18・原稿20,000円・　配布45,360円

0 0

717,610 0
対象金額合計 717,610

杉本（自民）
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管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-6 22.4.27 41,370 41,370 広報 市政レポート配布 株式会社ポストインサービス 配布枚数等不明

6-6 22.6.30 56,600 56,600 資料作成 市政報告印刷10,000枚
印刷：Suprint/ｽﾌﾟﾘﾝﾄ（詳細業者名不明）
編集：保田学

印刷46,600円　編集10,000円

9-7 22.9.3 46,121 46,121 資料作成 市政レポート作成 株式会社ユーゴ 枚数不明

10-6 22.10.16 73,500 73,500 広報 市政報告等の写真撮影・データ作成 SUTDIO・45
領収書の宛先：杉本後援会事務所・違法理由政務調査費を「後援会の経費に支出する」
ことは違法行為

10-8 22.10.25 41,370 41,370 広報 市政レポート配布 株式会社ポストインサービス 9,750枚配布

12-3 22.12.6 68,000 68,000 資料作成 市政レポート作成 株式会社ユーゴ 枚数不明・構成費3,000円+？費用

1-4 23.1.24 62,580 62,580 広報 市政レポート配布 株式会社ポストインサービス ＠4.0×14,900枚配布　税別

2-5 23.2.22 68,700 68,700 資料作成 市政レポート印刷15,000部 株式会社ユーゴ

3-5 23.3.22 63,000 63,000 広報 市政報告配布 株式会社ポストインサービス ＠4.0×14,900枚配布　税別

0 0

521,241 0
対象金額合計 521,241

星野（共産）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

12-10 22.12.28 25,000 25,000 広報 市政報告ハガキ新春号1,250枚 株式会社ライフクリエーション

12-12 22.12.30 36,650 36,650 広報 市政報告ハガキ新春号郵送733通 郵便事業株式会社

0 0

61,650 0
対象金額合計 61,650

石橋（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

6-4 22.6.28 202,650 202,650 広報 市政報告印刷19,400枚 富士印刷 A4両面・地域の違いがあり4種類印刷

8-5 22.8.31 71,400 71,400 広報 市政報告印刷 富士印刷 B4カラー・4,000枚・60,900円　A3カラー・100枚・10,500円（ポスター利用）

11-6 22.11.16 36,750 36,750 広報 市政報告印刷2,000枚 富士印刷 B4片面

12-4 22.12.20 1,974,400 1,974,400 広報 市政報告印刷18,500枚 富士印刷 A4両面・地域の違いがあり4種類印刷

0 0

2,285,200 0
対象金額合計 2,285,200

前原（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

9-2 22.9.24～30 254,600 254,600 広報 市政報告印刷・ハガキ郵送
印刷：鈴木印刷54,600円
ハガキ購入：山田酒店（50,000円分）・郵便事業株
式会社（3,000枚分15万円）

12-4 22.12.20～27 254,600 254,600 広報 市政報告印刷・ハガキ郵送
印刷：鈴木印刷54,600円
ハガキ購入：山田酒店（50,000円分）・郵便事業株
式会社（3,000枚分15万円）

3-5 23.3.10～31 254,600 254,600 広報 市政報告印刷・ハガキ郵送
印刷：鈴木印刷54,600円
ハガキ購入：山田酒店（100,000円分）・郵便事業
株式会社（2,000枚分10万円）

0 0

763,800 0
対象金額合計 763,800

大関（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

6-4 22.6.17 15,750 15,750 広報 市政報告等のチラシ郵送用封筒1,000枚 有限会社オクミビジネス 大関のぶよしニュースNo10.06.23

6-5 22.6.14 69,300 69,300 広報 市政報告印刷B4カラー2,000枚 富士印刷 大関のぶよしニュースNo10.06.23

6-6 22.6.16&22&23 28,240 28,240 広報 市政報告郵送353通 郵便事業株式会社

8-8 22.8.16&17＆18＆23＆26 44,640 44,640 広報 市政報告郵送558通 郵便事業株式会社

8-10 22.8.11 65,100 65,100 広報 市政報告印刷4色5,000枚 富士印刷 大関のぶよしニュースNo10.08.24

8-13 22.8.24 6,300 6,300 広報 市政報告印刷カラーA3拡大60枚 富士印刷 大関のぶよしニュースNo10.06.23
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9-4 22.9.9 17,850 17,850 広報 市政報告等のチラシ郵送用封筒長3　1,000枚 有限会社オクミビジネス

11-5 22.11.29＆30 49,280 49,280 広報 市政報告郵送616通 郵便事業株式会社

11-11 22.11.26 34,650 34,650 広報 市政報告印刷2,000枚 富士印刷 大関のぶよしニュースNo10.11.025

12-4 22.12.7＆8＆31 39,250 39,250 広報 市政報告郵送486通 郵便事業株式会社

12-6 22.12.29＆30 15,144 15,144 広報 市政報告カラーコピー用紙・郵送ラベル 株式会社オフィスベンダー

1-1 23.1.1～5 18,800 18,800 広報 市政報告郵送235通 郵便事業株式会社

1-10 23.1.8 31,500 31,500 広報 市政報告等の封筒長3　2,000枚 奥澤　実

3-7 23.3.29 241,500 241,500 広報 市政報告印刷B4カラー8,000枚 富士印刷 大関のぶよしニュースNo11.03.27

3-8 23.3.29＆30 50,640 50,640 広報 市政報告郵送633通 郵便事業株式会社

0 0

727,944 0
対象金額合計 727,944

谷川（民主）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

9-06 22.9.27 84,000 84,000 広報 市政報告印刷枚数不明 大澤広告事務所 議会ウォッチNO7　2010年7月号

10-03 22.10.20 521,703 521,703 広報 市政報告印刷・配布 印刷・配布：株式会社山文印刷 印刷@6×47,320枚（税別）・配布@4.5×47,320枚（税別）

10-04 22.10.25 2,094 2,094 広報 広報紙送付用宛名作成 ケーヨーデイツー いつものラベル24面

10-05 22.10.28 18,640 18,640 広報 議会報告郵送233通 郵便事業株式会社

10-13 22.10.22 4,000 4,000 広報紙発送作業アルバイト＠800×5時間 マスキング処理のため不明

12-03 22.12.24 84,000 84,000 広報 市政報告印刷枚数不明 大澤広告事務所

1-2 23.1.5＆27 389,812 389,812 広報 市政報告印刷・配布配布
製作：大澤広告事務所
印刷・配布：株式会社山文印刷

議会ウォッチNO8　制作：84,000円　印刷：@7.7×24,500枚　配布：@4.5×22,800枚
いずれも税別

1-7 23.1.24＆30 13,645 13,645 広報 議会報告郵送200通 郵便事業株式会社

3-2 23.3.19＆25 111,300 111,300 広報 市政報告印刷・配布配布
製作：大澤広告事務所
印刷・配布：株式会社山文印刷

議会ウォッチNO9　制作：42,000円　印刷：A4×10,000枚　69,300円

0 0

1,229,194 0
対象金額合計 1,229,194

田口（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

9-3 22.9.2 210,000 210,000 広報 市政報告印刷・配布 グリーンプロモーション たぐち順子レポート4号・枚数不明

10-3 22.10.28 245,000 245,000 広報 市政報告印刷・配布 グリーンプロモーション たぐち順子レポート5号・枚数不明

11-3 22.11.29 252,000 252,000 広報 市政報告印刷・配布 グリーンプロモーション たぐち順子レポート6号・枚数不明

12-3 22.12.18 231,000 231,000 広報 市政報告印刷・配布 グリーンプロモーション たぐち順子レポート7号・枚数不明

3-3 23.3.4 294,000 294,000 広報 市政報告印刷・配布 グリーンプロモーション たぐち順子レポート8号・枚数不明

0 0

1,232,000 0
対象金額合計 1,232,000

荻原（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

8-8 22.8.17 60,900 60,900 広報 市政報告印刷カラー4,000部 富士印刷 はぎわら一寿ニュースvol10

0 0

60,900 0
対象金額合計 60,900

白根（民主）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

4-9 2010.8.2 14,807 14,807 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 4月分3,616枚（片面）＠3.9税別

5-6 2010.6.3 34,258 34,258 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 5月分83,66枚（片面）＠3.9税別

5-11 2010.8.2 19,451 19,451 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 5月分4,750枚（片面）＠3.9税別

6-2 2010.6.1＆23 2,792 2,792 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

6-5 2010.6月 8,037 8,037 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 6月分1,963枚（片面）＠3.9税別
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6-11 2010.6.21 3,240 3,240 広報 市政報告郵送36通 郵便事業株式会社

7-2 2010.7.25 1,654 1,654 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

7-7 2010.11.13 16,899 16,899 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 7月分4,127枚（片面）＠3.9税別

8-1 2010.8月 11,430 11,430 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 8月分カラー161枚＠23税別・ブラック1,842枚＠3.9税別

9-4 2010.9月 15,070 15,070 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 9月分カラー266枚＠23税別・ブラック2,112枚＠3.9税別

10-4 2010.10月 13,087 13,087 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 10月分カラー182枚＠23税別・ブラック2,123枚＠3.9税別

10-9 2010.10.16 1,280 1,280 広報 市政報告郵送16通 郵便事業株式会社

11-3 2010.11月 21,755 21,755 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 11月分カラー265枚＠23税別・ブラック3,755枚＠3.9税別

11-10 2010.11.13＆29 3,490 3,490 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

11-11 2010.10.25、11.9＆12 156,500 156,500 広報 市政報告のデザイン・印刷・折込 大澤広告事務所 デザイン136,500円・印刷＠20×1,000枚・20,000円

12-3 2010.12月 29,240 29,240 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 12月分カラー422枚＠23税別・ブラック4,652枚＠3.9税別

12-9 2010.12.3＆20 2,492 2,492 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

1-3 2011.1月 35,559 35,559 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 1月分カラー391枚＠23税別・ブラック6,378枚＠3.9税別

1-8 2011.1.5 4,800 4,800 広報 市政報告郵送60通 郵便事業株式会社

1-10 2011.1.6 208,268 208,268 広報 市政報告印刷・配布 株式会社ライドウエーブ 印刷＠5.8×20,000枚・116,000円　配布＠4.5×18,300枚・82,350円　いすれも税別

2-3 2011.2月 40,218 40,218 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 1月分カラー93枚＠23税別・ブラック9,200枚＠3.9　カラー15枚＠19　税別

2-9 2011.2月 698 698 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

3-3 2011.3月 35,578 35,578 資料作成 市政報告作成印刷機カウンター代 有限会社トライ 2月分カラー96枚＠23税別・ブラック8,059枚＠3.9　カラー13枚＠19　税別

3-6 2011.2月 568 568 広報 市政報告書の用紙代 島忠ホームセンター

0 0

681,171 0
対象金額合計 681,171

幡野（公明）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

8-5 22.8.31 60,900 60,900 広報 市政報告印刷B4カラー4,000枚 富士印刷 はたの茂通信NO11

11-6 22.11.26 133,350 133,350 広報 市政報告印刷A3A4各2,000枚 富士印刷 はたの茂通信NO12

12-4 22.12.17 122,850 122,850 広報 市政報告印刷A4両面13,000枚 富士印刷 はたの茂通信NO13

4-5 23.4.18 66,150 66,150 広報 市政報告印刷A4両面5,000枚 富士印刷 はたの茂通信NO14

0 0

383,250 0
対象金額合計 383,250

板橋智之（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

5-8 22.5.13 174,037 174,037 広報 市政報告印刷17,000部 有限会社山北印刷所 A4×４ページ・市政レポート20-1号

8-6 22.8.11 50,531 50,531 広報 市政報告配布13,750世帯 株式会社ポストインサービス 市政レポート20-1号

8-7 22.8.17 174,037 174,037 広報 市政報告印刷17,000部 有限会社山北印刷所 A4×４ページ単色・市政レポート21号

8-8 22.8.9 50,531 50,531 広報 市政報告配布13,750世帯 株式会社ポストインサービス 市政レポート21号

9-7 22.9.28 174,037 174,037 広報 市政報告印刷17,000部 有限会社山北印刷所 A4×４ページ単色・市政レポート22号

10-7 22.10.25 50,531 50,531 広報 市政報告配布13,750世帯 株式会社ポストインサービス 市政レポート22号

10-8 22.10.16 32,550 32,550 広報 市政報告等に使用する写真撮影 写真スタジオ　玉盛館

1-7 23.1.31 201,705 201,705 広報 市政報告印刷17,000部 有限会社山北印刷所 A4×４ページ2色・市政レポート23号

1-8 23.1.31 50,531 50,531 広報 市政報告配布13,750世帯 株式会社ポストインサービス 市政レポート23号

3-7 23.3.31 173,040 173,040 広報 市政報告印刷16,000部 有限会社山北印刷所 A4×４ページ単色・市政レポート24号

4-9 23.4.26 50,531 50,531 広報 市政報告配布13,750世帯 株式会社ポストインサービス 市政レポート24号

0 0

1,182,061 0
対象金額合計 1,182,061

板橋博美（共産）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

1-3 2010.12.28 62,250 62,250 広報 市政報告ハガキ印刷・郵送
印刷：株式会社ライフクリエーション
郵送：郵便事業株式会社

印刷1,250枚・25,000円・郵送745通＠50・37,250円

0 0
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62,250 0
対象金額合計 62,250

豊田（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

34-9 22.5.31 10,500 10,500 資料作成 市政報告作成5月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年5月発行

34-21 22.6.30 10,500 10,500 資料作成 市政報告作成6月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年7月発行

34-24 22.6.30 123,480 123,480 広報 市政報告配布＠4×29,400枚 ポストインサービス 豊田みつる市政レポート2010年5月発行

34-35 22.7.31 141,750 141,750 広報 市政報告印刷A4両面三つ折 株式会社エビス ＠4.5×30,000枚税別・請求書は豊田みつる市政レポート2010年5月印刷

34-37 22.8.31 370,020 370,020 広報 市政報告配布＠4×88,100枚 ポストインサービス 豊田みつる市政レポート2010年8月

34-42 22.8.31 15,750 15,750 資料作成 市政報告作成7月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年7月

34-46 22.9.30 10,500 10,500 資料作成 市政報告作成8月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年8月

34-48 22.10.31 10,500 10,500 資料作成 市政報告作成10月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年10月

34-60 22.12.31 21,000 21,000 資料作成 市政報告作成12月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2010年12月

34-65 22.12.31 348,600 348,600 広報 市政報告配布　枚数不明 ポストインサービス 豊田みつる市政レポート2010年11月号

34-68 22.12.31 320,380 320,380 広報 市政報告郵送5,945通 郵便事業株式会社 豊田みつる市政レポート2010年11月号

34-76 23.2.28 10,500 10,500 広報 市政報告作成2月分 有限会社川口情報センター 豊田みつる市政レポート2011年2月号

0 0

1,393,480 0
対象金額合計 1,393,480

木岡

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

1-2 23.1.31 359,957 359,957 広聴 市民アンケート印刷 有限会社プリントニシダ 市民アンケート枚数不明

0 0

359,957 0
対象金額合計 359,957

立石（自民）

管理番号 年月日 領収書の金額
金額

（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

携帯電話は上限1万円
費目 内容 支払い先 備考

3-5 23.3.1 312,060 312,060 広報 市政報告等印刷
立石レポート1月号+長3封筒：巧和工芸印刷（株）
立石レポート臨時号：鈴木印刷株式会社

立石レポート1月号：25,000部+長3封筒：10,000部⇒合計280,875円
立石レポート臨時号：19,800部・29,700円（税別）

4-3 23.4.28 100,800 100,800 広報 市政報告印刷＠3×32,000部 巧和工芸印刷（株） 立石レポート4月号

0 0

412,860 0
対象金額合計 412,860
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 川口市監査公表第12号 
 

  地方自治法第242条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求の監査結果について、

同条第４項の規定により公表する。 

 

  

 平成24年８月20日 

      
 

川口市監査委員 鳥 海 和 男 

同        星 野 隆 男 

                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

  （略） 

 

 ２ 請求書の提出日 

   平成24年６月21日（木） 

 

３ 請求の内容 

 
第Ⅰ、請求の要旨   

1、 請求の対象は下記のとおりである。 
2、 -1、対象となる会派名、 

日本共産党川口市議会議員団 
 
-2、対象となる議員名 
杉本佳代 柳田 力  若谷正巳 市原光吉 稲川和成 高橋英明 吉田英司 
宇田川好秀 芝﨑正太 白根大輔 松本幸恵 前原博孝 板橋智之 桜井由美子 
板橋博美 岩澤勝徳  松本英彦 豊田 満 立石泰広 金子信男 星野洋子 
 
-3、対象となる支出行為 
上記 -1、-2、の会派、議員らが平成22年度及び平成23年度4月分政務調査費より
支出した調査旅費または研究研修費に関する視察報告書が提出されていない行
為。 

 
-4、上記-3、に記した支出行為は下記各項、及び別紙のとおりである。 

別紙：平成22年度及び平成23年度4月分政務調査費 視察報告書なし一覧表  
 

 
第Ⅱ、対象行為が不当であることの理由 
 1、川口市議会政務調査費は下記の条例と規程及び手引きにより支出し管理されている。 

川口市議会政務調査費の交付に関する条例（以後「条例」という）。 
川口市議会政務調査費の交付に関する規程（以後「規程」という）。 

  政務調査費の手引き 川口市議会 （以後「手引き」という） 
 
２、川口市議会政務調査費の交付に関する手引き、は先に『川口市監査公表第１０号 地方 
自治法第２４２条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求の監査結果について、 
同条第４項の規定により公表する。平成２２年７月１６日』により『政務調査費の手引 
き 川口市議会 平成23年4月1日』が改正され、2 会計処理指針（2）証拠書類の整 
備の第9行以下に『また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表） 
及び視察報告書に記録し保管するものとする。』と定められた。 
また「監査結果以前の手引き」においても 「2 会計処理指針 （1）会計帳簿等の整
理保管（2）証拠書類の整備」において「政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、
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内容、店名、日付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証拠書類
に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通知、案内状等とともに、その
結果を政務調査報告書（個表）に記録し保管することとする。」と定められていた。 
上記の、その結果とは「領収書等の証拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施し

たことを証明する通知、案内状等とともに・・」会議や研修の名称、日程、支出金額など
の記載ではなく「会議、研修会、視察等を実施した結果」の記載を求めたものである。 

 
３、本件対象となる会派及び議員らは上記第Ⅱ、2、の定めに反し視察報告書及び個表に「そ
の結果」を記録し保管していない。 

 
 ４、「手引き」に従い視察報告書に記録し保管する必要性は以下のとおりである。 
-1、政務調査活動による視察終了後に視察報告書を作成することは条例及び規程において 
義務付けられていないが、上記第Ⅱ、２、で述べた記録と保管の定めがあるので「そ 
の結果」を定めに従い記録し保管する必要がある。 

 
-2、本件請求人が調査対象とした件数は合計133件である。 

視察報告書の記載が無かったもの29件（22％）、記載があったもの104件（78％）で 
ある。政務調査費により視察または研修を行えば「手引き」に従い政務調査報告書 
（個表）及び視察報告書が記録し保管され、その成果を議員活動、議会活動に反映さ 
せるなどが期待されるものあり、当該視察、研修内容について会派の所属議員の中で 
共有化する必要もあると考えられる。そのためにも視察報告書を記録し保管すること 
が必要であると判断できる。そして視察内容について他の会派、議員に公開が可能で 
あれば議会の中で共有化することも可能となるので「手引き」の定めに従い視察報告  
書を記録し保管することが必要であると考えられる。 
  本件支出は上記４、「手引き」に反した行為であること。同時にその必要性を無視 
し定められた視察報告書を提出しない行為であるから政務調査費を支出することは出 
来ない。 
 

第Ⅲ 監査委員に求める措置の内容 
    監査委員は、市長に対し、上記の不当な公金支出行為による既支出分の損害を填補す 

るため必要な措置を講ずるよう勧告すること。 
 
第Ⅳ 監査委員の除斥申立 
    本件は地方自治法第199条の２により当該監査委員の除斥を申し立てます。 
 
第Ⅴ 本件請求について、別紙書面を添付の上、地方自治法第２４２条第１項により、必要な措

置を請求します 

  （以上、原文のまま掲載） 

                     （「事実を証する書面」は別添１のとおり） 

 

４ 監査委員の除斥 

       本件監査請求（以下「本件請求」という。）の監査において、髙橋英明監査委員及び関

口京子監査委員については、地方自治法（以下「自治法」という。）第 199 条の２の規定
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により除斥とした。 

 

 ５ 請求の要件審査 

     本件請求は、自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備しているものと認め、

監査を実施することとした。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

  １ 監査の対象事項 

          本件請求の対象となっている会派（共産党）及び議員21名に対し、川口市長（以下「市

長」という。）が交付した平成22年度又は平成23年度の政務調査費のうち、本件請求に

係る支出に関する事項 

 

    ２ 監査対象部局 

       議会事務局を監査対象部局とし、関係書類を調査するとともに、交付手続等について

関係職員から聴取を行った。 

 

    ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

      自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対し、平成24年７月11日に証拠の

提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人から新たな証拠が提出されるとともに、請

求内容の補足説明がなされた。 

    （１）陳述の概要 

     今回の政務調査費に係る住民監査請求（５件）の趣旨ですが、これは、前回の住民

監査請求の監査結果（川口市監査公表第10号 平成22年７月16日付け）を受けて今

回は対象をしぼり、支出金額が多額になる支出項目及び任期満了前後の支出を重点的

に調査した結果である。監査委員各位におかれましては、法の精神に基づき判断され

るよう請求するものであり、請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする

場合には、市政と支出との関連性において、漠然とした又は抽象的な判断ではなく、

具体的な根拠を示し、判断し、その説明を教示されることを重ねて要求する。 

    （２）新たに提出された証拠 

       別添２のとおり。 

 

    ４ 関係人に対する調査 

         関係人である議員に対し、必要に応じ、本件請求に係る事実関係の確認のための調査
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を行った。 

 

       

第３ 監査の結果 

 

 １ 政務調査費の概要 

   （１）交付の経緯 

    川口市議会においては、市議会における会派の市政に関する調査研究を推進するた

め、「川口市議会会派に対する調査研究費交付要綱」を定め、昭和 52 年度から会派に

対し調査研究費を交付していた。 

     平成12年に、自治法の一部が改正され、政務調査費に関する規定が設けられたのを

機に、当該規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」（平成 12 年条

例第87号）及び当該条例第９条の規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関す

る規程」（平成13年議会規程第１号）を定め、平成13年度から調査研究費に代わり政

務調査費を交付している。 

    平成20年３月には、交付の対象を「会派」から「会派又は議員」に改め、また、収

支報告書提出の際、領収書等の写しの添付を義務化するよう、新たに「川口市議会政

務調査費の交付に関する条例」（平成 20 年条例第 20 号。以下「条例」という。）及び

「川口市議会政務調査費の交付に関する規程」（平成 20 年議会規程第２号。以下「規

程」という。）を制定し、旧条例及び規程を廃止している。 

（２）交付対象及び交付額 

政務調査費は、条例第２条により、川口市議会における会派又は議員の職にある者に

対して交付すると定められている。  

     会派に対して交付される政務調査費は、毎月1日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員の数に月額 180,000 円以内でその所属議員の全員の合意に基づ

き、当該会派の代表者が年度当初に申し出た額を乗じて得た額とされる（条例第４条

第１項）。 

      議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員

にあっては月額 180,000 円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し

引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額 180,000 円を交付する（条例第５

条第１項）。 

（３）交付手続等 

①  会派の代表者又は議員は、４月１日の現況に基づき、市長に対し、議長を経由して

交付申請を行う。 

なお、会派と議員との金額の配分は、条例第４条のとおり、所属議員全員の合意に
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基づき決定される。 

②  市長は、交付決定通知書を申請者に送付する。 

③  会派の代表者又は議員は、政務調査費交付請求書を市長に対し、議長を経由して、

交付の日の10日前までに提出する。 

④  市長は、交付の月の15日に、口座振り込みにより交付する（交付は４月と10月）。 

⑤  交付を受けた者は、翌年度の４月30日までに、収支報告書及び領収書等の証拠書

類の写しを議長に提出する。 

⑥  議長は、市長に収支報告書等の写しを送付する。 

⑦  市長は、補助金等確定通知書を会派の代表者又は議員に送付する。 

    （４）使途基準及び市長への返還 

政務調査費は、条例第６条の規定により規程第７条に定める使途の基準（以下「使

途基準」という。）に従って使用するものとされ、市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。 

市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から、当該会派又は議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条例第９条）。 

なお、収支報告書の内容から、使途基準に従っていないと判断される支出について

も残余と見なされる。 

 

○使途基準（規程第７条の別表） 

会派又は議員の政務調査費の使途の基準 

項   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、会場費等） 
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広聴費 住民からの市政及び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） 

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 

（注） 調査旅費は、川口市議会議員の議員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。 

 

（５）使途基準の目安 

      川口市議会では、政務調査費のより一層の適正な運用を図るため、政務調査費の使

途基準を補足するものとして「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）を定

めて全議員に配布している。 

      なお、平成23年４月１日に手引きの改正が行われた。 

改正前と改正後の内容は次の「『政務調査費の手引き』改正対照表」のとおりとなっ

ている。 
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（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

「政務調査費の手引き」改正対照表 
 

新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費 
○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 

講師等謝礼金、交通費、宿

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等

借上料、茶菓子代、会費、

Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費

○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 

講師等謝礼金、交通費、宿 

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等 

借上料、茶菓子代、会費、 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
会議参加負担金 

調査旅費 ○先進都市の視察旅費 
○現地調査旅費 

交通費、宿泊料、通信運搬

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費 
 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費 
賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運

搬費、消耗品費、備品購入

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 

 

会議参加負担金 
調査旅費 ○先進都市の視察旅費 

○現地調査旅費 
交通費、宿泊料、通信運搬 

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原 

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費

 

交通費、消耗品費、茶菓子代、

印刷製本費、通信運搬費、業

務委託費、会場等使用料、 

機材等借上料 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製 

本費、通信運搬費、業務委 

託費、会場等使用料、機材 

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費

賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運 

搬費、消耗品費、備品購入 

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 
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３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 
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     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を

     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準 

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を
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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 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関、タクシー等を使用した場合は、実費相当額

とする。自家用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に

係る実費分の把握が困難であることからガソリン代の２分の１

（月額限度額 20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
     団体の年会費については、支出することによる効果を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
     懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種

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、按分の割合を２分の１として支出できるものとする。 

 
 
３ 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関を使用した場合は、実費相当額とする。自家

用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に係る実費分の

把握が困難であることからガソリン代の２分の１（月額限度額

20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
      
 

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種
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団体の新年会等）の会費は、支出できない。 

  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。 
後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ

団体の新年会等）の会費は、支出できない。 
  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。

後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と 

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ
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と。 

     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。 
     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 

と。 
     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。

     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 
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     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

     茶菓子代は、１人当たり１日５００円を限度として支出でき

る。  

コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則として２分の

１に按分するものとする。 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 
   授業料は２分の１（限度額 720,000円）を、入学金は２分の
１（限度額 200,000円）を、交通費は実費の２分の１を、それ
ぞれ支出できるものとする。 

     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 

     授業料は２分の１（限度額 720,000 円）を、入学金は２分の

１（限度額 200,000 円）を、交通費は実費の２分の１を、それ

ぞれ支出できるものとする。 
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例；  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等  

     なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。  
  （12）資料購入費 

調査研究活動のための資料として購入したものは、支出でき

る。 

     なお、小説（フィクション）の購入や、同一図書の複数購入

は、原則として支出できない。 

（13）資料作成費・広報費 

調査研究活動、議会活動及び市の政策について、資料を作成

し、市民に報告、ＰＲするための経費は、支出できる。 

  （14）その他の経費 

その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。 

◎  備品購入費、修繕料等 

備品の修繕については、修繕料の２分の１を支出できる

ものとする。 

 

 

Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

例； 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

 早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等 

なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。 

（12）その他の経費 

     その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。

◎ 備品購入費、事務機器の修繕等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
出することを原則とする。 

 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（レシートを含む）を徴

するものとし、その際、支払金額、支払日、支払者、支払先、支払

内容等、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、政務調査報告書（個表）に補足記載するものと

する。 
  また、払込明細票、預金通帳の写し等を領収書に代えることがで

きるが、その場合も、必要事項を政務調査報告書（個表）に補足記

載するものとする。 
なお、会議、研修会等に参加したときは、領収書等の証拠書類に

加え、参加したことを証明する通知、案内状等とともに、その結果

を政務調査報告書（個表）に記録し保管するものとする。 
また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表）

及び視察報告書に記録し保管するものとする。 
 

３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

出することを原則とする。 
 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日

付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証

拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通

知、案内状等とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録

し保管することとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
 ○ 公共交通機関   

ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
○ タクシー 

タクシーを使用した場合は、日時、使用経路及び目的を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報

 ○ 公共交通機関   
ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
 
 
 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

  また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

  なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の代表者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務調査

費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写し

を添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。 
・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 

 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うも

のとする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 

告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の経理責任者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務

調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の

写しを添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。

・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 
 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うもの

とする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

 
 

 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

実施者名
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 

　

　

　

　

　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

視察内容

所　　　感

視　察　報　告　書

管理番号

視  察  日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

視察場所

視察項目

議員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（注）他の参考書式については省略する。 
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２ 判断等                           

(1) 基本方針 

    自治法第 100 条第 14 項においては、普通地方公共団体の議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政

務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとしている。
この制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

の施行により地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大し、その議会の

担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の
審査能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会に

おける会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せて、
その使途の透明性を確保しようとしたものである（平成 17 年 11 月 10 日

最高裁判決）。 
これを受け、本市においては条例及び規程を定め、更に市議会において

その運用方針たる「手引き」を定めて政務調査費の適正な運用を図ってい

る（以下、これらを総称して「条例等」という。）。  
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、

その目的、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。 

     また、会派及び議員が積極的に政策を提言及び提案していくことが期
待されることからすれば、その調査研究対象事項は、地方公共団体が現に

取り組み又は現に取り組もうとしている施策及び事業に限らず、いまだそ
れに至っていない事項にも及ぶべきものであるし、民間の事業や他都市の

事例に関する事項にも及ぶべきものであり、また、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。 
     このような調査研究活動の性格を踏まえ、調査研究活動に係る支出が

使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主

性を尊重する観点から、その活動が市政に関連するものであるか否かの判
断を含めて、その活動の具体的内容の当否を問題とするのではなく、使途

基準により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿や領収書等
の記載事項を基礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に行う

のが相当であると言われている。 
    なお、そうとはいえ、政務調査費の財源が貴重な公金であることから、

無制約な支出が認められるものではなく、各会派及び議員は、政務調査費

の支出に当たって、使途基準の遵守を強く求められることはいうまでもな
い。 
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     本件の監査に当たっては、以上の諸点を念頭に置きつつ、条例及び規

程の趣旨、規定を基本に、詳細については「手引き」に定められた事項

等に基づき、本件請求に係る各支出が政務調査費の使途として適正なも
のであるかどうかを判断するものであり、請求人の請求趣旨については、

これら政務調査費制度の特徴と条例等の趣旨等を十分勘案して検討すべ
きものとした。 

 

   (2) 判断 
   ア 請求要旨 

     請求人は、「手引き」のⅢの２の(2)《証拠書類の整備》において「政
務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日付を印

字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証拠書類に
加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通知、案内状

とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録し保管すること

とする。」と規定されているにもかかわらず、「調査旅費」又は「研究
研修費」に係る政務調査報告書（個表）に視察等の結果の記録がない

ものがあり、「手引き」に反することから、それらの支出の全額が違法
又は不当な支出に当たるとして、その全額について返還請求をすべき

であるとしている。 

なお、本件請求については、その全件が平成 22 年度の支出を対象と
するものであるところ、請求書の「対象となる支出行為」ほか数箇所

に「視察報告書」が提出されていない等の記載があるが、様式として
の「視察報告書」は平成 23 年４月１日以降適用の「手引き」に新設さ

れたものであるため、この請求書記載の趣旨は、新設の「視察報告書」
様式の添付の有無にかかわるものではなく、上述のとおり政務調査報

告書（個表）への視察等の結果の記録状況を指しているものと解釈し

た。 
      

   イ 判断 
(ｱ) 考え方 

まず、 (1)の基本方針でも述べたように、議員の調査研究活動に

ついては、広範な裁量が認められていると解される。 
この点、更にいうならば、議員が行う先進地視察調査等について

は、「一般に、調査研究活動そのものであるか、それと密接に関連す
る準備行為としての性格を有しており、会派又は会派に属する議員

の活動の根幹に関わるものである。したがって、現地調査の具体的
内容、方法、態様等については、会派等の自律的、裁量的判断に委

ねることが適当であって、会派等以外のものがその当否を厳格に判

断することは相当ではない。そうすると、現地調査の具体的内容、
方法、態様等に関し、調査旅費の支出が使途基準に適合しないこと
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となるのは、現地調査と市政との関連性を明らかに欠いたり、視察

の方法が著しく妥当性を欠くような場合など、会派等に与えられた

裁量権の逸脱又は濫用が認められる場合に限られるというべきであ
る。」とし、研究研修費については、「調査旅費におけるのと同様に、

会派等又は第三者等が開催する研究会等の具体的内容等に関し、研
究研修費の支出が使途基準に適合しないこととなるのは、研究会等

と市政との関連性を明らかに欠いたり、参加することが著しく妥当

性を欠くような場合など、会派等に与えられた裁量権の逸脱又は濫
用が認められる場合に限られるというべきである。」等と言われてい

るところである。  
このようなことから、調査・研究研修関係経費については、政務

調査報告書（個表）への記載が十分でない部分があるとしても、テ
ーマ、行程及び必要な領収書等の添付を確認でき、調査研究活動と

の関連性につき外形的に疑問がうかがわれない場合には、各議員活

動の自主性、自立性を尊重する観点から、その当否についての判定
は控えることとし、原則として適正な支出と判断することとする。 

 
  (ｲ) 個別判断 

   Ａ 杉本佳代議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 10・11 日

に名古屋市内名城大学内で開催された「ＮＰＯ在宅ケアを支える
診療所・市民全国ネットワーク第 16 回全国の集いｉｎ名古屋

2010 大会」に参加したものであること及び必要な領収書等の添
付を確認できたこと、また、調査研究活動との関連性につき、外

形的に疑問はうかがわれないことから、本件については、違法又

は不当な支出であるとは認められないと判断した。  
         

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日

に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ
と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究

活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、
本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 
 

   Ｂ 柳田力議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
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に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 

   Ｃ 若谷正巳議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ
と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究

活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 
   Ｄ 市原光吉議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年４月６日に千代
田区内総評会館で開催された「日米安保改定 50 年 普天間基地

の早期閉鎖・返還！ 県内移設反対！ 沖縄に連帯する緊急集
会」及び平成 22 年４月９日に和光市内サンアゼリアで開催され

た「道路舗装勉強会」に参加したものであること並びに必要な領
収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活動との関連性

につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、本件について

は、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断した。 
 

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 14 日に千

代田区内都市センターホテルで開催された「全国自治体病院経営

都市議会協議会 第６回地域医療政策セミナー」及び平成 22 年
10 月 20・21 日に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催され

た「第５回全国市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加し
たものであること並びに必要な領収書等の添付を確認できたこ

と、また、調査研究活動との関連性につき、外形的に疑問はうか
がわれないことから、本件支出については、違法又は不当な支出

であるとは認められないと判断した。 

 
   Ｅ 稲川和成議員に係る支出 
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      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日

に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国
市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 
 

   Ｆ 髙橋英明議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 

   Ｇ 吉田英司議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年８月６日に文京
区役所で開催された「関東若手市議会議員の会研修会」及び平成

22 年８月 18・19 日に大阪市内大阪市立大学大学院創造都市研究
科文化交流センターホールで開催された「全国若手市議会議員の

会総会＆研修会」に参加したものであること並びに必要な領収書

等の添付を確認できたこと、また、調査研究活動との関連性につ
き、外形的に疑問はうかがわれないことから、本件支出について

は、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断した。 
 

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ
と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究

活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、
本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 

 
      ｃ 別表「個別監査結果一覧表」の№３ 
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        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 28・29 日

に松任市内松任文化会館で開催された「地方自治と子ども施策全

国自治体シンポジウム 2010in 白山」に参加したものであること
及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活

動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、
本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 

 
   Ｈ 宇田川好秀議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 11 月 27 日に岡

山市内岡山大学創立 50 周年記念館で開催された「第５回人と環
境にやさしい交通をめざす全国大会 in 岡山」に参加したもので

あること及び「視察報告書」が添付されていることを確認した。

このほか、必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査
研究活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないこと

から、本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認め
られないと判断した。 

 

   Ｉ 芝﨑正太議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年９月 28 日に十
日町市本町分庁舎で「大地の芸術祭」を、平成 22 年９月 29 日

に長岡市役所・アオーレ長岡（建替え）を視察したものである
こと及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査

研究活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないこ

とから、本件支出については、違法又は不当な支出であるとは
認められないと判断した。  

 
      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 13 日に千

曲市戸倉庁舎で「高齢者台帳」の制度を、平成 22 年 10 月 14 日
に須坂市役所で「健康指導員」の制度を視察したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研
究活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないこと

から、本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認
められないと判断した。 

 

   Ｊ 白根大輔議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
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        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年９月 29 日に仙

台市内高森明泉幼稚園で開催された「英語教育見学会」に参加し

たものであること及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、
また、調査研究活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわ

れないことから、本件支出については、違法又は不当な支出であ
るとは認められないと判断した。 

 

   Ｋ 松本幸恵議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年７月 31 日から
８月２日の間に福井市内フェニックスプラザ大ホール等で開催

された「第 52 回自治体学校 in 福井」に参加したものであること
及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活

動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。  

 
      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年８月４日から６

日の間に広島市内県立総合体育館で開催された「原水爆禁止
2010 年世界大会」に参加したものであること及び必要な領収書

等の添付を確認できたこと、また、調査研究活動との関連性につ
き、外形的に疑問はうかがわれないことから、本件支出について

は、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断した。 
 

   Ｌ 前原博孝議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 15 日に鹿

児島市内で「北朝鮮に拉致された家族連絡会」事務局長の増元
照明氏と面会し、情報交換と「拉致問題考える自治体フォーラ

ム」への参加依頼を行ったほか、火山灰を利用しての路面電車

軌道緑化・芝生化の視察を、10 月 16 日には世界恒久平和に寄与
する目的をもって南九州市が建設した知覧特攻平和会館の視察

をしたものであること及び必要な領収書等の添付を確認できた
こと、また、調査研究活動との関連性につき、外形的に疑問は

うかがわれないことから、本件支出については、違法又は不当
な支出であるとは認められないと判断した。  

 

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
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に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 

   Ｍ 板橋智之議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ
と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究

活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

        なお、政務調査報告書（個表）の議員名及び実施者名の記載
漏れについては、的確な記載を求めた。 

  

   Ｎ 桜井由美子議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年７月 31 日から
８月２日の間に福井市内フェニックスプラザ大ホール等で開催

された「第 52 回自治体学校 in 福井」に参加したものであること
及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活

動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 
   Ｏ 板橋博美議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査費は所属会派から支出されているものであることを
確認した。 

        なお、判断については、Ｖ《日本共産党川口市議会議員団に
係る支出》のａに記載した。 

 
   Ｐ 岩澤勝徳議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国
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市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究

活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、
本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 
 

   Ｑ 松本英彦議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日

に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国
市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。 
 

   Ｒ 豊田満議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日

に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国
市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 

   Ｓ 立石泰広議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年 10 月 20・21 日
に大分市内 iichiko 総合文化センターで開催された「第５回全国

市議会議長会研究フォーラム in 大分」に参加したものであるこ

と及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究
活動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、

本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな
いと判断した。 

 
   Ｔ 金子信男議員に係る支出 

      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年７月 31 日から
８月２日の間に福井市内フェニックスプラザ大ホール等で開催
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された「第 52 回自治体学校 in 福井」に参加したものであること

及び必要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活

動との関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、
本件支出については、違法又は不当な支出であるとは認められな

いと判断した。  
 

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年８月４日から６
日の間に広島市内県立総合体育館で開催された「原水爆禁止

2010 年世界大会」に参加したものであること及び必要な領収書
等の添付を確認できたこと、また、調査研究活動との関連性につ

き、外形的に疑問はうかがわれないことから、本件支出について
は、違法又は不当な支出であるとは認められないと判断した。 

 

   Ｕ 星野洋子議員に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査費は所属会派から支出されているものであることを
確認した。 

        なお、判断については、Ｖ《日本共産党川口市議会議員団に

係る支出》のａに記載した。 
 

   Ｖ 日本共産党川口市議会議員団に係る支出 
      ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年７月 31 日から
８月２日の間に福井市内フェニックスプラザ大ホール等で開催

された「第 52 回自治体学校 in 福井」に板橋博美議員及び星野洋

子議員が参加したものであること及び必要な領収書等の添付を
確認できたこと、また、調査研究活動との関連性につき、外形的

に疑問はうかがわれないことから、本件支出については、違法又
は不当な支出であるとは認められないと判断した。  

 

      ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 
        政務調査報告書（個表）において、平成 22 年７月 26・27 日

に千代田区内中央大学駿河台記念館で開催された「第１回地域経
済と地域政策の基礎を学ぶ地方議会議員研修会」に星野洋子議員、

板橋博美議員及び木岡崇議員が参加したものであること及び必
要な領収書等の添付を確認できたこと、また、調査研究活動との

関連性につき、外形的に疑問はうかがわれないことから、本件に

支出については、違法又は不当な支出であるとは認められないと
判断した。  
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 ３ 結論 
   本件請求に係る政務調査費については、いずれも違法又は不当な公金の

支出であるとは認められず、請求人の主張には理由がないものと判断する。 
 

 

 ４ 意見 

   「手引き」においては、証拠書類の整備として、「領収書等の証拠書類に

加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通知、案内状等と
ともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録し保管することとする。」

と規定されている。この点、従来の視察・研修等の実施報告については、
記載内容、程度が議員により区々であったことから、平成 22 年５月 18 日

付けで提出された政務調査費に関する住民監査請求に係る監査結果通知に

おいて専用の様式の制定等を提言したところであり、平成 23 年４月１日か
らは「視察報告書」の新設整備が図られたところである。 

   本件請求は、その対象のすべてが平成 22 年度のものであり、新設の「視
察報告書」の様式そのものの作成は要求されていないところであるが、請

求人が指摘するとおり、独自に視察報告書あるいはそれに準ずるものを作

成・添付している例が多くなってきた一方、政務調査報告書（個表）に十
分な記載がないものも見受けられたところである。 

   この点、説明責任といった観点からは、様式の整備を待つまでもなく、
視察・研修等の結果のより的確な記載について、各議員が自主的に必要な

対応を図るべきではなかったかと考える。 
   平成 23 年度以降分については、新設された「視察報告書」の的確な作成

がなされるよう強く望むものである。 
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請求額 確認額

1 10-1 調査旅費 91,440 91,440 0 　

2 10-2 研究研修費 74,560 74,560 0

166,000 166,000 0

請求額 確認額

1 10-1 研究研修費 73,720 73,720 0 　

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 10-1 研究研修費 73,900 73,900 0 　

73,900 73,900 0

備                             考

備                             考

合計

柳田　　力 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

返還対象金額
認定した
要返還額

返還対象金額
№ 管理番号 使途項目

認定した
要返還額

杉本佳代 　議員

《表示内容等》
１　記載順序
　　当一覧表の記載順序は、監査請求書の記載順序と同一である。

２　表示内容等
　(1)  「管理番号」欄
　　　 「政務調査報告書（個表）」に記載されている管理番号を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された管理番号が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「管理番号補正」と表示した。
　(2) 「使途項目」欄
　 　  「政務調査報告書（個表）」に記載されている費用の項目名を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された項目名が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「使途項目補正」と表示した。
　(3) 「返還対象金額」欄
　　　 ア　「請求額」欄
　　　　　 監査請求書に記載されている返還対象金額をそのまま表示した。
　　　 イ　「確認額」欄
　　　　　 アの「請求額」について「政務調査報告書（個表）」とチェックし、確認した後の金額を表示した。また、 監査
　　　　請求書に記載された金額が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に「対象金額補
　　　  正」と表示した。
　(4) 「認定した要返還額」欄
　　　  返還対象金額について調査した結果、市長に返還すべきと認められる金額を表示した。
　

備                             考

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別監査結果一覧表

合計

認定した
要返還額

合計

若谷正巳 　議員

№ 管理番号 使途項目
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請求額 確認額

1 4-1 研究研修費 2,100 2,100 0

2 10-2 研究研修費 78,100 78,100 0

80,200 80,200 0

請求額 確認額

1 10-1 研究研修費 73,900 73,900 0

73,900 73,900 0

請求額 確認額

1 10-4 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 8-5 研究研修費 58,440 58,440 0

2 10-5 研究研修費 73,720 73,720 0

3 10-6 研究研修費 65,600 65,600 0

197,760 197,760 0

請求額 確認額

1 11-6 調査旅費 62,600 62,600 0

62,600 62,600 0

備                             考

合計

視察報告書が添付済みであることを確認した。

宇田川好秀 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

　

認定した
要返還額

合計

吉田英司 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

市原光吉 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

　

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

合計

　

稲川和成 　議員

髙橋英明 　議員

　

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考
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請求額 確認額

1 9-9 調査旅費 48,790 48,790 0

2 10-6 調査旅費 42,730 42,730 0

91,520 91,520 0

請求額 確認額

1 9-8 調査旅費 44,660 44,660 0

44,660 44,660 0

請求額 確認額

1 8-1 研究研修費 102,760 102,760 0

2 8-2 研究研修費 108,200 108,200 0

210,960 210,960 0

請求額 確認額

1 10-5 研究研修費 88,740 88,740 0

2 10-6 研究研修費 73,720 73,720 0

162,460 162,460 0

請求額 確認額

1 10-9 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 8-4 研究研修費 99,760 99,760 0

99,760 99,760 0

備                             考

合計

　

白根大輔 　議員

№

芝﨑正太 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

合計

　

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

松本幸恵 　議員

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

桜井由美子 　議員

合計

　

№ 管理番号 使途項目

合計

　

前原博孝 　議員

備                             考

合計

　

板橋智之 　議員

合計
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請求額 確認額

1 研究研修費 200,740 0 0

200,740 0 0

請求額 確認額

1 10-7 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 10-7 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 34-50 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 10-4 研究研修費 73,720 73,720 0

73,720 73,720 0

請求額 確認額

1 8-3 研究研修費 102,760 102,760 0

2 8-4 研究研修費 103,700 103,700 0

206,460 206,460 0

管理番号 使途項目

板橋博美　議員

№
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

合計

　

合計

合計

管理番号補正・対象金額補正
会派から支出しているものである。（会派　共産党のＮＯ2）

合計

　

№ 管理番号 使途項目

岩澤勝徳 　議員

松本英彦 　議員

豊田　　満 　議員

立石泰広 　議員

　

　

合計

金子信男 　議員

合計

　

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額
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請求額 確認額

1 研究研修費 0 0 0

0 0 0

請求額 確認額

1 7-7 研究研修費 77,520 77,520 0

2 8-1 研究研修費 200,740 200,740 0

278,260 278,260 0

請求額 確認額

2,465,220 2,264,480 0

返還対象金額
認定した
要返還額

総　　合　　計

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

会派　　共産党

星野洋子 　議員

合計

合計

管理番号補正、会派から支出しているものである。（会派　共産党のＮＯ.2）

　

№ 管理番号 使途項目
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（別添１） 

別紙        平成 22 年度及び平成 23 年度 4 月分政務調査費 視察報告書なし一覧表                 

番

号 
議員名 

管理番号

（個表） 
項目 内容 金額 備考 

1 杉 本 佳 代 10-1 調査旅費 在宅ケアを支える診療所市民全国ネットワーク大会、名古屋 91,440 視察報告書無し 

2 杉 本 佳 代 10-2 研究研修費 全国市議会議長研究フォーラム IN大分 74,560 視察報告書無し 

3 柳 田   力 10-1  研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分  73,720 視察報告書無し 

4 若 谷 正 巳 10-1 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73900 視察報告書無し 

5 市 原 光 吉 4-1 研究研修費 沖縄県：沖縄に連体する緊急集会に参加 道路舗装の勉強会に参加（日帰り） 2,100 視察報告書無し 

6 市 原 光 吉 10-2 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 78,100 視察報告書無し 

7 稲 川 和 成 10-1 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分  73,900 視察報告書無し 

8 高 橋 英 明 10-4 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分  73,720 視察報告書無し 

9 吉田  英司 8-5  研究研修費 全国／関東若手市議会議員の会（文京区役所と大阪駅前第二ビル） 58,440 視察報告書無し 

10 吉田  英司 10-5  研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 

11 吉田  英司 10-6 研究研修費 地方自治子ども施策全国自治体シンポジューム IN白山（石川県松任市） 65,600 視察報告書無し 

12 宇田川 好 秀 11-6  調査旅費 第 5回人と環境にやさしい交通をめざす全国大会 IN岡山 62,600 視察報告書無し 

13 芝 﨑 正 太 9-9  調査旅費 十日町市「大地の芸術祭について」長岡市「市役所建替えアネーレ長岡について 48,790 視察報告書無し 

14 芝 﨑 正 太 10-6  調査旅費 千曲市「高齢者台帳について」  須坂市『健康指導員について』 42,730 視察報告書無し 

15 白 根 大 輔 9-8  調査旅費 仙台市 放課後児童教室の取り組みについて 44,660 視察報告書無し 

16 松 本 幸 恵 8-1 研究研修費 福井県 第 52 自治体学校 IN福井 102,760 視察報告書無し 

17 松 本 幸 恵 8-2  研究研修費 原水爆禁止 2011 年世界大会 広島市 108,200 視察報告書無し 

18 前 原 博 孝 10-5  研究研修費 
鹿児島市 川口市主催の拉致問題ホーラムへの参加依頼。火山灰有効利用

知覧特攻平和館（市政に対する専門的な知識を得るための研修ではなく不可） 
88,740 視察報告書無し 

19 前 原 博 孝 10-6 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 
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20 板 橋 智 之 10-9 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720
視察報告書無し  

個表 10－9議員名記載無し 
21 桜 井 由美子 8-4 研究研修費 福井県 第 52 自治体学校 IN福井 99,760 視察報告書無し 

22 板 橋 博 美 共産党 研究研修費 個表 会派共産党 8-1 第 52 自治体学校 IN福井 参加者 2名、板橋、星野 200,740 視察報告書無し 

23 岩 澤 勝 徳 10-7 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 

24 松 本 英 彦 10-7 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 

25 豊 田   満 34-50 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 

26 立 石 泰 広 10-4 研究研修費 第 5回全国市議会議長研究フォーラム IN大分 73,720 視察報告書無し 

27 金 子 信 男 8-3 研究研修費 福井県 第 52 自治体学校 IN福井 102,760 視察報告書無し 

28 金 子 信 男 8-4 研究研修費 広島市：「原水爆禁止 2010 年原水禁世界大会」 参加と各種視察 103,700 視察報告書無し 

29 星 野 洋 子 共産党 研究研修費 個表 会派共産党 8-1 第 52 自治体学校 IN福井 参加者 2名、板橋、星野 
視察報告書無し 

金額は同行板橋に合計金額を記載 

                                              合計金額 2,186,960  

  会派支出分 

 会派名 支出項目の内容 視察報告書の有無 備  考 

1  日本共産党川口市議会議員団 8-1 福井県 第 52 自治体学校 IN 福井                    200,740 円 無 2 名参加 板橋博美 星野洋子

2  日本共産党川口市議会議員団 7-7 ２日間、日帰り 第一回地域経済と地域政策を学ぶ 地方議会議員研修会 77,520 円 無 3 名参加 星野、板橋、木岡 

3  日本共産党川口市議会議員団 11－7（22 年 11 月）  研究研修費 55,000 円は講師料で非該当とした 非該当  

4  公明党川口市会議員団 該当支出無し 該当支出無し  

5  自由民主党川口市議会議員団 該当支出無し 該当支出無し  

6  民主党 新風会  該当支出無し 該当支出無し  

7  川口みらい 該当支出無し 該当支出無し  

8  無所属 該当支出無し 該当支出無し  
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 川口市監査公表第13号 
 

  地方自治法第242条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求の監査結果について、

同条第４項の規定により公表する。 

 

 

 平成24年８月20日 

      
 

川口市監査委員 鳥 海 和 男 

同        星 野 隆 男 

                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

  （略） 

 

 ２ 請求書の提出日 

   平成24年６月21日（木） 

 

３ 請求の内容 

 
対象議員：Ⅰ、市原光吉 議員 （当時議員であったので以下「議員」と記す） 

        Ⅱ、白根大輔 議員 （当時議員であったので以下「議員」と記す） 
   対象内容：議員任期満了直前の政務調査費支出による不当利得。 
    
１、川口市議会政務調査費について以下の条例と規程及び手引きがある。 

川口市議会政務調査費の交付に関する条例（以後「条例」という）。 
川口市議会政務調査費の交付に関する規程（以後「規程」という）。 

   政務調査費の手引き 川口市議会 （以後「手引」きという） 
 
２、上記の条例と規程及び手引き、に反した以下の支出がある。 
Ⅰ、市原光吉 議員 の支出内容について。  
-１、市原光吉 議員 
  「実施年月日平成22年12月6日 管理番号12-5 広報費 ハンドスピーカー18,200 円

（按分9,100円）を購入」 
議員の任期は平成23年5月1日迄であった。任期満了の約5ヶ月前に政務調査費によ
り購入し23年4月24日執行の市議選挙に立候補しなかった。もしハンドスピーカーが
必要となった場合、または保有品が故障など緊急性の必要が発生しても任期満了前の約
5ヶ月間はレンタルでの対処が可能であった筈である。 
また議員の後継者、梅沢ひろし氏（日本労働党）との関係があり、任期満了約5ヶ月

前の本件購入は本件使途基準に違反し不当利得となる違法な支出である。 
 
-2、議員の後継者、梅沢ひろし氏（日本労働党）との関係について 

梅沢ひろし氏は平成23年4月24日施行の市議会議員選挙に、労働新聞2011年3月 
25日号・8面記事において文意「・・梅沢ひろしは昨年末の出馬表明以来、連日 
・・」「埼玉県川口市議会議員選挙予定候補、党埼玉県委員 梅沢ひろし（54）」と立候
補を表明している。 上記の昨年末とは2010 年の年末（平成22年の年末）である。別
紙事実証明書Ⅰ-１、（黄色マーカーは記載部分明示のため請求人が追記） 

 
 -3、 議員は梅沢ひろし氏を「市原コーキチから 熱烈！推薦 梅さんは、私の仕事を 

引き継ぐ人です」とし「市議活動を支えた梅沢さんは、川口市政を知りぬいた大事な同
志です。いま、市政は大きな課題に直面しています。私は梅沢さんが川口の、特に働く
人々の願いと感情にもっとも忠実な人だと確信しています。議員活動を通じて日 
本労働党の政策と行動を心から信頼しています。梅沢さんを私の仕事を引き継ぐ人とし
て、自信を持って推薦します。」と記載し、梅沢ひろし氏を推薦している。 

