
川口市記者クラブ 報道各社 様      

平成25年3月5日 

 

平成21年度川口市議会の政務調査費に関する住民監査請求の実施について 
                      

 

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、3月5日（火）、川口市監査委員宛に標記に関する住民監査請求書を提出しました

ので、ご案内します。 

※正式な受理については後日、川口市監査委員より当会代表に通知がある予定です。 

 

■住民監査請求の内容・方針について 

今回の住民監査請求に関する内容・方針については、平成25年2月27日付の記者発表文（別

紙）を参照ください。 

■その他 

1. 別紙等 

・記者発表文（裏面・平成25年2月27日付） 

・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書 

・政務調査費・コーヒー代の支出に関する住民監査請求書 

・広報発行等に関する住民監査請求の対象となった一部の政務調査報告書（個表） 

2. 広報発行に関する住民監査請求については、情報公開請求で入手して監査対象とな

った政務調査報告書（領収書付）のコピーを当会HPに掲載しております。 

※一部、今回の住民監査請求より除外した支出データも含まれます。 

3. 今回の監査請求書に関する意見陳述（傍聴可能）の実施、日程等は未定です。 

4. 当会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 



県庁、川口市記者クラブ 報道各社 様      

平成25年2月27日 

平成21年度川口市議会の政務調査費に関する住民監査請求の実施について 
                      

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。 

川口市監査委員宛に、標記に関する住民監査請求書を提出予定になりましたので、ご案内

いたします。 

■ 住民監査請求の提出予定 

 予定日時：平成25年3月5日（火）午前10：45 

 提出先：川口市役所監査委員事務局（川口市役所・本庁舎5階） 

 

※住民監査請求書の提出後、川口市記者クラブに寄らせていただき、記者が在室されている

場合、提出した監査請求書の説明等の対応をさせていただきます。 

■ 住民監査請求の方針 

 当会では以下の方針の基に今回の住民監査請求を行いました。 

① 監査委員が監査結果に至った判断理由をより明確にするため、支出項目ごとに分割し

て住民監査請求を行う。 

② 住民監査請求の対象を絞り、支出金額が多額になる広報費について重点的に住民監

査請求を行う。 

■住民監査請求の内容について 

 住民監査請求における監査対象金額（または返還請求金額）は以下のとおりです。 

項目 監査対象金額 

（返還対象金額） 

備考 

広報発行等に関する 

支出 

21,941,653 円 

（10,970,827円） 

議員33名、2会派（自民・共産）が該当。広報紙

発行関連費用について政務調査費で全額支出

したものが対象。 

公聴費に関する支出 
167,265円 

（83,633円） 

1会派（自民）が該当。来客用のコーヒー代に関

する支出が対象 

合計 
22,108,918 円 

（11,054,460円） 
 

■その他 

当会活動の詳細については、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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住民監査請求書 

2013年3月5日 

川口市監査委員 殿 

 

請 求 者 

 

住 所  〒333-0821 川口市東内野56-33 

職 業  無職（川口市民オンブズマン代表） 

氏 名  村松 幹雄 

電 話  048-295-0580 

 

住 所   

職 業   

氏 名   

 

住 所   

職 業   

氏 名   

 

 

 

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 

 

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 平成23年4月1日（以後「手引き」という） 

 

２、上記の条例と規定及び手引き、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（2会派） 

自由民主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（33名） 

柳田つとむ 若谷正巳 江袋正敬 市原光吉 光田直之 

白根大輔  谷川恵子 稲川和成 高橋英明 宇田川好秀 

萩原一寿  芝﨑正太 幡野 茂  近藤 豊  松本幸恵 

板橋智之  前原博孝 篠田文男 石橋俊伸 松本 進 

関口京子  唐澤義達 板橋博美 岩澤勝徳 松本英彦 

田口順子  豊田 満  立石泰広 大関修克 阿部ひろ子 

最上則彦  星野洋子 金子信男 

 

-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21年度分： 

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） 
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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 

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。 
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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。 

 

