
報道各社の皆様へ  

2014年10月16日 

 

 

川口市議会・平成23年度政務調査費の住民監査請求書の結果等について 

 

 

川口市民オンブズマン 

 

 

 平素より、市民オンブズマン活動へのご理解、ご協力を賜り心より御礼申し上げます。  

 

 さて、標記の件、川口市議会・平成23年度政務調査費（11カ月分）に関する住民監査請求書の監査結果の通

知を受け、以下のとおり当会の対応等をご案内します。 

 

記 

 

① 川口市議会議長、川口市長宛に監査結果に関する申入書を送付いたしました。 

② 川口市監査委員（当会の住民監査請求を担当した代表監査委員・他1名）に対して公開質問状を送付いた

しました。 

※回答期限は11月10日（月）まで 

③ 監査結果を受けた当会の所見を当会ＨＰで公開しました。 

 

※上記の詳細については、いずれも別紙を参照ください。 

 

その他、詳細不明点等がありましたら川口市民オンブズマンのHP、当会の連絡先までお願いします。  

 

以上  

   

     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@tcat.ne.jp 

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

mailto:kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp


2014年10月16日 

川 口 市 長     奥ノ木 信夫 様 

川口市議会議長     大関 修克 様 

（写し） 

川口市議会 議会事務局 

住民監査請求結果に関する申入書 

標記の件、平成23年度政務調査費に関する住民監査請求書を川口市監査委員宛に提出し、平成26年8

月26日付で「住民監査請求に係る結果について（通知）川監収第15、16、17、18、19、20、21号」の各通知

を受領いたしました。 

 

既に新聞報道等でご存知かもしれませんが、本件請求人らの主張に対して今回の監査結果は、議員また

は会派の支出に対して裁量の余地を広く認定し、昨今の政務活動費（または政務調査費）に対する国民

感覚にとって、公金の支出として不適切、不当と思われる支出まで是認したものです。 

 

公務繁多とは存じますが、以下のとおり政務活動費（または政務調査費）に関して、当該監査結果に関連

して、公金支出に関して改善への取り組みを行うことを申し入れます。 

記 

1. 政務活動費（または政務調査費）における事務所費について、事務所の賃貸等を行う場合は、以下を

徹底すること。 

① 各手引きに明記されたとおり、事務所としての外形上の形態を有していること（表札、看板、ポスト

への事務所としての明記等） 

② 外形上の形態と共に、川口市議会HP等において公金の支出により賄われている事務所の所在

地や連絡先を掲載すること 

2. 議員または会派から、政務活動費（または政務調査費）の収支報告書（個票を含む）を受領したら、支

出内容について精査を行い、支出金額の間違いや使途内容の詳細説明が必要な支出について議員

または会派に個別に確認を行い、公金の支出に対して市民に疑念を持たれないように是正すること。 

※今回の監査結果において当会として返還請求を行っていない支出について、当会の監査請求を契

機とした監査委員によるチェックにより、支出金額の間違いが指摘され、返還されている。このことは川

口市、川口市議会のチェック機能の不備が図らずも明らかになっている。 

3. 政務活動費（または政務調査費）の使途に関して、市民に疑義を抱かせないように更なる透明性を担

保するため、情報公開請求による公文書開示ではなく、インターネット公開等により、支出の領収書を

含めて、その支出内容を新たな情報公開・情報提供として市民に広く行うこと。 

以上 

川口市民オンブズマン・代表  

村松幹雄、他2名 

〒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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2014年10 月16 日 

 

 

川口市代表監査委員  三澤欣一 様 

監 査 委 員  星野隆男 様 

 

 

                         

                    代表連絡先 

      村松 幹雄（川口市民オンズマン代表） 

                      〒333-0821 

                          川口市東内野56-33 

電話 048-295-0580 

 

その他２名 

                         

 

 

                          

 

 

住民監査請求に係る結果について(通知)に関する公開質問状 

 

私たちは、住民監査請求書を平成26年6月27日付けで提出し、平成26年8月26日付で下記の

「住民監査請求に係る結果について(通知)」を受領しました。 

 

川監収第15号、川監収第16号、川監収第17号、川監収第18号、 

川監収第19号、川監収第20号、川監収第21号、 

 

上記の通知内容について理解できない部分がありますので御教示を御願い申し上げます。 

 

