
川口市記者クラブ 報道各社 様     平成21年4月30日 

平成20年度川口市議会の政務調査費の是正依頼実施の発表について 

                      

川口市民オンブズマン・代表 村松幹雄 

■ごあいさつ 

平素より、川口市に関する各種報道活動にご尽力頂き、心より感謝申し上げます。 

 

標記の件、4月30日（金）に川口市議会 議長 岩澤 勝徳氏宛てに『平成20年度川口市議会

の政務調査費の支出について（是正依頼）』を提出させていただきましたので、ご案内いたしま

す。 

 

■『平成20年度の川口市議会の政務調査費の支出について（是正依頼）』 

 当会では昨年5月より川口市議会の平成20年度・政務調査費の使途について調査を開始して

おりましたが、今回、調査結果をもとに川口市議会議長宛に是正依頼を実施させていただきまし

た。 

今回の調査は当会のメンバーが情報公開制度を活用して政務調査費の収支報告書（領収書

添付）をすべて閲覧し、必要に応じて手書きで情報を集約しました。 

※情報公開制度を利用してコピーを請求すると約40万円程度かかると想定されるため、調査に

相当な日数がかかりました。 

なお、是正依頼の概要（返還対象）は以下のとおりです。 

議員個人として39名分 44,021,577円 

自民党 162,156円 

公明党 46,050円 

共産党 1,295,425円 

合計 45,525,208円 

※ 民主党は会派として政務調査費を使用していません。 

 

 当会は川口市議会の各議員・各会派が今回の是正依頼を率直に受け止めていただき、川口

市民に納得できる対応となることを切に願っています。 

■その他 

●別紙 

1.平成20年度の川口市議会の政務調査費支出に関する支出について（是正依頼） 

2.川口市民オンブズマン・ニュース03号（平成20年度の川口市議会の政務調査費の概要） 

3.是正依頼の政務調査費の一覧 

※是正依頼の別紙（各議員・各会派の是正依頼した全項目）は大量の資料となるため、次

の当会HPより参照ください。http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/katsudou0304.htm 

※4/30（金）17：00にデータを公開予定になっています。 

●当会の活動の詳細について当会HP、または以下の問合せ先までご連絡ください。 

以上 

〒333-0821 川口市東内野 56-33 電話：Fax：048-295-0580 

kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp 
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平成20年度の川口市議会の政務調査費の支出について（是正依頼） 

 

  日頃は市政のために御尽力戴き感謝申し上げます。 

 さてこの度、川口市民オンブズマンは「平成20年度川口市議会の政務調査費の支出」につ

いて調査をいたしましたが、適切な支出がある中にも一部において不適切と判断せざるを得

ない支出がありました。 

  不適切と判断いたしました支出を取り纏めましたので岩澤議長、及び議員各位にて再点検

を御願い申し上げます。再点検の結果、政務調査費に関する関連法規、社会通念などに反す

る支出がありましたらば至急に是正をしていただきたく書面をもって御願い申し上げます。 

  なお、本件の関連資料を別添と致しましたので御用繁多の折とは存じますが、宜しくお取

計い願います。 

 

 

別添資料 

 ・自由民主党川口市議会議員団 是正請求（1枚） 

 ・公明党川口市議会議員団 是正請求（1枚） 

 ・日本共産党川口市議会議員団 是正請求（6枚）、書籍一覧表（3枚）   

 ・川口市会議員（杉本佳代議員を除く）是正請求（190枚） 

 ・上記の4項目を記録したCD-R 一枚 



別添資料の補足 

 

以下のとおり別添資料について補足いたしますので、宜しくお願いします。 

 

政務調査費に支出内容一覧表の備考の記載内容の補足は以下になります。 

 

・『領収書宛名・・・・』の記載は、宛名なし・宛名不備を意味します。 

⇒・・・・の部分には実際の領収書に明記されている宛名を記載しました。 

 

・『領収書但書・・・・』の記載は、但書なし・但書不備を意味します。 

⇒・・・・の部分には実際の領収書に明記されている但書を記載しました。 

 

