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川 口 市 長     岡村 幸四郎 様 

川口市監査委員     鳥海 和男 様 

星野 隆男 様 

川口市議会議長     板橋 智之 様 

 

 

 

住民監査請求結果について（請求人の所見提出） 

 

標記の件、さきに住民監査請求書を提出し「住民監査請求に係る結果について（通知）

川監収第 21号 平成 24年 8月 20日～川監収第 25号 平成 24年 8月 20日の各通知

を受領いたしました。 

 

本件請求人らは結果について不満を感じておりますので添付に請求人の所見を記載し、

提出いたします。 

 

今後は公金であります政務調査費の支出が法に従い適正に支出されることを願うもの

であります。 

  

公務繁多とは存じますが今後の川口市政のため適切なる御処置をお願い申し上げます。 

 

 

本件請求人 

川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄 

〒333-0821 川口市東内野56-33  

電話：Fax：048-295-0580 

kawaguchi.citizen.ombudsman@mbe.nifty.com 

http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/ 

(他 2名)  

 

添付：「住民監査請求に係る結果」に対する所見 
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2012 年 9月 10 日 

川口市民オンブズマン 

 

「住民監査請求に係る結果」に対する所見 

 

当会会員ら 3名が平成 22年度及び平成 23年度 4月分政務調査費の使途 7項目より以下の 5項

目「①広報発行等に関する支出、②視察に関する支出、③議員任期満了直前の支出、④議員任期

満了前後の支出、⑤資料購入に関する支出、の内、合計金額金額（29,825,63429,825,63429,825,63429,825,634円）」について不適

切な支出と判断し返還を求める住民監査請求を行った。監査委員は 1,293,4041,293,4041,293,4041,293,404 円の支出を不適切

と認め、市長は不適切な支出をした議員に対し平成 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よう勧告した。このことについて以下に所見を述べる。 

 

下記のⅠⅠⅠⅠにおいて上記①②③④⑤の五項目についての所見を述べる。 

ⅡⅡⅡⅡにおいて前回の「住民監査請求に係る結果について(通知)、川監収第 10 号、平成 22

年 7 月 16 日」（以後 前回監査結果前回監査結果前回監査結果前回監査結果 という）が議員の支出に反映されていない事に

ついて所見を述べる。 

 

ⅠⅠⅠⅠ、、、、上記上記上記上記①②③④⑤①②③④⑤①②③④⑤①②③④⑤のののの各項目各項目各項目各項目にににに対対対対するするするする監査結果監査結果監査結果監査結果についてについてについてについて請求人請求人請求人請求人のののの所見所見所見所見 
     

地方自治法および地方財政法には以下の定めがある。 
    

地方自治法第２条 14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉 
   の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。  
  

 地方財政法第四条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の 
 限度をこえて、これを支出してはならない。  

 
   上記の法に従い市の例規は定められている。当然のことながら法の精神は例規に反映され 

るべきものである。しかし本件住民監査請求に対する監査結果の判断において示された判断 
の基本方針に以下の文意がある。 
 
「ところで、議員の活動は様々な政治課題や市民生活にかかわり、その専門性や関心も多様 
であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負っていることを考え 
れば、会派及び議員の調査研究の対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査研究活動 
と市政との関連性、その日的、方法、必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるものであ 
ると言われている。 
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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上記上記上記上記にににに加加加加ええええ他他他他のののの判断判断判断判断においてにおいてにおいてにおいて監査結果監査結果監査結果監査結果はははは以下以下以下以下をををを示示示示しているしているしているしている    
・・・・・・・・裁量裁量裁量裁量のののの範囲範囲範囲範囲・・・・・・・・    

 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あるとは認められないと判断

した。 

 

上記の・・裁量の範囲・・は裁量の範囲が拡大され下記の法に反している。 

「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」  

「その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 

 

また「議員が全人格的活動を行い・・」とあるが全人格的活動の定義、意味が不明な表現で

あり判断の基本が理解できない。全人格的活動とはいか様なものなのか社会通念も不確定な

言語をもって・・議員活動について政治責任を負っている・・は意味不明である。わかった

ようなわからないような煙にまく感じで議員活動をとらえることは不可である。 

    

ⅡⅡⅡⅡ、、、、前回前回前回前回のののの「「「「住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求にににに係係係係るるるる結果結果結果結果についてについてについてについて((((通知通知通知通知))))、、、、川監収第川監収第川監収第川監収第 10101010 号号号号、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年 7777 月月月月 16161616 日日日日」」」」

がががが議員議員議員議員のののの支出支出支出支出にににに反映反映反映反映されていたかされていたかされていたかされていたか？？？？    

1、「住民監査請求に係る結果について(通知)」について。 

前回住民監査請求に対する監査委員の意見意見意見意見内容は監査請求で求めた法、条例などの解釈及び

実施について具体的に言及したものであり評価されるべきものであった。 

上記監査委員の意見意見意見意見により示された以下の事項があるので概要を示す。以下各項目の太字部分

は監査委員の 意見意見意見意見    である。 

 