 御高承のとおり住民監査請求制度については最高裁の説明（抄）昭和62年2月20日判決・

判時1228号66頁・判タ634号110頁）に示されるとおりであり、住民訴訟についても最高裁の

説明（抄）昭和53年3月30日判決・判時884号22頁・判タ362号199頁）があります。その要約

として住民参政の一環として認められたことに意義があると思います。 

 従って住民監査請求制度は市民と監査委員に端を発するものであり、双方が住民監査請求

制度の意義に従い法及び例規を順守し対応することが必要だと思います。 

然しながら住民監査請求制度の中で監査委員の判断に多くの問題があると言われています。 

村松幹雄らは平成9年5月29日『全市合同特別町会長会議』に対する全額公金支給は市条例、
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地方自治法等に違反すると住民監査請求を行ない旅費の返還を求めましたが監査結果は「返

還の必要はなし」の結論でありました。 

よって私たちは本人訴訟により平成8年8月21日訴状を提出し平成10年12月21日一審にお

いて勝訴しました。市・被告らはこれに対し平成11年1月4日控訴しましたが、新しい事実も

無く判決を迎え敗訴しました。市・控訴人は上告を諦め判決が確定し、違法な支出七百万円

余を賠償しました。提訴より三年三ヵ月余を要した裁判でありました。 

この判決により国内の多くの自治体で行われていた公費による町会、自治会の役員らを招

待する旅行は違法となり、招待旅行による税金のムダ使いが全国的に無くなりました。 

 

裁判官は判決文の中で以下の付言を示し指摘及び批判を述べています。 

◎「漫然と前例を踏襲したことに重い過失が有る。前例踏襲という官庁の悪しき風潮は改め 

るべきである」と指摘しました。 

◎「市の、元議員や元職員が監査委員に選任されている例が少なくなく、身内による監査と 

なって、その機能を充分果たしていないことは遺憾」と批判しました。 

 

地方自治体は「住民の福祉の増進と維持を図る」が行財政上不可欠であり、選挙で選ばれ

た首長及び議会がそれを担う義務があることは当然であります。同時に地方自治法は「監査

委員を議員から選出」と定めています。これは「選挙で選出された議員が監査委員として、

住民の代表者の立場で監査を行うことが要求されているためである」と解釈されます。 

 

 上記の前提により今回の住民監査請求に係る結果について(通知)を見ますと上記判決の

付言、指摘及び批判に該当する判断例および川口市例規に反する判断例がありますので以下

の質問を致します。 

質  問 

住民監査請求に係る結果について(通知)〔以後（通知）という〕について質問します。 

（以下、太字は通知を転記したものです） 

      

1-1、「通知 川監収第17号」の結論 

3 結論 

以上のことから、本件請求にかかる請求人の主張の一部には理由があると認められる。 

なお、上記返還金額については、各議員より平成26年8月11日に市長あて返還されたことが

確認されたため、本件請求には特に措置をする必要がないと判断する。（以下省略） 

 

1-2、「通知 川監収第18号」の結論 

3 結論 

本件請求における請求人の主張の一部(篠田議員の資料購入費 3万円)には理由があると

認められる。なお、上記返還金額については、同議員により平成26年8月11日に市長あて返

還されたことが確認されたため、本件請求には特に措置をする必要がないと判断する。 

（以下省略） 
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1、上記「通知 川監収第17号、18号」1-1、1-2、の 各3、結論に対する質問（1項目） 

 返還金額が市長に返還されるまでの経緯について説明し御教え下さい。 

(
ここで言う経緯とは本件請求人らが監査請求書提出後、各担当部門の如何なる行

動により議員が要返還金額を知り市長あて返還したのか、その具体的な経緯です) 
           

 ―――――――――――――――――――――― 

 

2、「通知、川監収第17号」の意見 

意見 

政務調査報告書(個表)について、透明性の確保の観点から、その支出の内容が裏付けられる

よう、より具体的な記載の励行を要望するものである。 

特に、広報紙等の広報費の支出については、按分計算の基となることから全頁の提出を徹

底されるよう要望する。 

また、政務調査費の支出において、会派、各議員の自己チェックの徹底と議長及び議会事

務局の更なるチェック体制の強化を要望する。 

 