・『領収書なし・詳細不明』等とは、支払い根拠になる金額・契約等が不明を意味します。 

 

・『書名なし・・・・』の記載は、購入された書籍名が領収書に明記されていないことを意味

します。 

 

・『全額不可』とは、按分して支出すべきことを意味します。 

 

・『枚数不明』とは、支出に際して枚数が限定されている場合(名詞)、領収書に購入枚数が不

明なこと、またはチラシの配布枚数、印刷物の枚数が不明なことを意味します。 

 

・『銀行引落し明細のみ(振込明細、払込受領書等)』とは、支払い根拠である金額が不明なこ

とを意味します。 

 

以上 



 

 

 
いよいよ領収書も市民に公開!!市議会の政務調査費 

求む!!市民独自の調査・当会での調査ボランティア 

 

平成20年度の川口市議会の政務調査費の概要(※詳細は裏面参照) 
 交付額 使用した金額 使用せずに返還額 

全市議会議員(39名) 73,320,000円 63,194,362円 10,125,638円 

自民党川口市議団 1,920,000円 1,920,000円 0円 

公明党川口市議団 1,080,000円 619,200円 460,800円 

共産党川口市議団 7,920,000円 6,087,638円 1,832,362円 

合計 84,240,000円 71,821,200円 12,418,800円 

■ 誰でも閲覧できます!! 

平成19年度の3月川口市議会で、領収書等の添付を義

務づける政務調査費の新条例が制定されました。 

これまでも川口市民オンブズマンでは旧条例における

政務調査費の使途に関して、公開質問状・住民監査請求

の活動を実施してきました。 

今回、新条例に基づき政務調査費の収支報告書(平成

20年度分)の情報公開請求を行い、今年6月から使途内容

の調査を開始しました。 

情報公開請求は以下に該当する方なら誰でもが請求で

き、川口市議会の政務調査費に関する公文書を確認する

ことができます(公文書の閲覧の費用100円)。 

市に住所を有する人/市内に事務所又は事業所を有する個

人および法人その他の団体/市内に存する事務所又は事業

所に勤務する人/市内に存する学校に在学する人/市が行

う事務事業に利害関係を有する人(請求ができるのは、利

害関係に係る公文書に限ります。) /上記のほか、公文書の

公開を必要とする理由を明記できる人 

■ 求む!!市民独自の調査・調査のボランティア 

誰でもが領収書等の添付された政務調査費の収支報

告書を閲覧できることから、当会は川口市民の皆様へ

以下を提案します。多くの皆様の参加をお待ちしてい

ます。 

 一人ひとりの市民が独自に調査する。 

 当会の調査へボランティアで参加する。 

■ 編集後記 

当ニュースに関する詳細は、当会HP、または当会ま

でお問合せください。 

政務調査費とは議員の調査研究のた

めだけに支出されている補助金で、

議員の報酬などとは別に交付されて

います。川口市では議員1名当たり

月額18万円交付されています。 

平成19年度までは支出項目とその

金額を公表するのみで、実際の使途

を明らかにする領収証などの添付

は、義務づけられていませんでした。 

 

川川口口市市民民オオンンブブズズママンン・・ニニュューースス  
03号/2009年7月1日/発行：川口市民オンブズマン(代表 村松) 

問合せ先：〒333-0821 川口市東内野５６-33 電話＆Fax：048-295-0580 
 http://k-c-ombudsman.sakura.ne.jp/   kawaguchi.citizen.ombudsman@mbe.nifty.com 

【会員募集中】 
一緒に活動する会員を募集しています。市民の立場

から行政を動かしたいと考えている方、そして行

政の不正は許さないという方は、ぜひ川口市民オ

ンブズマンにご参加下さい。まずは月例会(毎月第

3土曜日)にオブザーバー参加してみませんか。 

市民の意見を

聴くためだね。 

何に使っている

のかな?? 

これはどう

なのかな?? 