（（（（1111））））領収書等領収書等領収書等領収書等のののの記載事項等記載事項等記載事項等記載事項等についてのについてのについてのについての    意見意見意見意見    がががが実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか？？？？    

文意「「「「・・・・・・・・領収書等領収書等領収書等領収書等についてについてについてについて証拠書類証拠書類証拠書類証拠書類としてのとしてのとしてのとしての信憑性信憑性信憑性信憑性をををを高高高高めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら

宛名宛名宛名宛名やややや但但但但しししし書書書書きききき等等等等のののの正確正確正確正確なななな記載記載記載記載があることががあることががあることががあることが望望望望まれるところであるまれるところであるまれるところであるまれるところである。」。」。」。」と示されている。 

 しかし今回議員ら提出の個表において、上記についての改善がやや見られたものの「後援

会費用（宛名が後援会）の領収書」「個表に記載した金額が事実と異なるもの」「レジのレ

シートを受領後に購入品の名称を自分で列記してあり信頼性に欠けるもの」「個表に添付し

た領収書の金額記載部分が無いもの」などの事例があり、領収書等について証拠書類として

の信憑性がないと判断されるものの存在があったことは意見意見意見意見に反するものである。 

当然なことではあるが正確な処理を実施している議員がいる反面、会計処理上不可である

処理を行う議員の存在は市民としては残念なことである。政務調査費は市民の税金であり公

金であることを強く認識し、今後は意見意見意見意見を真摯に受け止め適正な支出と手続きが行われるよ

う望むものである。 

 

(2)(2)(2)(2)視察研修等視察研修等視察研修等視察研修等についてについてについてについて    意見意見意見意見    がががが実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか？？？？    

「「「「先進都市等先進都市等先進都市等先進都市等のののの視察研修視察研修視察研修視察研修についてはについてはについてはについては、、、、手引手引手引手引きにおいてきにおいてきにおいてきにおいて、、、、そのそのそのそのテーマテーマテーマテーマ、、、、日程日程日程日程、、、、結果等結果等結果等結果等をををを「「「「政務政務政務政務

調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書((((個表個表個表個表))))」」」」にににに記録記録記録記録することとされているところであるがすることとされているところであるがすることとされているところであるがすることとされているところであるが、、、、同報告書同報告書同報告書同報告書のののの様式様式様式様式がすべてがすべてがすべてがすべて

のののの費用費用費用費用にににに対応対応対応対応するものであるためするものであるためするものであるためするものであるため、、、、項目項目項目項目がややがややがややがやや大大大大くくりなものとなっておりくくりなものとなっておりくくりなものとなっておりくくりなものとなっており、、、、したがってそしたがってそしたがってそしたがってそ

のののの記載内容記載内容記載内容記載内容、、、、程度程度程度程度はははは議員議員議員議員によりによりによりにより区区区区々々々々であるであるであるである。。。。調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動のののの性格性格性格性格からからからから、、、、そのそのそのその当否当否当否当否までまでまでまで深深深深くくくく立立立立
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ちちちち入入入入るものではないがるものではないがるものではないがるものではないが、、、、高額高額高額高額のののの調査旅費調査旅費調査旅費調査旅費をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合がががが多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、そのそのそのその透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保

をををを図図図図るるるる必要性必要性必要性必要性はよりはよりはよりはより高高高高いものといものといものといものと考考考考えられるのでえられるのでえられるのでえられるので、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、視察研修視察研修視察研修視察研修にににに係係係係るるるる必要事項必要事項必要事項必要事項をををを統一的統一的統一的統一的

にににに記載記載記載記載できるようなできるようなできるようなできるような専用専用専用専用のののの様式様式様式様式をををを制定制定制定制定してはどうかとしてはどうかとしてはどうかとしてはどうかと考考考考えるえるえるえる。。。。・・・・・・・・以下省略以下省略以下省略以下省略」」」」    

上記の如く丁寧に意見意見意見意見内容が説明され、意見意見意見意見を受けて「手引き」に文意「（2）証拠書類

の整備、に「・・、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。」と新たに定められた。 

しかし、一部の会派議員らは此の定めを無視し視察報告書を提出していない。 

  参考参考参考参考    

   上記の監査委員の意見を受け公明党議員（1名を除く）は平成 22年度政務調査費の支出に 

おいて手引きの改正に先行して「視察報告書」を作成、提出し公金の支出に対する透明化 

を図っている。他の会派、議員はこのような適切な判断と実施を範とするべきだと思う。 

 