2、上記「通知、川監収第17号」の意見に対する質問（2項目） 

 上記の意見にある要望は広報費に限らず過去複数の通知においても記されているが同様

の不具合が発生している事実がある。この要望事項がその対象となる会派、各議員、議長及

び議会事務局に於いて「更なるチェック体制の強化」がどのように実施されたのか？ 具体

的な書証を示すことにより立証し説明して下さい。また監査委員は要望の内容が実施された

か否かを確認しているか？ この2項目について御教え下さい。 

 

          ―――――――――――――――――――――― 

3、「通知、川監収第20号」の判断 

3-1、判断の文意要約・21頁上段・・本件の監査に当たっては、以上のような諸点を念頭に

置きつつ、その請求対象が平成23年度の政務調査費に係るものであることから、当時の条例

及び規程に基づき、詳細については「手引き」に定められた事項等を参照の上、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こととした。 

 

3-2、個別判断の文意要約・・議員立会いの下、同事務所の現地調査を行ったところ、表札

及び郵便受けに議員の氏名はなかったものの、部屋内部にデスク、ソファー、書棚、パソコ

ン、プリンター等の事務備品・機器が設置され、主として調査研究活動を行っていることが

認められた。したがって、当該調査研究活動専用事務所の事務所費として全額政務調査費と

支出したことが、目的外支出に当たるとは認められず、また、当該事務所に係る上記経費も

目的外支出とは認められない。 

 

3、上記「通知、川監収第20号」3-1、3-2、個別判断に対する質問（2項目） 
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 手引き、（4）事務所費には（要件）として以下があり、事務所としての外形上の形態につ 

いて以下が定められていますので、抜粋し記載します。 

 

○ 事務所としての外形上の形態及び機能を有していること。 

 この要件は事務所には公費が支出されていても、外形上の形態が無ければ納税者を含む市

民らにはその存在が解らないので簡単には訪ねては行けないことになります。また該当す

る議員らは私的理由などがあり、市民が事務所に来ないことを希望するので外形上の形態

を示さないのではないかとも考えられます。 

  上記、3-1、判断の文意には監査委員による以下の記載があります。 

詳細については「手引き」に定められた事項等を参照の上、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こととした。とあります。 

  しかし監査委員は「手引き」に定められた要件である外形上の形態が無いことを確認し 

 たにも拘らず以下の判断をしています。 

  

  同事務所の現地調査を行ったところ、表札及び郵便受けに議員の氏名はなかったものの、 

部屋内部にデスク、ソファー、書棚、パソコン、プリンター等の事務備品・機器が設置さ 

れ、主として調査研究活動を行っていることが認められた。とあります。部屋内部に記 

載されているような備品、機器は一般の家庭に於いても同様な設置がある場合も多く、そ

の設置をもって主として調査研究活動を行っていることが認められた。と判断する根拠は

希薄、且つ不充分です。同時に外形上の形態が無いことを確認したにも拘らず要件に反し

ているとしないことは拡大解釈であります。これでは監査をしたとは認められません。 

   

 この個別判断に於いて手引きに定める外形上の形態を無視した理由を御教え下さい。 

また今後も同様な事例、または異なる事例がったがあった場合も監査委員は手引きの定め 

を無視されることがあるのでしょうか、この2項目についてお教えください。 

 

―――――――――――――――――――――― 

 

 監査委員様及び議長様には公務繁多の折とは存じますが上記の5項目の質問についての御

教示を表記の村松幹雄宛、2014年11月10日迄に書面にて送付をお願い申し上げます。 

 

以上 
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2014年 10月 16日 

川口市民オンブズマン 

 

「住民監査請求に係る結果について(通知)」に対する所見 

 

 当会会員ら 3名が 2011年度（平成 23年度）分政務調査費の 7項目の使途について住民監査請求 

を行った。具体的な内容は以下のとおりである。 

  ① 2011年度（会派）共産党 政党発行新聞、雑誌などの購入。 

  ② 2011年度（会派）新聞の購入。 

 ③ 2011年度（議員）新聞、政党機関誌購入を除く支出。     

 ④ 2011年度（議員）資料購入費 新聞、所属政党の政党新聞などの購入。  

 ⑤ 2011年度（議員）「政務調査および法律相談契約料」の支出。 

  ⑥ 2011年度（議員）事務所費の支出。 

 ⑦ 2011年度（議員）ホームページ（ＨＰ・ブログ等）に関する支出。  

 