これは議員

に必要だね 
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是正依頼の政務調査費の一覧 

単位：円 
議席番号 

議員名 

所属 

返還対象 

金額 
一部の支出内容の詳細等 

01柳田 

自民議員 
1,257,876 

資料購入費として記憶媒体を複数回購入しているが、その使

途やこれほど複数回の購入が必要なものであるのか疑問であ

る。 

8/14：SDメモリーカード代（1GB・2GB） 

14,880円  

9/13：フラッシュメモリー代 11,300円  

9/30：フラッシュメモリー代 9,900円 

11/30：メモリーカード代 9,900円 

11/30：メモリーカード代 10,080円 

※いずれも購入先はヤマダ電機 

02関議員 

自民 
845,771 

年度末に市政レポート印刷（15,000部）を発行。印刷315,000

円（領収書3/27）、ポスティング代24,360円（領収書3/31）

の全額を支出しているが、政務調査と政務調査以外の政

治活動が混在しており、按分（1/2）して支出すべき。 

03若谷議員 

自民 
1,172,750 

読売・埼玉・日経・朝日・聖教新聞を毎月購入17,013×12ヶ

月＝204,156円 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。 

04吉田議員 

自民 
917,724 

全般的に領収書の不備や使途が不明な支出になっている。 

05江袋議員 

公明 
1,056,978 

読売・朝日・埼玉・公明新聞を毎月購入11,705×12ヶ月＝

140,460円 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、123,000円の全額を支出している。 

http://www.ebukuro-masanori.com/index.htm 

掲載内容には公明党へのリンク設定もあり、平成21年度の

活動報告の更新回数は7回となっており、按分（1/2）して支
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出すべき。 

06市原議員 

無所属 
1,915,118 

領収書の宛名・但書の不備（宛名なし・宛名苗字のみ・但

書なし・但書御品代等）、152件、総額1,566,442円。 

07山﨑議員 

無所属 
1,304,995 

人件費として382,500円/年の支出をしているが、勤務表な

どがなく、勤務実態等が不明になっている。 

08光田議員 

民主 
1,799,664 

HPに関して以下のとおり、252,630円を支出している・HPでは

平成20年度、2009年1月に活動報告の更新記載あり。 

http://www.mitsuta-naoyuki.jp/index.html 

作成代11ページ：210,000円 

レンタルサーバー代 

・H21.2月分8,190円 

・H21.3月分2,940円 

HP更新費3月分31,500円 

HPは政務調査と政務調査以外の政治活動が混在してお

り、按分（1/2）して支出すべき。 

09白根議員 

民主 
910,418 

領収書の宛名・但書の不備（宛名なし・宛名苗字のみ・但書な

し・但書御品代等）、46件、総額168,155円。 

年度末にHPの更新作業を実施し、以下のとおり支出してい

る。 

HP作成（9ページ）168,000（領収書3/27） 

HPは政務調査と政務調査以外の政治活動が混在してお

り、按分（1/2）して支出すべき。 

10谷川議員 

民主 
729,604 

議会報告NO4デザイン料として＠20,000×4ページ＝80,000

円を支出している。 

議会報告には政務調査と政務調査以外の政治活動が混

在しており、按分（1/2）して支出すべき。 

 

11稲川議員 

自民 
2,014,868 

タクシー利用多数、領収書は宛名なし。 

回数103回、総額127,610円。 

タクシーは運転手、またはタクシー会社で宛名がある領収

書を発行できることを確認している。政務調査費の支出で

あることからタクシー利用については正しい宛名のある領収

書を収支報告書に添付すべき。 

12高橋議員 

自民 
2,009,172 

タクシー利用多数、領収書は宛名なし。 

回数214回、総額242,660円。 

タクシーは運転手、またはタクシー会社で宛名がある領収
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書を発行できることを確認している。政務調査費の支出で