(3) (3) (3) (3) 市長市長市長市長によるによるによるによる的確的確的確的確なななな審査審査審査審査についてのについてのについてのについての    意見意見意見意見    がががが実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか？？？？    

「「「「政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費がががが公金公金公金公金であることからであることからであることからであることから、、、、それをそれをそれをそれを交付交付交付交付したしたしたした市長市長市長市長がががが会計帳簿会計帳簿会計帳簿会計帳簿やややや領収書等領収書等領収書等領収書等によってによってによってによって

支出支出支出支出がががが適正適正適正適正かかかか否否否否かをかをかをかを調査調査調査調査することはすることはすることはすることは、、、、議員議員議員議員やややや議会議会議会議会のののの自律性自律性自律性自律性をををを侵害侵害侵害侵害するものとはするものとはするものとはするものとは言言言言えないとのえないとのえないとのえないとの

考考考考ええええ方方方方がががが確立確立確立確立しているところでありしているところでありしているところでありしているところであり、、、、一方一方一方一方、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの使途使途使途使途にににに関関関関するするするする市民市民市民市民のののの関心関心関心関心がますまがますまがますまがますま

すすすす高高高高まることがまることがまることがまることが予想予想予想予想されるところでもあることからされるところでもあることからされるところでもあることからされるところでもあることから、、、、市長市長市長市長はははは議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局をををを通通通通じたじたじたじた審査体制審査体制審査体制審査体制をををを

よよよよリリリリ一層整備一層整備一層整備一層整備しししし、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの使途使途使途使途にににに関関関関するするするする的確的確的確的確なななな審査審査審査審査はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、会派及会派及会派及会派及びびびび議員議員議員議員にににに対対対対しししし今今今今

以上以上以上以上にににに適時適切適時適切適時適切適時適切なななな指導指導指導指導をををを行行行行うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる」」」」と示されている。 

 

しかし今回請求人が指摘した違法または不当と示した事例のとおりであり、意見に示され

た「「「「市長市長市長市長はははは議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局をををを通通通通じたじたじたじた審査体制審査体制審査体制審査体制をよりをよりをよりをより一層整備一層整備一層整備一層整備しししし、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの使途使途使途使途にににに関関関関するするするする的確的確的確的確

なななな審査審査審査審査はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、会派及会派及会派及会派及びびびび議員議員議員議員にににに対対対対しししし今以上今以上今以上今以上にににに適時適切適時適切適時適切適時適切なななな指導指導指導指導をををを行行行行うことがうことがうことがうことが必要必要必要必要とととと考考考考ええええ

るるるる。」。」。」。」が行われていない結果だと思わざるを得ない。だとすれば監査委員の基本的な指摘であ

る意見を無視した行為であり怠慢であると言わざるを得ない。意見にある「会派及び議員に

対し今以上に適時適切な指導を行うことが必要と考える。」を早急に行い適切な公金の支出を

図るべきである。 

 

 （（（（4444））））    按分計算按分計算按分計算按分計算についてについてについてについて前回前回前回前回のののの「「「「住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求にににに係係係係るるるる結果結果結果結果についてについてについてについて((((通知通知通知通知))))」」」」    

「「「「・・・・・・・・現在現在現在現在のののの手引手引手引手引きききき上上上上ではではではでは、、、、按分割合按分割合按分割合按分割合をををを２２２２分分分分のののの１１１１としてとしてとしてとして支出支出支出支出できるとのできるとのできるとのできるとの定定定定めがあるのみであめがあるのみであめがあるのみであめがあるのみであ    

るるるる。。。。このためこのためこのためこのため、、、、調査研究活動等調査研究活動等調査研究活動等調査研究活動等にににに関関関関するするするする話題話題話題話題がほとんどをがほとんどをがほとんどをがほとんどを占占占占めるものについてめるものについてめるものについてめるものについて、、、、このこのこのこの２２２２分分分分のののの    

１１１１のののの按分基準按分基準按分基準按分基準をををを適用適用適用適用したしたしたした場合場合場合場合はははは極極極極めてめてめてめて不合理不合理不合理不合理なものとなるなものとなるなものとなるなものとなる。。。。どのようなどのようなどのようなどのようなケースケースケースケースがががが所定外所定外所定外所定外のものものものも    

のとなるのかものとなるのかものとなるのかものとなるのかも含含含含めめめめ、、、、今後更今後更今後更今後更にににに適切適切適切適切なななな按分計算按分計算按分計算按分計算のののの方法等方法等方法等方法等をををを示示示示しししし、、、、取扱取扱取扱取扱いのいのいのいの明確化明確化明確化明確化をををを図図図図るるるる必要必要必要必要    

があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる」」」」    

    

しかし上記の意見意見意見意見が反映されていない以下の二点がある。 

1、 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のままで明確化が図られてい

ない。 

2、 従って「調査研究活動等に関する話題がほとんどを占めるもの」に該当しない調査研究

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いる事例があった。 

    