一方、川口市監査公表第11号(平成24年8月20日・2判断等（1）基本方針)において、川口市監査委

員は、以下のとおり述べている。 

 

『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。』 

 

しかし、川口市監査委員が基本方針で示している、『全人格的活動』とは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
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って『議員活動について政治責任を負っている』は意味不明であり、分かったような、分からないよう

な煙にまく感じで議員活動をとらえ、公金の支出を判断することは不可である。 

                     

また、『裁量の範囲』について、本件請求人が指摘している支出は、地方自治法第２条14項 「地

方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費

で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」、 地方財政法第四条 「地方公共団体の経費

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

反する拡大解釈である。 

 

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。 

 

なお、川口市監査公表第11号で監査委員が示した判断に沿って、今回の住民監査請求の対象

支出を精査しても、明らかに広報紙に政務調査とは関連がない記載内容が多数あること、領収証 

に不備があることなどを付言し、表の備考欄にその旨を明記しました。 

 

また、そもそも政務調査報告書（個表）に、議員・会派が発行した広報紙の全ページが添付されて

いるのか自体が不明であり、市民による支出内容の精査が難しいことも、ここで指摘します。 

  

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、不当な支出である。 

市長に対し､当該会派・議員が違法、不当に支出した金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。 

 

川口市監査委員 殿 

   

 

貼付：別表１、平成21年度分：広報発行に関する違法または不当な支出一覧表 

別紙証明書 

条例に基づき議員が作成した政務調査報告書（個表）を閲覧し、上記２、-1、-2、の支出内容を知っ

たものであり別紙証明書はない。    



別表1.平成21年度分：広報発行に関する違法または不当な支出一覧表
会派名：自民
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-4 広報 918,750 市議団レポート配布175,000部
合計 918,750

会派名：共産
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-5 広報 7,636 議会報告郵送用封筒
4-10 広報 113,400 議会報告印刷代
4-11 広報 115,000 議会報告印刷用紙代・版下代 　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
5-3 広報 114,000 議会報告印刷代
5-4 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
5-6 広報 3,200 議会報告郵送用切手
5-7 広報 15,000 議会報告版下代
6-3 広報 1,529 議会報告郵送用封筒　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
6-4 広報 15,000 議会報告版下代
6-8 広報 108,000 議会報告印刷代
6-9 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。

6-10 広報 8,000 議会報告郵送用切手
7-2 広報 15,000 議会報告版下代
7-3 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
7-4 広報 138,000 議会報告印刷代
7-5 広報 39,400 議会報告郵送用切手
8-3 広報 30,000 議会報告印刷代
8-4 広報 60,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-5 広報 15,000 議会報告版下代
8-6 広報 24,000 議会報告郵送用切手
9-5 広報 108,000 議会報告印刷代
9-6 広報 15,000 議会報告版下代
9-7 広報 60,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。

9-11 広報 22,020 議会報告郵送用切手
10-3 広報 24,000 議会報告郵送用切手
10-5 広報 2,462 議会報告郵送用封筒

10-11 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-12 広報 15,000 議会報告版下代
10-13 広報 111,000 議会報告印刷代
11-1 広報 1,470 議会報告郵送用封筒
11-2 広報 27,300 議会報告郵送代
11-4 広報 8,000 議会報告郵送用切手
11-6 広報 2,352 議会報告郵送用封筒
11-8 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
11-9 広報 108,000 議会報告印刷代

11-12 広報 15,000 議会報告版下代
11-13 広報 8,000 議会報告郵送用切手
12-2 広報 20,500 議会報告郵送用切手
12-4 広報 3,309 議会報告郵送用封筒
12-5 広報 41,280 議会報告郵送用切手

12-11 広報 15,000 議会報告版下代
12-13 広報 81,000 議会報告印刷代
12-14 広報 96,250 予算要望書作成・封筒・講演会ビラ・配布資料作成
12-17 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。

1-1 広報 9,800 議会報告郵送用切手
1-2 広報 18,000 議会報告郵送用切手
1-3 広報 15,000 議会報告版下代
1-4 広報 120,000 議会報告印刷代