 上記項目内容は下図のとおりである。 

2011年度政務調査費（会派　日本共産党）に係
る住民監査請求書
政党の政党雑誌や政党新聞を購入

参考判例 平成19年（行ウ）第70号 政務調査費返還請求住民訴
訟事件参考判例 平成19年（行ウ）第70号 政務調査費返還請求
住民訴訟事件「政党の政党雑誌や政党新聞を購入する場合，そこ
から得られる情報が政務調査活動に役立つことがあるとしても，
当該政党に所属しているからこそ購入するという意味合いが強い
と考えられるので，政党活動に係る経費と認められるから，全額
が目的外支出に当たる。」

93,700

自由民主党川口市議会議員団。 11,363
公明党 40,000
日本共産党川口市議会議員団 16,938

68,301

政務調査費指摘一覧表（新聞、政党機関誌購入を
除く）

議員39名、調査旅費、ガソリン代、事務所費、広報費、資料作成
費、研究研修費など 9,957,163

資料購入費・新聞、所属する政党の政党雑誌や政
党新聞の購入

対象となる議員名　（28名）
1,746,929

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」を対象とする。

政務調査の対象となる事案について言えば日常的かつ毎月、法的
問題の検討又は疑義が生じ、弁護士に法律相談を依頼しなければ
ならない必要性、必然性は考えられない。法律相談を依頼した事
実があれば記載されるべきである。よって法的な相談がなかった
ので個表に記載されず　法律相談契約料　と記載したと推認でき
る。また　法律相談契約料　の意味は議員の広範な法律相談と解
されるところから政務調査費からの支出は違法である。 660,000

稲川和成。小林 宏。最上則彦。杉本佳代。光田直之。吉田英
司。前田亜希。篠田文男。政務調査費の手引き、Ⅱ 政務調査費
の使途に係る運用方針、3 項目別運用方針、（4）事務所費、に
は調査研究活動専用事務所と後援会・政治団体との共用の形態が
あり、（要件）が定められているが此れに反している。 2,095,923
右記上段は調査研究活動専用事務所　　　　2095923円
下段は後援会・政治団体との共用事務所　　2202141円 2,202,141
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記事務所関連の合計金額⇒ 4,298,064

ホームページ（ＨＰ・ブログ等）に関する政務調査費
の違法または不当な支出

議員名（15名）杉本佳代、稲川和成、宇多川好秀、松本英彦、福
田洋子、芦田芳枝、江袋正敏、柴崎正太、幡野 茂、関口京子、
大関修克、小林　宏、矢作太郎、光田直之、谷川恵子 2,992,470

返還請求の合計金額　⇒ 19,816,627

会派が2011年度（平成23年度）政務調査費より
支出した違法、または不当な支出行為（新聞購
入費）を対象とする。

2011年度（平成23年度）政務調査費　住民監査請求に係る返還請求金額一覧表　　　　　川口市民オンブズマン　2014.06.21

議員らが2011年度（平成23年度）政務調査費よ
り事務所費（調査研究活動専用事務所及び後援
会・政治団体との共用事務所）とし、違法また
は不当に支出した行為を対象とする。

詳細については下記のＨＰ 川口市民オンブズマン を御覧下さい。 

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

上記返還請求の合計金額金額（1,981,627円）」について監査委員は 136,175円の支出を不適切と認 

めたのみであった。また「住民監査請求に係る結果について(通知)」には以下の記載があり、その一 
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部を以下に転記する。 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

3 「住民監査請求に係る結果について(通知)」の結論 

以上のことから、本件請求にかかる請求人の主張の一部には理由があると認められる。 

なお、上記返還金額については、各議員より平成 26年 8月 11日に市長あて返還されたことが確認さ 

れたため、本件請求には特に措置をする必要がないと判断する。 

 

4 意見 

政務調査報告書(個表)について、透明性の確保の観点から、その支出の内容が裏付けられるよう 

より具体的な記載の励行を要望するものである。特に、広報紙等の広報費の支出については、按分計 

算の基となることから全頁の提出を徹底されるよう要望する。 

また、政務調査費の支出において、会派、各議員の自己チェックの徹底と議長及び議会事務局の更 

なるチェック体制の強化を要望する。 

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 上記 3 結論によれば違法、不当の指摘を受けた支出金額は市長あて返還されたというが、本件住 