請求人請求人請求人請求人のののの結論結論結論結論    

今回の監査請求対象、各会派、各議員の監査結果に対する所見は省略するが請求人の基本的

な主張に変更は無い。また本件通知を踏まえ住民訴訟を検討中である。 

今回の監査請求書に示す請求人の指摘事項は法に基づく「「その目的を達成するための必要且

つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」に反した事例である。 

しかし住民監査請求に係る結果について(通知)ではその殆どが「裁量の範囲を逸脱している

とまではいえないと認められる」と容認された。 
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例外的に返還対象となった「・・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写真代・73,500円」または「調

査研究のための経費・事務所費・として任期満了前、定期的に廃棄物処理費（28，350円）を支

出・」の例など、政務調査費に対する無知ともいえる支出があった。 

また監査の一例として示すが、請求人が指摘した図書・ＤＶＤ等は手引きに言う「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。」に定める支出可能な図書と容認された。 

小説の定義・範疇が不明確であり、今回指摘の図書を容認した判断は不可解である。（購入内

容は当会ＨＰを参照願いたい）。このことは他の判断と同様に拡大解釈による容認である。 

※当会ＨＰ：http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/ 

 

今回の「住民監査請求に係る結果について(通知)」には上記各項の理由により不満である。    

  

政務調査費の支出内容に関して各地の市民が問題点を指摘している。川口市においても住民

監査請求が繰り返し行われているが議員、会派による法の精神に基づく支出がなされていない

例が多いことは残念なことであり是正して戴きたい。 

 

一方、議員、会派の中には政務調査費の支出に十分な配慮を窺わせる例があることも事実で

あり、政務調査費支出の規範とされるべきである。 

 

今後は会派、議員、市関連部署が監査結果を真摯に受け止め、納税者、一般市民が理解でき

る支出がなされ、より良い市政が行われるよう願っている。 

 

またこの度、地方自治法改正により使途基準を拡大し「政務に係る調査研究」を「その他の

活動」も含むと改正した。今後どのように条例が改正されるか市民も「悪法に改正」されぬよ

う注目する必要があることを追記する。 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

地方自治法改正関し朝日新聞に社説が掲載されているので下記に転記する。 

 （朝日新聞 社説 2012年9月3日月曜日、より転載）   

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費  地方議員地方議員地方議員地方議員はははは襟襟襟襟をををを正正正正せせせせ 

先日の地方自治法改正で、自治体から地方議員に支給される「政務調査費」の使いみちを広

げることが認められた。当初の政府案にはなかったが、民主、自民などの提案で修正された。 

内容はこうだ。政務調査費を「政務活動費」とし、調査研究だけでなく、選挙や後援会活動を

のぞく「その他の活動」にも使えるようにする。使える活動の内容は、条例で定める。 

政務調査費は、都道府県では議員1人あたり月30万円ほど支給されている議会が多い。 

しかし、各地の自治体で飲食代など不適切な使い方が次々と発覚していることから、市民オ

ンブズマンなどが住民監査や訴訟などで返還を求める例が相次いでいる。 

先日も、大阪維新の会の大阪市議団が昨年の市長選前に開いた集会の費用の一部にしていたこ

とがわかり、問題になった。 

今回の改正は、全国都道府県議会議長会が、住民の声を聞く相談会を開く費用や陳情の旅費

など、広く議員活動一般に使えるように自民党などに要望したものだ。 

非常識な使い方が目につくことも考えれば、市民オンブズマンが改正法を「驚くべき悪法」と

反発するのは無理もない。衆院での採決直前に修正案が出てきたことも、総選挙を前に地方議

員の要望にこたえたい政党側の思惑もうかがわせる。 

ただ、改正によって、これまで議長が決めていた使途基準を各自治体に条例で定めるように

改め、議長に透明性を確保する努力義務も盛り込んだ。 

つまり、あいまいだった使いみちを明確にする責任を、議会に負わせるかたちにしたのだ。 

議会によっては、お手盛りの条例案が出てくることも十分に考えられる。一方で、それを許さ
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ないよう、住民が条例制定の過程を監視することもまたできるようになる。 

都道府県議会では、これまでも政務調査費の収支報告は議長に提出され、住民にも公開され

てきた。とはいえ、すべての支出の領収書の添付を義務づけているところもあれば、1件につき

5万円以上の支出に限っているところもある。 

住民の税金から支給されていることを考えれば、すべての領収書を公開するのが望ましい。

金額が妥当なのかも考え直す余地がある。 

今回の改正を機に、まずは議員みずからが襟を正していかねばならない。さらに無駄な出費を

なくすよう、住民も監視の目を光らせたい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以下以下以下以下にににに各五項目各五項目各五項目各五項目のののの監査結果監査結果監査結果監査結果についてについてについてについて請求人請求人請求人請求人のののの判判判判断等断等断等断等についてについてについてについて詳細詳細詳細詳細をををを記記記記すすすす。。。。    

