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住 民 監 査 請 求 書 

 

2015 年 9 月 24 日 

  

川口市監査委員 殿 

              

請 求 者 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

Ⅰ 請求の要旨 

 

第１ 請求の対象 

-1、対象となる市会議員名  

    杉本 佳代 

 

-2、対象となる支出 杉本佳代議員が支出した違法かつ不当な政務活動費（調査研究費） 

2013 年度（平成 25 年度）政務活動費 （調査研究費）の支出。 

個表 4-7 25 年 4 月 30 日 項目：調査研究費。内容：議員が行う市の事務、地方自治行政に関 

する調査研究及び調査関する経費。金額：60,000 円 内訳：調査委託費。 

（別紙１、個表 4-7） 

領収書等貼付用紙 領収書等貼付用紙には下記の領収書（要約）が貼付されている。 

領収書 杉本佳代 様  ★ ￥60,000 円  但 政務調査及び法律相談   

25 年 4 月 30 日 上記正に領収いたしました 中島肇法律事務所 弁護士 中島肇     

                           （別紙 2、領収書等貼付用紙 4-7） 

 

   以下に記載の各個表にも 別紙１、別紙 2、と同じ（年月日は異なる）記載があり対象とする。 

個表 5-1、個表 6-6、個表 7-5、個表 8-7、個表 9-6、個表 10-5、 

個表 11-5、個表 12-4、個表 1-4、個表 2-5、個表 3-4、 

 

-3、上記 -1、-2、を請求の対象とする。 
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第２ 川口市には政務活動費に係る以下の例規がある。 

「川口市議会政務活動費の交付に関する条例」「川口市議会政務活動費の交付に関する規程」及び「川口 

市議会政務活動費の手引き」の定めがある。 

 

-1、「川口市議会政務活動費の交付に関する条例（以後〔条例〕という）」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 項から第 16 項までの規定に基

づき、川口市議会議員の調査研究その他の活動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活動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、別表(第 9 条関係)  調査研究費には以下の定めがある。 

「会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費、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」 即ち条例，第 1 条に従い、別表(第 9 条

関係)  調査研究費に定める経費に支出する事が認められ、それ以外の支出は認められていない。 

 

-3、「政務活動費の手引き 川口市議会 平成 25 年 4 月 1 日」には以下の定めがある。 

1、基本方針 

政務活動費は、川口市議会政務活動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。）の調査研究その他の活動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、政務活動費は、調査研究その他の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、調査研究その他の活動の目的及び内容は明確にされなければならない。（以下省略） 

 

2、政務活動費の手引き、Ⅱ「政務活動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 

政務活動費の支出については、調査研究その他の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、調査研究その他の活動に実際に要した費用に対

し充当することを原則とする。（以下省略） 

 

Ⅱ  本件研修費支出内容について。  

 -1、杉本佳代氏は川口市会議員である（以後〔杉本議員〕という） 

    川口市議会のＷＥＢサイト議員名簿に記載の杉本議員サイト http://kayo44.com/ のプロフィー 

ルには「平成 19 年 株式会社ジュリス・キャタリスト会社設立（代表取締役）法律家を中心とし 

た研究会・研修会の運営事業会社。地方自治法務研究会、医療福祉経営法務研究会、農業経営法 

務研究会他の研究会を運営」とある。 

 -2、杉本議員は中島肇法律事務所に政務活動費より個表 4-7 の調査研究費を支出している。 

                    （別紙 1、個表 4-7 及び 別紙 2、領収書等貼付用紙 4-7、） 

 -3、上記-2、の支出先である中島肇法律事務所の一部門に株式会社ジュリス・キャタリストがある。 

                       （別紙 3、HP：中島肇法律事務所 表紙） 

  

http://kayo44.com/
http://www.juris-catalyst.com/
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-4、杉本議員は株式会社 ジュリス・キャタリストの代表取締（研究会担当）である。 

（別紙 4、HP：代表取締役（研究会担当）杉本佳代）（別紙 5、HP: 研究会スケジュール） 

 

 -5、杉本佳代は自らが中島肇法律事務所のシンクタンク部門、株式会社 ジュリス・キャタリストの代表 

 取締でありながら、中島肇法律事務所に調査委託費として 60,000 円を支出したものであり、第三者 

ではなく、自らが属する同一法律事務所内への支出である。謂わば身内への支出であり実費の弁償で 

はない。 

更に政務活動費の手引き、Ⅱ「政務活動費の使途に係る運用方針」 1、実費弁償の原則 にも反 

した支出である。よって本件支出は違法かつ不当である。 

 