別紙事実証明書Ⅰ-２、 
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-4、上記の経緯を時系列的に示すと以下のとおりである。 
    1、2010年の年末（平成22年の年末）に梅沢ひろし氏は市議選に出馬表明をした。 
     2、議員は2010年の年末（平成22年の年末）には市議選不出馬を決めていた。    

3、議員は「熱烈！推薦 梅さんは、私の仕事を引き継ぐ人です」と推薦している。 
4、議員は2010年12月6日、管理番号12-5でハンドスピーカーを購入している。 
5、ハンドスピーカー購入は議員の任期満了及び市議選挙の約5ヵ月前である。 
6、議員は平成23年4月24日執行の市議選挙に立候補しなかった。 
7、梅沢氏は平成23年4月24日執行の市議選挙に立候補した。 
 

-5、議員が任期満了約5ヵ月前にハンドスピーカーを購入したのは上記-4、の経緯から 
平成23年4月24日執行の市議選挙に立候補の意思は全くなかったにも拘らず政務 
調査費により購入したもので、本件使途基準、市政に関する調査研究に資するための 
支出、に反している。 
梅沢氏を後継者として推薦していたことから梅沢氏の選挙活動のために購入した 
と判断されてもやむを得ない支出である。 
 
上記２、の各項に示した理由により本件使途基準に違反し、不当利得となる違法な 
支出であり返還すべきである。 
 

Ⅱ、白根大輔 議員 の支出内容について。 
-1、白根大輔 議員 
  白根議員は本件支出以前に発行したブログ、2010 年（平成22年）11月 14 日で「県政に

チャレンジするにあたり決意表明」を記載し「（平成 22 年）11 月８日付で民主党の公認
を得て「（平成23年）４月10日の埼玉県議会議員選挙候補者に決定した」と発表してい
る。                 

    別紙事実証明書Ⅱ-1、 
 
本件支出の個表管理番号2-8に概要以下の記載がある。 
「実施年月日平成23年2月27日 管理番号2-8 広報費 ワイアレスマイク 
74,700円（按分37,350円）を購入した」とし『第9回市政報告会を朝日公民館で 
開催、人数約 110 名、要した費用、報告会のワイヤレスマイクと拡声器、茶菓子・飲料
代などに支出』とある。 

     
しかし朝日公民館には人数約110名に対応できるマイクなどの備品があり借用で 
きるので（平成24年5月22日、公民館に電話し職員（Ｈ氏）に借用可能を確認済） 
「報告会のワイヤレスマイクと拡声器」として購入する必要はなく購入の理由には 
ならない。また公民館の備品が不調であればレンタルも出来た筈である。 
議員の任期は平成23年5月1日迄であった。任期満了の約2ヶ月前に政務調査費 
により購入し、23年4月24日執行の選挙に立候補しなかった。 
 
なお平成23年3月市議会定例会は平成23年2月16日～3月9日に開催され、本件購
入は議会開催期間中である。議員の任期は平成23年5月1日迄であったが立候補せず、
上記-2、のブログのとおり平成23年4月10日執行、埼玉県議会議員一般選挙に立候補
したが落選した。  
 
白根議員は前記の如く「2010/11/14」付けで発行したブログで「県政にチャレン 
ジするにあたり決意表明」を記載し「（平成22年）11月８日付で民主党の公認を得 
て来年４月10日の埼玉県議会議員選挙候補者に決定した」と発表しているのである 
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から平成23年4月24日執行の川口市議選挙に立候補する意思は全く無かったので 
あり、本件使途基準に違反し不当利得となる違法な支出であり返還すべきである。 
 

３、違法支出の時系列的な詳細説明 
上記2件の物品購入は，本件議員らの任期満了約約5ヵ月、ないし約2ヵ月前という時
期に購入されている。約2ヵ月前の場合は任期中、最後の議会の会期中に購入されている。 
また，本件議員らは，任期満了による選挙に立候補することなく，市議会議員としての
任期を終えた。 
 
議員らが購入したハンドスピーカー及びワイヤレスマイクと拡声器は夫々が任期満了 
後、市議選に立候補しないまま政務調査費使途基準外の選挙に流用されたと判断され 
るものである。 
このような時期、すなわち平成23年4月24日執行の選挙に立候補する意思が全く無く、
任期満了直前に本件物品を購入することは上記の如く政務の調査、研究の為の必要性を全
く欠くものであって、本件各支出は本件使途基準に反するものであり、明らかな法令違反
であり違法である。 
 
よって交付を受けた政務調査費について使途基準に違反する違法な支出である以上，上 
記各議員は川口市に対して上記支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであ 
る。 
上記と同様な任期満了前の政務調査費による物品購入事案を使途基準に合致していると

した原判決破棄、原審に差し戻しの最高裁判例がある。 
本件の時系列的表示は以下のとおりである。 
梅沢ひろし、出馬表明 平成22年の年末、市議会議員選挙に出馬表明 選挙約４ヵ月前 

白根ブログ立候補発表 平成22年11月14日 県議選挙に立候補を発表 任期終了約５ヵ月前 

市原管理番号12-5実施日 平成22年12月6日（ハンドスピーカー購入） 任期終了約5ヵ月前 

白根管理番号2-8実施日 平成23年2月27日（ワイアレスマイク購入） 任期終了約2ヵ月前 

平成23年3月定例会 平成23年2月16日～3月9日に開催 任期終了約1.5ヵ月前 

選挙執行日  平成23年4月24日執行 任期終了7日前 

議員らの任期 平成23年5月1日迄 任期満了後立候補せず 

 
４、上記各議員に対して不当利得の返還請求を求める理由。 
「川口市議会政務調査費の交付に関する条例第 1 条に、この条例は、地方自治法(昭和 22 年
法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、川口市議会議員の調査研究に資
するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付する
ことに関し必要な事項を定めるものとする。」とあり「第6条 会派又は議員は、政務調査費
を別に定める使途の基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必
要な経費以外のものに充ててはならない。」と定めている。 
 本件議員らは，任期満了による平成23年 4月 24日施行の市議会議員選挙に立候補するこ
となく，5月1日に市議会議員としての任期を終えた。本件議員らの任期中の最後の議会「平
成23年度3月定例会」は平成23年3月9日に終了している。 

 
 上記の購入物品については政務調査との関連における「緊急の必要性」の説明も無く、本
件各支出は調査研究のための必要性に欠けるものであったと判断され、本件条例 
「第6条 会派又は議員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用するものとし、
市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」に反する違
法な支出である。 
よって上記不当利得の返還請求をすべきことを求めるものである。 
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５．措置要求の要旨 
本件支出は上記各項に述べた如く違法な支出である。 
市長に対し､当該議員が違法支出した支出額を川口市に返還するように求めるなどの必要な
措置をとるように勧告されたい｡ 

 
６、監査委員の除斥申立て 
   本件は地方自治法第199条の２により当該監査委員の除斥を申し立てる。 
 
上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添付の上、必要 
な処置を請求します。 

      （以上、原文のまま掲載） 

                            （「事実を証する書面」は別添１のとおり） 

４ 監査委員の除斥 

       本件住民監査請求（以下「本件請求」という。）の監査において、髙橋英明監査委員及

び関口京子監査委員については、地方自治法（以下「自治法」という。）第 199 条の２の

規定により除斥とした。 

 

 ５ 請求の要件審査 

     本件請求は、自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備しているものと認め、

監査を実施することとした。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

  １ 監査の対象事項 

          本件請求の対象となっている議員２名に対し、川口市長（以下「市長」という。）が交

付した平成 22 年度又は平成 23 年度の政務調査費のうち、本件請求に係る支出に関する

事項 

 

    ２ 監査対象部局 

       議会事務局を監査対象部局とし、関係書類を調査するとともに、交付手続等について

関係職員から聴取を行った。 

 

     

３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

      自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対し、平成24年７月11日に証拠の
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提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人から新たな証拠が提出されるとともに、請

求内容の補足説明がなされた。 

    （１）陳述の概要 

     今回の政務調査費に係る住民監査請求（５件）の趣旨ですが、これは、前回の住民

監査請求の監査結果（川口市監査公表第10号 平成22年７月16日付け）を受けて今

回は対象をしぼり、支出金額が多額になる支出項目及び任期満了前後の支出を重点的

に調査した結果である。監査委員各位におかれましては、法の精神に基づき判断され

るよう請求するものであり、請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする

場合には、市政と支出との関連性において、漠然とした又は抽象的な判断ではなく、

具体的な根拠を示し、判断し、その説明を教示されることを重ねて要求する。 

    （２）新たに提出された証拠 

       別添２のとおり。 

    ４ 関係人に対する調査 

         関係人である議員に対し、必要に応じ、本件請求に係る事実関係の確認のための調査

を行った。 

 

       

第３ 監査の結果 

 

 １ 政務調査費の概要 

   （１）交付の経緯 

    川口市議会においては、市議会における会派の市政に関する調査研究を推進するた

め、「川口市議会会派に対する調査研究費交付要綱」を定め、昭和 52 年度から会派に

対し調査研究費を交付していた。 

     平成12年に、自治法の一部が改正され、政務調査費に関する規定が設けられたのを

機に、当該規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」（平成 12 年条

例第87号）及び当該条例第９条の規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関す

る規程」（平成13年議会規程第１号）を定め、平成13年度から調査研究費に代わり政

務調査費を交付している。 

    平成20年３月には、交付の対象を「会派」から「会派又は議員」に改め、また、収

支報告書提出の際、領収書等の写しの添付を義務化するよう、新たに「川口市議会政

務調査費の交付に関する条例」（平成 20 年条例第 20 号。以下「条例」という。）及び

「川口市議会政務調査費の交付に関する規程」（平成 20 年議会規程第２号。以下「規

程」という。）を制定し、旧条例及び規程を廃止している。 
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（２）交付対象及び交付額 

政務調査費は、条例第２条により、川口市議会における会派又は議員の職にある者に

対して交付すると定められている。 

     会派に対して交付される政務調査費は、毎月1日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員の数に月額 180,000 円以内でその所属議員の全員の合意に基づ

き、当該会派の代表者が年度当初に申し出た額を乗じて得た額とされる（条例第４条

第１項）。 

      議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員

にあっては月額 180,000 円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し

引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額 180,000 円を交付する（条例第５

条第１項）。 

（３）交付手続等 

①  会派の代表者又は議員は、４月１日の現況に基づき、市長に対し、議長を経由して

交付申請を行う。 

なお、会派と議員との金額の配分は、条例第４条のとおり、所属議員全員の合意に

基づき決定される。 

②  市長は、交付決定通知書を申請者に送付する。 

③  会派の代表者又は議員は、政務調査費交付請求書を市長に対し、議長を経由して、

交付の日の10日前までに提出する。 

④  市長は、交付の月の15日に、口座振り込みにより交付する（交付は４月と10月）。 

⑤  交付を受けた者は、翌年度の４月30日までに、収支報告書及び領収書等の証拠書

類の写しを議長に提出する。 

⑥  議長は、市長に収支報告書等の写しを送付する。 

⑦  市長は、補助金等確定通知書を会派の代表者又は議員に送付する。 

    （４）使途基準及び市長への返還 

政務調査費は、条例第６条の規定により規程第７条に定める使途の基準（以下「使

途基準」という。）に従って使用するものとされ、市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。 

市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から、当該会派又は議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条例第９条）。 

なお、収支報告書の内容から、使途基準に従っていないと判断される支出について

も残余と見なされる。 
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○使途基準（規程第７条の別表） 

会派又は議員の政務調査費の使途の基準 

項   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、会場費等） 

広聴費 住民からの市政及び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） 

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 

（注） 調査旅費は、川口市議会議員の議員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。 

 

（５）使途基準の目安 

      川口市議会では、政務調査費のより一層の適正な運用を図るため、政務調査費の使

途基準を補足するものとして「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）を定

めて全議員に配布している。 

      なお、平成23年４月１日に手引きの改正が行われた。 

改正前と改正後の内容は次の「『政務調査費の手引き』改正対照表」のとおりとなっ

ている。 
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（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

「政務調査費の手引き」改正対照表 
 

新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費 
○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 

講師等謝礼金、交通費、宿

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等

借上料、茶菓子代、会費、

Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費

○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 

講師等謝礼金、交通費、宿 

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等 

借上料、茶菓子代、会費、 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
会議参加負担金 

調査旅費 ○先進都市の視察旅費 
○現地調査旅費 

交通費、宿泊料、通信運搬

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費 
 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費 
賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運

搬費、消耗品費、備品購入

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 

 

会議参加負担金 
調査旅費 ○先進都市の視察旅費 

○現地調査旅費 
交通費、宿泊料、通信運搬 

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原 

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費

 

交通費、消耗品費、茶菓子代、

印刷製本費、通信運搬費、業

務委託費、会場等使用料、 

機材等借上料 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製 

本費、通信運搬費、業務委 

託費、会場等使用料、機材 

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費

賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運 

搬費、消耗品費、備品購入 

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

-10-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を

     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準 

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
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 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関、タクシー等を使用した場合は、実費相当額

とする。自家用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に

係る実費分の把握が困難であることからガソリン代の２分の１

（月額限度額 20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
     団体の年会費については、支出することによる効果を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
     懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種

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、按分の割合を２分の１として支出できるものとする。 

 
 
３ 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関を使用した場合は、実費相当額とする。自家

用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に係る実費分の

把握が困難であることからガソリン代の２分の１（月額限度額

20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
      
 

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
団体の新年会等）の会費は、支出できない。 

  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。 
後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ

団体の新年会等）の会費は、支出できない。 
  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。

後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と 

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ
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と。 

     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。 
     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 

と。 
     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。

     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 
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     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

     茶菓子代は、１人当たり１日５００円を限度として支出でき

る。  

コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則として２分の

１に按分するものとする。 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 
   授業料は２分の１（限度額 720,000円）を、入学金は２分の
１（限度額 200,000円）を、交通費は実費の２分の１を、それ
ぞれ支出できるものとする。 

     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 

     授業料は２分の１（限度額 720,000 円）を、入学金は２分の

１（限度額 200,000 円）を、交通費は実費の２分の１を、それ

ぞれ支出できるものとする。 
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例；  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等  

     なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。  
  （12）資料購入費 

調査研究活動のための資料として購入したものは、支出でき

る。 

     なお、小説（フィクション）の購入や、同一図書の複数購入

は、原則として支出できない。 

（13）資料作成費・広報費 

調査研究活動、議会活動及び市の政策について、資料を作成

し、市民に報告、ＰＲするための経費は、支出できる。 

  （14）その他の経費 

その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。 

◎  備品購入費、修繕料等 

備品の修繕については、修繕料の２分の１を支出できる

ものとする。 

 

 

Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

例； 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

 早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等 

なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。 

（12）その他の経費 

     その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。

◎ 備品購入費、事務機器の修繕等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

-16-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
出することを原則とする。 

 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（レシートを含む）を徴

するものとし、その際、支払金額、支払日、支払者、支払先、支払

内容等、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、政務調査報告書（個表）に補足記載するものと

する。 
  また、払込明細票、預金通帳の写し等を領収書に代えることがで

きるが、その場合も、必要事項を政務調査報告書（個表）に補足記

載するものとする。 
なお、会議、研修会等に参加したときは、領収書等の証拠書類に

加え、参加したことを証明する通知、案内状等とともに、その結果

を政務調査報告書（個表）に記録し保管するものとする。 
また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表）

及び視察報告書に記録し保管するものとする。 
 

３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

出することを原則とする。 
 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日

付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証

拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通

知、案内状等とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録

し保管することとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 
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 ○ 公共交通機関   

ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
○ タクシー 

タクシーを使用した場合は、日時、使用経路及び目的を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報

 ○ 公共交通機関   
ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
 
 
 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

  また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

  なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報
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告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の代表者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務調査

費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写し

を添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。 
・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 

 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うも

のとする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 

告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の経理責任者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務

調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の

写しを添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。

・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 
 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うもの

とする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 
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　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

 
 

 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

実施者名
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管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙
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視察内容

所　　　感

視　察　報　告　書

管理番号

視  察  日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

視察場所

視察項目

議員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（注）他の参考書式については省略する。 
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 ２ 判断等                           

(1) 基本方針 

    自治法第 100 条第 14 項においては、普通地方公共団体の議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政

務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとしている。
この制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

の施行により地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大し、その議会の

担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の
審査能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会に

おける会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せて、
その使途の透明性を確保しようとしたものである（平成 17 年 11 月 10 日

最高裁判決）。 
これを受け、本市においては条例及び規程を定め、更に市議会において

その運用方針たる「手引き」を定めて政務調査費の適正な運用を図ってい

る（以下、これらを総称して「条例等」という。）。  
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、

その目的、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。 

     また、会派及び議員が積極的に政策を提言及び提案していくことが期
待されることからすれば、その調査研究対象事項は、地方公共団体が現に

取り組み又は現に取り組もうとしている施策及び事業に限らず、いまだそ
れに至っていない事項にも及ぶべきものであるし、民間の事業や他都市の

事例に関する事項にも及ぶべきものであり、また、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。 
     このような調査研究活動の性格を踏まえ、調査研究活動に係る支出が

使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主

性を尊重する観点から、その活動が市政に関連するものであるか否かの判
断を含めて、その活動の具体的内容の当否を問題とするのではなく、使途

基準により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿や領収書等
の記載事項を基礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に行う

のが相当であると言われている。 
    なお、そうとはいえ、政務調査費の財源が貴重な公金であることから、

無制約な支出が認められるものではなく、各会派及び議員は、政務調査費

の支出に当たって、使途基準の遵守を強く求められることはいうまでもな
い。 
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     本件の監査に当たっては、以上の諸点を念頭に置きつつ、条例及び規

程の趣旨、規定を基本に、詳細については「手引き」に定められた事項

等に基づき、本件請求に係る各支出が政務調査費の使途として適正なも
のであるかどうかを判断するものであり、請求人の請求趣旨については、

これら政務調査費制度の特徴と条例等の趣旨等を十分勘案して検討すべ
きものとした。 

 

   (2) 判断 
   ア 請求要旨 

     請求人は、議員が平成 23 年４月 24 日執行の川口市議会議員選挙に
立候補する予定がないことを表明した後に「緊急の必要性」の説明も

なく購入したハンドフリースピーカーやワイアレスマイク等は、調査
研究のための必要性に欠けるものであり、条例第６条の「会派又は議

員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用するものとし、

市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てては
ならない。」との規定に反することから、当該支出の全額が違法又は不

当な支出に当たるとして、その全額について返還請求すべきであると
している。 

 

イ 判断 
(ｱ) 市原光吉議員に係る支出 

     Ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
       政務調査報告書（個表）には、「広報費」として「市政報告のた

めのハンドフリースピーカー購入」と記載の上、平成 22 年 12 月 6
日付の振込明細票が添付されており、購入額 18,200 円の２分の１

の 9,100 円を政務調査費から支出している。         

請求人からは、平成 22 年の年末頃に日本労働党の梅沢ひろし氏
から平成 23 年４月 24日執行の川口市議会議員選挙への立候補表明

があり、市原議員は、「私の仕事を引き継ぐ人」とのコメントを出
して同市議会議員選挙への立候補の意思がなかったにもかかわら

ず、任期満了約５カ月前にハンドフリースピーカーを購入したのは

使途基準に反するものであると指摘されている。 
梅沢ひろし氏の立候補表明及び市原議員のコメントについては、

請求書に添付されている事実証明書Ⅰ－１及びⅠ－２により確認
した。 

本件請求に関し、市原議員からは、概ね次のような説明を受けた。 
まず、購入理由については、従来使用していたハンドマイクが、

平成７年に市議に当選して以降ずっと使用していたものであって、

それが使用不能になったために特に低廉な価格のものを選んで買
い換えたもので、駅頭や町中での市政報告など、議員活動にどうし
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ても欠かせないものであるためとのことであり、購入後も市政報告

等に使用したとのことである。 

購入時点から任期満了まで約５カ月しかないとの指摘について
は、任期満了まで４年間の任期の約８分の１を残しているわけであ

り、議員活動を強弱なく最後まで貫徹するために必要な購入であっ
たとのことである。 

        この市原議員の説明から判断するに、本件物品の購入については、

相当の理由がないとはいえないと認められる。請求人からは、レン
タルでも対処が可能なはずとの指摘もあるが、仮にそれが可能であ

ったとしても、レンタルにするかどうかは議員の裁量に任されてい
るところと解され、また、本件物品の購入がその裁量の範囲を逸脱

しているとまではいえないと認められる。更に、使途基準において
は、支出時期の制限が定められているわけではなく、議員がその職

責を全うするための調査研究活動に必要とするのであれば、原則と

していつでも支出をすることができることとなっている。このよう
なことから、購入が任期満了約５カ月前だからとか、次の市議会議

員選挙に立候補しなかったからといって、直ちに使途基準に違反す
る支出であるとまではいえないと認められる。 

請求人が引用している最高裁の判決（かすみがうら市長を被告と

する平成 22 年３月 23 日の判決であることを請求人に確認した。）
は、議員の調査研究活動は多岐にわたり、個々の経費の支出がこれ

に必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分
があることも確かであるとしつつ、パソコンやビデオカメラなどの

物品の購入に関し、①本件議員らの任期満了１ないし４カ月半前と
いう時期に購入されていること、②任期中の最後の議会の会期後に

購入されたものも少なくないこと、③本件議員らは、任期満了によ

る選挙に立候補することなく、市議会議員としての任期を終えたこ
と、④上告人は、本件議員らは 10 年から 20 年以上にわたる議員と

しての経歴を有するところ、このような手元に残る物品を在職中初
めて購入したり、緊急の必要性もなく買い換えたりしたと主張して

いることを挙げ、①から③の事実に加え、④のような主張に係る事

実が認められるのであれば、本件各支出は調査研究のための必要性
に欠けるものであったことがうかがわれるというべきであり、その

場合、特段の事情のない限り、本件各支出は本件使途基準に合致し
ない違法なものと判断されることとなるとした上で、上告人の主張

に係る事実の存否や特段の事情の有無について十分に審理するこ
となく、単に本件物品の品名を認定し、議員からの抽象的な回答を

参酌するだけで、直ちに本件各支出は本件使途基準に反するものと

はいえないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明ら
かな法令の違反があるというべきであるとして、原審に差し戻した
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ものである（本件は、原審差し戻しとなった後、議員から支出額の

返還があり、訴訟が取り下げられて終結している。）。 

        最高裁の判決で示されている条件について本件と照らし合わせ
てみると、本件については、購入時期が約５カ月前であること、任

期中の最後の議会の会期後に購入されているわけではないこと及
び議員から購入が必要と認められる具体的な説明があったことか

ら、この判示にそのまま当てはまるものとはいえないと認められる。 

以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出であ
るとは認められないと判断した。 

 
(ｲ) 白根大輔議員に係る支出 

      Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
政務調査報告書（個表）には、「広報費」として「第９回市政報

告会開催に要した費用」と記載の上、「報告会のワイアレスマイク

と拡声器」等の費用が記載され、「報告会のワイアレスマイクと拡
声器」については、平成 22 年 12 月 26 日付の領収書写しが添付さ

れており、購入額 74,700 円の２分の１の 37,350 円を政務調査費
から支出している。   

請求人からは、白根議員は、自身のブログにおいて、平成 22 年

11 月 8 日付で民主党の公認を得て平成 23 年４月 10 日執行の埼玉
県議会議員選挙の立候補予定者に決定したと表明しているのであ

るから、平成 23 年４月 24 日執行の川口市議会議員選挙に立候補
する意思が全くなかったにもかかわらず、任期満了約２カ月前し

かも最後の議会の会期中にワイアレスマイク等を購入したのは使
途基準に反するものであると指摘されている。また、市政報告会

が朝日公民館で開催したのであれば、同公民館備え付けの備品を

借用すれば足りたはずであると指摘されている。 
白根議員の表明については、請求書に添付されている事実証明 

書Ⅱにより確認した。 
購入日について、請求人は、政務調査報告書（個表）の「実施   

年月日」欄に記載された平成 23 年 2 月 27 日であると認識してい

るようであるが、領収書写しにより、正しくは平成 22 年 12 月 26
日であることを確認した。 

本件請求に関し、白根議員からは、概ね次のような説明を受け 
た。 

まず、購入理由としては、以前使用していたワイアレスマイク 
付き拡声器では、市民に広報並びに説明する時には、駅頭活動を

含め音量が小さく、市民から声が聞こえないという意見が多数あ

ったため及び機能の充実を図るためとのことであり、購入後も 12
月の終わりから主に駅頭での市政報告活動（週５日市内数カ所の
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駅前）に使用したとのことである。 

購入時点から任期満了まで約２カ月しかないとの指摘について

は、平成 22 年 12 月 26 日に購入したものであるので、請求人の指
摘は当たらないし、議員活動を強弱なく最後まで貫徹するために

必要な購入であったとのことである。 
この白根議員の説明から判断するに、本件物品の購入について 

は、相当の理由がないとはいえないと認められる。請求人からは、

レンタルでも対処が可能なはずとの指摘もあるが、仮にそれが可
能であったとしても、レンタルにするかどうかは議員の裁量に任

されているところと解され、また、本件物品の購入がその裁量の
範囲を逸脱しているとまではいえないと認められる。更に、使途

基準においては、支出時期の制限が定められているわけではなく、
議員がその職責を全うするための調査研究活動に必要とするので

あれば、原則としていつでも支出をすることができることとなっ

ている。このようなことから、購入が任期満了約４カ月前だから
とか、次の市議会議員選挙に立候補しなかったからといって、直

ちに使途基準に違反する支出であるとまではいえないと認められ
る。 

市政報告会を朝日公民館で開催したのであれば、同公民館備え 

付けの備品を借用すれば足りたはずであるとの指摘については、
購入したワイアレスマイク等をその時だけ使用したわけではない

ことを考慮すれば、特に問題はないと認められる。 
前述の最高裁の判決で示されている条件について本件と照らし

合わせてみると、本件については、任期中の最後の議会の会期後
に購入されているわけではないこと及び議員から購入が必要と認

められる具体的な説明があったことから、この判示にそのまま当

てはまるものとはいえないと認められる。 
以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出で 

あるとは認められないと判断した。 
なお、ワイアレスマイク等は、平成 22 年 12 月 26 日に購入した

わけであることから、政務調査報告書（個表）も 12 月分として作

成すべきではなかったかと考える。 
 

 

 ３ 結論 

   本件請求に係る政務調査費については、いずれも違法又は不当な公金の
支出であるとは認められず、請求人の主張には理由がないものと判断する。 
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請求額 確認額

1 12-5 広報費 9,100 9,100 0 　

9,100 9,100 0

請求額 確認額

1 2-8 広報費 37,350 37,350 0

37,350 37,350 0

請求額 確認額

46,450 46,450 0

管理番号 使途項目

認定した
要返還額

市原光吉 　議員

総　　合　　計

返還対象金額
認定した
要返還額

備                             考

備                             考

合計

白根大輔 　議員

№

《表示内容等》
１　記載順序
　　当一覧表の記載順序は、監査請求書の記載順序と同一である。

２　表示内容等
　(1)  「管理番号」欄
　　　 「政務調査報告書（個表）」に記載されている管理番号を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された管理番号が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「管理番号補正」と表示した。
　(2) 「使途項目」欄
　 　  「政務調査報告書（個表）」に記載されている費用の項目名を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された項目名が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「使途項目補正」と表示した。
　(3) 「返還対象金額」欄
　　　 ア　「請求額」欄
　　　　　 監査請求書に記載されている返還対象金額をそのまま表示した。
　　　 イ　「確認額」欄
　　　　　 アの「請求額」について「政務調査報告書（個表）」とチェックし、確認した後の金額を表示した。また、 監査
　　　　請求書に記載された金額が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に「対象金額補
　　　  正」と表示した。
　(4) 「認定した要返還額」欄
　　　  返還対象金額について調査した結果、市長に返還すべきと認められる金額を表示した。