    

1111、、、、①①①①広報発行等広報発行等広報発行等広報発行等にににに関関関関するするするする支出支出支出支出。（。（。（。（請求請求請求請求のののの対象対象対象対象とととと理由理由理由理由））））    

     請求請求請求請求のののの対象対象対象対象 ３会派（自民党、公明党、共産党）および 議員（34名）が指摘対象である。 

        請求人請求人請求人請求人らがらがらがらが返還返還返還返還をををを求求求求めるめるめるめる理由理由理由理由    

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」であるから、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をすべきである。 

      

----1111、、、、監査結果監査結果監査結果監査結果（（（（広報発行等広報発行等広報発行等広報発行等にににに関関関関するするするする支出支出支出支出））））    

   以下に監査結果の一部（文意）を転記する。 

「・・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。」  「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Ⅲ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

に判断した」としている。 

 

   また前回監査結果において監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見として以下がある。 

文意「・・・（3）按分計算について  ・・・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、・・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。 

ホームページやブログについても同じようなことが言えるが、これらは更に、随時更新さ

れるものであるため、内容の確認は時期がずれるほど困難になるという問題がある。 

このため、例えば、年度末現在等、一定の時期に画面のコピーの提出を求めるような方策な

どが必要なのではないかと考える。」とある。 

 

----2222、、、、監査結果監査結果監査結果監査結果にににに対対対対するするするする請求人請求人請求人請求人のののの所見所見所見所見 

上記、監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見は当然なことであるが今回指摘した事例は調査研究活動、議会活動
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及び市の政策に関する話題等が大部分であるとはいえないものが殆どであり、今回の監査結

果（判断）は請求人の指摘（判断）とは相いれない部分がある。請求の詳細は当会ホ－ムペ

イジに掲載する住民監査請求書を参照願いたい。 

また、今回請求人の指摘の如く不具合が多発しているのは前回監査結果に従い「・・適切

な按分計算の方法等を示し、取扱いの明確化を図る」ことがなされていないことに一因があ

る。監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見に従い、ホームページやブログの件及び按分計算の方法を早急に明確化

するべきである。 

 

 

2222、、、、②②②②視察視察視察視察にににに関関関関するするするする支出支出支出支出（（（（請求請求請求請求のののの理由理由理由理由））））    

     議員支出分議員支出分議員支出分議員支出分件数件数件数件数    請求人が調査対象とした議員議員議員議員支出分支出分支出分支出分は合計合計合計合計 133133133133 件件件件である。 

合計 133 件中、視察報告書の記載があったもの 104104104104 件件件件（（（（78787878％）％）％）％）である。 

合計 133 件中、視察報告書の記載が無かったもの 29292929 件件件件（（（（22222222％）％）％）％）である。    

   ※公明党の議員は 1名を除きすべての議員が視察報告書を提出している。 

  会派支出分会派支出分会派支出分会派支出分件数件数件数件数（共産党支出分 2件のみ、他の会派による支出はなし） 

  支出件数は共産党が 2件（福井県 第 52 自治体学校 IN福井など計 5名が参加）  

  自民党、公明党、民主党新風会、川口みらい、無所属、などの会派による支出なし。 

 

請求人請求人請求人請求人らがらがらがらが返還返還返還返還をををを求求求求めるめるめるめる理由理由理由理由    

政務調査費により視察または研修を行えば「手引き」に従い政務視察報告書（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

るものであり、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「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。 

    

前回監査結果前回監査結果前回監査結果前回監査結果に示された監査委員監査委員監査委員監査委員のののの意見意見意見意見（（（（平成平成平成平成 22222222 年年年年 7777 月月月月 16161616 日日日日））））に以下がある。 

(2)(2)(2)(2)視察研修等視察研修等視察研修等視察研修等についてについてについてについて    

文意「先進都市等の視察研修については、手引きにおいて、そのテーマ、日程、結果等を「政

務調査報告書(個表)」に記録することとされているところであるが、同報告書の様式がすべ

ての費用に対応するものであるため、項目がやや大くくりなものとなっており、したがって

その記載内容、程度は議員により区々である。調査研究活動の性格から、その当否まで深く

立ち入るものではないが、高額の調査旅費を使用する場合が多いことから、その透明性の確

保を図る必要性はより高いものと考えられるので、例えば、視察研修に係る必要事項を統一

的に記載できるような専用の様式を制定してはどうかと考える・・・」 

 

 上記の監査委員の意見を受け公明党議員（1名を除く）は平成 22年度政務調査費の支出に

おいて手引きの改正に先行して「視察報告書」を作成、提出し公金の支出に対する透明化を

図っている。他の会派、議員はこのような適切な判断と実施を範とするべきだと思う。 

 