1-10 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
2-2 広報 13,760 議会報告郵送代
2-4 広報 8,000 議会報告郵送代
2-7 広報 15,000 議会報告版下代

2-12 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
2-13 広報 108,000 議会報告印刷代
3-1 広報 24,000 議会報告郵送用切手
3-6 広報 15,000 議会報告版下代

3-10 広報 90,000 議会報告印刷代
3-11 広報 80,000 議会報告印刷用紙代　　　　　　　　用紙代　領収証　数量なし会計処理上不可。
3-13 広報 504,000 議会報告印刷代

合計 3,267,668



別表1.平成21年度分：広報発行に関する違法または不当な支出一覧表
議員名：柳田
管理番号 費目 監査対象金額 備考

2-3 広報 \300,950
合計 \300,950

議員名：若谷
管理番号 費目 監査対象金額 備考

12-5 資料作成 \193,420
市政レポートVLO6ハガキ郵送代4,072通  ハガキは記載できる字数が少なく政務調査としての広
報には本来不向きなはずであり認めがたい。また暑中見舞ハガキや年賀ハガキに流用が容易で
あり認めがたい。。

2-5 資料作成 \115,500
市政レポートVLO6ハガキ作成費15,000枚　ハガキは暑中見舞ハガキや年賀ハガキに流用が容易
であるうえ、記載できる字数が少なく政務調査としての広報には本来不向きなはずであり認めがた

合計 \308,920

議員名：江袋
管理番号 費目 監査対象金額 備考

10-7 広報 \107,100 ニュースNO8/3,000枚　公明党川口市議団ポスター200枚　領収証　数量なし会計処理上不可。
12-7 広報 \500 駅頭配布の市政報告50枚　領収証に数量なし会計処理上不可。
1-2 広報 \45,675 ニュースNO9/3,000枚　領収証　数量なし会計処理上不可。
1-9 広報 \15,750 市政報告送付の封筒代1,000部　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \169,025

議員名：市原
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-3 資料作成 \750 領収証　数量なし会計処理上不可。
4-6 広報 \145,090 市政報告NO52の郵送代と配布手数料
5-6 資料作成 \20,132

6-1 広報 \1,000
広報誌への投稿専用ハガキ20枚　投稿専用ハガキ及び広報誌の実態が示されず不可である。
市政報告にも投稿掲載の実態がない。　よって支出は不可

7-3 資料作成 \5,500
9-3 資料作成 \8,557
10-3 広報 \336,512 市政報告NO53の作成19,000部・郵送代　　　　　　　　　
10-5 資料作成 \4,800 議会報告版下作成費（10-3の分）
11-1 資料作成 \4,970
11-3 広報 \30,630 市政報告の宅配及び発送作業費、郵送代（切手・ハガキ）
12-3 広報 \118,860 市政報告の郵送用封筒6,000部、郵送代（切手、EXPACK）　　　　　　
12-5 資料作成 \7,123
1-4 広報 \360,808 市政報告NO54の版下・印刷19,000部・郵送代・宅配・発送作業費　
3-7 広報 \207,020 市政報告NO55の版下・印刷・郵送代・発送作業費　　　　　　　　　　
合計 \1,251,752

議員名：光田
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-2 広報 \35,700 市政報告5･6号印刷1,000部
8-1 広報 \534,450 6月議会報告印刷26,500部・配布26,000部
11-4 広報 \399,000 市政報告10月号印刷20,000部・配布20,000部
2-3 広報 \423,549 市政報告元旦号（300部）・1月号20,000部印刷・配布18,520部

合計 \1,392,699

管理番号 費目 監査対象金額 備考
13 資料作成 \5,912 市政報告印刷カウンター代　　
14 資料作成 \28,930 市政報告印刷カウンター代　　
15 資料作成 \10,642 市政報告印刷カウンター代　　　
16 資料作成 \12,755 市政報告印刷カウンター代　　　　
17 資料作成 \29,204 市政報告印刷カウンター代　　　
18 資料作成 \22,120 市政報告印刷カウンター代　　　　　
19 資料作成 \30,781 市政報告印刷カウンター代　　　　