Ⅲ 住民監査請求に係る結果について(通知)  川監収第 19 号 平成 26 年 8 月 26 日 

                        （2011 年度(平成 23 年度)政務調査費） 

  杉本議員は本件支出とは別に中島肇法律事務所に政務活動費より調査研究費を支出していることにつ 

いて以下の監査委員意見があるのでその一部を転記する。 

 

住民監査請求に係る結果について(通知)  川監収第 19 号 平成 26 年 8 月 26 日 

杉本佳代議員が 2011 年度(平成 23 年度)政務調査費より支出した「政務調査および法律相談契約料」 

 

「4 意見 

議員が、住民の要望を受け、政務調査活動の一環として市当局との交渉やその後の政策の立案、議会での

質疑等に生かすため、業務委託契約により弁護士等の専門家からアドバイスを受け、その対価を政務調査

費として支出する場合には、一般的な相談料と明確に区別できるよう、議員が行った調査研究の目的と市

政との関連性、支出金額の妥当性、研究 .結果の市政への影響等を政務調査報告書(個表)に具体的に記載す

るか、若しくは成果物(報告書等)の写しを提出するなど、議長及び議会事務局がその支出の正当性を検証で

きるよう透明性の確保を図るよう要望する。」 

 

             

-1、本件支出（別紙 1、個表 4-7 及び 別紙 2、領収書等貼付用紙 4-7、）に於いても 上記 4 意見の

文意「・・・業務委託契約により弁護士等の専門家からアドバイスを受け、その対価を政務調査費として

支出する場合には、一般的な相談料と明確に区別できるよう、議員が行った調査研究の目的と市政との関

連性、支出金額の妥当性、研究 .結果の市政への影響等を政務調査報告書(個表)に具体的に記載するか、若

しくは成果物(報告書等)の写しを提出するなど、議長及び議会事務局がその支出の正当性を検証できるよう

透明性の確保を図るよう要望する。」に反し、上記下線記載部分の・・政務調査報告書(個表)に具体的に記

載・・若しくは成果物(報告書等)の写しを提出する が全く無視されている。 

  

-2、上記、Ⅱ 本件研修費支出内容について。及びⅢ 住民監査請求に係る結果について(通知) に記した 

如く 川口市には政務活動費に係る例規に反し、上記 住民監査請求に係る結果について(通知) を無視

した違法かつ不当な支出である。 
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Ⅲ 措置要求の要旨 

   本件支出は上記各項に述べた如く違法かつ不当である。 

  市長に対し､当該議員が違法かつ不当に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 

な措置をとるよう勧告されたい｡ 

 

Ⅳ 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。 

 

Ⅴ 意見陳述 

   本件は違法かつ不当な行為が明白であり意見陳述の機会は不要であります。 

 

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。 

 

川口市監査委員 殿 

   

 

別紙証明書 

  別紙 1、個表 4-7 

  別紙 2、領収書等貼付用紙 4-7 

別紙 3、HP：中島肇法律事務所、表紙 

 別紙 4、HP：代表取締役（研究会担当）杉本佳代 

 別紙 5、HP: 研究会スケジュール 

 



muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト
別紙1、　個表4-7

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト



muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト
別紙2、領収書等貼付用紙4-7

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト

muramatsu mikio
タイプライターテキスト



  

別紙 3 HP：中島肇法律事務所 表紙 

 

 

 

 

 

 

 

本件請求者の説明追記 

上記は中島肇法律事務所のホームページである（以後〔HP〕という）。 

HPには シンクタンク部門 株式会社 ジュリス・キャスタリスト と表示されその下に 

各種研究会受託 法務研修 他 ≫ とある。  

 

 

 

 



別紙 4、HP：代表取締役（研究会担当）杉本佳代 
 

 

 

本件請求者の説明追記 

上記は中島肇法律事務所のホームページである（以後〔HP〕という）。 

HPにはシンクタンク部門 株式会社ジュリス・キャタリスト と表示され 会社概要 

代表者 代表取締役（研究会担当）杉本佳代 とある。 

これにより杉本佳代は中島肇法律事務所のシンクタンク部門の代表取締役であることが

確認できる。 



 

 別紙 5、HP: 研究会スケジュール 

 

 

 

本件請求者の説明追記 

上記は中島肇法律事務所のホームページ内の拡大表示である。 

シンクタンク部門 株式会社ジュリス・キャタリスト の代表取締役（研究会担当）杉本佳代が

担当した「研究会スケジュール」の内容が示されている。 

スケジュールには「農業経営法務研究会について」がある。 

 