今回監査結果今回監査結果今回監査結果今回監査結果判断判断判断判断は下記のとおりである。 

文意文意文意文意・・・・・・・・・・・・「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。」とある。 
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また イイイイ    判断判断判断判断    ((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 考考考考ええええ方方方方 に以下の記載がある 
文意「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。」と示されている。 
 

 上記の監査結果のイイイイ    判断判断判断判断    ((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 考考考考ええええ方方方方    文意「・・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。」と示している。また、下線

部分・・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。は全くの例

外事例である。 
本件監査請求は政務調査報告書（個表）への視察等の結果の記録についてなされたもので

あり、テーマ、行程及び必要な領収書等記載の外観的な判断を求めたものではない。この判

断は外形的という観点の異なる判断であり、残念ながら請求に対しては意味のない判断であ

る。 
  

        本件本件本件本件についてについてについてについて「「「「川口市民川口市民川口市民川口市民オンブズマンオンブズマンオンブズマンオンブズマンのののの判断基準判断基準判断基準判断基準」」」」をををを以下以下以下以下にににに示示示示すすすす。。。。    
1、研究研修費（『 』内は別表の基準） 
『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)  支出が「市政の調査研究に資するために必要な経費」として適正であったか

を判断すること。 
1、個表に記載された内容及び関連サイトを調査し事実関係を正確に把握すること。 
2、会場費、政務調査として会場、目的が適切か？内容は逸脱していないか？  
3、研修などが政務調査として適切か？ 
4、飲食を伴う研修であったか？飲食があれば認めない。 
5、研修費用の金額が適切か？領収証（書）の記載が会計処理上正しく記載されているか。 
6、「市政の調査研究に資するために必要な経費」の趣旨に合致し、目的がこの趣旨にか

なっていて、かつその費用が目的、効果との関係で著しく高額ではないか。 
7、議員が所属する団体の研究会、研修会、大会などに参加することの判断は以下とする。 
議員が団体に所属することは、本人の政治的・社会的信条または私的関心によるもの

であり、市政に関する研修とは考えられない場合は支出を認めない。 
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        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
請求人は視察の内容が市政との関わりにおいて必要なものに支出しすることは当然で

あると考える。従って市政との関連性を示し成果を報告する必要があるので、政務調査

報告書（個表）((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 考考考考ええええ方方方方 に示す「・・テーマ、行程及び必要な領収書等の添付を確

認でき・・」を記載したのみでは「視察の内容が市政との関わりにおいて必要なものに

支出しすることが当然である」と考える請求人および一般市民の理解は得られないはず

である。上記の判断判断判断判断    ((((ｱｱｱｱ) ) ) ) 考考考考ええええ方方方方    では以後、請求人が指摘している支出についても同

様に問題がないと判断されることになる。この判断はあまりにも安易な判断と言わざる

を得ない。 
  請求人は会派、議員に与えられた裁量権は尊重するが実質的な判断において精緻かつ

厳密な判断が必要であると結論するものである。 
 
 

3333、、、、③③③③不当利得不当利得不当利得不当利得のののの返還返還返還返還請求請求請求請求    （注：再発時の参考に省略を最小限にして記載した。）    
    ③③③③議員任期満了直前議員任期満了直前議員任期満了直前議員任期満了直前のののの支出支出支出支出対象議員対象議員対象議員対象議員    

    議員 2 名が該当。任期満了で市議会議員を引退した議員および統一地方選挙で県議選

への転進をした議員の物品購入に関する支出が対象で政務調査費支出の根拠が認められ

ない利得行為であった。 
請求請求請求請求のののの要旨要旨要旨要旨    

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

ヤレスマイク等は、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。その全額について返還請

求すべきである。 
 

 -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。 
 
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。 
 

-2、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。 
    「実施年月日平成 23 年 2 月 27 日 管理番号 2-8 広報費 ワイヤレスマイク 74,700 円
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（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。  
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 日執行の選挙にはブログどおり立候補しなかった。 
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、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。 
    
-3、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。 
 
監査結果判断監査結果判断監査結果判断監査結果判断はははは下記下記下記下記のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
 市原光吉議員市原光吉議員市原光吉議員市原光吉議員にににに係係係係るるるる支出支出支出支出    

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。 
 

白根大輔議員白根大輔議員白根大輔議員白根大輔議員にににに係係係係るるるる支出支出支出支出    
    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ヤ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
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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、購入したワイヤ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、ワイヤレスマイク等は、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。 
    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。 
 

参考    請求人が引用している最高裁の判決に対する監査委員の判断    
（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。） 
請求人が引用している最高裁の判決は、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
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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。 
 

  上記監査委員の判断に対する請求人請求人請求人請求人のののの所見所見所見所見を以下に述べる。    
    上記の判断は法の精神に反している。地方自治法第 100条 14項「普通地方公共団体は、