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別監査結果一覧表

返還対象金額
認定した
要返還額

合計

返還対象金額
№ 管理番号 使途項目
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川口市監査公表第 14 号 

 

 平成 24 年 6 月 21 日付で提出された住民監査請求の監査結果に基づき、地方自治

法第 242 条第４項の規定により川口市長に勧告したので、同項の規定により公表す

る。 

 

 平成 24 年８月 20 日 

      
川口市監査委員 鳥 海 和 男 

同        星 野 隆 男 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



川 監 発 第 3 5 号 

平成 24 年８月 20 日 

 

川口市長 岡村 幸四郎 様 

 

 

                     川口市監査委員 鳥 海 和 男 

                     同       星 野 隆 男 

 

 

住民監査請求監査結果に伴う必要な措置について（勧告） 

 

平成 24 年６月 21 日付で提出された川口市議会政務調査費に関する住民監査請求

について監査した結果、請求に一部理由があると認められたので、地方自治法第 242

条第４項の規定に基づき、下記のとおり必要な措置を講じるよう勧告する。 

なお、本勧告に基づき、必要な措置を講じた場合は、地方自治法第 242 条第９項

の規定に基づき、その旨を監査委員に直ちに通知されたい。 

 

                 記 

１ 監査の対象 

  議員７名に対し、川口市長（以下（「市長」という。）が交付した平成 22 年度又

は平成 23 年度川口市議会政務調査費の違法、不当な支出 

 

２ 判断 

  別添「川口市議会政務調査費に関する住民監査請求」（「議員任期満了前後の違

法または不当な支出に関する住民監査請求」）の監査結果の「第３監査の結果」の

「２判断等」のとおりである。 

 

３ 必要な措置 

  市長は、別添「川口市議会政務調査費に関する住民監査請求」（「議員任期満了

前後の違法または不当な支出に関する住民監査請求」）の別表「個別監査結果一覧

表」に掲げる議員のうち、同表の「認定した要返還額」欄に記載がある議員に対

し、当該政務調査費の返還を命ずるなどの措置を講ずること。 

 

４ 措置を講ずべき期間 

  本勧告の日から平成 24 年９月 20 日までとする。 

 

 



１ 請求人 

   （略） 

 

 ２ 請求書の提出日 

   平成24年６月21日（木） 

 

３ 請求の内容 

 

１、川口市議会政務調査費について以下の条例と規程及び手引きがある。 
川口市議会政務調査費の交付に関する条例（以後「条例」という）。 
川口市議会政務調査費の交付に関する規程（以後「規程」という）。 

   政務調査費の手引き 川口市議会 （以後「手引き」という） 
 
２、上記の条例と規程及び手引き、に反した議員名などは下記のとおりである。 
-1、議員名 

杉本佳代 木岡 崇 唐澤義達 近藤 豊 高橋英明 板橋博美 松本英彦    
-2、具体的な支出内容は下記（別表1）のとおりである。 
 別表１、平成22年度及び平成23年4月分：任期満了前後の違法又は不当な支出一覧表 
     （上記の支出一覧表を以後「表」という） 
-3、平成23年3月川口市議会最終定例会及び任期などは下記のとおりである。 
  平成23年3月定例会開催期間は平成23年2月16日～3月9日 
  川口市議会議員選挙投票日は平成23年4月24日 
  川口市議会議員らの任期は平成23年5月1日迄である。 
 

３、政務調査費の使途基準については条例に以下の定めがある。 
(使途基準) 
第 6 条 会派又は議員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用す 
るものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充て 
てはならない。 

４、本件支出が本件使途基準等に合致しているかの判断について。 
本件監査請求に係る個別の政務調査費の支出が違法又は不当であるかは，本件使途基準、
判例及び社会通念上妥当な範囲か否かの判断による。 手引き に以下の定めがある。 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
実費弁償の原則 
 政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常識的な範囲で、各会 
派又は各議員の自主性に基づき決定するものである。 社会通念上妥当な範囲であること
を前提としたうえで、調査研究に実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
 
政務調査費からの支出は上記１、の条例，規程、手引き、に基づき政務調査費を支出す
ることが求められているが本件支出はこれに反している。 
 

５、本件が違法、不当である具体的な事実を以下に記す（金額などは「表」を参照されたい） 
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杉本佳代 政務調査費を後援会の経費に支出することは違法行為である。 

領収書宛先が杉本後援会事務所とありデーター作成料の説明もなく不透明。 
更に任期満了約6ヶ月前に説明なく、政務調査費を後援会経費に支出は違法。 

 
木岡 崇 任期満了約７ヶ月前にパソコンを購入。 
     任期満了約３ヶ月前にホームページ作成 
 
唐澤義達 任期満了約９日前、川口市議会議員選挙執行の２日前にテレビとアンテナ 

を購入。 
任期満了約５ヶ月前に印刷機を購入。 

 
近藤 豊 任期満了約6ヶ月前、個表作成日、平成22年6月1日～6月30日以後任期満了迄同

一内容（廃棄物処理費）で合計９回の廃棄物処理費用を支出し、最後の支出は4月
分として個表4-2、作成日平成23年3月28日である。実施日4月1日-30日 
上記の如く廃棄物処理費用を９回連続支出し任期満了後は立候補しなかった。 
個表には「※内容を詳細に記入し・・」と求めているが詳細の記入がない。 
この支出はその必要性についての説明もなく、任期満了に伴う事務所の掃除に計
画的な支出をしたと思われてもやむを得ない支出であり、法及び上記Ⅱ 政務調査
費の使途に係る運用方針「実費弁償の原則 政務調査費の支出については、調査研
究活動のための経費として常識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決
定するものである。社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研
究に実際に要した費用に対し充当することを原則とする。」に違反している。 
上記運用方針の文意・・調査研究に実際に要した費用に対し充当することを原則
とする。・・に該当しない支出であることは明白である。 

 
高橋英明 任期満了後にパソコンを購入。 個表の実施年月日は５月28日でありながら 

領収証は2011年５月9日のように横線を引き4月に修正し任期内としているが公 
金支出の領収証として日付改竄であり無効である。更に個表4-5の記載容も説明が
なく「コウシン¥260,000」は意味不明であり不可である。 

 
板橋博美 任期満了約11ヶ月前にパソコンとプリンターを購入。 
 
松本英彦 任期満了約２ヶ月前にコピーファックス複合機を購入。 

 
６、上記各議員に対して支出金額の返還請求を求める理由。 
「川口市議会政務調査費の交付に関する条例第1条に、この条例は、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、川口市議会議員の調査研究に資する
ため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付することに
関し必要な事項を定めるものとする。」とあり「第 6 条 会派又は議員は、政務調査費を別に
定める使途の基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費
以外のものに充ててはならない。」と定めている。 

   
上記に示す7名17件の支出は既に述べたように、後援会の経費を政務調査費から支出、議員 
の任期満了後に購入、ないし任期満了前約10ヵ月という時期に購入、さらに4月24日川口市 
議会議員選挙執行の２日前に購入されたものなどがある。 
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 本件支出はその支出金額、内容（パソコン、ホームページ作成、テレビとアンテナ、印刷 
機、コピーファックス複合機）は事務所費、その他の経費から支出され、消耗品ではなく 
耐久度のあるものである。政務調査のため特段の理由がない限り議員当選の初期に購入す 
ることが多いのが社会通念及び法の精神に従った支出であり、任期満了が近い場合に必要 
が生じた場合はレンタルすることができる。 
 ましてや政務調査費を後援会の経費に支出した例や事務所の廃棄物処理費への支出は政務 
調査費の目的に反した違法な支出であり、社会通念上も認められない支出である。 
上記の購入物品などについては政務調査との関連における「緊急の必要性」の説明も無く、
本件各支出は政務調査のための必要性に欠けるものであったと判断され、本件条例「第 6 条 
会派又は議員は、政務調査費を別に定める使途の基準に従って使用するものとし、市政に関す
る調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」に反する違法な支出で
ある。 
よって上記支出金額の返還請求をすべきことを求めます。 

  
７、措置要求の要旨 
   本件支出は上記各項に述べた如く違法な支出である。 
市長に対し､当該議員が違法支出した支出額を川口市に返還するように求めるなどの必要な
措置をとるように勧告されたい｡ 

 
８、監査委員の除斥申立て 
   本件は地方自治法第199条の２により当該監査委員の除斥を申し立てます。 
 
上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により必要な処置を請求します。 

   （以上、原文のまま掲載） 

                      （「事実を証する書面」は別添１のとおり） 

 

４ 監査委員の除斥 

       本件住民監査請求（以下「本件請求」という。）の監査において、髙橋英明監査委員及

び関口京子監査委員については、地方自治法（以下「自治法」という。）第 199 条の２の

規定により除斥とした。 

 

 ５ 請求の要件審査 

     本件監査請求は、自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備しているものと

認め、監査を実施することとした。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

  １ 監査の対象事項 

          本件請求の対象となっている議員７名に対し、川口市長（以下「市長」という。）が交
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付した平成 22 年度又は平成 23 年度の政務調査費のうち、本件請求に係る支出に関する

事項 

 

    ２ 監査対象部局 

       議会事務局を監査対象部局とし、関係書類を調査するとともに、交付手続等について

関係職員から聴取を行った。 

 

    ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

      自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対し、平成24年７月11日に証拠の

提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人から新たな証拠が提出されるとともに、請

求内容の補足説明がなされた。 

    （１）陳述の概要 

     今回の政務調査費に係る住民監査請求（５件）の趣旨ですが、これは、前回の住民

監査請求の監査結果（川口市監査公表第10号 平成22年７月16日付け）を受けて今

回は対象をしぼり、支出金額が多額になる支出項目及び任期満了前後の支出を重点的

に調査した結果である。監査委員各位におかれましては、法の精神に基づき判断され

るよう請求するものであり、請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする

場合には、市政と支出との関連性において、漠然とした又は抽象的な判断ではなく、

具体的な根拠を示し、判断し、その説明を教示されることを重ねて要求する。 

    （２）新たに提出された証拠 

       別添２のとおり。 

     

４ 関係人に対する調査 

         関係人である議員に対し、必要に応じ、本件請求に係る事実関係の確認のための調査

を行った。 

 

       

第３ 監査の結果 

 

 １ 政務調査費の概要 

   （１）交付の経緯 

    川口市議会においては、市議会における会派の市政に関する調査研究を推進するた

め、「川口市議会会派に対する調査研究費交付要綱」を定め、昭和 52 年度から会派に

対し調査研究費を交付していた。 

     平成12年に、自治法の一部が改正され、政務調査費に関する規定が設けられたのを
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機に、当該規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」（平成 12 年条

例第87号）及び当該条例第９条の規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関す

る規程」（平成13年議会規程第１号）を定め、平成13年度から調査研究費に代わり政

務調査費を交付している。 

    平成20年３月には、交付の対象を「会派」から「会派又は議員」に改め、また、収

支報告書提出の際、領収書等の写しの添付を義務化するよう、新たに「川口市議会政

務調査費の交付に関する条例」（平成 20 年条例第 20 号。以下「条例」という。）及び

「川口市議会政務調査費の交付に関する規程」（平成 20 年議会規程第２号。以下「規

程」という。）を制定し、旧条例及び規程を廃止している。 

（２）交付対象及び交付額 

政務調査費は、条例第２条により、川口市議会における会派又は議員の職にある者に

対して交付すると定められている。 

     会派に対して交付される政務調査費は、毎月1日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員の数に月額 180,000 円以内でその所属議員の全員の合意に基づ

き、当該会派の代表者が年度当初に申し出た額を乗じて得た額とされる（条例第４条

第１項）。 

      議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員

にあっては月額 180,000 円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し

引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額 180,000 円を交付する（条例第５

条第１項）。 

（３）交付手続等 

①  会派の代表者又は議員は、４月１日の現況に基づき、市長に対し、議長を経由して

交付申請を行う。 

なお、会派と議員との金額の配分は、条例第４条のとおり、所属議員全員の合意に

基づき決定される。 

②  市長は、交付決定通知書を申請者に送付する。 

③  会派の代表者又は議員は、政務調査費交付請求書を市長に対し、議長を経由して、

交付の日の10日前までに提出する。 

④  市長は、交付の月の15日に、口座振り込みにより交付する（交付は４月と10月）。 

⑤  交付を受けた者は、翌年度の４月30日までに、収支報告書及び領収書等の証拠書

類の写しを議長に提出する。 

⑥  議長は、市長に収支報告書等の写しを送付する。 

⑦  市長は、補助金等確定通知書を会派の代表者又は議員に送付する。 

 

    （４）使途基準及び市長への返還 
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政務調査費は、条例第６条の規定により規程第７条に定める使途の基準（以下「使

途基準」という。）に従って使用するものとされ、市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。 

市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から、当該会派又は議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条例第９条）。 

なお、収支報告書の内容から、使途基準に従っていないと判断される支出について

も残余と見なされる。 

 

○使途基準（規程第７条の別表） 

会派又は議員の政務調査費の使途の基準 

項   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、会場費等） 

広聴費 住民からの市政及び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） 

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 

（注） 調査旅費は、川口市議会議員の議員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。 

 

（５）使途基準の目安 
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      川口市議会では、政務調査費のより一層の適正な運用を図るため、政務調査費の使

途基準を補足するものとして「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）を定

めて全議員に配布している。 

      なお、平成23年４月１日に手引きの改正が行われた。 

改正前と改正後の内容は次の「『政務調査費の手引き』改正対照表」のとおりとなっ

ている。 
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（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

「政務調査費の手引き」改正対照表 
 

新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費 
○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 

講師等謝礼金、交通費、宿

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等

借上料、茶菓子代、会費、

Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費

○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 

講師等謝礼金、交通費、宿 

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等 

借上料、茶菓子代、会費、 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
会議参加負担金 

調査旅費 ○先進都市の視察旅費 
○現地調査旅費 

交通費、宿泊料、通信運搬

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費 
 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費 
賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運

搬費、消耗品費、備品購入

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 

 

会議参加負担金 
調査旅費 ○先進都市の視察旅費 

○現地調査旅費 
交通費、宿泊料、通信運搬 

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原 

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費

 

交通費、消耗品費、茶菓子代、

印刷製本費、通信運搬費、業

務委託費、会場等使用料、 

機材等借上料 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製 

本費、通信運搬費、業務委 

託費、会場等使用料、機材 

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費

賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運 

搬費、消耗品費、備品購入 

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を

     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準 

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
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 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関、タクシー等を使用した場合は、実費相当額

とする。自家用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に

係る実費分の把握が困難であることからガソリン代の２分の１

（月額限度額 20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
     団体の年会費については、支出することによる効果を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
     懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種

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、按分の割合を２分の１として支出できるものとする。 

 
 
３ 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関を使用した場合は、実費相当額とする。自家

用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に係る実費分の

把握が困難であることからガソリン代の２分の１（月額限度額

20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
      
 

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種
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団体の新年会等）の会費は、支出できない。 

  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。 
後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ

団体の新年会等）の会費は、支出できない。 
  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。

後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と 

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ
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と。 

     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。 
     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 

と。 
     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。

     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 
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新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

     茶菓子代は、１人当たり１日５００円を限度として支出でき

る。  

コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則として２分の

１に按分するものとする。 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 
   授業料は２分の１（限度額 720,000円）を、入学金は２分の
１（限度額 200,000円）を、交通費は実費の２分の１を、それ
ぞれ支出できるものとする。 

     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 

     授業料は２分の１（限度額 720,000 円）を、入学金は２分の

１（限度額 200,000 円）を、交通費は実費の２分の１を、それ

ぞれ支出できるものとする。 
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例；  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等  

     なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。  
  （12）資料購入費 

調査研究活動のための資料として購入したものは、支出でき

る。 

     なお、小説（フィクション）の購入や、同一図書の複数購入

は、原則として支出できない。 

（13）資料作成費・広報費 

調査研究活動、議会活動及び市の政策について、資料を作成

し、市民に報告、ＰＲするための経費は、支出できる。 

  （14）その他の経費 

その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。 

◎  備品購入費、修繕料等 

備品の修繕については、修繕料の２分の１を支出できる

ものとする。 

 

 

Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

例； 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

 早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等 

なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。 

（12）その他の経費 

     その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。

◎ 備品購入費、事務機器の修繕等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支
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出することを原則とする。 

 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（レシートを含む）を徴

するものとし、その際、支払金額、支払日、支払者、支払先、支払

内容等、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、政務調査報告書（個表）に補足記載するものと

する。 
  また、払込明細票、預金通帳の写し等を領収書に代えることがで

きるが、その場合も、必要事項を政務調査報告書（個表）に補足記

載するものとする。 
なお、会議、研修会等に参加したときは、領収書等の証拠書類に

加え、参加したことを証明する通知、案内状等とともに、その結果

を政務調査報告書（個表）に記録し保管するものとする。 
また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表）

及び視察報告書に記録し保管するものとする。 
 

３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

出することを原則とする。 
 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日

付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証

拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通

知、案内状等とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録

し保管することとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 
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 ○ 公共交通機関   

ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
○ タクシー 

タクシーを使用した場合は、日時、使用経路及び目的を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報

 ○ 公共交通機関   
ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
 
 
 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

  また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

  なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報
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告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の代表者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務調査

費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写し

を添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。 
・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 

 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うも

のとする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 

告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の経理責任者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務

調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の

写しを添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。

・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 
 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うもの

とする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 
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　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

 
 

 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

実施者名
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管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙
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視察内容

所　　　感

視　察　報　告　書

管理番号

視  察  日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

視察場所

視察項目

議員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（注）他の参考書式については省略する。 
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 ２ 判断等                           

(1) 基本方針 

    自治法第 100 条第 14 項においては、普通地方公共団体の議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政

務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとしている。
この制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

の施行により地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大し、その議会の

担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の
審査能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会に

おける会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せて、
その使途の透明性を確保しようとしたものである（平成 17 年 11 月 10 日

最高裁判決）。 
これを受け、本市においては条例及び規程を定め、更に市議会において

その運用方針たる「手引き」を定めて政務調査費の適正な運用を図ってい

る（以下、これらを総称して「条例等」という。）。  
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、

その目的、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。 

     また、会派及び議員が積極的に政策を提言及び提案していくことが期
待されることからすれば、その調査研究対象事項は、地方公共団体が現に

取り組み又は現に取り組もうとしている施策及び事業に限らず、いまだそ
れに至っていない事項にも及ぶべきものであるし、民間の事業や他都市の

事例に関する事項にも及ぶべきものであり、また、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。 
     このような調査研究活動の性格を踏まえ、調査研究活動に係る支出が

使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主

性を尊重する観点から、その活動が市政に関連するものであるか否かの判
断を含めて、その活動の具体的内容の当否を問題とするのではなく、使途

基準により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿や領収書等
の記載事項を基礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に行う

のが相当であると言われている。 
    なお、そうとはいえ、政務調査費の財源が貴重な公金であることから、

無制約な支出が認められるものではなく、各会派及び議員は、政務調査費

の支出に当たって、使途基準の遵守を強く求められることはいうまでもな
い。 
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     本件の監査に当たっては、以上の諸点を念頭に置きつつ、条例及び規

程の趣旨、規定を基本に、詳細については「手引き」に定められた事項

等に基づき、本件請求に係る各支出が政務調査費の使途として適正なも
のであるかどうかを判断するものであり、請求人の請求趣旨については、

これら政務調査費制度の特徴と条例等の趣旨等を十分勘案して検討すべ
きものとした。 

 

   (2) 判断 
   ア 請求要旨 

     請求人は、①領収書のあて先が議員の後援会事務所となっていて具
体的内容の説明がないもの、②任期満了９日ないし約 11 カ月前の間に

具体的必要性の説明もなく耐久度のある物品を購入したもの、③領収
日付が修正されているもの及び④事務所の廃棄物処理に充てたものに

ついては、使途基準に反することから、当該支出の全額が違法又は不

当な支出に当たるとして、その全額について返還請求をすべきである
としている。 

 
イ 判断 

(ｱ) 杉本佳代議員に係る支出 

     Ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
政務調査報告書（個表）には、「広報費」として「市政報告等の

ための写真撮影およびデータ作成料」と記載の上、平成 22 年 10
月 16 日を領収日付とする「杉本後援会事務所」あて 73,500 円の

領収書写しが添付されており、その全額を政務調査費から支出し
ている。         

まず、請求人からは、領収書のあて先が「杉本後援会事務所」  

となっていること及び具体的内容の説明がないことが問題とされ
ている。 

この点、まず、領収書のあて先に関し、議員からは、「本来『市
議会議員杉本佳代』宛とすべきところを政務調査報告書（個表）

作成時に見落としていた。後援会組織の名称は「杉本かよ後援会」

であり、もし後援会宛とするならばそのように記載してもらって
いた。」との説明を受けた。なお、後援会の収支報告書にこの支出

の記載がないことを確認した。 
したがって、領収書のあて先が「杉本後援会事務所」となって  

いても、支出者は議員本人であると判断した。 
また、「市政報告等のための写真撮影およびデータ作成料」の内

容に関し、議員からは、「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。」との説明を受けた。これによれば、
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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も

のと認められる。 
なお、請求人からは、購入が任期満了の約６カ月前となってい 

ることも問題とされているが、使途基準においては支出時期の制
限が定められているわけではなく、議員がその職責を全うするた

めの調査研究活動に必要とするのであれば、原則としていつでも

支出をすることができることとなっている。したがって、購入が
任期満了の約６カ月前だからといって、直ちに使途基準に違反す

る支出であるとまではいえないと認められる。 
以上のことから、本件支出については、「手引き」のⅡの２の規

定に従い、支出額の２分の１の額（36,750 円）の返還を求める必
要があると判断した。  

         

   (ｲ) 木岡崇議員に係る支出 
     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１及び№２ 

政務調査報告書（個表）には、№１については、「その他の経費」
として「市政の調査研究・報告に資するための備品購入費」及び

「パソコン代金」と記載の上、平成 22 年 9 月 24 日を領収日付と

する 38,320 円の領収書写しが添付されており、その２分の１の
19,160 円を政務調査費から支出している。また、№２については、

「広報費」として「市民への市政報告のため」及び「ホームペー
ジ作成代金」と記載の上、平成 23 年 2 月 4 日を領収日付とする

148,365 円の領収書写しが添付されており、その２分の１の 74,182
円を政務調査費から支出している（この点、請求人は全額の

148,365 円を返還対象金額としているが、74,182 円の誤りである

と認められる。）。 
請求人からは、購入が任期満了の約７カ月及び約３カ月前とな 

っていることが問題とされているが、使途基準においては支出時
期の制限が定められているわけではなく、議員がその職責を全う

するための調査研究活動に必要とするのであれば、原則としてい

つでも支出をすることができることとなっている。したがって、
購入が任期満了の約７カ月及び約３カ月前だからといって、直ち

に使途基準に違反する支出であるとまではいえないと認められる。 
なお、請求人からは、レンタルでも対処が可能なはずとの指摘 

もあるが、仮にそれが可能であったとしても、レンタルにするか
どうかは議員の裁量に任されているところと解され、また、本件

物品の購入がその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。 
以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出で 
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あるとは認められないと判断した。  
 

  (ｳ) 唐澤義達議員に係る支出 
     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

政務調査報告書（個表）には、「事務所費」として「情報の収集
用 テレビ、アンテナ」と記載の上、平成 23 年 4 月 22 日を領収

日付とする 41,045 円の領収書写しが添付されており、その２分の

１の 20,522 円を政務調査費から支出している。 
請求人からは、購入が任期満了の９日前となっていることが問 

題とされているところであるが、そもそも使途基準において備品、
事務機器の購入代は認められてはいるものの、「手引き」において

は、「備品購入費については、事務機器に限る」ものとされている
ところである。その上で、事務機器として、「パソコン、プリンタ

ー、デジタルカメラ等」が例示されているがテレビは見当たらな

い。一般にも、事務機器とは、事務全般で用いられている家具、
什器、文房具の類で、情報機器（ＯＡ関連）は含まれるとされて

いるところであり、テレビがこれらの事務機器に含まれるとは解
しがたい。 

以上のことから、本件支出は、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られ、その全額（20,522 円）の返還を求め
る必要があると判断した。  

 
     Ｂ 別表「個別監査結果一覧表」の№２ 

政務調査報告書（個表）には、「事務所費」として「印刷機本体
代金 議会報作成・政策資料の印刷」と記載の上、平成 22 年 11

月 19 日を領収日付とする 280,000 円の領収書写しが添付されてお

り、それを２分の１した 140,000 円のうち備品購入上限額 60,000
円を政務調査費から支出している。 

請求人からは、購入が任期満了の約５カ月前となっていること 
が問題とされているが、使途基準においては支出時期の制限が定

められているわけではなく、議員がその職責を全うするための調

査研究活動に必要とするのであれば、原則としていつでも支出を
することができることとなっている。したがって、購入が任期満

了の約５カ月前だからといって、直ちに使途基準に違反する支出
であるとまではいえないと認められる。 

なお、レンタルについての判断は、(ｲ)のＡのなお書きと同様で 
ある。 

以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出で 

あるとは認められないと判断した。  
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  (ｴ) 髙橋英明議員に係る支出 

     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

政務調査報告書（個表）には、「その他の経費」として「ＰＣ購
入」と記載の上、平成 23 年 4 月 9 日を領収日付とする 260,000 円

の領収書写しが添付されており、それを２分の１した 130,000 円
のうち備品購入上限額 60,000 円を政務調査費から支出している。 

請求人からは、①領収書の領収日付「５月９日」の月が４月に  

修正されていること、②政務調査報告書（個表）の実施日が５月
28 日と任期満了後の日付となっていることが問題とされている。    

また、「コウシン￥260,000」が意味不明とされている。 
この点、まず、領収書の日付に関し、議員からは、「納入業者が

『月』の部分を『３』から『４』に訂正したものである。」との説
明を受けた。そうであれば、納入業者から訂正印を徴しておくべき

であったと考えられるが、支出したこと自体は明らかであると認め

られる。「月」の部分が「３」から「４」に訂正されたものである
ことは、政務調査報告書（個表）に添付されている領収書写しによ

り確認した。 
結局、任期満了の 22 日前である４月９日にパソコンを購入した

ということであるが,使途基準においては支出時期の制限が定め

られているわけではなく、議員がその職責を全うするための調査
研究活動に必要とするのであれば、原則としていつでも支出をす

ることができることとなっているし、更に、同議員は任期満了に
伴い立候補している点をも考慮すれば許容範囲内であると認めら

れる。したがって、購入が任期満了の 22 日前だからといって、直
ちに使途基準に違反する支出であるとまではいえないと認められ

る。 

また、レンタルについての判断は、(ｲ)のＡのなお書きと同様で
ある。 

「コウシン￥260,000」の意味は、パソコンの購入先（㈱庚伸）
と代金総額を記載したものであることを確認した。 

以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出で 

あるとは認められないと判断した。  
なお、政務調査報告書（個表）の「実施年月日」については、   

単独の支出の報告の場合はその支出年月日を記載すべきではない
かと考える。 

 
  (ｵ) 近藤豊議員に係る支出 

     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１～№９ 

政務調査報告書（個表）には、「事務所費」として「市民からの
広聴及び無料相談用事務所の廃棄物処理費」と記載の上、平成 22
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年 4、５、６、７、９、11 月及び平成 23 年２、１、４月中の各振