民監査請求書に基づき、監査委員は違法、不当な支出金額と判断した支出について市長に対し「不適 

切な支出をした議員に対し期限を示し当該金額の返還を命ずるなどの必要な措置を講ずるよう勧告す 

るのが通常である。 

 

川口市のＨＰ記載の監査委員事務局には以下の記載がある。 

住民監査請求（地方自治法第２４２条） 

 住民監査請求は、市民が、市の執行機関又は職員による違法若しくは不当な財務会計上の行為や怠 

る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置 

を請求できる制度です。監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の 

執行機関又は職員に対して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。 

 

地方自治法には以下に定めがある。 

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委 

員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若 

しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為がなされる 

ことが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の 

賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、 

これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若 

しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむ 

つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。  

※ ２項および３項は記載を省略   

４  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がない 

と認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求 

に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期 

間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、 
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これを公表しなければならない。  

※ ５項及び６項、7項、8項は記載を省略  

９  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機 

 関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通 

 知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、 

 かつ、これを公表しなければならない。  

 

  今回の「住民監査請求に係る結果について(通知)」には請求に理由があると認めた支出について「返 

還金額については、各議員より平成 26年 8月日に市長あて返還されたことが確認されたため、本件請 

求には特に措置をする必要がないと判断する。」とある。 

   

本件住民監査請求書にある監査委員事務局の収受印日付は 26.6.27 とあるので監査委員は請求に 

理由があると認めた支出を当該議員らに知らせ平成 26年 8月日に市長あて返還させ「返還金額につい 

ては、各議員より平成 26年 8月日に市長あて返還されたことが確認されたため、本件請求には特に措 

置をする必要がないと判断する。」としたものである。 

第二百四十二条 4項の 請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その 

他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告 

の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。 を省略し「川口市長に勧告」及び 

「市長等が講じた処置」例として以下がある。 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

川口市監査公表第 15 号 

平成 25 年３月５日付で提出された住民監査請求の監査結果に基づき、平成 25 年５月７日付で受けた 

勧告に対して講じた措置について、地方自治法第 242 条第９項前段の規定により、川口市長から下記 

のとおり通知があったので、同項後段の規定により公表する 

 議員名 認定した要返還額 返還額 返還日 （左記が記された表が公表される） 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 今回は上記の手続きが無く収受印日付は 26.6.27 の内容を議員らに示し平成 26年 8月 10日に市長 

あて返還させたのであり、言わば議員らに不名誉を与えない為に返還が必要である旨を伝え返還させ、 

返還されたから宜しい、の姑息とも言える手段を講じたと思われても止むを得ない処置である。 

今回の返還事例は不適切な支出が返還されれば法的には問題ない、が理由とされたものであろうが、 

今回行われた違法、不当な公金支出に対する監査委員の処置は、本来議会事務局に議員らが提出した 

支出に係る書類を点検し行うべき行為であり、議会事務局に代わり監査委員がこれを行うことは笑止 

である。 

 此度の判断結果が示すように法及び例規の拡大解釈による議員寄りの判断が示され、同時に姑息と 

も言える返金処理がなさていることは残念なことである。政務調査費、政務活動費については最終的 

には議員一人ひとりに支払われるので、当然各支出を個人別又は会派別にチェックするのは当たり前 

の事でありながら実施されていない。 

  

監査委員はチェックについて以下の意見を示している。 

住民監査請求に係る結果について(通知)   川監収第 17号 平成 26年 8月 26日 

4 意見 



 4 / 7 

 

政務調査報告書(個表)について、透明性の確保の観点から、その支出の内容が裏付けられるよう、

より具体的な記載の励行を要望するものである。特に、広報紙等の広報費の支出については、按分

計算の基となることから全頁の提出を徹底されるよう要望する。 

また、政務調査費の支出において、会派、各議員の自己チェックの徹底と議長及び議会事務局の

更なるチェック体制の強化を要望する。 

 

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 

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。 

 

住民監査請求に係る結果について(通知)  川監収第 20 号 平成 26年 8月 26日 

4 意見 

議員が、マンション等の 1 室を第 3 者から賃借の上、事務所として使用する場合には、その表示方

法等を含め、手引きに具体的な取扱いを明記するなど、市民から誤解を招くことのないよう要望する。 

          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 以前より複数回にわたり上記の意見は「住民監査請求に係る結果について(通知)」に記されている 