条例の定めるところにより、そ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、その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ができる。この

場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければ

ならない。」とある。基本的な条件は調査研究に資するため必要な経費である。    
    
しかし監査委員の意見意見意見意見は以下のとおりである 

文意・・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。 
    

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。 

  

上記監査委員上記監査委員上記監査委員上記監査委員のののの意見意見意見意見にににに対対対対するするするする請求人請求人請求人請求人のののの所見所見所見所見。。。。    

    上記を要約すれば「任期満了まで約５ヵ月であっても、さらに次回市議選挙には後継者を

挙げ立候補をしない議員であっても、レンタルが可能な場合でも、議員が議員活動を強弱な

く最後まで貫徹するために必要な購入であったと言うから、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いから、よって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ので購入が任期満了約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。」となり類似の支出についても認められることになりかねない。 

    

上記の意見意見意見意見内容は下記の法に反していることは明らかであり容認できない判断である。 

 

地方自治法第２条 14 項 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉   

の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。  

  

地方財政法第 4条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の 

限度をこえて、これを支出してはならない。  
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4444、、、、④④④④任期終了前後任期終了前後任期終了前後任期終了前後のののの物品購入物品購入物品購入物品購入        

        対象議員名対象議員名対象議員名対象議員名とととと請求請求請求請求のののの要旨要旨要旨要旨    
対象議員名対象議員名対象議員名対象議員名：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 

   
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。 

  
「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。次回選挙を控える時期に政務調査費に

より物品を購入することは違法不当な行為である。よって返還を請求する。 
                

本件が違法不当である具体的な事実を以下に記す。。。。    
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（73,500円）の内容説明もな

く不透明。 
更に任期満了約 6ケ月前に説明なく、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ケ月前にパソコンを購入。 
任期満了約 3ケ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ケ月前に印刷機を購入。 

近藤 豊 任期満了約 6ケ月前、個表作成日、平成 22年 6月 1日へ 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Ⅲ 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意であり無効である。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ケ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ケ月前にコピーファックス複合機を購入。 
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今回監査結果今回監査結果今回監査結果今回監査結果はははは下記下記下記下記（（（（文意文意文意文意））））のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
杉本佳代 議員 
・・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、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Ⅲ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。 
    

請求人請求人請求人請求人はははは上記監査委員上記監査委員上記監査委員上記監査委員のののの判断判断判断判断をををを適正適正適正適正とととと考考考考えるえるえるえる。。。。    
    

 
木岡 崇 議員 

今回監査結果今回監査結果今回監査結果今回監査結果はははは下記下記下記下記（（（（文意文意文意文意））））のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
・・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、N0．2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 日を領収目付とする 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あるとは認められないと判

断した。 

 

上記監査委員の判断に対する請求人の所見は冒頭ⅠⅠⅠⅠにまとめて記載済みである。 
 

唐澤義達唐澤義達唐澤義達唐澤義達    
今回監査結果は下記（文意）のとおりである。 
「A 別表「個別監査結果一覧表」の No．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日を領収目付とす 
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。 
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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貝、什

器、文房貝の類で、情報機器（O A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。」 
 
請求人は任期満了の 9 日前に購入した行為を問題としたが、使途基準による監査委員の判断

については適正と考える。 
    

近藤近藤近藤近藤    豊豊豊豊    
今回監査結果は下記（文意）のとおりである。 
「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。」 
 
請求人は使途基準による監査委員の判断について適正と考える。 
    

高橋英明高橋英明高橋英明高橋英明    
今回監査結果今回監査結果今回監査結果今回監査結果はははは下記下記下記下記（（（（文意文意文意文意））））のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである    
    別表「個別監査結果一覧表」の No．1 政務調査報告書（個表）には、「その他の経費」と

して「P C購入」と記載の上、平成 23年 4月 9日を領収目付とする 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、④領収書の領収目付「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日と任期満了後の目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

の目付に関し、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
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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。 
（なおなおなおなお書書書書きのきのきのきの文意文意文意文意・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。」 
 
上記監査委員の判断に対する請求人の所見は冒頭ⅠⅠⅠⅠにまとめて記載済みである。    
    

板橋博美板橋博美板橋博美板橋博美    
 今回監査結果は下記（文意）のとおりである 
 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 
タ一代」と記載の上、平成 22年 5月 23日を領収目付とする 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。 

  
 上記監査委員の判断に対する請求人の所見は冒頭ⅠⅠⅠⅠにまとめて記載済みである。 
 
松本英彦 
今回監査結果は下記（文意）のとおりである 

  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

タ一代」と記載の上、平成 22年 5月 23日を領収目付とする 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。 
 