009-21 資料作成 \2,692 コピー用紙
60 広報 \100,000 市政報告の紙面デザイン費
61 広報 \11,770 市政報告の用紙・A4用紙　10,374円+1,396円
62 広報 \31,872 市政報告会での封筒・印刷・郵送代・OAラベル
63 広報 \46,090 市政報告郵送等
64 広報 \226,800 市政報告印刷9,500部・配布6,000部
65 広報 \4,550 市政報告郵送
66 広報 \64,524 市政報告郵送等
67 広報 \9,046 市政報告の用紙代等

合計 \637,688

議員名：白根　　　個表記入数字が乱雑で修正が目立ち修正押印もない。



議員名：谷川
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-02 広報 \84,000 市政報告作成・お茶代除く
8-02 広報 \267,900 市政報告印刷20,000部・配布20,000部・切手代。 (ただしお茶代615円を除く)
1-04 広報 \84,000 市政報告デザイン料
2-04 広報 \313,845 市政報告印刷24,500部・配布24,500部
合計 \749,745

議員名：稲川
管理番号 費目 監査対象金額 備考

8-3 広報 \315,000

市政報告4,000部　市政報告部分はほとんど無い。
市政報告の一面は経済文教常任委員長就任挨拶に伴う人生訓？と経歴。裏面は町会や新藤代
議士の後摂会(あすなろ会)の皆様と記念撮影、!総選挙必勝！！全力で応援します！！（政務調
査費として充当できない経費・選挙運動、選挙活動に関する経費、に該当）などの写真が全てであ
る。政務調査費の手引き、1　基本方針、・・当該議員の行う調査研究活動に要する経費・・に反し

合計 \315,000

議員名：高橋
管理番号 費目 監査対象金額 備考

6-4 広報 \335,916 活動報告5,000部郵送
7-4 資料作成 \84,000 市政ニュース4,000部印刷
9-2 広報 \58,500 事務所封筒6,300部
10-5 資料作成 \84,000 市政ニュース4,000部印刷
2-4 資料作成 \84,000 市政ニュース4,000部印刷　ＶOL．22　新年挨拶文あり、市政報告なども不十分。1/2に按分が妥当

3-4 資料作成 \383,250 市政ニュース10,000部印刷・封筒10,000部印刷
合計 \1,029,666

議員名：宇田川
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-3 広報 \224,506 市政通信印刷11,000部・配布10,880部
8-3 広報 \268,396 市政通信印刷11,000部・配布10,880部
10-4 広報 \260,231 市政通信印刷11,000部・配布9,886部
12-4 広報 \190,465 市政通信印刷11,000部・配布10,900部
12-7 広報 \917 市政通信配布準備のり購入
1-1 広報 \346,810 市政通信印刷12,000部・配布11,000部・郵送代
3-3 広報 \231,310 市政通信印刷11,200部・配布11,000部
合計 \1,522,635

議員名：萩原
管理番号 費目 監査対象金額 備考

8-3 広報 \27,300 広報誌印刷代5,000部
11-4 広報 \52,500 広報誌印刷代5,000部？公明党川口市議団ポスター　領収証　数量なし会計処理上不可。
11-9 広報 \1,680 議会報告郵送代
12-7 広報 \180,600 広報誌印刷代8,600部　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \262,080