あることからタクシー利用については正しい宛名のある領収

書を収支報告書に添付すべき。 

13宇田川議員 

自民 
983,028 

HP作成に関して以下のとおり、295,500円を支出している。HP

では平成20年度、レポートを12回掲載していると思われる。 

http://www.y-udagawa.jp/ 

HPは政務調査と政務調査以外の政治活動が混在してお

り、按分（1/2）して支出すべき。 

14板橋（智）議員 

自民 
998,191 

年度末に市政レポート16号を発行。印刷306,600円（領収書

3/30）、ポスティング代47,775円（領収書3/30）の全額を支

出しているが、政務調査と政務調査以外の政治活動が混

在しており、按分（1/2）して支出すべき。 

15萩原議員 

公明 
845,080 

読売・埼玉・公明新聞を毎月購入102,085円（公明新聞は11

ヶ月） 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、全額を支出している。 

http://www.hagiwara-kazuhisa.com/ 

10,275×11ヶ月+9,975＝123,000円。 

掲載内容には公明党ニュース等の記載もあり、平成21年度

の活動報告の更新回数は21回となっており、按分（1/2）し

て支出すべき 

 

 

16芝﨑議員 

公明 
1,620,094 

毎日・埼玉・朝日・読売・公明新聞をほぼ毎月購入、総額

178,773円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、全額公費負担となっている。 

http://www.shibasaki-syouta.com/ 

16,800×11ヶ月＝184,800円。 

掲載内容には公明党へのリンク設定もあり、平成21年度の
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活動報告の更新回数は23回となっており、按分（1/2）して

支出すべき。 

17幡野議員 

公明 
1,244,301 

読売・埼玉・朝日・日経新聞を毎月購入 

15,133×12ヶ月＝181,596円 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、全額公費負担となっている。 

http://www.hatano-shigeru.com/  

10,395×12ヶ月+10,185＝134,925円。 

掲載内容には公明党へのリンク設定もあり、平成21年度の

活動報告の更新回数は8回となっており、按分（1/2）して支

出すべき。 

18近藤議員 

民主 
1,040,729 

市民相談告知用看板として全額202,104円の支出をしてい

る。議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として

の趣旨からすると問題である。 

本人が理事を勤めるNPO法人市民生活安全保障研究会

の会費（12,000円）を全額、支出している。 

19木岡議員 

共産 
343,842 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前衛」・月

刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌「議会と自

治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を日本共産党埼

玉南地区委員会より毎月購入しており、総額93,430円。 

ガソリン代としての領収書の宛名（プリカ）が多数となっており、

プリカ（プリペイドカードの1種）を使用することにより単価を安く

することは良いが、本人が使用したものか不明となっている。

42件、総額245,006円 

20松本幸恵議員 

共産 
373,210 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前

衛」・月刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌

「議会と自治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を

日本共産党埼玉南地区委員会より11回購入しており、総額

85,550円。 

手紙・はがき基本文例集（編・主婦の友社・1,365円）を購入

しており、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部

としての趣旨からすると問題である。 
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22前原議員 

自民 
1,919,382 

デジタルカメラ（キャノンEOS KISS Ⅹ2）を102,800円で購入、

半額を支出している。ここまで高額なデジタルカメラが必要で

あるのか問題である。 

23池田議員 

自民 
2,017,973 

市政報告ニュースの発行するため、総額993,958円を支出し

ているが、政務調査と政務調査以外の政治活動が混在して

おり、按分（1/2）して支出すべき。 

市制ニュース作成：483,000円 

市政報告ニュース9,000枚印刷＆封筒10,000枚印刷：

460,950円 

市政報告封詰め作業：50,008円 

24篠田議員 

自民 

595,646 

 

書籍（切羽へ）を購入しているが、政務調査としては不適切で

ある。 

⇒（書籍の概要）静かな島で、夫と穏やかで幸福な日々を送る

セイの前に、ある日、一人の男が現れる。夫を深く愛していな

がら、どうしようもなく惹かれてゆくセイ。やがて二人は、これ以

上は進めない場所へと向かってゆく。「切羽」とはそれ以上先

へは進めない場所。宿命の出会いに揺れる女と男を、緻密な

筆に描ききった哀感あふれる恋愛小説。 

25石橋議員 

公明 
1,118,347 

日経・埼玉・毎日（または朝日）・公明新聞を毎月購入、総額

152,196円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

26松本進議員 

公明 
1,276,671 

読売・公明新聞を毎月購入、総額65,328円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

TOA ER-1000ハズフリー拡声器（28,350円）を全額支出して

いるが、社会通念上も議員自身の費用で購入する機器であ

る。「政務調査費の手引き」には調査研究活動に資するため

に必要な経費の一部として支給される・・」とある。よって政務

調査費からの支出は手引きにそぐわず不可である。 

27関口議員 

公明 
1,631,340 

毎日（または読売）・埼玉・朝日・公明新聞を毎月購入、総額

139,219円。 
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新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、全額支出している。 