込先・振込額 6,300 円を表示した「取引明細照会」写しが添付さ

れており、それを２分の１した 3,150 円を政務調査費から支出し
ている。 

請求人からは、当該支出は、任期満了に伴う事務所の掃除に使 
用したと思われてもやむを得ない支出であり、使途基準の実費弁

償の原則に違反しているので問題とされている 

 この点、政務調査費の制度は、議会の審議能力を強化し、議員
の調査研究活動の基盤の充実を図るために調査研究の費用等の助

成を制度化したものであるとされているところであり、事務所の
廃棄物処理費までもこの調査研究のための経費とすることは、予

定されていないものと考える。 
使途基準を見ると、事務所費については「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）」と規定され、「手引
き」において、主な使途として「賃借料、光熱水費、通信運搬費、

消耗品費、備品購入費、事務機器等借上料」が挙げられているも
のの、「廃棄物処理費」は見当たらない。 

 

以上のことから、本件支出は、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られ、その全額（28,350 円）の返還を求め

る必要があると判断した。 

 
 

(ｶ) 松本英彦議員に係る支出 

     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

政務調査報告書（個表）には、「その他の経費」として「コピー・
ファックス複合機」と記載の上、平成 23 年 2 月 21 日を領収日付

とする 84,000 円の領収書写しが添付されており、その２分の１の
42,000 円を政務調査費から支出している。 

請求人からは、購入が任期満了の約２カ月前となっていることが

問題とされているが、使途基準においては支出時期の制限が定め
られているわけではなく、議員がその職責を全うするための調査

研究活動に必要とするのであれば、原則としていつでも支出をす
ることができることとなっている。したがって、購入が任期満了

の約２カ月前だからといって、直ちに使途基準に違反する支出で
あるとまではいえないと認められる。 

なお、レンタルについての判断は、(ｲ)のＡのなお書きと同様で

ある。 
以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出であ
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るとは認められないと判断した。 

 

(ｷ) 板橋博美議員に係る支出 
     Ａ 別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

政務調査報告書（個表）には、「その他の経費」として「備品購
入費 パソコン代・プリンター代」と記載の上、平成 22 年 5 月 23

日を領収日付とする 104,700 円と 6,970 円の領収書写しが添付さ

れており、その合計額の２分の１の 55,835 円を政務調査費から支
出している。 

請求人からは、購入が任期満了の約 11 カ月前となっていること
が問題とされているが、使途基準においては支出時期の制限が定

められているわけではなく、議員がその職責を全うするための調
査研究活動に必要とするのであれば、原則としていつでも支出を

することができることとなっている。したがって、購入が任期満

了の約 11 カ月前だからといって、直ちに使途基準に違反する支出
であるとまではいえないと認められる。 

なお、レンタルについての判断は、(ｲ)のＡのなお書きと同様で 
ある。 

以上のことから、本件支出については、違法又は不当な支出で 

あるとは認められないと判断した。  
 

 
 ３ 結論 

   本件請求における請求人の主張には一部理由があるものと認め、自治法
第 242 条第４項の規定に基づき、次のとおり勧告する。 

   市長は、別表「個別監査結果一覧表」に掲げる議員のうち、同表の「認

定した要返還額」欄に金額の記載がある議員に対し、平成 24 年９月 20 日
までに当該金額の返還を命ずるなど、必要な措置を講ずること。 
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請求額 確認額

1 10-6 広報費 73,500 73,500 36,750 　

73,500 73,500 36,750

請求額 確認額

1 9-4 その他の経費 19,160 19,160 0 　

2 2-2 広報費 148,365 74,182 0

167,525 93,342 0

請求額 確認額

1 4-0004 事務所費 20,522 20,522 20,522

2 11-0003 事務所費 60,000 60,000 0

80,522 80,522 20,522

23年４月分

備                             考

備                             考

合計

木岡　　崇 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

使途項目補正、対象金額補正

返還対象金額
№ 管理番号 使途項目

認定した
要返還額

杉本佳代 　議員

《表示内容等》
１　記載順序
　　当一覧表の記載順序は、監査請求書の記載順序と同一である。

２　表示内容等
　(1)  「管理番号」欄
　　　 「政務調査報告書（個表）」に記載されている管理番号を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された管理番号が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「管理番号補正」と表示した。
　(2) 「使途項目」欄
　 　  「政務調査報告書（個表）」に記載されている費用の項目名を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された項目名が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「使途項目補正」と表示した。
　(3) 「返還対象金額」欄
　　　 ア　「請求額」欄
　　　　　 監査請求書に記載されている返還対象金額をそのまま表示した。
　　　 イ　「確認額」欄
　　　　　 アの「請求額」について「政務調査報告書（個表）」とチェックし、確認した後の金額を表示した。また、 監査
　　　　請求書に記載された金額が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に「対象金額補
　　　  正」と表示した。
　(4) 「認定した要返還額」欄
　　　  返還対象金額について調査した結果、市長に返還すべきと認められる金額を表示した。
　

備                             考

別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別監査結果一覧表

合計

認定した
要返還額

合計

唐澤義達 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額
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請求額 確認額

1 4-5 その他の経費 60,000 60,000 0

60,000 60,000 0

請求額 確認額

1 6-05 事務所費 3,150 3,150 3,150

2 7-04 事務所費 3,150 3,150 3,150

3 9-05 事務所費 3,150 3,150 3,150

4 11-04 事務所費 3,150 3,150 3,150

5 2-07 事務所費 3,150 3,150 3,150

6 3-04 事務所費 3,150 3,150 3,150

7 4-06 事務所費 3,150 3,150 3,150

8 5-06 事務所費 3,150 3,150 3,150

9 4-2 事務所費 3,150 3,150 3,150

28,350 28,350 28,350

請求額 確認額

1 2-7 その他の経費 42,000 42,000 0

42,000 42,000 0

請求額 確認額

1 5-3 その他の経費 55,835 55,835 0

55,835 55,835 0

請求額 確認額

507,732 433,549 85,622

備                             考

23年４月分

髙橋英明 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

近藤　　豊　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

合計

備                             考

23年4月分

合計

松本英彦 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

　

合計

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

備                             考

総　　合　　計

返還対象金額
認定した
要返還額

板橋博美 　議員

　

合計
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番
号
氏
名

年月日 領収書の
金額

金額
（全額政務
調査費）

金額
（按分
1/2）
携帯電
話は上

費目 内容 支払い先
管理番
号

任期満了までの期間
任期はＨ23年5月1日まで
（Ｈ23年＝2011年）

参　考

1

2 22.10.16 73,500 73,500 広報費
政務調査費から
後援会の経費を
支出

Ｓｔｕｄｉｏ・
45

10-6 約6ヶ月前

政務調査費を後援会の経費に支出することは違法行為である。領収書宛先が杉本後援
会事務所とあり不可。
政務調査費を後援会の経費に支出することは違法行為である。
写真撮影及びデーター作成料の説明がなく内容が不明、領収書内容も同様
更に理由無きままの後援会経費を任期満了約6ヶ月前に支出は違法。

3

4 22.9.30 38,320 19,160 その他の経費
備品購入費として
パソコン代金

ヤマダ電
機

9-4 約　7ヶ月前 任期満了約７ヶ月前の購入は不可

5 23.2.4 148,365 148,365 ホームページ作成代 プリントニ
シダ

2-2 約　3ヶ月前 任期満了約３ヶ月前の購入は不可

6

7 23.4.22 41,045 20,522 事務所費 テレビとアンテナ
（株）ヤマ
ダ電機

4-0004 約　9日前
川口市議会議員選挙投票日2011/4/24の２日前、
任期満了９日前の購入は不可

8 22.11.19 280,000 60,000 事務所費
印刷機リコーサテリ
オA401中古

ユーテック 11-
0003

約　5ヶ月前 任期満了約５ヶ月前の購入は不可

9

10 23.5.28 260,000 60,000 その他の経費 パソコン
株式会社
コウシング
ループ

4-5 任期満了後に実施
領収書の日付け、2011年5月9日を横線で4月に修正している。改竄であり無効であ
る。　個表の実施日は同年5月28日と記載、任期満了後の購入。

11

12
22.6.1-
6.30 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務所の廃棄物
処理費　6 月分

エムエス
ティーカン
パニー

6-05 約　10ヶ月前
個表番号6-05、個表作成日22/6/30日以降任期満了まで、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

13
22.7.1-
7.30 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務所の廃棄物
処理費　7 月分

エムエス
ティーカン
パニー

7-04 約　10ヶ月前
個表作成日：22/7/30　廃棄物処理費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

14
22.9.1-
9.30 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務所の廃棄物
処理費 9 月分

エムエス
ティーカン
パニー

9-05 約　9ヶ前月
個表作成日：22/10/1　廃棄物処理費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

15
22.11.1-
11.30 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴及
び無料相談用事務
所の廃棄物処理費‘
1 1 月分

エムエス
ティーカン
パニー

11-04 約　6ヶ月前
個表作成日：22/11/30　廃棄物処理費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

16
23.2.1-
2.28 6,300 3,150 事務所費

市民からゐ広聴
及び無料相談用
事務所の廃棄物
処理費　2 月分

エムエス
ティーカン
パニー

2-07 約　2ヶ月前
個表作成日：23/2/28　廃棄物処理費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

17
23.3.1-
3.31 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務所ゐ廃棄物
処理費 3 月

エムエス
ティーカン
パニー

3-04 約　1ヶ月前
個表作成日：22/3/28　廃棄物処理費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

18
22.4.1-
4.30 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務商の廃棄物
処理費　4 月分

エムエス
ティーカン
パニー

4-06 約　1ヶ月前
個表作成日：22/4/30　廃棄物処理費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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高橋　英明

木岡　　崇

杉本佳代

唐澤　義達

近藤　豊

　　　（別添１）　　　　　　　　　別表１　　平成22年度及び平成23年4月分：任期満了前後の違法または不当な支出一覧表
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19
22.5.1-
5.31 6,300 3,150 事務所費

市民からの広聴
及び無料相談用
事務所の廃棄物
処理費　5月分

エムエス
ティーカン
パニー

5-06 約　1ヶ月前
個表作成日：22/5/31　廃棄物処理費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

20
23.4.1-
4.30 6,300 3,150 事務所費

民からの広聴及び
無料相談用事務
所の廃棄物処理
費4月分

エムエス
ティーカン
パニー

4-2 約　0ヶ月
個表作成日：23/3/28　廃棄物処理費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

21

22 23.2.21 84,000 42,000 その他の経費
コピー・ファックス
複合機COREFID
MC561dn

EC
CURRENT

2-7 約　2ヶ月 任期満了約２ヶ月前の購入は不可

23

24 22.5.23 111,670 55,835 その他の経費
パソコンとプリン
ター

（株）ピー
シーデポ
コーポレー
ション

5-3 約　11ヶ月前 任期満了約１１ヶ月前の購入は不可

板橋　博美

松本　英彦
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 川口市監査公表第15号 
 

  地方自治法第242条第１項の規定に基づき提出された住民監査請求の監査結果について、

同条第４項の規定により公表する。 

 

  

 平成24年８月20日 

      
 

川口市監査委員 鳥 海 和 男 

同        星 野 隆 男 

                             
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１ 請求の受付 

 

１ 請求人 

   （略） 

 

 ２ 請求書の提出日 

   平成24年６月21日（木） 

 

３ 請求の内容 

 

Ⅰ 請求の要旨 

第１ 請求の対象 

-1、対象となる市会議員名  

  唐澤義達 前原博孝 豊田 満 篠田文男 松本英彦 星野洋子 金子信男 

-2、上記の議員らが支出した違法、不当な政務調査費（資料購入費）。   

-3、上記 -1、-2、を請求の対象とする。 

 

第２ 川口市の政務調査費に係る例規は下記に定めがある。 

「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」及び「川口市議会政務調査費の手引き」の定めがある。 

 

1、「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」には以下の定めがある。 

(趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の

規定に基づき、川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会に

おける会派又は議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

2、川口市議会政務調査費の交付に関する規程には以下の定めがある。 

別表(第7条関係)(平成22議会規程2・一部改正) 会派又は議員の政務調査費の使途の

基準「項目 資料購入費」の内容には「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」とある。 

即ち市政に関する調査研究に必要な知識を得るために有益と考えられる図書、資料等の購

入に支出する事が認められ、それ以外の一般図書、資料等については認められていない。 
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3、「川口市議会政務調査費の手引き」には以下の定めがある。 

1、基本方針 

政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の日的及び内容は明確にされなければならない。 

2、「政務調査費の使途に係る運用方針」には以下の定めがある。 

1、実費弁償の原則 

政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常識的な範囲で、各会派

又は各議員の自主性に基づき決定するものである。 

社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に実際に要した費用に対

し充当することを原則とする。 

 

前記 第２、の定めにより政務調査費は「・・川口市議会議員の調査研究に資するため必要

な経費の一部として・・交付され」資料購入費は「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」で「調査研究活動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、調査研究の日的及び内容は明確にされなければならない。」「調査研究活動の

ための経費として常識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に実際に要した費用

に対し充当することを原則とする。」と要約し解釈できる。 

 

Ⅱ 本件資料購入費に対する請求人の意見。  
1、購入した資料の内容から、政務調査活動に必要な資料とは認められないものが多々ある。い

ずれも個人の一般的な興味によるものであり前記、Ⅰ 第２、の定めにより違法な支出である。 

 

2、政務調査費の使途基準と立証責任 

政務調査費の支出について定めた地方自治法 100 条 14 項は,地方公共団体が「調査研究に

資するため必要な経費の一部として」政務調査費を交付することができると定めている。 

川口市の本件条例以下の例規については既に第２、に記したおりである。 

そもそも議員の活動は市政を良くすることが前提であり、議員らはその前提により活動を行

っていると自他共に認識されている筈である。このような認識、すなわち抽象的ともいえる認

識に基づき政務調査費の支出を判断すれば、今回請求人らの上記の法及び川口市の例規に基づ

く客観的判断で違法とされるものも「裁量の範囲、結果的に当該支出が市政に資した」等と漠

然とした又は抽象的な関連性による判断で容認することになりかねない。 
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今回,請求人が違法、不当と指摘する当該費用の支出を監査委員が正当だとする場合には、

その支出が例えば「裁量の範囲、結果的に当該支出が市政に資したと判断される・・」いうよ

うな意味の漠然とした又は抽象的な判断であれば認めることはできない。 

監査委員は当該支出を正当とする場合は地方自治法100条14項が政務調査費を「調査研究

に資するため」の「必要な経費の一部として」と規定しこれを受けた川口市の例規に反してい

ないとする理由を具体的に明示し説明する必要がある。支出した議員においても同様である。 

法において「調査研究に資するため」の「必要な経費の一部として」と規定しているのは,

市政と支出との具体的な関連性が必要であることを明確に明示する為である。従って政務調査

費の支出として正当とされるためには,市政と支出との関連性において,漠然とした又は抽象

的な判断ではなく、当該支出と市政とのより具体的な関連性に基づく判断を監査委員に求める

ものである。 

監査委員がこのような判断をしない場合には,地方自治法や本件条例が示す法の精神から脱

却した判断である、として認められないことは自明の理である。 

 

 よって監査委員各位におかれては法の精神に基づき判断されるよう請求するものであり、

請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする場合には、市政と支出との関連性に

おいて,漠然とした又は抽象的な判断ではなく、具体的な根拠を示し判断し、その説明を教示

されることを重ねて請求します。 

 

Ⅲ 違法、不当な対象行為の内容 

   上記 第２の条例以下の定めは支出の対象が政務の調査研究に資するために支出すること

になっているが、これに反する本件支出内容を以下に述べる。各購入書籍名の下段に記載さ

れている｛商品の説明｝などは出版社等の説明を転記したものである。 

 

1、唐澤義達（あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの、など2冊の購入） 

   管理番号8-0008、実施22年8月18日 資料購入費 2,478円  

1、 あなたが総理になって、いったい日本の何が変わるの  菅 伸子著 798円 

理想書店 ｛商品の説明｝ 

夫・菅直人を叱咤！ 首相を最もよく知る妻が、「あえて今」問う！2010年6月4日、

夫・菅直人が第九十四代内閣総理大臣に選ばれた。総理大臣というと吉田茂や鳩山一

郎のような風格漂う傑物を思い起こす私にとって、「本当に菅でいいのかしら」とい

う思いが拭えない。しかしこんな大変な時期に自ら立候補したのだから、覚悟はでき

ているのだろう。私も共に行くしかないーー。四十年の結婚生活を通して、最も身近

な夫人が菅直人という人間を語る。サラリーマンの息子で、市民運動経験を持ち、か

つ非自民出身の総理の知られざる素顔。」と説明されている。 
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上記の内容から判断しても市政に対する専門的な知識を得るための図書といえな

い、個人的な興味により購入される一般図書であり、政務調査費からの支出は不可で

ある。 

 

2、新たなる金融危機に向かう世界 福島隆彦著 1,680円 

     「E-hon]社 商品の内容［要旨］ユーロ暴落はアメリカが仕組んだ。米国債を買わせ

るために。金（ゴールド）も暴落させらせる。 

［目次］ 

第１章 世界の金融経済はまだまだ落ち続ける（アメリカがユーロの次に金の暴落を

仕掛ける；１年間の戻り相場が終わり、ダウは６５００ドルに向けて下落する ほ

か）；第２章 ユーロ危機はアメリカによって仕組まれた（一時９９８ドルの暴落は

シカゴ・マーカンタイル取引所が仕掛けた；ＣＭＥのメラメッドとＮＹＳＥのマード

ックの戦争 ほか）；第３章 それでもユーロとＥＵ（ヨーロッパ同盟）は崩壊しな

い（ユーロ安は１ユーロ＝０．９９ドルまで進むが、そこから反転する；ＥＣＢ（ヨ

ーロッパ中央銀行）は、やってはいけない国債引き受けをやってしまった ほか）；

第４章 アメリカのインチキ経済が破綻し、世界は恐慌に突入する（資本主義の長期

波動の動きには誰も逆らえない；アメリカは４０００兆円を実損で処理しなければな

らない ほか）；第５章 「６・２反小沢クーデター」はアメリカが仕掛けた（鳩山・

小沢政権の崩壊は「反小沢クーデター」だった；「６・２反小沢クーデター」を実行

した者どもを許すな ほか）；あとがき 人間とはあさましくもドン欲な生き物であ

る 

［出版社の商品紹介］ 

ギリシャ問題はユーロ問題などではない。アメリカのなりふりかまわぬ米国債、米ド

ル防衛のためのしかけに騙されてはいけない。 

 
おすすめコメント ギリシャ危機が世界を震撼させた。リーマン・ショックから回復

基調にあるとされていた世界経済がきわめて脆弱なものであることがこれで明らか

になってきた。これから金融核爆弾が何度も爆発していくと副島隆彦がこれまで予測

してきたとおりである。今回の危機はユーロの危機という捉え方が一般的だが、じつ

は問題の本質は、アメリカにある。米国債、米ドルの犠牲にされたのが、ユーロだっ

たのである。断末魔のアメリカはなりふりかまわずあらゆる手段を使って自国の経済

を守ろうと必死になっているのである。世界経済にしかけられたアメリカの欺瞞を副

島隆彦が明らかにする。 

 上記の内容から判断しても市政に対する専門的な知識を得るための図書といえな

い、個人的な興味により購入される一般図書であり、政務調査費からの支出は不可で

-4-



ある。 

 

2、前原博孝（１テーマ５分でわかる世界のニュースの基礎知識 など2冊の購入） 

  管理番号4-4、実施22年4月16-19日 資料購入費 3,360円  

個表「調査の具体的内容欄」に「議員としての認識、資質向上の為」とある。 

   1、１テーマ５分でわかる世界のニュースの基礎知識 小学館  1,470円 

     商品の内容 e-hon ［要旨］ 

世界はニュースで繋がっている。“ニュースの達人”池上さんが今さら人に聞けない

素朴な疑問にも答えます。 

おすすめコメント 

中東のドバイってなんであんなに儲かってるの？ 北朝鮮が日本の方にミサイルを

撃つのはどうして？ なぜオバマでも「戦争」を止められないのか？ ”ニュース解

説の達人”が、２０１０年代の世界と日本を読み解く！  

出版社・メーカーからのコメント 

なぜオバマでも「戦争」を止められないのか？ 日米欧で起きた「政権交代」は何を

もたらしたのか？ 「新型インフルエンザ」の思わぬ余波とは……？ ニュース解説

の達人が、２０１０年の世界と日本を読み解く！  

 

著者紹介 

池上 彰 (イケガミ アキラ)    

１９５０年長野県生まれ。慶應義塾大学卒業後、７３年にＮＨＫ入局。報道局社会部

記者などを経て、９４年から「週刊こどもニュース」の語り手であるお父さん役を務

め、その丁寧な解説が人気を集める。２００５年にＮＨＫを退社し、フリージャーナ

リストに（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）  

      

    2、大学図鑑 2011 ダイヤモンド社 1,890円 

      管理番号4-4、実施22年4月16-19日 資料購入費 

 商品の内容 e-hon ［要旨］ 

     コレが有名大学７９校の「本当の姿」だ。後悔しない大学進学のために必読の１冊！

自分に合った大学選びのバイブル、２０１１年度版。 

[目次］ 

はじめに；関東私大Ａグループ；関東私大Ｂグループ；関東私大Ｃグループ；関東私

大Ｄグループ；関東私大Ｅグループ；関東女子大グループ；関西私大グループ；国公

立大学グループ（東日本編）；国公立大学グループ（西日本編） 

おすすめコメント 
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大学の雰囲気から授業内容、学生生活、サークル等、細かい情報が満載。後悔のない

大学選びをして、自分らしい生き方をつかもう！「与信管理」に対して、難しく専門

的な業務だというイメージを抱いている人は多い。だが、それは勘違い！自分が取引

する相手が信頼できるのかどうかを正しく判断することは、仕事上はもちろん日常生

活においても必要不可欠。相手のどんな情報をどうやって集めてどう判断すればよい

のか。与信管理の基礎をしっかり教えます！ 

 
政務調査費報告書（個表）管理番号4-4、調査の具体的内容欄 には「議員としての

知識、資質の向上の為。」と記載されているが、政務調査費は「川口市議会議員の調

査研究に資するため必要な経費」に支出されるもので上記「調査の具体的内容欄」に

記載された内容「議員としての知識、資質の向上の為。」は「川口市議会議員の調査

研究に資するため必要な経費」に該当しない違法な支出である。 

 

  3、前原博孝（DVD・私達の昭和、の購入。表紙なし、よって「表紙の一覧表」に記載なし） 

管理番号4-2、実施年月日平成22年 4月24日 資料購入費 DVD・私達の昭和（ユー

キャン出版事業部） 38,310円、 

個表「調査の具体的内容欄」に「市議として市政に寄与する為に歴史の認識、資質の向上

に向けての資料として」とある。 

DVDの内容は一般図書と同等であり政務調査費からの支出は不可である。DVDの内容は

広告タイトルに「目を閉じれば浮かび上がる懐かしい暮らしの思い出」「その時戦地では

何が起きていたのか―。 あの戦争の全貌に迫る実録映像集。」とある。敗戦後を含む動

画集であり、市政に対する専門的な知識を得るための資料とはいえない一般的ないし一

般教養的なもの、趣味的な DVD であり上記Ⅰ、の定めに反し政務調査費からの支出は不

可である。 

 

また政務調査費報告書（個表）管理番号4-2、調査の具体的内容欄 には「市議として

市政に寄与する為に歴史の認識、資質の向上に向けての資料として」と記載されている

が、政務調査費は「川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費」に支出される

もので上記「調査の具体的内容欄」に記載された内容「市議として市政に寄与する為に

歴史の認識、資質の向上に向けての資料として」は「川口市議会議員の調査研究に資す

るため必要な経費」に該当しない違法な支出である。 

 

4、前原博孝（DVD・21世紀大日本史、の購入、表紙なし、よって「表紙の一覧表」に記載な

し） 

管理番号9-7、実施22年9月15日 資料購入費 DVD・21世紀大日本史（ユーキャン出
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版事業部） 39,800 円ＤＶＤの内容は一般図書であり政務調査費からの支出は不可であ

る。DVD の内容は広告タイトルに「日本の歴史を集大成した、決定版の歴史書をご案内し

ます。「21世紀 大日本史」は、見て楽しい歴史資料を多数収めた「歴史絵巻」全2巻と、

読めば歴史の流れがよくわかる「通史」全4巻をセットにした豪華本です。見やすさ、読

みやすさはもちろん、豊富な資料と丁寧な解説で、老若男女や世代を問わず、どなたでも

お楽しみいただけます。偉人の足跡をたどるもよし、史跡めぐりに役立てるもよし…日本

史の面白さを再発見できる画期的な歴史書を、あなたもぜひお手になさってください」と

ある。市政に対する専門的な知識を得るための図書と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である。 

 

また政務調査費報告書（個表）管理番号 9-7、調査の具体的内容欄 には「議員の資質

向上に向けて参考資料」と記載しているが政務調査費は「川口市議会議員の調査研究に資

するため必要な経費」に支出されるもので、上記「調査の具体的内容欄」に記載された内

容は「川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費」に該当しない違法な支出であ

る。  

参考事項：前原博孝議員は平成23年４月24日執行川口市議会議員選挙で落選。 

 

5、豊田 満議員 （モデルスピーチ全集、誰にも分かる社会生活六法、の購入） 

 政務調査費報告書（個表）管理番号34-29（以後「個表」という）実施22年7月30 

日 資料購入費 には以下の記載がある。 

①モデルスピーチ全集           3,050円 

②誰にも分かる社会生活六法-法律相談Ｑ&Ａ 3,300円 

④モデルスピーチ全集           3,250円 

⑤誰にも分かる社会生活六法-法律相談Ｑ&Ａ 2,900円 

12,500円 

調査の結果、個表管理番号34-29に記載された内容に「不実記載」の疑いがある。  

また個表、支出の内容記載欄②と④の行間に抹消の形跡があり記載内容に信頼性がない。 

 

-1、上記、個表内容の①②④⑤に付いて「新日本法規出版株式会社」に問い合わせ以下の回

答があった。 

   村松幹雄 様 

いつもお世話になり誠にありがとうございます。 

お問い合わせいただきました 

「誰にもわかる 社会生活六法 法律相談Ｑ＆Ａ」 

「モデルスピーチ全集 会社一般用」ですが、廉価版の販売はしておりません。 
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「誰にもわかる 社会生活六法 法律相談Ｑ＆Ａ 定価11,550円 送料770円」 

「モデルスピーチ全集 会社一般用 定価9,975円 送料770円」となります。 

２書籍同時申込みの場合は送料は弊社負担となります。 

よろしくお願いいたします。 

 

 新日本法規出版（株） 

 サポートデスク 佐治 （情報をマスキング） 

 TEL:052-211-6310（情報をマスキング） 

 

-2、上記の個表管理番号 34-29 の金額は 12,500 円であるが新日本法規出版株式会社の説明

によると①②④⑤の合計金額は「定価11,550円＋定価9,975円＝21,525円」であり、

個表管理番号34-29の金額は12,500円とは不一致である。 

-3、領収書等貼付用紙、管理番号 34-29、に「ご利用明細票」と「請求書」が貼付されてい

るが新日本法規出版株式会社の「請求書」は合計欄に15150とあるのみで明細の記載部

分が削除され貼付されている。 

-4、個表管理番号34-29、に記載された支出金額12,500円は上記-1、-2、-3、に示した根拠

により全てが一致せず請求書の明細が削除され「不実記載」であり違法である。（公正証

書などであれば刑法第 157 条、公正証書原本不実記載、158 条、偽造公文書行使等とな

る） 

-5、上記の「不実記載」に加え、本件購入は任期満了約8ヵ月前であり平成23年4月24 

日執行選挙には立候しなかった。また市政に対する専門的な知識を得るための図書と 

はいえない一般図書であり政務調査費の目的に反し支出は不可である。 

 