議員名：芝崎
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-6 広報 \69,400 チラシ印刷代2,200枚　　領収証　数量なし会計処理上不可。
4-8 広報 \1,600 チラシ封入用封筒代　　領収証　数量なし会計処理上不可。
5-5 広報 \900 チラシ印刷代　　　　　　選挙が主体、　1/2に按分が妥当
6-6 広報 \69,800 チラシ印刷代2,000枚　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-2 広報 \1,000 チラシコピー代　　1/2に按分が妥当　選挙、祭り、が主体、領収証　数量なし会計処理上不可。
8-4 広報 \27,300 チラシ印刷代5,000枚　領収証　数量なし会計処理上不可。　
8-8 広報 \69,800 チラシ印刷代2,950枚　領収証　数量なし会計処理上不可。
9-6 広報 \2,000 チラシコピー代　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-7 広報 \1,600 チラシコピー代　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可
11-5 広報 \52,500 公明党川口市議団ポスター200枚印刷　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
11-6 広報 \73,500 チラシ印刷代2,640枚　　1/2に按分が妥当　宣伝が多い　領収証　数量なし会計処理上不可。　　　
11-7 広報 \1,800 チラシコピー代　　　　　　　1/2に按分が妥当　宣伝が多い　領収証　数量なし会計処理上不可。　　　　　　　　　　　　　　。
12-6 広報 \69,800 チラシ印刷代1,800枚　　領収証　数量なし会計処理上不可。
1-9 広報 \21,000 チラシ印刷代500枚　　　領収証　数量なし会計処理上不可。　　
2-9 広報 \69,800 チラシ印刷代1,800枚　　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \531,800

議員名：幡野
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-3 広報 \106,575 市政報告チラシ印刷　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-1 広報 \27,300 市政報告チラシ印刷5,000枚　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-7 広報 \47,250 市政報告チラシ印刷2,500枚　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-8 広報 \52,500 公明党川口市議団ポスター印刷200枚　領収証　数量なし会計処理上不可。



1-4 広報 \96,600 市政報告チラシ印刷8,000枚
合計 \330,225

議員名：近藤
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-03 広報 \157,500 報告書印刷・暑中お見舞い申し上げます　と大見出し、政務調査以外の記事、1/2に按分が妥当
12-02 広報 \144,375 報告書印刷
合計 \301,875

議員名：松本幸恵
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-1 広報 \864 議会報告郵送用封筒　　領収証　品名、数量なし会計処理上不可。
合計 \864

議員名：板橋智之
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-6 広報 \174,000 市政レポート印刷17,000部
7-7 広報 \50,163 市政レポート配布13,750部
9-6 広報 \24,150 市政レポート用写真
10-6 広報 \310,590 市政レポート印刷17,400部
10-7 広報 \50,531 市政レポート配布13,750部
2-7 広報 \174,037 市政レポート印刷17,000部
2-8 広報 \50,531 市政レポート配布13,750部
3-7 広報 \105,210 市政レポート印刷300部
合計 \939,212

議員名：前原
管理番号 費目 監査対象金額 備考

6-5 その他 \21,000 市政報告、資料送付用封筒
10-6 広報 \254,600 市政報告ハガキ購入印刷代
12-5 広報 \254,600 市政報告ハガキ購入印刷代
3-5 広報 \105,000 市政レポート印刷5,000部　領収証　内訳、数量なし会計処理上不可。
合計 \635,200

議員名：篠田
管理番号 費目 監査対象金額 備考

6-5 広報 \42,000 領収証　数量なし会計処理上不可。
3-1 広報 \129,570 市政レポート製作・写真代　　　　市政レポートではない部分が多く、1/2に按分が妥当
3-7 広報 \333,900 市政レポート印刷・封筒代　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
3-8 人件 \100,000 市政レポート郵送宛名書き
合計 \605,470

議員名：石橋
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-6 広報 \1,800 市政報告チラシコピー代              領収証　数量なし会計処理上不可。
6-2 広報 \300 市政報告チラシコピー代　　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
6-3 広報 \75,075 市政報告チラシ印刷5,000部　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-1 広報 \27,300 市政報告チラシ印刷5,000部　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-4 広報 \3,000 市政報告チラシコピー代　　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
12-1 広報 \202,650 市政報告チラシ印刷19,400部　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
1-4 広報 \1,500 市政報告チラシコピー代　　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \311,625

議員名：松本進
管理番号 費目 監査対象金額 備考

8-3 広報 \27,300 市政報告ニュース印刷5,000枚　　　　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
10-3 広報 \52,500 公明党川口市議団ポスター印刷200枚　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
1-4 広報 \89,250 市政報告ニュース印刷10,000枚　　　　　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
3-7 広報 \31,500 市政報告ニュース配布用封筒作成1,000枚
3-8 広報 \96,600 市政報告ニュース印刷5,000枚
合計 \297,150