http://sekiguchi-kyouko.com/ 

10,080×12 ヶ月＝121,020 円。 

掲載内容には公明党へのリンク設定もあり、平成21年度の

活動報告の更新回数は4回となっており、按分（1/2）して支

出すべき。 

28唐澤議員 

民主 
1,279,281 

小学生朝日新聞、日本経済新聞、埼玉新聞を11ヶ月購

入、総額94,545円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。小学生朝

日新聞について政務調査の趣旨からも問題である。 

29桜井議員 

共産 
390,375 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前衛」・月

刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌「議会と自

治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を日本共産党埼

玉南地区委員会より12回購入しており、総額93,430円。 

書籍として蟹工船を購入しており、議員の調査研究に資する

ため必要な経費の一部としての趣旨からすると問題であ

る。 

30板橋博美議員 

共産 
383,087 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前衛」・月

刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌「議会と自

治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を日本共産党埼

玉南地区委員会より12回購入しており、総額93,580円。 

書籍として蟹工船を購入しており、議員の調査研究に資する

ため必要な経費の一部としての趣旨からすると問題であ

る。 

31岩澤議員 

自民 
1,621,521 

年度末に岩沢かつのり・ふれあいレポートとして33,000部印

刷、A3,三つ折作業、ポスティングを実施しているようである

が、後援会長の挨拶が掲載された後援会新聞のようであり、

全額公費負担することに問題がある。按分（1/2）して支出す

べき。 

印刷：551,250円（領収書3/20） 

A3,三つ折作業：25,200円（領収書3/20） 

川口市青木地区配布：171,806円（領収書3/25） 
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また、上記の郵送のためであるか不明であるが、切手代2800

枚として224,000円で購入しているが（領収書3/23）、切手は

金券業者で容易に換金することができるので、これを認めると

目的の明示されない現金交付を認めるのと同じになってしま

う。とりわけ、年度末に大量の切手を購入するのは、当年度の

経費の支弁に限定されている政務調査費の剰余を翌年度に

繰り越すことを認めるに等しいので、認められない。 

32松本英彦議員 

自民 
829,060 

広聴費として茶菓子代として43件、総額184,845円を支出して

いるが、領収書の不備の問題だけでなく、議員の調査研究に

資するため必要な経費の一部としての趣旨から逸脱してい

る疑いがある。 

33田口議員 

自民 
1,297,156 

電子辞書を32,959円で全額支出しているが、辞書は一般

図書であり政務調査費からの支出は不可。電子辞書と言う

名称であるが内容は一般辞書と同様であり市政に対する

専門的な知識を得るために必要とまではいえない一般図

書である。 

34豊田議員 

自民 
928,952 

シュレッターを35,800円で購入し、半額を支出しているが、

公金である政務調査費からの支出であるから普及品である

安価なものを購入するべきであり、高機能なものが必要で

ある理由説明もない。 

35立石議員 

自民 
351,918 

年度末に、たていしレポート作成し、作成代として100,000

円を全額支出しているが（領収書3/27）、 ポスイング配布

などの年度実績が示されていない。 

36大関議員 

公明 
1,558,915 

読売・埼玉・公明新聞を毎月購入。総額93,619円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

HPに関して以下のとおり、全額支出している。 

http://www.oozeki-nobuyoshi.com/  

113,385円をかけているが、掲載内容には公明党へのリンク

設定もあり、平成21年度の活動報告の更新回数は10回と

なっており、按分（1/2）して支出すべき。 

また、期末に大関のぶよしニュース5,000枚等として69,300円

を支出しているが、領収書納品書日付が3/30となっており、期
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末の予算消化と疑われても仕方がない。 