が、今回の違法、不当な支出も本件請求人の指摘によるものであり監査委員の言う「会派、各議員の 

自己チェックの徹底と議長及び議会事務局の更なるチェック体制の強化」の実施された形跡はない。 

 

また監査委員の判断根拠に例規に反するものがあるので事例を以下に示す。 

1、調査研究活動専用事務所に対する例規に反する判断 

政務調査費の手引き、Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針、3 項目別運用方針、（4）事務所費、 

には調査研究活動専用事務所と後援会・政治団体との共用の形態があり、（要件）が定められている。 

（要件）の一つに 「事務所としての外形上の形態及び機能を有していること。」とある。 

 「外形」及び［形態］とは大辞林 第三版の解説によると要約し以下の記載がある。 

『がいけい【外形】外側から目で見える形。外見』  

『けいたい【形態】物のかたち。外に表れているかたち。ありさま』 

 

  しかし稲川和成、小林宏、の言う調査研究活動専用事務所はこの要件に適合せず、外形上の形態 

 は マンションの空き室と同様である。上記の各詳細は下記及び監査請求書 別紙 1、のとおりであ 

り、実態は上記のような「外形と形態」でありながら研究活動専用事務所として使途項目に定める 

事務所賃貸料、駐車場賃貸料、光熱費、電話料などの全額を政務調査費より支出している。 

よって本件支出は地方財政法 第 4条 及び 上記、第Ⅱ、にも反する違法、不当な行為である 

が監査委員の判断では手引きに反し外形の実態が無いないにも拘らず目的外支出に当たるとは認め 

ないとした。 
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監査委員の判断 

(2)個別判断 

ア 稲川和成議員の事務所費 

請求人は、「稲川議員の調査研究活動専用事務所が、表札及び郵便受けボックスに氏名の表示がなく、 

手引きに定める事務所としての外形上の形態及び機能を有していることに反し、空き家同様であるの 

で調査研究専用事務所として認められず、政務調査費として(事務所費)の支出は全額違法、不当な支 

出であり、また、当該事務所に係る経費として支出した ADSL接続料、家賃、駐車場代金、ガス料金、 

電話料金、電気料金の全額も違法支出である。」と主張する。 

議員立会いの下、同事務所の現地調査を行ったところ、表札及び郵便受けに議員の氏名はなかったも

の、部屋内部にデスク、ソファー、書棚、パソコン、プリンター等の事務備品・機器が設置され、主

として調査研究活動を行っていることが認められた。 

したがって、当該調査研究活動専用事務所の事務所費として全額政務調査費と支出したことが、目的 

外支出に当たるとは認められず、また、当該事務所に係る上記経費も目的外支出とは認められない。 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

この監査委員判断の根拠は例規に反し重大な誤りがある。 

政務調査費の手引き、Ⅱ 政務調査費の使途に係る運用方針、3 項目別運用方針、（4）事務所費、 

には調査研究活動専用事務所と後援会・政治団体との共用の形態があり、（要件）が定められている。 

（要件）の一つに 「事務所としての外形上の形態及び機能を有していること。」とある。 

 (2)個別判断には表札及び郵便受けに議員の氏名はなかったもの、とあるとおり要件「事務所として 

の外形上の形態及び機能を有していること。」の外形上の形態が無いことを要件に反するとせず容認し 

たことは例規に反する重大な誤りがある。この判断は外形上の形態が無いにもかかわらず他の事務所 

についても同様に容認している事実がある。 

 

このような事例を含み「政務調査費で切手を購入したと年賀はがきを購入した件」「新聞購読費とし 

 て広告費を支払った件」「大学非常勤講師、公認会計士、不動産鑑定士、中小企業診断士、土屋晴行 

 氏の鋳物のまち かわぐち に寄せる力作購入の件」「事務所の廃棄物処理費支出の件」のほか多くの 

 支出と処理があった。 

  

政務調査費の手引き Ⅱ 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。（以下省略） 

    

  上記の定めにある 「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。」の前提認識が無視された判断と処理自体が社会通念上 

妥当な範囲であることを前提としていない笑止な判断と処理と批判されるべきである。 
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監査委員の定期監査実施について。 