議員名：関口
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-5 広報 \2,980 チラシのラミネート用紙
5-6 広報 \120,750 ニュース印刷10,000部
5-7 広報 \1,305 チラシの写真代
7-3 広報 \113,400 ニュース印刷3,500部
7-6 広報 \1,600 郵送代
8-4 広報 \27,300 ニュース印刷5,000部
9-4 広報 \72,450 ニュース印刷5,000部



10-4 広報 \3,433 ポスター掲示用両面テープ　　　　　　￥3,045分の領収証　数量なし会計処理上不可。
10-6 広報 \52,500 公明党川口市議団ポスター200枚　　領収証　数量なし会計処理上不可。
11-8 広報 \75,600 ニュース印刷6,000部
1-5 広報 \72,187 ニュース印刷5,000部
合計 \543,505

議員名：唐澤
管理番号 費目 監査対象金額 備考
4-0012 人件 \92,925 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
5-0003 広報 \5,960 議会報告用紙代
5-0016 人件 \50,850 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
6-0013 人件 \73,350 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
7-0006 資料作成 \1,380 USBメモリー
7-0009 人件 \81,000 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
8-0013 人件 \58,500 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
9-0004 広報 \42,210 印刷機インク代他
9-0005 広報 \3,836 議会報告用紙代
9-0014 人件 \72,000 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
10-0002 人件 \5,960 議会報告用紙代
10-0011 人件 \75,600 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
11-0005 人件 \54,000 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
12-0012 人件 \97,650 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
1-0014 人件 \92,700 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
2-0002 広報 \1,490 議会報告用紙代
2-0014 人件 \97,200 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可
3-0002 広報 \2,682 議会報告用紙代
3-0015 人件 \92,165 議会報告配布　　　　領収証にポスティング代としての記載なし会計処理上不可　　　　　　　　　　　
合計 \1,001,458

議員名：板橋博美
管理番号 費目 監査対象金額 備考

6-8 広報 \35,000 議会報告印刷9,000部
3-2 広報 \32,200 議会報告印刷8,000部
合計 \67,200

議員名：岩澤
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-5 その他 \30,450 連絡通信用封筒　領収証　数量なし会計処理上不可。
12-7 その他 \42,840 連絡通信用封筒　領収証　数量なし会計処理上不可。
2-4 その他 \604,275 市政レポート印刷23,000部・配布17,000部　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \677,565

議員名：松本英彦
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-5 広報 \174,350 チラシ原稿作成・印刷・配布代、HP＆ハガキ代を除く　領収証　数量なし会計処理上不可。
5-8 広報 \70,000 領収証　数量なし会計処理上不可。
6-5 広報 \20,000 チラシ原稿作成
8-5 広報 \174,350 チラシ原稿作成・印刷・配布代、HP＆ハガキ＆プリンターインク代を除く
11-5 広報 \20,000 チラシ原稿作成
12-5 広報 \33,325 市政報告印刷代・郵送代、ＨＰを除く
2-6 広報 \174,350 チラシ原稿作成・印刷・配布代、HPを除く
3-5 広報 \154,350 チラシ印刷・配布代、HPを除く
合計 \820,725

議員名：田口
管理番号 費目 監査対象金額 備考

10-5 広報 \280,000 市政レポート印刷6,000部
11-6 広報 \23,625 市政レポート配布
12-3 広報 \436,800 市政レポート印刷5,000部
1-4 広報 \84,000 市政レポート配布
合計 \824,425

議員名：豊田
管理番号 費目 監査対象金額 備考

34-3 広報 \2,160

広報紙郵送代　天皇皇后両陛下50年小型シート160円。切手帳・天皇皇后両陛下50年を購入、広
報誌を友人に贈る郵送代としては高価であり2,160円で送付の証拠なし。政務調査費支出の手引
き、1、基本方針以下に反する支出であり不可。

34-7 広報 \9,450 市政レポート印刷代1,000部　　　　
34-17 資料作成 \21,000 市政レポート作成代　　領収証　数量なし会計処理上不可。