6、篠田文男議員平成23年2月15日 管理番号2-6 資料購入費 書籍  

   「老子の無言」1,680円。 「ニーチェの言葉」1,785円。 計3,465円。 

「老子の無言」 内容（「BOOK」データベースより） 

老荘思想は、心の調和を図る“清涼剤”何事にも囚われない「無為の境地」を体得して、

ラクに、愉快に生きる。大反響『論語の一言』に続く第2弾 

「超訳 ニーチェの言葉」（「BOOK」データベース内容紹介） 

ニヒリズムや反宗教的思想といった独自の思想により二十世紀の哲学思想に多大なる影響

を与えた、十九世紀ドイツの哲学者ニーチェ。 

「神は死んだ」という主張やナチズムとの関わりを噂されるなど、様々な伝説に彩られた

孤高の哲人だが、実は彼は、ほとばしる生気、不屈の魂、高みを目指す意志に基づいた、

明るく力強い言葉を多数残している。 

本書では、それらの中から現代人のためになるものを選別した。心ゆくまで、 

-8-



あなたの知らなかったニーチェの世界を堪能していただきたい。 

本文より: 

「自分を常に切り開いていく姿勢を持つことが、この人生を最高に旅することになるのだ」

「今のこの人生を、もう一度そっくりそのままくり返してもかまわないという生き方をし

てみよ」「死ぬのは決まっているのだから、ほがらかにやっていこう。いつかは終わるのだ

から、全力で向かっていこう」 

「喜ぼう。この人生、もっと喜ぼう。喜び、嬉しがって生きよう」  

 

上記の各書籍はその内容から判断しても市政に対する専門的な知識を得るための図書と

いえない、個人的な興味により購入される一般図書であり、政務調査費からの支出は不可

である。 

 

7、松本英彦議員 

   実施年月日平成22年7月30日他 管理番号7-3資料購入費 書籍購入 

①領収書 文教堂書店 川口駅店 合計金額2,835円の書籍は下記の2冊。 

チャンスをつかむ人ピンチをつかむ人（幻冬舎 松田公太）。 1,260円 

（「BOOK」データベースより） 

１ チャンスとピンチの物語（プロローグ／チャンスの冒険 ほか）／２ 「チャンスとピ

ンチの物語」を追って（先が見えないこれからを、どう捉えていくべきか）／３ ピンチを

チャンスに変えるシンプルな発想法（「突然のリストラ」をどう考えるか／会社の経営状況を

知らないと命取りになる ほか）／４ 反対意見が出ない仕事は疑え-チャンスがピンチに変

わるとき（他人と自分を比較するほど不幸になる／タリーズのＭＢＯをめぐる顛末 ほか）

／５ 人生の「目的」を見つけよう（「誰かのために」と思えるか／目的がないことに悩む必

要はない ほか） 

 

退散せよ似非コンサルタント（フォレスト出版  船井幸雄） 1,575円 

フォレスト出版株式会社のＨＰに以下の記載あり。 

コンサル人生の集大成、ついに本音を語った！世の中の先の先を見続けてきた著者が、本物

のコンサルタントに必要な条件、絶対に失敗しない経営の真髄を、ついに本音で語る。20代

にして先生と呼ばれながらも、コンサルタントという職業がどこか下に見られていた当時、

従来の経営理論など何の役に立たないことに気づき、クライアントのために死ぬ覚悟で行き

ついたものが「船井流経営法」だった。 

昭和30年代後半から40年代にかけて、集団就職で都会へ殺到する若者を見て、彼は流通業

の興隆を読み解き、スーパーの店員採用を皮切りに新入社員の教育、コンサルタントへと成

長。そこで気づいたのは徹底的な「現場主義」だった。船井幸雄がクライアントとともに歩
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み始めた経営法が語られる。 

経営者＆コンサルタント＆リーダー必読！ 

コンサルタント人生50年で身に付けた成功法則は......。 

１．基本的に正攻法しかやらない 

２．理論以上に実務に強くなる 

３．常にプラス発想を心がける 

４．一日も早く働き続けることの楽しさに気づく 

５．できる経験はなるべくしてみる 

６．長所伸展の法則に徹する 

７．24時間フル対応の覚悟で仕事をする 

 

船井流7つの成功法則の意味が語られる。経営者＆コンサルタント＆リーダーのほか、すべ

てのビジネスパーソンに共通する法則。 

 

上記の内容により市政に対する専門的な知識を得るための図書と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である。 

 

書籍購入②領収書 文教堂書店 川口駅店 合計金額3,045円の書籍は下記の2冊。 

日本の運命（ＰＨＰ研究所 浅井 隆）1,575円  

ＰＨＰ会社案内より転載 

借金大国・日本にとって、ギリシャの陥った悲劇は他人事ではない。日本の運命はどのよう

なものになるのか。大胆に予測する 

定年からの輝く生き方（帯津良一  東洋経済新聞社）1,470円 

  オンライン書店ケーワン：内容説明  

1. いのちのエネルギーが高まった生き方とは 。定年後、人生の終盤を迎えた人に向けて、こ

れからの人生をいかに輝きに満たし成功させるか、その心構えや方法論を説く。帯津流「最

後まで輝く人生を送る１５の秘訣」も収録。 

上記の 2 冊は上記の内容により市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえない

一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。 

    

管理番号9-3 実施年月日平成22年9月14日他 資料購入費 書籍購入①②③は一般図書で

あり政務調査費からの支出は不可である。  

 

書籍購入①領収書 伝える力（ＰＨＰ研究所 池上 彰）芳誠堂 合計金額840円 

オンライン書店ケーワン：説明内容 
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相づちを打ったり、返事をしたり、目をジッと見たり、あるいは反対に目をそらしたり…。

基本であるにもかかわらず意外と難しいコミュニケーションのとり方。現代のビジネスパー

ソンに不可欠な「伝える力」を高める極意を紹介。 

 

書籍購入②領収書 文教堂書店 川口駅店 合計金額14,709円の書籍は下記の10冊 

    ①代表的日本人（岩崎書店 内村鑑三）価格￥ 630円   

  商品の説明 メタローグ 

明治３０年代、西欧化の道を突き進んだ日本人は、一方で深刻なアイデンティティークライ

シスに陥る。ここまで西欧の真似をする日本とは何なのか。それを受け入れている自分とは

何者なのか――。武士の子に生まれキリスト教に帰依した内村鑑三（1861-1930）は、この危

機を真摯に生きた。英文で発表され、各国で翻訳された本書は、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮

尊徳、中江藤樹、日蓮上人という５人の偉人の生涯を紹介しながら、日本的な道徳や倫理の

美しさを切々と説く。自分はイエスキリストに従う者である。と同時に金銭に対する執着や

狡猾な駆け引きを嫌うサムライの子である。明治の精神が生んだ真の啓蒙書。（宮川匡司） 

出版社/著者からの内容紹介 

内村鑑三（一八六一―一九三〇）は，「代表的日本人」として西郷隆盛・上杉鷹山・二宮尊徳・

中江藤樹・日蓮の五人をあげ，その生涯を叙述する．日清戦争の始まった一八九四年に書か

れた本書は岡倉天心『茶の本』，新渡戸稲造『武士道』と共に，日本人が英語で日本の文化・

思想を西欧社会に紹介した代表的な著作である．読みやすい新訳．  

 

②生き方（サンマーク出版社 稲盛和夫） 1,785円 

   内容（「BOOK」データベースより） 

充実の人生と成功の果実をもたらす、ゆるぎなき指針。二つの世界的大企業・京セラとKDDI

を創業した著者が語りつくした、人生哲学の集大成。  

内容（「MARC」データベースより） 

人間として正しい生き方を志し、ひたすら貫きつづける。それが、いま私たちにもっとも求

められている-。混迷の時代に打ち込む、「生き方」という一本の杭。京セラとKDDIを創業し

た著者が語りつくす、人生哲学の集大成。  

 

③菜根譚（ディスカバートウエンティワン 洪自誠）1,785円 

【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

五島慶太、田中角栄、川上哲治、吉川英治…江戸時代から偉人たちに愛読されてきた、中国至宝

の処世訓。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

１ 生き方について／２ 心の持ち方について／３ 自分を律することについて／４ 人
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とのかかわりについて／５ ものの見方について／６ 日々の行動について／７ 人間に

ついて／８ 幸福について 

【著者情報】（「BOOK」データベースより） 

洪自誠（コウジセイ） 

明代の人。詳しい経歴は不明。儒教・仏教・道教を深く学び、互いに足りない部分を補って

練り上げた人生訓の書が『菜根譚』である 

 

 

④老子・荘子 ビギナ-ズ・クラシックス中国の古典（角川学芸出版 野村茂夫） 1,785円 

【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

老子と荘子の考えは、たがいに融けあって「道家思想」という大きな思想を形づくっている。

広大な大地を背景として生まれたこの思想は、「無為自然」にもとづいた生き方を理想とする。

「大器晩成」「胡蝶の夢」など、人生を豊かにするおなじみの言葉と寓話が満載。 

 

⑤七つの習慣（キングベアー出版 スティーブンＲコヴイー） 2,039円 

   楽天ブックスＨＰより転載： 

『7つの習慣』の原則は普遍的であり、ビジネスのみならず、家庭、人間関係など、私たちの

人生におけるすべての大切な側面を取り上げており、激しい変化の時代に生きる人々に、充

実した人間らしい生活を営む道を示しています。経営者からOLまで、大統領から主婦に至る

まで、多くの方々がこの本のメッセージに感動し、生活における大きな変革を体験していま

す。 

 

⑥アホは神の望み（サンマーク出版 村上和夫） 1,680円 

【内容情報】（「BOOK」データベースより）素直で正直、器が大きなアホであれ。バイオテク

ノロジーの世界的権威がたどり着いた究極の知恵。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

プロローグ アホが世界を変える／第１章 鈍いけれど深い生き方／第２章 陽気であきら

めない心／第３章 愚か者こそ幸せ者／第４章 くさらない、おごらない、屈しない／第５

章 アホは神の望み 

 

⑦生きがいの創造（ＰＨＰ研究所 飯田央彦） 2,520円 

【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

圧倒的な知的興奮と画期的な思考法で多くの人々を救ってきた、「科学的スピリチュアル人生

論」の最高峰！正しい人間観・人生観・宇宙観とは何か？わが国にスピリチュアル・ブーム

を呼んだ５０万部のベストセラーを、新たな情報と奥深い考察を加えて、２倍以上に大幅加
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筆＆全面修正。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

第１章 過去の人生の記憶（トランスパーソナルな意識状態／よみがえった記憶 ほか）／

第２章 人生のしくみ（「中間生」への帰還／人生の自己評価 ほか）／第３章 愛する故人

とのコミュニケーション（愛する故人との再会／愛する故人からのメッセージ ほか）／第

４章 「永遠の生命」や「神・仏」を科学する意味（「スピリチュアルな仮説」の説得力／「ス

ピリチュアルな仮説」の優位性）／第５章 「ブレイクスルー思考」による生きがい論（信

じることの価値／ブレイクスルー思考の基本原則 ほか） 

 

⑧大人のための偉人伝（錦明印刷 木原武一） 1,155円 

 【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

面白くてためになるものといえば、まずなによりも偉人と呼ばれる人たちの物語である。こ

れを子供たちに独占させておく手はない。子供にとっての模範は大人にとっても模範となる

はずである。世のため、人のために尽した偉人たちから学ぶべきは、むしろ大人のほうであ

る。偉人伝を読んで感動したり、発奮したり、あるいは忘れ去った幼い日の夢と理想を思い

おこしてみたりするのもときには必要なことではなかろうか。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

シュワイツァ-３０歳でキャリアを大転換／ヘレン・ケラー-人間そのものが奇跡／リンカー

ン-人びとの声の代表者／ガンジー-１人に可能なことは万人に可能／ナイチンゲール-もっ

とも幸福な仕事とは／キュリー夫人-永遠の女学生／エジソン-９９パーセントの努力／カー

ネギー-富を生かす方法／野口英世-疾走する野心／二宮尊徳-農村の再建屋 

 

⑨高校生が感動した論語（萩原印刷 木原武一） 840円 

 【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

論語は二千年の長きにわたり、日本人の精神と道徳の根幹でありつづけてきた。日本人は論

語というたった一冊の書物を通して、人とのつきあい方、正しい生き方を知らず識らずのう

ちに学んできたのだ。大人になって社会に出、人と人との間で揉まれ苦しむとき、真に役に

立つのが論語である。だが、誰もが高校の授業で一度は触れた論語を、年を重ねて読み返し

たりはしない。三十有余年、慶応高校で論語を講じてきた著者は、「こんなにもったいないこ

とはない」と力説する。孔子は五十代に入ってから名を成した。論語が苦労人ならではの処

世術に満ちている所以である。共感できる章句が一つでもあれば、必ずや読む者の助けとな

るはずだ。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

第１部 孔子のことば（人生の目標／家庭生活／教育と学問 ほか）／第２部 孔子プロフ

ァイリング（教育者として／政治家として／家庭人として ほか）／第３部 弟子たちのこ
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とば（有若／顔回／子貢 ほか） 

 

⑩ 夜と霧（みすず書房 ビクトルエミールフランシス）1,575円 

【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

心理学者、強制収容所を体験するー飾りのないこの原題から、永遠のロングセラーは生まれ

た。“人間とは何か”を描いた静かな書を、新訳・新編集でおくる。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

心理学者、強制収容所を体験する（知られざる強制収容所／上からの選抜と下からの選抜 

ほか）／第１段階 収容（アウシュヴィッツ駅／最初の選別 ほか）／第２段階 収容所生

活（感動の消滅／苦痛 ほか）／第３段階 収容所から解放されて（放免） 

 

上記の各書籍はその内容により市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえない一

般図書であり政務調査費からの支出は不可である。 

 

 

書籍購入③文教堂書店 川口駅店 合計金額11,568円の書籍は下記の9冊 

  上記の領収書（レシート）は9冊の書名記載が無く会計処理上不可である。管理番号9-3貼

付の手書き書名表に「武士道」以下、価格が記入されていないので領収書と照合できず Web

で 調査し価格が判明した。公金の支出であり領収書の不備は許されない。 

 

①武士道（三笠書房 新戸部稲造） 519円 

三笠書房ＨＰより転載 

武士道の光り輝く最高の支柱である「義」、人の上に立つための「仁」、試練に耐えるための「名

誉」本書は、強靱な精神力を生んだ武士道の本質を見事に解き明かしている。 

武士は何を学び、どう己を磨いたか、これを知ることはすべての現代人にとって重要である。

英文で書かれ、欧米人に大反響を巻き起こした最高の名著を平易な文体で新訳 

 

②孟子は人を強くする（祥伝社 佐久 協） 819円 

 内容（「BOOK」データベースより） 

国も組織もガタがきて、何も頼れなくなった乱世の時代に、密かに甦る一冊の古典―それが「孟

子」。個人が一人の人間として生きていかねばならないときに、なぜこの本が思い出され、読み

返されるのか。かつて「孟子」は革命の書、変革の書として、為政者に恐れられた。禁断の書

「孟子」を載せて日本に渡る船は、沈没するとまで言われたとい。なぜそれほどまでに、「孟子」

は権力者に嫌われたのか。それは、民意を優先して革命を肯定する書だからだ。本書は佐久流

に読みやすく、わかりやすく訳した、まったく新しい「孟子」入門!人生を改めて考え直したい

-14-



すべての人の「救済の書」。  

内容紹介 

終戦以来、現代の日本ほど閉塞状態はない。経済格差、家庭崩壊、大量の自殺者、建築や食品

の偽装、通り魔による無差別殺人など、目を覆いたくなる事件が後を絶たない。それを正すべ

き教員や役人、警察官までがモラルを欠き、政治家は党利党略に奔走し、何ら未来のビジョン

を示せないでいる。こうした現状を打破する方法を示しているのが、なんと2300年も前に書か

れた書物『孟子』なのだ。 

そんな大昔の本が21世紀に役立つはずがないと思われるかもしれないが、『孟子』が書かれた

時代と現代が酷似している点と、『孟子』が中国で王朝が立ち入らなくなった際に、必ず再評価

され新しい王朝を誕生させてきたのだ。日本でも幕末に読まれ、明治維新を生み出す原動力と

なった思想である。 

本書はその考え方を、Q&A 方式で、身近な問題から社会問題までをわかりやすく解説しまと

め、悩める日本人に日常の生活に、光明を指し示してくれる1冊である。  

 

③修身教授録 致知出版社 1,200円 

 【内容情報】（「BOOK」データベースより） 

本書は、大阪天王寺師範学校（現・大阪教育大学）本科での森信三先生の講義をまとめた『修

身教授録』（全５巻、昭和１４年刊）の中から、昭和１２年３月～昭和１４年３月までの２年間

の講義を改めて編集したものです。 

【目次】（「BOOK」データベースより） 

第１部 修身教授録〈１〉（学年始めの挨拶／人間と生まれて／生をこの国土にうけて／生を教

育に求めて／教育者の道／人生の始終／志学／学問・修養の目標／読書／尚友／人と禽獣と異

なるゆえん／捨欲即大欲／使命の道／真実の生活／諸君らの将来 ほか）／第２部 修身教授

録〈２〉（挨拶／立志／人生二度なし／生命の愛惜／一つの目標／意地と凝り性／大志を抱け／

気品／情熱／３０年／長所と短所／偉人のいろいろ／伝記を読む時期／人生の深さ／一時一事 

ほか） 

 

④すてきな自分に出会える法則（ＰＨＰ研究所 田中信生） 1,156円 

内容（「BOOK」データベースより） 

輝く自分になるために絶対必要なこと、豊かな人間関係を築くために不可欠なものがこの本に

はあります。 

内容紹介 

輝く自分になるために絶対必要なこと、豊かな人間関係を築くために不可欠なものがこの本に

はあります。この本を読んで、あなた自身を見つめ、あるがままに受け入れてみてください。

そのことによって手に入るものがあるはずです。そうしたら次は、あなたをとりまく方々にそ
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れを分け与えていく……。明日からはきっと、今よりほんの少し、前向き肯定的に生きられる

はずです。探してみませんか? すてきなあなたを……。  

詳細 

輝く自分になるために絶対必要なこと、豊かな人間関係を築くために不可欠なものがこの本に

はあります。 

１ 見たことありますか？鏡の中のあなたを―自分と関わる（心と関わる自分―「ゆと 

り」の大切さ；檻の中の自分―シンプルに生きる ほか） 

２ 「ありがとう」を言い合えるすてきな関係―家族と関わる（正直な子ども―四〇点の 

テスト；前向きな父親―魚屋になってよかった ほか） 

３ 愛ってなんですか？―あの人と関わる（あの人を試す―傷ついた心を知る；あの人を 

思いやる―あるがままでいい ほか） 

４ 輝いている自分はすぐそこにいます―人生と関わる（人生に感謝する―長生きの秘 

訣；一回きりの人生―心のフィルム次第 ほか） 

 

⑤日本人の真髄（サンマーク出版 小田全宏） 2,100円  

内容（「BOOK」データベースより） 

聖徳太子、吉田松陰、坂本龍馬から中村天風まで、かつて脈々と流れていた「この国の精神」

をさぐる。  

内容（「MARC」データベースより） 

日本人は、いつからこの「生きざま」を忘れてしまったのか。聖徳太子、吉田松陰、坂本竜馬

から中村天風まで、かつて脈々と流れていた「この国の精神」をさぐる。  

 

⑥青年の大成（致知出版社） 1,260円 

出版社/著者からの内容紹介 

Boys, be ambitious！（青年よ！大志を抱け）変革を担う青年たちを勇気づけることば。安岡

教学の入門書としても最適。 

内容（「BOOK」データベースより）硯学・安岡正篤師が青年たちの為に説いた人生の大則。  

昭和38年に開かれた全国青年研修大会における講義をまとめる。昭和39年全国師友協会刊の

「青年は是の如く」、昭和46年に改題された「青年の大成」の再刊。 

 

⑦「未来を拓く君達へ」安岡正篤   1,260円 

内容（「BOOK」データベースより） 

いま、我々は、子供たちに、いかなる生き方を語るべきか。いま、我々は、若者たちに、いか

なる思いを伝えるべきか。いま、我々は、未来の世代に、いかなる歩みを残すべきか。すべて

の家庭の方々に、すべての学校の先生に、すべての職場のマネジャーに、そして、すべての子
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供たちに、すべての学生に、すべての若者たちに、心を込めて贈る、著者渾身のメッセージ。  

内容（「MARC」データベースより） 

この地球に生きる、すべての子供たちに、この地球に生まれてくる、すべての未来の世代に、

志を抱いて生きることの、大切さを伝えたい。心を込めて贈る、渾身のメッセージ。  

 

⑧王陽明と儒教（致知出版社）  

「BOOK」データベースより） 

陽明学の真髄が驚くほどよく理解できる「陽明学案内書」の決定版!世に、陽明学について書か

れた書物は多い。だが、これほどにやさしくわかりやすく説かれたものは本書が初めてであろ

う。  

内容（「MARC」データベースより） 

一個の人間はケシ粒にもならぬちっぽけなものだが、心は無限の天につながっている。これを

自覚し、この心を極め尽くすこと。これが陽明学にいう「良知を致す」ということである…。

儒教とは何かにはじまる陽明学の手引書。  

 

⑨マネジメント革命「燃える集団」を実現する「長老型」のススメ（講談社 天外伺朗） 

1,575円 

出版社／著者からの内容紹介 

成果主義は企業を滅ぼす！ 

CD、AIBOの開発責任者が再発見した日本型マネジメントの真髄 

●健全な組織は、ゆるぎない信頼感に支えられている 

●純粋さが保てたとき、サラリーマンはスーパーマンに変身する 

●人は尊敬する相手から尊重されることにより育つ 

●指示・命令をしないということが「長老型マネジメント」の本質だ 

●テクニックに頼ったマネジメントは、必ず失敗する 

●「やり過ごし」ができぬ部下は無能 

●ダメ上司を量産するしくみが、ちゃんと存在するのだ 

●企業においても、全社の精神的な支柱となる人が本来は必要 

管理番号10-3-2 実施年月日平成22年10月14日他 資料購入費  22,800円 

中国古典入門「老子」老子 CD 全4巻解説 （株プレジデント社）守屋 洋 

CD 全4巻(第一巻：67分、第二巻：62分、第三巻：48分、第四巻：66分)テキスト付き 

株プレジデント社：商品説明と目次 

『老子』が説く処世の英知を、人生そしてビジネスに活かす 

本講座では『老子』全八十一章の中から三十七章を厳選。厳しい現実をどう生きるか――現代

に通じる知恵として、守屋洋氏がわかりやすく読み解いてまいります。 
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逆風の中を、たくましくしなやかに生きる処世の英知 

最も理想的な指導者は、部下から存在することさえ意識されない。 

部下から敬愛される指導者は、それよりも一段劣る。 

これよりさらに劣るのは、部下から恐れられる指導者。 

最低なのは、部下からバカにされる指導者だ。 

（第二十二章） 

曲がっているからこそ我が身を全うすることができる。 

屈しているからこそ伸びることができる。 

窪んでいるからこそ水を満たすことができる。 

古びているからこそ、新しい生命を宿すことができる。 

まさにこれを取ろうとするなら、まず与えてやる。 

これが底知れない知恵というものだ。 

だからこそ柔弱なものが強いものに勝つことができるのである。 

国を治めるのは小魚を煮るようなものである。 

やたらかきまわしてはならない。 

（第七十八章） 

この世の中で、水ほど弱々しいものはない。 

それなのに、強いものにうち勝つこと水に優るものはない。 

その理由は、水が弱さに徹しているからである。 

乱世を生き抜く弱者の思想 

 今、われわれの社会は見通しの立てにくい時代に入っており、社会全体にいらだちと不安

が広がっている。こういう時代だからこそ、なおさら個人としてのしぶとい生き方が求めら

れているとも言える。 

 これからのわれわれの課題は、集団としての強さを保持しながら、一人ひとりが個人とし

てのたくましい生き方を身につけることであろう。 

 『老子』は動乱の時代に生み出された本である。 

弱者の立場に身を置き、そこに居直ることによって、乱世を生き抜くためのすばらしい処世

の知恵を発見した。それらの知恵は、ひとり弱者にとって有効なばかりでなく、乱世を 

生きるすべての人々にとって参考となろう         守屋 洋 

 上記記載の各書籍及びＣＤは、その内容から判断し市政に対する専門的な知識を得るため

の図書といえない個人的な興味により購入される一般図書であり、政務調査費からの支出は

不可である。 

 

7、星野洋子議員 

管理番号4-2 実施年月日平成22年4月6日 資料購入費 合計,440円（赤旗南部出張所） 
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貧困大国 アメリカⅡ 720円  

内容（「BOOK」データベースより） 

経済危機後のアメリカでは、社会の貧困化が加速している。職がみつからず、学資ローンに追

い立てられる若者たち。老後の生活設計が崩れた高齢者たち。教育や年金、医療、そして刑務

所までもが商品化され、巨大マーケットに飲みこまれている。オバマ登場で状況は変わったの

か。人々の肉声を通して、アメリカの今を活写するルポの第二弾。  

内容紹介 

経済危機後のアメリカでは、社会の底割れが加速している。職がないにもかかわらず、学資ロ

ーンに追い立てられる若者たち。老後の生活設計が崩れ、絶望の淵に立たされた高齢者たち。

いまや中間層の没落が進んでいるのではないか。オバマ登場で状況は変わるのか。人びとの肉

声を通して、アメリカの今をビビッドに切り出すルポの第二弾。  

 

マルクスは生きている 720円 

内容（「BOOK」データベースより） 

十九世紀最大の思想家とされるカール・マルクスは、『資本論』などの著作によって世界を動か

す影響力を後世に及ぼした、この知の巨人を「唯物論の思想家」「資本主義の病理学者」「未来

社会の開拓者」の三つの側面からとらえ、混迷する二十一世紀のいま、彼が的確に予見したも

のとは何かを探る。 

内容紹介 

知の巨人マルクスを「唯物論の思想家」「資本主義の病理学者」「未来社会の開拓者」の側面か

ら捉え、混迷する21世紀の今、彼が的確に予見したものを問い直す画期的なマルクス入門書。  

参考事項：平成23年４月24日執行川口市議会議員選挙に立候補せず。。 

上記の各書籍はその内容により市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえない一般

図書であり政務調査費からの支出は不可である。 

 

8、金子信男議員 

管理番号10-6 実施年月日 2010年10月30日 資料購入費 書籍 

「ピンピンコロリ七つの秘訣いますぐできる長寿の極意」（大月書房 笠原浩）1,600円  

副書名：いますぐできる健康長寿の極意・概要：①老人力、②笑って暮らす、③頭の体操、

④ハート、⑤おしゃべり、⑥よく噛んで、⑦からだを動かす、おまけ・男性専用の秘訣。  

 

Amazon レビュー: ピンピンコロリ7つの秘訣―いますぐできる健康長寿の極意 

確かによくある健康本なんですが・・・ただしイラストがなければ。  

4 コマ漫画や各所に載ってるイラストが最高にいい！！ちょっぴり難しい内容の所も，ユー

モア溢れる老人讃歌の漫画にホッとします。漫画を読むだけでも一見の価値あり！！  
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管理番号11-1 実施年月日20110年11月10日 資料購入費①②の書籍購入 計3,100円 