 川口市の HPには『監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治 

法に基づいて設置され、市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理について、 

定期監査等の監査、例月現金出納検査、決算審査等を実施する執行機関です。 

  監査委員の選任については、市長が、行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちか 

ら、議会の同意を得て選任します。（地方自治法第１９５条、第１９６条）川口市では、識見を有する 

者２名、議員２名の、計４名が選任されています。また、監査委員を補助するために、監査委員事務 

局が置かれています。』とある。また「地方自治行政における「公正」と「効率」の確保という見地か 

ら、地方自治法に基づいて、各種の監査を実施しています。」とある。 

 

川口市の組織でも『法令遵守＝コンプライアンス』により組織の牽制機能があり違法、不当などを 

防止している筈であるが、監査委員が監査された形跡がない、従って当会が指摘している不当な判断 

結果はコンプライアンスに大きな欠如があったと言える。この問題点には監査委員の能力や監査委員 

としての法的知識や認識などについて他の部門に定期監査があるように監査を行うべきだと考える。

このような監査が行われない監査委員は多様な価値観に基づき、世間でもよく言われる行政寄り、 

議員寄りの監査がなされても監査結果として認められることになる。よって外部監査などを視程に入 

れた監査委員に対する監査を検討するべきである。 

 

 

ホームページ（ＨＰ・ブログ等）についての監査請求について。 

今回ホームページ（ＨＰ・ブログ等）について監査請求を行ったが、その理由は、平成２５年４月

１９日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、同月

２６日に公布（同年５月２６日に施行）されたことにもある。 

  

現在川口市議会の公式 HPに議員名簿があり HPを設定している議員の多くはホームページ・アドレ 

ス（URL）を表示し政務調査費より費用を支出しているがその内容が不充分であるもの、更新されず古 

いままであるもの、政務調査費より費用を支出しているが川口市議会の公式 HPの議員名簿に URLを 

表示しないものがある。 

 

 今後の選挙に於いて現職議員らが立候補する場合を想定し市民が議員の市政に対する考え方などを 

知るための重要な情報源となることは明白である。 

監査委員は今回の監査結果の通知で以下のとおり、その判断を述べている。 

 

（２） ホームページ、ブログ（以下、「ＨＰ」という。）について 

 ア 広報費としての支出の判断 

広報紙等により、調査研究活動、議会活動及び市の政策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政務調査費として認められ、議員が開設するインターネット上のＨＰ費用につ 

いても同様に認められる。  

また、ＨＰに、調査研究活動等以外の部分が含まれる場合は、必要に応じ按分を行うべきと判断す 

るが、按分割合については２分の１の定めしかなく、そのほとんどが調査研究活動と認められた場合 
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は、広報紙と同様に按分を行わないこととした。 

 イ ＨＰの維持管理費について 

ＨＰの維持管理に要する費用については、市民への情報提供、意見表明など必要が生じた場合に直 

ちにそれを掲載することに備える必要はあり、また議員の発信した過去の情報を閲覧可能の状態に置 

くことにも意味がないとまではいえないから、議員自身が開設するウェブサイトを維持するための管 

理費の支出が政務調査費支払の趣旨に反するということまではできないと判断することとした（東京 

高判平成 18 年 11 月 8 日）。 

 

『ＨＰに、調査研究活動等以外の部分が含まれる場合は、必要に応じ按分を行うべきと判断する』 

として、当会の主張を認め、市民感覚にも合致した判断をしているが公金支出の無駄使い是正まで 

は踏み込まず、一方、事務所費では明文化された手引きを無視した判断をしている事実がある。 

しかし HPの判断に関しては手引きの定めがないことを楯にして自らの責務を放棄していると言わざ 

るを得ない。 

特に特定政党等の政治活動に関するＨＰの記載やリンク設定まで、政務調査費の支出として是認し 

てしまったことは信じ難い監査結果である。また、今回の監査結果では、更新頻度については直 

接的な判断を避け、更新がまったく無い場合でも公金によるＨＰの維持管理費用の全額支出を是認し 

てしまったことは、昨今の政務活動費（または政務調査費）に対する国民、市民感覚と大きくかけ離 

れ、まさに議会や議員よりの判断をしているのに過ぎず、公金支出を監査する自治体の監査委員の責 

務に対して形骸化、無意味化の象徴的な判断となっている。 

  

以上 