34-57 資料作成 \10,500
市政レポート作成代、11月号　領収証　数量なし会計処理上不可。本人の写真とクリスマスパー
ティー参加者募集記事が実質紙面の60％以上を占め市政レーポートとは言えない。政務調査費
の手引き、1　基本方針、・・当該議員の行う調査研究活動に要する経費・・に反し不可である。

34-61 広報 \58,905 市政レポート配送代
34-67 資料作成 \13,146 市政レポート掲載用写真

34-73 資料作成 \21,000

市政レポート作成代　12月号の表題が近況報告、内容は消防団とマラソン大会の記事であり政務
調査費の手引き、1　基本方針、・・当該議員の行う調査研究活動に要する経費・・に反している。ま
たこの市政レポートと同一内容のものが管理番号34-80、広報費、で再発行されている。領収証
作成代の内容及び数量なし、会計処理上不可。

34-79 広報 \318,255

市民へ広報紙を無作為で郵送することが政務調査費の支出として必然性はない。
市政レポートを無作為に市民へ郵送5,899通+70円切手×10
領収証　作成代の内容及び数量なし、会計処理上不可。
市政レポートの本体が近況報告、内容が消防団とマラソン大会の記事であり政務調査費の手引
き、1　基本方針、・・当該議員の行う調査研究活動に要する経費・・に反し不可である。

34-80 広報 \142,275

この市政レポート、12月号は項目が広報費となっているが管理番号34-73、資料作成費、と同一内
容である。備考34-79のとおり市政レポートの本体が近況報告、内容が消防団とマラソン大会の記
事であり政務調査費の手引き、1　基本方針、・・当該議員の行う調査研究活動に要する経費・・に
反し不可である。記事内容は議員の写真が紙面の約1/6、自己宣伝。市政レポート印刷代　領収
証　数量なし会計処理上不可。

34-88 資料作成 \10,500
市政レポート作成代と言うが　記事内容は前年12月、管理番号34-73,34-80、と同じ紙面であり「謹
賀新年」を追加したのみである。
市政報告とは言い難いもので支出は不可。実質は年賀状であり違法である

34-100 広報 \252,000
市政レポート配布代60,000部　34-88の備考のとおり市政報告に該当せず支出は不可。同時に領
収証但し書きに数量なし会計処理上不可。

合計 \859,191

議員名：立石
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-4 広報 \44,338 レポート制作5,000部　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-4 広報 \45,817 レポート制作5,000部　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
合計 \90,155

議員名：大関
管理番号 費目 監査対象金額 備考

4-8 資料作成 \2,980 チラシの防水化のラミネート
7-10 資料作成 \333 チラシの写真
8-3 広報 \27,300 市政報告印刷5,000部　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-6 広報 \20,080 市政報告郵送代
10-9 広報 \15,750 市政報告用封筒代
11-8 広報 \41,550 市政報告用ハガキ・郵送代　印刷代　①領収証　数量なし会計処理上不可。
11-9 広報 \884 ポスター掲示用両面テープ
12-10 広報 \60,900 市政報告印刷5,000部　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
1-2 広報 \39,590 市政報告郵送代
合計 \209,367

議員名：阿部
管理番号 費目 監査対象金額 備考

5-3 資料作成 \1,117 議会報告の写真代
6-10 広報 \2,400 議会報告の郵送代
6-14 広報 \41,475 議会報告印刷1,500部　　　　領収証　数量なし会計処理上不可。
8-3 広報 \27,300 議会報告印刷5,000部
9-5 広報 \1,006 議会報告の写真代
9-8 広報 \69,965 議会報告印刷3,000部・ラミネート
10-3 広報 \4,000 議会報告郵送代
10-5 広報 \52,500 公明党川口市議団ポスター200枚印刷
11-9 広報 \101,850 議会報告印刷10,000部
12-9 広報 \52,710 議会報告印刷4,000部　　　　　　　　
1-3 広報 \6,680 議会報告の郵送代・ラミネート
3-7 広報 \57,310 議会報告の印刷3,000部・インクジェットペーパー・写真代　領収証　数量なし会計処理上不可
合計 \418,313