①「和気愛藹 エッセイ＆対談集」1,600円。 

[日販MARCより]党書記局長として活躍する著者が、ブログや「しんぶん赤旗」の近畿のペ

ージに掲載した中から厳選したエッセイと、著名人４人との対談を収録。未来を見すえ、人

の心、政治の心をホットに語らう１冊。 

BOOKデータベースより]未来を見すえ、ホットに語らう。人の心政治の心。 

第１部 エッセイうららかな春は（歌と時代；人と人；政党とは、政治家とは；政治を大も

とから変える）第２部 人情対談（張本勲（野球評論家）―平和のキャッチボール；ペギー

葉山（歌手・日本歌手協会会長〔＝対談当時〕）―心に太陽 唇に歌を；加藤剛（俳優）―「大

岡越前」 

・戦争と平和・憲法９条；柴田京子（京都・先斗町料理屋「山とみ」女将）―日本共産党は

ん、日本をようしとぉくれやす） 

 

②「マルクスと共に現代を考える」1,500円  

目次（「BOOK」データベースより） マルクスは生きている（連続セミナー版）（大学時代に

マルクスが必読な理由／マルクスの眼で見た二一世紀の日本と世界）／社会進歩と女性-「女

性の世界史的復権」の時代が始まっている（挨拶をかねて／女性解放の道-古典から学ぶ／世

界で女性の地位はどう変わってきたか／日本社会では異常な女性差別が続く／世界と日本を

動かす主役として） 

新日本出版社ＨＰより転載 

   マルクスが切り開いた自然観、社会観のあらましと、そのマルクスの眼で21世紀の世界と

日本を見ると、どんなことが見えてくるかを明瞭にした連続セミナー「マルクスは生きてい

る」と、エンゲルスの予見をこえる速さで経験しつつある一つの世界の大きな流れ＝「女性

の世界史的復権」を浮き彫りにした「社会進歩と女性」の二講演をまとめる。 

 

管理番号4-4 実施年月日'10年4月14日 資料購入費「松川裁判から今なにを学ぶか」2,500

円 

  内容（「BOOK」データベースより） 

六〇年前の一九四九年八月一七日、東北本線金谷川‐松川駅間における真夜中の列車転覆

という怪事件。国鉄と東芝の計二〇人の労働者が起訴され、第一審、第二審では大逆事件以

来の大量死刑判決が下された。その後、作家・広津和郎の裁判批判や、広範な市民の公正裁

判、無罪判決を求める声が渦となり、一四年間続いた世紀の裁判は全員無罪が確定した。本

書では、この松川事件の背景や真犯人論の解明も含めて、戦後最大の冤罪事件が生み出され

た過程を検証し、松川裁判の軌跡を総括。そして未曾有の裁判批評・救援運動として広がっ

た松川運動の特質をも克明に描き出した決定版である。   
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上記の各書籍はその内容により市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえない一

般図書であり政務調査費からの支出は不可である。 

 

Ⅳ 措置要求の要旨 

   本件支出は上記各項に述べた如く違法な支出である。 

市長に対し､当該議員が違法支出した支出額を川口市に返還するように求めるなどの必要な

措置をとるように勧告されたい｡ 

 

Ⅴ、監査委員の除斥申立て 

   本件は地方自治法第199条の２により当該監査委員の除斥を申し立てます。 

 

上記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により必要な処置を請求します。 

 

   （以上、原文のまま掲載） 

                      （「事実を証する書面」は別添１のとおり） 

 

４ 監査委員の除斥 

       本件監査請求（以下「本件請求」という。）の監査において、髙橋英明監査委員及び関

口京子監査委員については、地方自治法（以下「自治法」という。）第 199 条の２の規定

により除斥とした。 

 

 ５ 請求の要件審査 

     本件請求は、自治法第242条第１項及び第２項の所定の要件を具備しているものと認め、

監査を実施することとした。 

 

 

第２ 監査の実施 

 

  １ 監査の対象事項 

          本件請求の対象となっている議員７名に対し、川口市長（以下「市長」という。）が交

付した平成 22 年度又は平成 23 年度の政務調査費のうち、本件請求に係る支出に関する

事項 
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    ２ 監査対象部局 

       議会事務局を監査対象部局とし、関係書類を調査するとともに、交付手続等について

関係職員から聴取を行った。 

 

 

    ３ 請求人の証拠の提出及び陳述 

      自治法第242条第６項の規定に基づき、請求人に対し、平成24年７月11日に証拠の

提出及び陳述の機会を与えたところ、請求人から新たな証拠が提出されるとともに、請

求内容の補足説明がなされた。 

    （１）陳述の概要 

     今回の政務調査費に係る住民監査請求（５件）の趣旨ですが、これは、前回の住民

監査請求の監査結果（川口市監査公表第10号 平成22年７月16日付け）を受けて今

回は対象をしぼり、支出金額が多額になる支出項目及び任期満了前後の支出を重点的

に調査した結果である。監査委員各位におかれましては、法の精神に基づき判断され

るよう請求するものであり、請求人が違法と指摘する当該費用の支出が正当だとする

場合には、市政と支出との関連性において、漠然とした又は抽象的な判断ではなく、

具体的な根拠を示し、判断し、その説明を教示されることを重ねて要求する。 

    （２）新たに提出された証拠 

       別添２のとおり。 

     

４ 関係人に対する調査 

         関係人である議員に対し、必要に応じ、本件請求に係る事実関係の確認のための調査

を行った。 

 

       

第３ 監査の結果 

 

 １ 政務調査費の概要 

   （１）交付の経緯 

    川口市議会においては、市議会における会派の市政に関する調査研究を推進するた

め、「川口市議会会派に対する調査研究費交付要綱」を定め、昭和 52 年度から会派に

対し調査研究費を交付していた。 

     平成12年に、自治法の一部が改正され、政務調査費に関する規定が設けられたのを

機に、当該規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関する条例」（平成 12 年条

例第87号）及び当該条例第９条の規定に基づく「川口市議会政務調査費の交付に関す

-22-



る規程」（平成13年議会規程第１号）を定め、平成13年度から調査研究費に代わり政

務調査費を交付している。 

    平成20年３月には、交付の対象を「会派」から「会派又は議員」に改め、また、収

支報告書提出の際、領収書等の写しの添付を義務化するよう、新たに「川口市議会政

務調査費の交付に関する条例」（平成 20 年条例第 20 号。以下「条例」という。）及び

「川口市議会政務調査費の交付に関する規程」（平成 20 年議会規程第２号。以下「規

程」という。）を制定し、旧条例及び規程を廃止している。 

（２）交付対象及び交付額 

政務調査費は、条例第２条により、川口市議会における会派又は議員の職にある者に

対して交付すると定められている。 

     会派に対して交付される政務調査費は、毎月1日（以下「基準日」という。）におけ

る当該会派の所属議員の数に月額 180,000 円以内でその所属議員の全員の合意に基づ

き、当該会派の代表者が年度当初に申し出た額を乗じて得た額とされる（条例第４条

第１項）。 

      議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、会派に所属する議員

にあっては月額 180,000 円から当該議員が所属する会派の代表者が申し出た額を差し

引いた額を、会派に所属しない議員にあっては月額 180,000 円を交付する（条例第５

条第１項）。 

（３）交付手続等 

①  会派の代表者又は議員は、４月１日の現況に基づき、市長に対し、議長を経由して

交付申請を行う。 

なお、会派と議員との金額の配分は、条例第４条のとおり、所属議員全員の合意に

基づき決定される。 

②  市長は、交付決定通知書を申請者に送付する。 

③  会派の代表者又は議員は、政務調査費交付請求書を市長に対し、議長を経由して、

交付の日の10日前までに提出する。 

④  市長は、交付の月の15日に、口座振り込みにより交付する（交付は４月と10月）。 

⑤  交付を受けた者は、翌年度の４月30日までに、収支報告書及び領収書等の証拠書

類の写しを議長に提出する。 

⑥  議長は、市長に収支報告書等の写しを送付する。 

⑦  市長は、補助金等確定通知書を会派の代表者又は議員に送付する。 

    （４）使途基準及び市長への返還 

政務調査費は、条例第６条の規定により規程第７条に定める使途の基準（以下「使

途基準」という。）に従って使用するものとされ、市政に関する調査研究に資するため

必要な経費以外のものに充ててはならないとされている。 

-23-



市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた

政務調査費の総額から、当該会派又は議員がその年度において市政の調査研究に資す

るため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相

当する額の政務調査費の返還を命ずることができる（条例第９条）。 

なお、収支報告書の内容から、使途基準に従っていないと判断される支出について

も残余と見なされる。 

 

○使途基準（規程第７条の別表） 

会派又は議員の政務調査費の使途の基準 

項   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、会場費等） 

広聴費 住民からの市政及び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） 

その他の経費 上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費 

（注） 調査旅費は、川口市議会議員の議員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。 

 

（５）使途基準の目安 

      川口市議会では、政務調査費のより一層の適正な運用を図るため、政務調査費の使

途基準を補足するものとして「政務調査費の手引き」（以下「手引き」という。）を定

めて全議員に配布している。 
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      なお、平成23年４月１日に手引きの改正が行われた。 

改正前と改正後の内容は次の「『政務調査費の手引き』改正対照表」のとおりとなっ

ている。 
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（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

「政務調査費の手引き」改正対照表 
 

新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費 
○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 

講師等謝礼金、交通費、宿

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等

借上料、茶菓子代、会費、

Ⅰ 政務調査費の手引き 
 
１ 基本方針 
  政務調査費は、川口市議会政務調査費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、調査研究活動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、調査研究の目的及び内容は明確

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。 
 

２ 政務調査費の使途 
 

政 務 調 査 費 の 使 途 項 目 
項  目 内    容 主 な 使 途 
研究研修

費 
○研究会、研修会を開催

するために必要な経費

○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 

講師等謝礼金、交通費、宿 

泊料、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費、業務委託

費、会場等使用料、機材等 

借上料、茶菓子代、会費、 
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会議参加負担金 

調査旅費 ○先進都市の視察旅費 
○現地調査旅費 

交通費、宿泊料、通信運搬

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費 
 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製

本費、通信運搬費、業務委

託費、会場等使用料、機材

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費 
賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運

搬費、消耗品費、備品購入

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 

 

会議参加負担金 
調査旅費 ○先進都市の視察旅費 

○現地調査旅費 
交通費、宿泊料、通信運搬 

費、保険料、施設等入場料、

茶菓子代 
資料作成

費 
○調査資料等の作成経費 消耗品費、印刷製本費、原 

稿料、翻訳料、業務委託費、

事務機器等借上料 
資料購入

費 
○図書、資料等の購入経

費 
図書等購入費、新聞購読料 

広報費 ○調査研究活動、議会活

動及び市政に関する報

告・ＰＲに要する経費

 

交通費、消耗品費、茶菓子代、

印刷製本費、通信運搬費、業

務委託費、会場等使用料、 

機材等借上料 
広聴費 ○住民から市政及び会派

の政策等に対する意

見、要望を聴取するた

めに必要な経費 

交通費、消耗品費、印刷製 

本費、通信運搬費、業務委 

託費、会場等使用料、機材 

等借上料、茶菓子代 
人件費 ○調査研究活動を補助す

る職員を雇用する経費

賃金、社会保険料、交通費 

事務所費 ○調査研究活動に必要な

事務所の設置及び管理

に必要な経費 

賃借料、光熱水費、通信運 

搬費、消耗品費、備品購入 

費、事務機器等借上料 
その他の

経費 
○その他調査研究活動に

必要な経費 
備品購入費、修繕料 
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３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

３ 政務調査費として充当できない経費 
次に掲げる経費については、政務調査費を充当できない。 
（１）政党本来の活動に関する経費 
   ・党費、党大会参加費、党大会賛助金等 
   ・政党の宣伝活動、政党活動に使用する資料等の作成・購入費 

   ・政党活動用の事務所の経費 
（２）選挙活動に関する経費 
   ・選挙運動、選挙活動に関する経費 
   ・選挙用印刷物、資料等作成・購入に関する経費 
   ・選挙活動用の事務所経費 
（３）交際費的な経費 
   ・香典、祝金、慶弔電報等の冠婚葬祭に関する経費 
   ・病気見舞い、餞別、年賀状の購入・印刷等の儀礼に要する経

費 
   ・パーティ券購入代 
（４）議員個人の秘書的職員の経費 
   ・自らの秘書として雇用している補助職員等に関する経費 
   ・生計を一にする親族の雇用に関する経費 

  （５）その他適当でない経費 
    ・飲酒を伴う会合、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 

-28-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を

     （公職選挙法第１９９条の２「公職の候補者等の寄付禁止」

等） 
 
Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針 
 
１ 実費弁償の原則 
  政務調査費の支出については、調査研究活動のための経費として常

識的な範囲で、各会派又は各議員の自主性に基づき決定するものであ

る。 
社会通念上妥当な範囲であることを前提としたうえで、調査研究に

実際に要した費用に対し充当することを原則とする。 
ただし、研究研修費及び調査旅費に係る宿泊料及び日当については、

川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条を準 

用するものとする。 

 
２ 按分にあたっての考え方 

  議員活動は、議会活動、会派活動、政治活動等と多彩であり、一つ

の活動が調査研究活動と他の活動の両面を有し、渾然一体となってい

ることが通例である。 

  調査研究活動に要する経費のうち、例えば携帯電話の通信費や事務

所に要する経費については、全体の経費の中から調査研究に係る経費

を按分により割り出すことは現実的に困難であるばかりでなく、按分

積算のための事務に時間を割かれるばかりで、政務調査費の本来の交

付目的である調査研究がおろそかになる側面を否定できない。 

 以上のことから、調査研究に資するとはいえ、経費の性質上全額を
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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 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関、タクシー等を使用した場合は、実費相当額

とする。自家用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に

係る実費分の把握が困難であることからガソリン代の２分の１

（月額限度額 20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
     団体の年会費については、支出することによる効果を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
     懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種

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、按分の割合を２分の１として支出できるものとする。 

 
 
３ 項目別運用方針 
  （１）交通費 
     公共の交通機関を使用した場合は、実費相当額とする。自家

用車を使用した場合の交通費は、調査研究活動に係る実費分の

把握が困難であることからガソリン代の２分の１（月額限度額

20,000円）を支出できるものとする。 
ただし、レンタカーの使用については、調査研究活動に要し

たことが明らかな場合に限って、実費を支出するものとする。 
  （２）宿泊料及び日当 
     川口市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５

条を準用するものとする。 

  （３）会費 
     他の団体が主催する研修会、意見交換会等の参加費について

は、その内容が調査研究活動に適うものであれば支出すること

ができる。 
      
 

懇談会については、実質的な意見交換を目的とした会合に付

随する（連続する）ものであり、会費の額が明確に定められて

おり、その額も社会通念上妥当な範囲のものに限り支出できる

ものとする。したがって、飲食を主たる目的とした会合（各種
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団体の新年会等）の会費は、支出できない。 

  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。 
後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ

団体の新年会等）の会費は、支出できない。 
  （４）事務所費 
     事務所費は、実際に当該事務所が調査研究活動に使用されて

おり、次の要件を備えている場合に限り支出できるものとする。

後援会、政治団体等と事務所を共用する場合は、調査研究活

動に係る経費が分かるよう、可能な限り光熱水費等の契約を分

離すること。分離が困難な場合は、下記の割合で支出できるも

のとする。 

ただし、事務所の賃借料は、月額限度額を 60,000円とする。
また、事務所用駐車場の賃借料は、１台を限度とし、月額限度

額を 10,000円とする。 
 

 
事務所の形態 

使 途 項 目 
事務所賃

借料 
駐車場賃

借料 
光熱水

費 
電話料 

調査研究活動専

用事務所 
全 額 全 額 全 額 全 額 

後援会・政治団体

との共用 
1/2 1/2 1/2 1/2 

 
   （要 件） 

○ 会派として政務調査費の交付を受けた場合は会派とし

て、議員として政務調査費の交付を受けた場合は議員と 

して賃貸借契約がなされていること。 
     ○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有しているこ
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と。 

     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。 
     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 

と。 
     ○ 事務所について、「事務所設置（変更・廃止）報告書」が

議長あてに提出されていること。 

※ 調査研究活動のための事務所であっても、事務所を購入

するための経費には支出できない。 
     ※ 政党活動、選挙活動用の事務所の経費には支出できない。

     ※ 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。 
（５）事務機器等借上料 

     電子複写機、ファックス等事務機器のリース料金について支

出できる。按分については、事務所費と同様とする。 
（６）通信運搬費 

     電話、郵便等通信に係る経費について支出できる。なお、携

帯電話については、調査研究活動に係る実費分を把握すること

が困難なことから、当該議員が現に使用する携帯電話一基に限

り通信料月額の２分の１（限度額 10,000円）を支出できるもの
とする。 

  （７）備品購入費・消耗品費 
     調査研究活動に直接必要なものに対して支出できる。備品購

入費については、事務機器に限るものとし、購入額の２分の１

（限度額 60,000円）を支出できるものとする。 
なお、その場合は、備品台帳を作成し保管するものとする。 

備 品 の 例； パソコン、プリンター、デジタルカメラ等 
消耗品の例； 筆記用具、ノート、ファイルなどの事務用品等 
（８）名刺代 
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     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

     茶菓子代は、１人当たり１日５００円を限度として支出でき

る。  

コーヒー、お茶等を買い置きする場合は、原則として２分の

１に按分するものとする。 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 
   授業料は２分の１（限度額 720,000円）を、入学金は２分の
１（限度額 200,000円）を、交通費は実費の２分の１を、それ
ぞれ支出できるものとする。 

     調査研究活動のために使用するものに対して支出できる。た

だし、１カ月当たり１００枚を限度とし、月額限度額は 3,000
円とする。 

  （９）人件費 
     調査研究活動の補助業務のため雇用した職員に対して、賃金、

交通費、社会保険料を支出できる。雇用にあたっては、雇用契

約書を締結するものとする。 
     ◎ 調査研究活動以外の業務を兼務する職員の人件費につい

ては、支払額の２分の１を支出することができるものとす

る。 
     ※ 生計を一にする親族の雇用についての経費は支出できな

い。 
（10）食糧費 

     食糧費は、原則として支出できない。ただし、公職選挙法の

制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲のもので、調

査研究活動として開催する会合等と一体であり、飲食の提供が

真に止むを得ない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

（11）公共政策大学院等に係る学費等 

     授業料は２分の１（限度額 720,000 円）を、入学金は２分の

１（限度額 200,000 円）を、交通費は実費の２分の１を、それ

ぞれ支出できるものとする。 
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例；  明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等  

     なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。  
  （12）資料購入費 

調査研究活動のための資料として購入したものは、支出でき

る。 

     なお、小説（フィクション）の購入や、同一図書の複数購入

は、原則として支出できない。 

（13）資料作成費・広報費 

調査研究活動、議会活動及び市の政策について、資料を作成

し、市民に報告、ＰＲするための経費は、支出できる。 

  （14）その他の経費 

その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。 

◎  備品購入費、修繕料等 

備品の修繕については、修繕料の２分の１を支出できる

ものとする。 

 

 

Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支

例； 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科 

 早稲田大学大学院公共経営研究科 
一橋大学国際・公共政策大学院 等 

なお、公共政策大学院以外の学科等については、各会派又は

議員が適否について判断するものとする。但し、個人的な資格

取得に関するものについては、支出できない。 

（12）その他の経費 

     その他、調査研究活動に直接必要な経費に対して支出できる。

◎ 備品購入費、事務機器の修繕等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ 会計処理方針 
 
１ 証拠書類徴収の原則 
  政務調査費の会計処理については、領収書等の証拠書類を徴収し支
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出することを原則とする。 

 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（レシートを含む）を徴

するものとし、その際、支払金額、支払日、支払者、支払先、支払

内容等、できる限り詳細な記載を求めるとともに、やむを得ずそれ

ができない場合は、政務調査報告書（個表）に補足記載するものと

する。 
  また、払込明細票、預金通帳の写し等を領収書に代えることがで

きるが、その場合も、必要事項を政務調査報告書（個表）に補足記

載するものとする。 
なお、会議、研修会等に参加したときは、領収書等の証拠書類に

加え、参加したことを証明する通知、案内状等とともに、その結果

を政務調査報告書（個表）に記録し保管するものとする。 
また、視察を実施したときは、その結果を政務調査報告書（個表）

及び視察報告書に記録し保管するものとする。 
 

３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

出することを原則とする。 
 
２ 会計処理指針 
（１）会計帳簿等の整理保管 
   会派の経理責任者又は議員は、政務調査費の支出について、毎月

の収支を明らかにするとともに、領収書等の証拠書類を整理し、会

計帳簿を調製したうえで、当該書類を５年間保管しなければならな

い。 
（２）証拠書類の整備 
   政務調査費の支出にあたっては、領収書（金額、内容、店名、日

付を印字したレシートを含む）を徴するものとする。領収書等の証

拠書類に加え、会議、研修会、視察等を実施したことを証明する通

知、案内状等とともに、その結果を政務調査報告書（個表）に記録

し保管することとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 項目別会計処理指針 
（１）交通費 

-35-



新（平成 23年 4月 1日～現在） 旧（平成 23年 3月 31日まで） 
 ○ 公共交通機関   

ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
○ タクシー 

タクシーを使用した場合は、日時、使用経路及び目的を政務調

査報告書（個表）に記載するものとする。 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報

 ○ 公共交通機関   
ＪＲ、バス等時刻表で金額が明示されており、領収書等を徴す

ることが困難な場合は、政務調査報告書（個表）に支出内容、金

額等を記載することとする。ただし、旅行代理店等を通じて手配

した場合は領収書を徴する。 
 ○ 自家用車 

ガソリン代、駐車料金等に係る領収書を徴する。 
 
 
 
（２）事務所費 
 ○ 賃借料、光熱水費、通信運搬費 
    家賃通帳、預金通帳の写しを領収書に代えることができるもの

とする。 
（３）人件費 

    賃金等を受け取ったことを証する書面を徴する。 

４ 政務調査費の返還 

  会計処理にしたがって支出した政務調査費の金額が、政務調査費の

交付額を下回った場合は、政務調査費に残余が生じたものとして、差

額を返還することとなる。 

  また、収支報告書の内容から、使途基準にしたがっていないと判断

される支出についても残余と見なされるため、留意すること。 

  なお、政務調査費を銀行等に預け入れをして管理した場合に生じる

利息については、交付を受けた会派又は議員に帰属するので、収支報
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告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の代表者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務調査

費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の写し

を添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。 
・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 

 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うも

のとする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 

告の中では取り扱わないこととし、返還は必要としないものとする。 

 

Ⅳ 収支報告 
 
１ 収支報告書の作成 
会派の経理責任者又は議員は、政務調査費収支報告書により、政務

調査費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書等の証拠書類の

写しを添付のうえ、議長に提出しなければならない。 
収支報告書については、できるだけ使途内容が明確になるよう以下

の点に注意して作成すること。 
・ 事業別に使途項目を整理し、わかりやすく記載すること。 
・ 会議等に係る経費については、日付、会議名称等を記載すること。

・ 視察に係る経費については、日付、視察先を記載すること。 
 
２ 議長の調査 
  議長は、政務調査費の適正な運用を期すため、収支報告書及び領収

書等の証拠書類の写しが提出された場合は必要に応じ調査を行うもの

とする。 
 
３ 収支報告書の公開 
  収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは、川口市情報公開条例

に基づき、公文書として情報公開請求の対象となる。 
 

参  考  書  式 
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　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

 
 

 

　　年　　月　　日作成

　　　　　　年　　　　月　　　　日

①研究研修費 ②調査旅費 ③資料作成費 ④資料購入費 ⑤広報費

⑥広聴費 ⑦人件費 ⑧事務所費 ⑨その他の経費

※内容を詳細に記載し、報告書がある場合は添付すること

金　　額 円

※添付する領収書等と同一番号を付記し対応関係を明らかにすること

※領収書等は領収書等貼付用紙（別様）に貼付し、この報告書に添付すること

調
査
の
具
体
的
内
容

項　　目

内　　容

支
出
の
内
容

内　　訳

備　　　考

政務調査報告書（個表）

管理番号

会派(議員)名

実施年月日

実施者名
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管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙

管理番号

※

領収書等は重ならないように貼付すること

※管理番号は政務調査報告書（個表）と同一とし、複数にわたるときは枝番を付すること

領収書等貼付用紙
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視察内容

所　　　感

視　察　報　告　書

管理番号

視  察  日 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　（　　　　）

視察場所

視察項目

議員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（注）他の参考書式については省略する。 
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 ２ 判断等                           

(1) 基本方針 

    自治法第 100 条第 14 項においては、普通地方公共団体の議会の議員の
調査研究に資するため必要な経費の一部として、会派又は議員に対して政

務調査費を交付することを認め、その内容を条例で定めることとしている。
この制度は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律

の施行により地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大し、その議会の

担う役割がますます重要なものとなってきていることにかんがみ、議会の
審査能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため、議会に

おける会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し、併せて、
その使途の透明性を確保しようとしたものである（平成 17 年 11 月 10 日

最高裁判決）。 
これを受け、本市においては条例及び規程を定め、更に市議会において

その運用方針たる「手引き」を定めて政務調査費の適正な運用を図ってい

る（以下、これらを総称して「条例等」という。）。  
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、

その目的、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。 

     また、会派及び議員が積極的に政策を提言及び提案していくことが期
待されることからすれば、その調査研究対象事項は、地方公共団体が現に

取り組み又は現に取り組もうとしている施策及び事業に限らず、いまだそ
れに至っていない事項にも及ぶべきものであるし、民間の事業や他都市の

事例に関する事項にも及ぶべきものであり、また、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。 
     このような調査研究活動の性格を踏まえ、調査研究活動に係る支出が

使途基準に合致するかどうかを判断するに当たっては、各議員活動の自主

性を尊重する観点から、その活動が市政に関連するものであるか否かの判
断を含めて、その活動の具体的内容の当否を問題とするのではなく、使途

基準により整理保管を義務付けられているところの会計帳簿や領収書等
の記載事項を基礎的な判断材料として、可能な限り一般的、外形的に行う

のが相当であると言われている。 
    なお、そうとはいえ、政務調査費の財源が貴重な公金であることから、

無制約な支出が認められるものではなく、各会派及び議員は、政務調査費

の支出に当たって、使途基準の遵守を強く求められることはいうまでもな
い。 
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     本件の監査に当たっては、以上の諸点を念頭に置きつつ、条例及び規

程の趣旨、規定を基本に、詳細については「手引き」に定められた事項

等に基づき、本件請求に係る各支出が政務調査費の使途として適正なも
のであるかどうかを判断するものであり、請求人の請求趣旨については、

これら政務調査費制度の特徴と条例等の趣旨等を十分勘案して検討すべ
きものとした。 

 