上記監査委員の判断に対する請求人の所見は冒頭ⅠⅠⅠⅠにまとめて記載済みである。 
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5555、、、、資料資料資料資料のののの購入購入購入購入    
請求の対象 
対象となる市会議員名 （計 7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 
 
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法の定めにより違法な支出である。 
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。 
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 

請求人が違監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。 
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。 
 

1、唐澤義達が購入した資料（2冊を購入） 
 ・あなたが総哩になって、いったい日本の何が変わるの、菅 伸子著 798円 
・新たなる金融危機に向かう世界 福島隆彦若 1，680円 

 
 2、前原博孝が購入した資料（2冊とＤＶＤ2件を購入） 

 ・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 
 ・大学図鑑 2011ダイヤモンド社   1，890円 
 ・ＤＶＤ・私達の昭和        38，310円、 
 ・ＤＶＤ・ＤＶＤ・21世紀大日本史  39，800円 

 
3、豊田 満が購入した資料 （モデルスピーチ全集など 4冊の購入）12，500円 

 ・モデルスピーチ全集          3，050円 
・誰にも分かる社会生活撒法律相談 Q＆A 3，300円 
・モデルスピーチ全集          3，250円 
・誰にも分かる社会生活撒法律相談 Q＆A 2，900円 

  調査の結果、個表管哩番号 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、支出の内容記載欄睦）と④の行間に抹消の形跡があり記載内容に信頼性が 
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ない。平成 23年 4月 24日執行選挙に立候補せず。 
  
 4、篠田文男が購入した資料（2冊を購入） 計 3，465円。 

・老子の無言       1，680円。  
・超訳ニーチェの言葉   1，785円。  

 
 
5、松本英彦が購入した資料 
  ・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 

・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 
 ・日本の運命（P H P 研究所 浅井 隆）1，575円     
・定年から輝く生き方（帯津良一  東洋経済新聞社）1，470円 

 ・伝える力（P H P 研究所 池上 彰）840円 
◎書籍購入②領収書 文教堂書店 川口駅店 合計金額 14，709円、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 菜根講（ディスカバートウエンデイワン 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（P H P 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（P H P 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） 

◎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               
 

6、星野洋子が購入した資料 計，1,440円（赤旗南部出張所） 
・貧困大国 アメリカⅡ   720円 
・マルクスは生きている   720円 

 
7、金子信男が購入した資料 
・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 
・「和気愛講 エッセイ＆対談集」  1，600円。 
・「マルクスと共に現代を考える」  1，500円 
・「松川裁判から今なにを学ぶか」  2，500円 
    
上記 1-7の各資料購入に対する監査結果は下記のとおりである。 
判断 考え方 
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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 
貝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。 
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。 

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。 

 
 上記監査委員上記監査委員上記監査委員上記監査委員のののの判断判断判断判断にににに対対対対するするするする請求人請求人請求人請求人のののの所見所見所見所見    

請求人請求人請求人請求人はははは「「「「議員議員議員議員にににに広範広範広範広範なななな裁量権裁量権裁量権裁量権がががが認認認認められているめられているめられているめられている」」」」とはとはとはとは言言言言ええええ、、、、公金公金公金公金のののの支出支出支出支出であるからであるからであるからであるから判断結判断結判断結判断結

果果果果にみられるにみられるにみられるにみられる書籍書籍書籍書籍のののの購入購入購入購入をををを認認認認めないめないめないめない。。。。請求人請求人請求人請求人はははは下記下記下記下記のののの判断基準判断基準判断基準判断基準をもってをもってをもってをもって法法法法にににに従従従従いいいい判断判断判断判断したしたしたした。。。。    
裁量権裁量権裁量権裁量権にににに基基基基づくづくづくづく支出支出支出支出であってもであってもであってもであっても冒頭冒頭冒頭冒頭にににに述述述述べたべたべたべた法法法法にににに従従従従ったったったった判断判断判断判断がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

 
参考参考参考参考：：：：当会当会当会当会のののの書籍書籍書籍書籍にににに関関関関するするするする判断基準判断基準判断基準判断基準からからからから抜粋抜粋抜粋抜粋、、、、はははは以下以下以下以下のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    
7、書籍 
1,行政に関する書式集、法令集については全額を認める。 
2,式辞集、辞書（電子辞書を含む）などについては認めない。 
3,市政に関する調査研究に必要な専門的知識を得るため有益と考えられるものについては認

めるが、これに該当しないと考えられる一般図書については認めない。 
4,領収証に書籍名の記載されていない支出は認めない。 
 

8、雑誌 
1,市政に関する調査研究に必要な専門的知識を得るため有益と考えられるものは認める。 
2,一般的な商業雑誌は認めない。 
3,個人の政治的・社会的信条または私的関心に基づくと考えられるものについては認めない。 
 

9、その他の資料代 
雑誌・書籍に準じて判断する。 

     

以上 