議員名：最上
管理番号 費目 監査対象金額 備考

2-6 広報 \149,450 市政報告会報作成2,000部
3-5 広報 \46,400 市政報告会報郵送　　　　　領収証　内訳と数量なし会計処理上不可。
3-9 広報 \96,000 市政報告会報郵送　　　　　領収証　内訳と数量なし会計処理上不可。
合計 \291,850



議員名：星野
管理番号 費目 監査対象金額 備考

10-4 広報 \1,600 議会報告用封筒
12-12 広報 \37,800 議会報告ハガキ代
1-1 広報 \1,600 議会報告用封筒
3-4 広報 \1,600 議会報告用封筒
合計 \42,600

議員名：金子信男
管理番号 費目 監査対象金額 備考

7-3 資料作成 \3,050 議会報告用コピー用紙
11-1 資料作成 \3,340 コピー用紙・インク
2-4 広報 \3,470 コピー用紙
2-5 資料作成 \1,050 インク
3-6 資料作成 \3,340 コピー用紙・インク
2-1 資料作成 \1,050 キャノンインクＢＣ
合計 \15,300
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住民監査請求書 

2013年3月5日 

 

 

川口市監査委員 殿 

 

請 求 者 

 

住 所  〒333-0821 川口市東内野56-33 

職 業  無職（川口市民オンブズマン代表） 

氏 名  村松 幹雄 

電 話  048-295-0580 

 

住 所   

職 業   

氏 名   

 

住 所   

職 業   

氏 名   

  

 

政務調査費・コーヒー代の支出に関する住民監査請求 

 

１、対象 

-1、自由民主党 

-2、平成21年度政務調査費（公聴費）による来客用コーヒー代を全額支出した行為。 

 

２、対象となる理由：下記の監査結果に反する支出である。 

川口市監査公表第１０号（平成２２年７月１６日） 

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。 

 

３、上記２、の監査結果内容は以下のとおりである。 

 -1、自由民主党は会派としてコーヒー代全額を政務調査費から支出していた。 

 -2、監査結果として『茶菓子代は認められるが、調査研究活動以外の活動にも使用されるも

のと判断し、1/2を認める』と判断され支出金額の1/2を返却した前例がある。 

 

４、自由民主党は政務調査費より平成21年度、公聴費（来客用コーヒー）とし167,265円を全 

額支出した。この支出は上記３、-2、の按分1/2に反した支出である。 

別表1、平成21年度会派物品購入一覧表（自由民主党） 
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５、措置要求の要旨 

   本件支出は上記２、の監査結果に反する支出である。 

市長に対し､当該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 

   

 

貼付：別表1、平成21年度会派物品購入一覧表（自由民主党） 

 

別紙証明書 

条例に基づき自由民主党が作成した政務調査報告書（個表）を閲覧し、上記４、の支出 

内容を知ったものであり別紙証明書はない。 

    

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

    



会派名
実施年月日

領収書の
金額

金額
（全額政務調査費）

金額
（按分1/2）

費目 内容 支払い先 管理番号 備考

自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党
平成21.4.1 9,240 9,240 4,620 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 4-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.5.1 9,240 9,240 4,620 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 5-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.6.1 28,980 28,980 14,490 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 6-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.7.1 27,720 27,720 13,860 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 7-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.8.1 18,480 18,480 9,240 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 8-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.11.1 18,480 18,480 9,240 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 11-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成21.12.1 18,165 18,165 9,083 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 12-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成22.2.1 18,480 18,480 9,240 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 2-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当
平成22.3.1 18,480 18,480 9,240 公聴費 来客用コーヒー ジャパンビバレッジ 3-3 前回監査結果により1/2の按分が妥当

合計金額合計金額合計金額合計金額 167,265167,265167,265167,265 83,633

別表別表別表別表1111、、、、平成平成平成平成21212121年度会派物品購入一覧表年度会派物品購入一覧表年度会派物品購入一覧表年度会派物品購入一覧表（（（（自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党））））



 






