   (2) 判断 
   ア 請求要旨 

     請求人は、議員が購入した資料には、その内容から調査研究活動に
必要とは認められないものが多々あり、いずれも個人の一般的な興味

によるもの等で、使途基準に反することから、当該支出の全額が違法
又は不当な支出に当たるとして、その全額について返還請求をすべき

であるとしている。 

 
イ 判断 

(ｱ) 考え方 
資料購入費に関しては、「政務調査費からの支出が許容される資料

購入費に特に限定はなく、政務調査費の趣旨は、議員の調査研究活

動を活発にして議会の審議能力を強化することを目的に議員の調査
研究活動の基盤の充実を図るため、調査研究の費用等の助成をする

ことにあり、議会が対応すべき事項も社会の高度化、複雑化、専門
化により多種多様になっていることに対応し、議員が身につけるべ

き知見も多種多様になっていることからすれば、書籍の購入代金等
は広く調査研究活動との関連性を有するというべきものである。」、

あるいは、「会派の活動は、様々な政治課題や市民生活に係わり、そ

の専門性や関心も多種多様であって、会派を構成する議員がその議
員活動について政治的責任を負っていることを考えれば、その調査

対象は自ずと広範なものにならざるを得ない。そうすると、政務調
査費により購入された図書、資料等と調査研究との関連性の判断に

ついては、当該会派の判断（裁量権）を尊重すべきであるから、政

務調査費は、市議会議員としての具体的な調査研究活動と直接的な
関連性を有する図書、資料購入に限定する必要はなく、市議会議員

としての政治活動全般に必要、有益な知識を得るために必要な図書、
資料購入に支出されれば足りるというべきであり、当該図書、資料

の購入が市議会議員としての政治活動全般に必要、有益でないこと
が明らかである場合に限り、当該図書、資料購入に要した費用が『市

政に関する調査研究に資するため必要な経費』に該当しないとして、

返還義務を負うことになると解すべきである。」等と言われていると
ころである。  
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      このように、様々な政治課題や市民生活にかかわり、その専門性

や関心も多種多様である議員がその調査研究のために各種の図書、

資料等を必要とすることは容易に首肯でき、また、いかなるものを
必要とするかについては議員に広範な裁量権が認められていると解

されていることから、資料購入費については、私的な趣味・興味の
ために購入したと認められるもの以外は、原則として適正な支出と

判断することとする。  
 
(ｲ) 個別判断 

    Ａ  唐澤義達議員に係る支出 
       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        請求人からは、議員が購入した「あなたが総理になって、い
ったい日本の何が変わるの」及び「新たなる金融危機に向かう世

界」は、個人的な興味により購入される一般図書であり、政務調

査費からの支出は不可であると指摘されている。 
しかし、議員が購入したものは、いずれもその図書名等に照ら

して見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであること
が明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員として

の調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかであると

もいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもので
あると認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

 
Ｂ  前原博孝議員に係る支出 

       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        請求人からは、議員が購入した「１テーマ５分でわかる世界
のニュースの基礎知識」及び「大学図鑑 2011」について、政務

調査報告書（個表）に「議員としての知識、資質の向上の為」と
の記載があるが、その理由では調査研究活動に当たらず、政務調

査費からの支出は不可であると指摘されている。 

しかし、政務調査費の趣旨は、議員の調査研究活動を活発にし
て議会の審議能力を強化することを目的に議員の調査研究活動

の基盤の充実を図るため、調査研究の費用等の助成をすることに
あるわけであり、「議員としての知識、資質の向上の為」との購

入理由がこの趣旨に反するものであるとは解しがたい。 
したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である

とは認められないと判断した。 

 
ｂ  別表「個別監査結果一覧表」の№２及び№３ 
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        請求人からは、議員が購入した「DVD・私たちの昭和」及び

「DVD・21 世紀大日本史」について、「一般的ないし一般教養的

なもの、趣味的な DVD」及び「市政に対する専門的な知識を得る
ための図書とはいえない一般図書」であり、また、政務調査報告

書（個表）に「市議として市政に寄与する為に歴史の認識、資質
の向上に向けての資料として」及び「議員の資質向上に向けて参

考資料」との記載があるが、その理由では調査研究活動に当たら

ず、政務調査費からの支出は不可であると指摘されている。 
しかし、議員が購入したものは、いずれもそのタイトル等に照

らして見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであるこ
とが明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員とし

ての調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかである
ともいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもの

であると認められる。 

また、政務調査費の趣旨は、議員の調査研究活動を活発にして
議会の審議能力を強化することを目的に議員の調査研究活動の

基盤の充実を図るため、調査研究の費用等の助成をすることにあ
るわけであり、「議員としての歴史の認識、資質の向上に向けて」

等の購入理由がこの趣旨に反するものであるとは解しがたい。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

 
Ｃ  豊田満議員に係る支出 

       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 
        請求人からは、議員が購入した「モデルスピーチ全集」及び

「誰にもわかる社会生活六法」について、①政務調査報告書（個

表）に記載された購入金額と定価とが一致していないこと、②同
個表の行間に抹消の形跡があること、③「市政に対する専門的な

知識を得るための図書とはいえない一般図書」であること及び④
購入時期が任期満了約８カ月前であり、平成 23 年４月の市議会

議員選挙には立候補していないことから、政務調査費からの支出

は不可であると指摘されている。 
        ①の、政務調査報告書（個表）に記載された購入金額と定価

とが一致していないとの指摘については、議員から「モデルスピ
ーチ全集」２分冊が定価 9,975 円のところ、政務調査費としての

支出額が 6,300 円となっていること及び「誰にもわかる社会生活
六法」２分冊が定価 11,550 円のところ、政務調査費としての支

出額が 6,200 円となっていることについては、いずれも加除式本

体の購入ではなく追録の購入であるためとの説明を受けた。 
②の、政務調査報告書（個表）の行間に抹消の形跡があるとの
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指摘については、提出したとおりのものであることを確認した。 

③の、「市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえ

ない一般図書」であるとの指摘については、議員が購入したもの
は、いずれもその図書名等に照らして見ると、個人的な趣味・興

味の範囲に属するものであることが明らかで娯楽性が高いとま
でいえるものでもなく、議員としての調査研究活動に必要、有益

な図書でないことが明らかであるともいえないことから、本件支

出は、議員の裁量の範囲内のものであると認められる。 
④の、購入時期が任期満了の約８カ月前であり、平成 23 年４

月の市議会議員選挙には立候補していないとの指摘については、
使途基準においては支出時期の制限が定められているわけでは

なく、議員がその職責を全うするための調査研究活動に必要とす
るのであれば、原則としていつでも支出をすることができること

となっている。したがって、購入が任期満了の約８カ月前だから

といって、直ちに使途基準に違反する支出であるとまではいえな
いと認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

       

Ｄ  篠田文男議員に係る支出 
       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        請求人からは、議員が購入した「老子の無言」及び「ニーチ
ェの言葉」について、「市政に対する専門的な知識を得るための

図書とはいえない、個人的な興味により購入される一般図書」で
あり、政務調査費からの支出は不可であると指摘されている。 

しかし、議員が購入したものは、いずれもその図書名等に照ら

して見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであること
が明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員として

の調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかであると
もいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもので

あると認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

 
Ｅ  松本英彦議員に係る支出 

       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１及び№２(一部) 
        請求人からは、議員が購入した「チャンスをつかむ人、ピン

チをつかむ人」、「退散せよ！似非コンサルタント」、「日本の運命」、

「定年から輝く生き方」、「伝える力」、「代表的日本人」、「生き方」
「菜根譚」、「老子・荘子（ビギナーズ・クラシックス中国の古典）」、
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「７つの習慣」、「アホは神の望み」、「生きがいの創造」、「大人の

ための偉人伝」、「高校生が感動した『論語』」及び「夜と霧」に

ついて、「市政に対する専門的な知識を得るための図書とはいえ
ない一般図書」であることから、政務調査費からの支出は不可で

あると指摘されている。 
しかし、議員が購入したものは、いずれもその図書名等に照ら

して見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであること

が明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員として
の調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかであると

もいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもので
あると認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

 

      ｂ  別表「個別監査結果一覧表」の№２(一部)及び№３ 
        請求人からは、議員が購入した「武士道」、「『孟子』は人を強

くする」、「修身教授録」、「すてきな自分に出会える法則」、「日本
人の神髄」、「青年の大成」、「未来を拓く君たちへ」、「王陽明と儒

教」、「マネジメント革命（『燃える集団』を実現する『長老型』

のススメ）」及び「中国古典入門『老子』（老子 CD 全４巻解説）」
について、政務調査報告書（個表）に書名の記載はあるものの各

図書の金額の記載がないこと及び「市政に対する専門的な知識を
得るための図書とはいえない個人的な興味により購入される一

般図書」であることから、政務調査費からの支出は不可であると
指摘されている。 

しかし、図書の金額が明らかでなかったものについては、政務

調査報告書（個表）に添付されているレシート写しと対照するこ
とによりその金額を確認できたこと、また、議員が購入したもの

は、いずれもその図書名等に照らして見ると、個人的な趣味・興
味の範囲に属するものであることが明らかで娯楽性が高いとま

でいえるものでもなく、議員としての調査研究活動に必要、有益

な図書でないことが明らかであるともいえないことから、本件支
出は、議員の裁量の範囲内のものであると認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である
とは認められないと判断した。 

   
Ｆ  星野洋子議員に係る支出 

       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１ 

        請求人からは、議員が購入した「貧困大国アメリカⅡ」及び
「マルクスは生きている」について、「市政に対する専門的な知
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識を得るための図書とはいえない一般図書」であり、政務調査費

からの支出は不可であると指摘されている。 

しかし、議員が購入したものは、いずれもその図書名等に照ら
して見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであること

が明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員として
の調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかであると

もいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもので

あると認められる。 
したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である

とは認められないと判断した。 
 

Ｇ  金子信男議員に係る支出 
       ａ  別表「個別監査結果一覧表」の№１、№２及び№３ 

        請求人からは、議員が購入した「ピンピンコロリ七つの秘訣

（いますぐできる長寿の極意）」、「和気愛藹 エッセイ＆対談集」、
「マルクスとともに現代を考える」及び「松川裁判から、いま何

を学ぶか」について、「市政に対する専門的な知識を得るための
図書とはいえない一般図書」であり、政務調査費からの支出は不

可であると指摘されている。 

しかし、議員が購入したものは、いずれもその図書名等に照ら
して見ると、個人的な趣味・興味の範囲に属するものであること

が明らかで娯楽性が高いとまでいえるものでもなく、議員として
の調査研究活動に必要、有益な図書でないことが明らかであると

もいえないことから、本件支出は、議員の裁量の範囲内のもので
あると認められる。 

したがって、本件支出については、違法又は不当な支出である

とは認められないと判断した。 
 

 
 ３ 結論 

   本件請求に係る政務調査費については、いずれも違法又は不当な公金の

支出であるとは認められず、請求人の主張には理由がないものと判断する。 
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請求額 確認額

1 8-0008 資料購入費 2,478 2,478 0 　

2,478 2,478 0

請求額 確認額

1 4－4 資料購入費 3,360 3,360 0 　

2 4－2 資料購入費 38,315 38,315 0

3 9－7 資料購入費 39,800 39,800 0

81,475 81,475 0

請求額 確認額

1 34-29 資料購入費 12,500 12,500 0 　

12,500 12,500 0

備                             考

備                             考

合計

前原博孝 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

別表　　　　　　　　　　　　　      個別監査結果一覧表

返還対象金額
№ 管理番号 使途項目

認定した
要返還額

唐澤義達 　議員

《表示内容等》
１　記載順序
　　当一覧表の記載順序は、監査請求書の記載順序と同一である。

２　表示内容等
　(1)  「管理番号」欄
　　　 「政務調査報告書（個表）」に記載されている管理番号を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された管理番号が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「管理番号補正」と表示した。
　(2) 「使途項目」欄
　 　  「政務調査報告書（個表）」に記載されている費用の項目名を表示した。
　　　　 (注) 監査請求書に記載された項目名が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に
　　　　　　「使途項目補正」と表示した。
　(3) 「返還対象金額」欄
　　　 ア　「請求額」欄
　　　　　 監査請求書に記載されている返還対象金額をそのまま表示した。
　　　 イ　「確認額」欄
　　　　　 アの「請求額」について「政務調査報告書（個表）」とチェックし、確認した後の金額を表示した。また、 監査
　　　　請求書に記載された金額が相違していると認められる場合は網掛けをし、その旨「備考」欄に「対象金額補
　　　  正」と表示した。
　(4) 「認定した要返還額」欄
　　　  返還対象金額について調査した結果、市長に返還すべきと認められる金額を表示した。

備                             考

合計

認定した
要返還額

合計

豊田　　満 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額
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請求額 確認額

1 2-6 資料購入費 3,465 3,465 0

3,465 3,465 0

請求額 確認額

1 7-3 資料購入費 5,880 5,880 0

2 9-3 資料購入費 27,117 27,117 0

3 10-3 資料購入費 22,800 22,800 0

55,797 55,797 0

請求額 確認額

1 4-2 資料購入費 1,440 1,440 0

1,440 1,440 0

請求額 確認額

1 10-6 資料購入費 1,600 1,600 0

2 11-1 資料購入費 3,100 3,100 0

3 4-4 資料購入費 2,500 2,500 0

7,200 7,200 0

請求額 確認額

164,355 164,355 0

返還対象金額
認定した
要返還額

総　　合　　計

備                             考

　

合計

金子信男 　議員

№ 管理番号 使途項目
返還対象金額

認定した
要返還額

№

合計

　

備                             考
認定した
要返還額

返還対象金額
使途項目管理番号

合計

№

合計

　

認定した
要返還額

備                             考

　

備                             考
認定した
要返還額

篠田文男 　議員

№

松本英彦　議員

星野洋子 　議員

管理番号 使途項目
返還対象金額

返還対象金額
管理番号 使途項目
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氏　　名 会派 　　　　　　　　　　　　　　　　支出項目の内容と備考

唐澤義達 民主･無

管理番号8-0008　　実施年月日平成22年8月18日資料購入費2,478円、　（株）須坂屋。　書籍
「あなたが総理になって、いったい日本のどこが変わるの」　798円。商品の説明　 夫・菅直人を叱咤！　首相を最もよく
知る妻が、「あえて今」問う！2010年6月4日、夫・菅直人が第九十四代内閣総理大臣に選ばれた。総理大臣というと吉田茂や
鳩山一郎のような風格漂う傑物を思い起こす私にとって、「本当に菅でいいのかしら」という思いが拭えない。しかしこんな
大変な時期に自ら立候補したのだから、覚悟はできているのだろう。私も共に行くしかないーー。四十年の結婚生活を通し
て、最も身近な夫人が菅直人という人間を語る。サラリーマンの息子で、市民運動経験を持ち、かつ非自民出身の総理の知ら
れざる素顔」と説明されている。　上記の内容から判断しても市政に対する専門的な知識を得るための図書といえない、個人
的な興味により購入される一般図書であり、政務調査費からの支出は不可である。
新たなる金融危機に向かう世界　福島隆彦著　1,680円
「E-hon]社　商品の内容［要旨］ユーロ暴落はアメリカが仕組んだ。米国債を買わせるために。金（ゴールド）も暴落させらせる。
［目次］第１章　世界の金融経済はまだまだ落ち続ける（アメリカがユーロの次に金の暴落を仕掛ける；１年間の戻り相場が終わり、ダウは６５
００ドルに向けて下落する　ほか）；第２章　ユーロ危機はアメリカによって仕組まれた（一時９９８ドルの暴落はシカゴ・マーカンタイル取引
所が仕掛けた；ＣＭＥのメラメッドとＮＹＳＥのマードックの戦争　ほか）；第３章　それでもユーロとＥＵ（ヨーロッパ同盟）は崩壊しない
（ユーロ安は１ユーロ＝０．９９ドルまで進むが、そこから反転する；ＥＣＢ（ヨーロッパ中央銀行）は、やってはいけない国債引き受けをやっ
てしまった　ほか）；第４章　アメリカのインチキ経済が破綻し、世界は恐慌に突入する（資本主義の長期波動の動きには誰も逆らえない；アメ
リカは４０００兆円を実損で処理しなければならない　ほか）；第５章　「６・２反小沢クーデター」はアメリカが仕掛けた（鳩山・小沢政権の
崩壊は「反小沢クーデター」だった；「６・２反小沢クーデター」を実行した者どもを許すな　ほか）；あとがき　人間とはあさましくもドン欲
な生き物である
［出版社の商品紹介］　ギリシャ問題はユーロ問題などではない。アメリカのなりふりかまわぬ米国債、米ドル防衛のためのしかけに騙されては
いけない。おすすめコメント　ギリシャ危機が世界を震撼させた。リーマン・ショックから回復基調にあるとされていた世界経済がきわめて脆弱
なものであることがこれで明らかになってきた。これから金融核爆弾が何度も爆発していくと副島隆彦がこれまで予測してきたとおりである。今
回の危機はユーロの危機という捉え方が一般的だが、じつは問題の本質は、アメリカにある。米国債、米ドルの犠牲にされたのが、ユーロだった
のである。断末魔のアメリカはなりふりかまわずあらゆる手段を使って自国の経済を守ろうと必死になっているのである。世界経済にしかけられ
たアメリカの欺瞞を副島隆彦が明らかにする。
　上記の内容から判断しても市政に対する専門的な知識を得るための図書といえない、個人的な興味により購入される一般図
書であり、政務調査費からの支出は不可である。

前原博孝 自　民

管理番号4-2、実施年月日平成22年4月24日　資料購入費　DVD・私達の昭和（ユーキャン出版事業部）　38,315円、ＤＶＤの内
容は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。DVDの内容は広告タイトルに「目を閉じれば浮かび上がる懐かしい
暮らしの思い出」「その時戦地では何が起きていたのか―。 あの戦争の全貌に迫る実録映像集。」とある。敗戦後を含む動

 画集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
（　http://www.u-canshop.jp/watashitachinosyouwa/　）　　平成23年4月24日執行選挙で落選した。

前原博孝 自　民

管理番号9-7、実施22年9月15日　資料購入費　DVD・21世紀大日本史（ユーキャン出版事業部）　39,800円ＤＶＤの内容は一般
図書であり政務調査費からの支出は不可である。DVDの内容は広告タイトルに「日本の歴史を集大成した、決定版の歴史書を
ご案内します。「21世紀 大日本史」は、見て楽しい歴史資料を多数収めた「歴史絵巻」全2巻と、読めば歴史の流れがよくわ
かる「通史」全4巻をセットにした豪華本です。見やすさ、読みやすさはもちろん、豊富な資料と丁寧な解説で、老若男女や
世代を問わず、どなたでもお楽しみいただけます。偉人の足跡をたどるもよし、史跡めぐりに役立てるもよし…日本史の面白
さを再発見できる画期的な歴史書を、あなたもぜひお手になさってください」とある。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。（　http://www.u-canshop.jp/dainihonshi/　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年4月24日執行選挙で落選した。

　　　　　　　　　別表１、　　平成22年度及び平成23年4月分、資料購入費の違法な支出一覧表（書籍等）
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前原博孝 自　民

管理番号4-4　実施年月日平成22年4月16-19日　資料購入費　3,360円　1、世界のニュースの基礎知識　2、大学図鑑2011
1、１テーマ５分でわかる世界のニュースの基礎知識　小学館 　1,470円　　支払先文京書店
商品の内容　e-hon ［要旨］
世界はニュースで繋がっている。“ニュースの達人”池上さんが今さら人に聞けない素朴な疑問にも答えます。
出版社・メーカーからのコメント
中東のドバイってなんであんなに儲かってるの？　北朝鮮が日本の方にミサイルを撃つのはどうして？　なぜオバマでも「戦
争」を止められないのか？　”ニュース解説の達人”が、２０１０年代の世界と日本を読み解く！
なぜオバマでも「戦争」を止められないのか？　日米欧で起きた「政権交代」は何をもたらしたのか？　「新型インフルエン
ザ」の思わぬ余波とは……？　ニュース解説の達人が、２０１０年の世界と日本を読み解く！
2、大学図鑑　2011　ダイヤモンド社　1,890円　管理番号4-4、実施22年4月16-19日　資料購入費
商品の内容　e-hon ［要旨］コレが有名大学７９校の「本当の姿」だ。後悔しない大学進学のために必読の１冊！自分に合っ
た大学選びのバイブル、２０１１年度版。　　[目次］はじめに；関東私大Ａグループ；関東私大Ｂグループ；関東私大Ｃグ
ループ；関東私大Ｄグループ；関東私大Ｅグループ；関東女子大グループ；関西私大グループ；国公立大学グループ（東日本
編）；国公立大学グループ（西日本編）
おすすめコメント：大学の雰囲気から授業内容、学生生活、サークル等、細かい情報が満載。後悔のない大学選びをして、自
分らしい生き方をつかもう！「与信管理」に対して、難しく専門的な業務だというイメージを抱いている人は多い。だが、そ
れは勘違い！自分が取引する相手が信頼できるのかどうかを正しく判断することは、仕事上はもちろん日常生活においても必
要不可欠。相手のどんな情報をどうやって集めてどう判断すればよいのか。与信管理の基礎をしっかり教えます！

政務調査費報告書（個表）管理番号4-4、調査の具体的内容欄　には「議員としての知識、資質の向上の為。」と記載されて
いるが、政務調査費は「川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費」に支出されるもので上記「調査の具体的内容
欄」に記載された内容「議員としての知識、資質の向上の為。」は「川口市議会議員の調査研究に資するため必要な経費」に
該当しない違法な支出である。　　　　平成23年4月24日執行選挙で落選した。

篠田文男 公　明 平成23年2月15日　管理番号2-6　資料購入費　書籍　「老子の無言」「ニーチェの言葉」　計3,465円。
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
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松本英彦 自　民 実施年月日平成22年7月30日他　管理番号7-3資料購入費　書籍購入  は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。
書籍購入①領収書　文教堂書店　川口駅店　合計金額2,835円の書籍は下記の2冊。
チャンスをつかむ人ピンチをつかむ人（幻冬舎　松田公太）。退散せよ似非コンサルタント（フォレスト出版　　船井幸雄）

松本英彦 自　民 書籍購入②領収書　文教堂書店　川口駅店　合計金額3,045円の書籍は下記の2冊。
　　日本の運命（ＰＨＰ研究所　浅井　隆）1,575円　　　　定年からの輝く生き方（帯津良一　　東洋経済新聞社）1,470円

管理番号9-3　実施年月日平成22年9月14日他　資料購入費　書籍購入①②③は一般図書であり政務調査費からの支出は
不可である。 

書籍購入①領収書　芳誠堂　合計金額840円の書籍は下記の1冊
　　伝える力（ＰＨＰ研究所　池上　彰）

書籍購入②領収書　文教堂書店　川口駅店　合計金額14,709円の書籍は下記の10冊
　 ①代表的日本人（岩崎書店　内村鑑三）　②生き方（サンマーク出版社　稲盛和夫）

③菜根譚（ディスカバートウエンティワン　洪自誠）
④老子・荘子（角川学芸出版　野村茂夫）　⑤七つの習慣（キングベアー出版　スティーブンＲコヴイー）
⑥アホは神の望み（サンマーク出版　村上和夫）

⑦生きがいの創造（ＰＨＰ研究所　飯田央彦）　⑧大人のための偉人伝（錦明印刷　木原武一）　
⑨高校生が感動した論語」（萩原印刷　木原武一）　⑩　夜と霧（みすず書房　ビクトルエミールフランシス）

書籍購入③　文教堂書店　川口駅店　合計金額11,568円の書籍は下記の9冊
①武士道（三笠書房　新戸部稲造）　②孟子は人を強くする（祥伝社　佐久　協）　③修身教授録 (致知選書　森 信三)
④すてきな自分に出会える法則（ＰＨＰ研究所　田中信生）　⑤日本人の真髄（サンマーク出版　小田全宏）　　
⑥青年の大成（致知出版社）　⑦「未来を拓く君達へ」安岡正篤　⑧王陽明と儒教（致知出版社）
⑨マネジメント革命（講談社　天外伺朗）

管理番号10-3　実施年月日平成22年10月14日他　資料購入費　書籍購入は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である
10-3-2　請求書（株プレジデント社）　中国古典入門「老子」　22,800円

豊田　満 自　民

管理番号34-29　実施年月日平成22年7月30日　資料購入費　個表の記載内容及び領収書貼付用紙の請求書内容削除、書籍価格の
不一致など記載に不実記載と疑われる部分があり違法である。「モデルスピーチ全集　会社一般用」2冊　①3,050円＋④3,250円
と「誰にもわかる社会生活六法Ｑ＆Ａ」2冊　②3,300円＋⑤2,900円合計12,500円（同一書籍を2冊ずつ購入している事も不
可）（新日本法規出版株式会社）。不実記載及び同一書籍の重複購入、市政に対する専門的な知識を得るための図書ではなく
政務調査費からの支出は不可である。　　　平成23年4月24日執行選挙に立候補せず。

星野洋子 共　産 管理番号4-2　実施年月日平成22年4月6日　資料購入費　書籍購入は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。

貧困大国　アメリカⅡ　720円（赤旗南部出張所）　　一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。
マルクスは生きている　720円（赤旗南部出張所）　　一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年4月24日執行選挙に立候補せず。

金子信男 共　産 管理番号10-6　実施年月日’10年10月30日　資料購入費　書籍購入は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である。
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書籍「ピンコロリ七つの秘訣いますぐできる長寿の極意」　（大月書房　笠原浩）1,600円
副書名：いますぐできる健康長寿の極意・概要：①老人力、②笑って暮らす、③頭の体操、④ハート、⑤おしゃべり、
⑥よく噛んで、⑦からだを動かす、おまけ・男性専用の秘訣。　　　
管理番号11-1　実施年月日’10年11月10日　資料購入費①②の書籍購入は一般図書であり政務調査費からの支出は不可である

①エッセイ＆対談集、和気愛曖」1,600円。②「マルクスと共に現代を考える」1,500円　計3,100円

①エッセイ&対談の内容　[日販MARCより]党書記局長として活躍する著者が、ブログや「しんぶん赤旗」の近畿のページに
掲載した中から厳選したエッセイと、著名人４人との対談を収録。未来を見すえ、人の心、政治の心をホットに語らう１冊。

BOOKデータベースより]未来を見すえ、ホットに語らう。人の心政治の心。第１部　エッセイうららかな春は（歌と時代；人
と人；政党とは、政治家とは；政治を大もとから変える）第２部　人情対談（張本勲（野球評論家）―平和のキャッチボール

；ペギー葉山（歌手・日本歌手協会会長〔＝対談当時〕）―心に太陽　唇に歌を；加藤剛（俳優）―「大岡越前」
・戦争と平和・憲法９条；柴田京子（京都・先斗町料理屋「山とみ」女将）―日本共産党はん、日本をようしとぉくれやす）
②「マルクスと共に現代を考える」【目次】（「BOOK」データベースより）
マルクスは生きている（連続セミナー版）（大学時代にマルクスが必読な理由／マルクスの眼で見た二一世紀の日本と世界）
／社会進歩と女性-「女性の世界史的復権」の時代が始まっている（挨拶をかねて／女性解放の道-古典から学ぶ
／世界で女性の地位はどう変わってきたか／日本社会では異常な女性差別が続く／世界と日本を動かす主役として）
管理番号4-4　実施年月日'10年4月14日　資料購入費　「松川裁判から今なにを学ぶか」　2,500円
「松川裁判から今なにを学ぶか」　内容（「BOOK」データベースより）
六〇年前の一九四九年八月一七日、東北本線金谷川‐松川駅間における真夜中の列車転覆という怪事件。国鉄と東芝の計二〇
人の労働者が起訴され、第一審、第二審では大逆事件以来の大量死刑判決が下された。その後、作家・広津和郎の裁判批判
や、広範な市民の公正裁判、無罪判決を求める声が渦となり、一四年間続いた世紀の裁判は全員無罪が確定した。本書では、
この松川事件の背景や真犯人論の解明も含めて、戦後最大の冤罪事件が生み出された過程を検証し、松川裁判の軌跡を総括。
そして未曾有の裁判批評・救援運動として広がった松川運動の特質をも克明に描き出した決定版である。
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