37阿部議員 

公明 
1,007,325 

埼玉・読売・朝日・毎日・東京・公明新聞を多数購入、総額

185,746円。 

新聞は議員のみではなく一般人としても購入する。按分

（1/2）して支出すべき。特に所属政党紙の公明新聞の購

入は問題。機関紙購入は議員の思想信条に基づくもので

政務調査とは認められない。 

平成21年3月2日に日本一早咲きの河津桜（年間100万人の

観光地とのこと）を安行桜も川口市の名勝として出来る様取り

組みを視察するために訪問。調査旅費として16,700円を支出

しているが、研究研修に関する説明及び報告書貼付なし。添

付された資料として以下のみ。 

1、第19回河津まつり 入込み状況表 Ａ4片面1枚 

2、河津桜まつりの経過軌跡表Ａ4片面1枚 

3、Ａ4片面1枚に写真4枚をコピーＡ4片面1枚 

4、1本の桜かの小木から100万人の来遊客へ、の文章 Ａ4片

面1枚 

上記のＡ4用紙片面4枚が貼付されているのみで視察の内容

説明も報告書も無く、責任ある関係者と面談し質疑応答した

証拠も無い。この視察内容以上の情報が河津のホームページ

に（河津桜の植栽に関する情報などを含む）が示されている。

この視察は市政に対する専門的な知識を得るために有用で

あったとはいえないものであり単なる花見と思われても止むを

得ない視察である。 

38最上議員 

無所属 
1,845,555 

事務所費として25,000円×12ヶ月＝300,000円を支出している

が、この事務所の家賃領収書は某氏（最上則彦の一等親）が

発行している。即ち親族である某氏が所有している事務所を

最上議員が借用し事務所の賃貸料を支出している事になる。

この行為は川口市政務調査費の手引き、3、項目別運用方針  

【（4）事務所費 (要件）※生計を一にする家族や親族が所有

する事務所の賃借料には支出できない】 に反するものであり

支出は認められない。 

39星野議員 

共産 
270,841 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前衛」・月

刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌「議会と自

治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を日本共産党埼

玉南地区委員会より複数回購入しており、総額54,200円。 
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40金子議員 

共産 
314,819 

新聞「赤旗」日刊紙・新聞「赤旗」日曜日版・月刊誌「前衛」・月

刊誌「月刊学習」・月刊誌「女性のひろば」・月刊誌「議会と自

治体」・民青新聞/われら高校生・月刊「経済」を日本共産党埼

玉南地区委員会より10回購入しており、総額77,960円。 

自民党 162,156 

事務所費としてコーヒー代（来客用）が120,331円支出されて

いるが、「政務調査費の手引き」によれば政務調査費の事務

所費項目に「来客用コーヒー代」は無い。従って来客用として

政務調査費からの支出は不可である。社会通念上の判断とし

ても「来客用コーヒー」の費用を公金である政務調査費から支

出することは認められない。 

 また領収証は宅急便コレクトの代金引換額で支払い、銀行

通帳で金額を示しているが公共料金（契約書がある事務所費

賃貸料など）と異なり正規の領収証が必要である。 

公明党 46,050 

ゼンリン地図・川口市（1）（2）として32,130円支出しているが、

地図は一般図書であり政務調査費からの支出は不可。 

参考：他に無料で番地まで検索可能な「マピオン」等の番地

検索可能な無料地図がある。戸別訪問が可能な表札名記載

地図は政務調査に不要であり政務調査費による各戸氏名表

示の本件購入は認められない。 

共産党 1,295,425 

赤旗縮刷版ＣＤ・新聞赤旗日刊紙・新聞赤旗日曜版を日本共

産党埼玉南部地区委員会より 11 回購入、総額 90,200 円。 

所属政党誌購入は議員の思想信条に基づくもので政務調査

とは認められない。 

民主党 会派としての政務調査費の支出はなし 

合計 45,525,208  

※議席番号は平成 20 年度の政務調査費の収支報告書に記載されていたものになります。 
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